
 

  

 活動報告 

小屋作り＆草取り＆豚汁作り …11月 11日（日）宮古市高浜 

11 月 11 日（日）、宮古市高浜にて、小屋作り・草取り・

豚汁作りを行いました。今回はゆいっこ盛岡のメンバー

に加え、土地家屋調査士会盛岡市部の方と都南のなんで

もやろう会の皆さん総勢 26 名ほどで活動しました。行き

のバスでは、藤原慧矢代表を始め、初代代表吉田敬子さ

ん、なんでもやろう会代表の方からの挨拶。 

宮古市高浜の仮設住宅についてからは、チーム分けを

して男性陣は小屋作りと草取り、女性陣は豚汁作りをす

ることになりました。豚汁作りでは、なんでもやろう会

のお母さん方が腕をふるい野菜を切ったり、味付けをし

たりとさすがと思うくらい手際がよく進んで行きまし

た。 

その間男性陣は小屋作りと草取り。小屋作りでは現地

の大工さん、土地家屋調査士会の皆さんの素晴らしいご

指導により、皆で力を合わせて順調に進んで行きました。

この小屋は冬に備えて、仮設住宅の方々がタイヤや雪か

きのスコップなどを入れる物置として使われるそうで

す。途中屋根に穴が！などのハプニングもありましたが、

専門の方の処置により事なきを得ました。 

そして草取りでは、仮設住宅奥の草むらと入り口の草

を草刈機と手で取りました。しっかりと根付いているせ

いか、なかなか思うように草取りができず苦戦しました

が、豚汁作りを終えたお母さん方のお手伝いもあってな

んとか午前の分を終えました。 

一汗かいたあとには美味しい美味しいお昼ごはん！お

母さん方が作った豚汁と高浜の仮設住宅の方々が作って

下さったおにぎりを皆で美味しくいただきました。一仕

事終えたあとのご飯は格別においしいものです。 

御飯のあとは宮古の方に頂いた差し入れのチョコレー

トを食べ午後の部スタート！作業の途中、雨の心配もあ

りましたが、約半日で無事小屋が完成しました。草取り

も順調に進み、ゴミ袋にたくさん。最後にボランティア

の皆で集合写真を撮り宮古市高浜を後にしました。 

なんでもやろう会の皆さんとは今回はじめて一緒に活

動をしましたが、終わった後に「楽しかった」「また一緒

に活動しましょう」とお声がけ頂き、とても嬉しく思い

ました。これからもこのようにゆいっこ盛岡の活動で結
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▲吉田敬子初代代表からご挨拶 

▲野菜を切るお母さんたち。 

勉強になります！ 

 

▲男性陣は草取り。 

▲高浜のお母さんたちお手製のおにぎり 

▲午後の草取りの様子。 

▲小屋完成！ 

▲着々と進む小屋作り。男性陣頼もしいです！ 

▼最後にボランティアの皆さんでハイ、チーズ！ 



 

支援金をありがとうございました！ 

【支援金総合計】（H24.11.30 現在） 

￥１,745,120 
※日本財団、赤い羽根共同募金、NPO法人青年協議会からの支援金を除いた

金額となっております。 

【支援金をいただいた方】（H24 年 11 月） 

千葉陽子 様（11/1） 、六波羅弘子 様（11/6） 

じゃじゃおいけん 様（11/13） 

 

日（曜日） 活動内容 

１１（日） ●小屋作り＆草取り＆豚汁作り 

 （宮古市高浜） 

１７（土） ●チューリップ植え（盛岡市） 

 

活動記録（H２４年 11 月） 

チューリップ植え …11月 17日（土）盛岡市本宮しぇあハート村 

11月 17日（土）、しぇあハート村にて

チューリップの球根をプランターに植え

るお手伝いをさせていただきました。親

子で参加！！ということで、娘をお供に

ドキドキの初参加でした。ゆいっこ盛

岡、しぇあハート村、花 deつなぎ隊、御

近所の方々と 20 名以上の参加を見

て、結いの精神を垣間見たようでし

た。 

初対面の方ばかりでしたが、簡単な

自己紹介の後、各々が自分のプラン

ターに植える好きな色の球根の組み

合わせを選んでいる頃には、和気あ

いあいとなっていました。一人ひと

つのプランターに思い思いの色を思

い浮かべながら球根を植えていき、

完了したら自分の名前を書いた木札

を挿しました。 

始めは、結構重労働を想定して参加

したのですが、思いのほかすぐに作

業が済んでしまい、その後センター

ハウスでほっこりと談笑させていた

だきました。 

花 de つなぎ隊の方が、春はチューリ

ップ、夏はベコニア・・・と、季節

を通して沿道の目を楽しませたいと

おっしゃっていました。是非、その

たびにお手伝いさせて頂き、しぇあ

ハート村から花いっぱいの景色を発

信し、徐々に周りも花いっぱいにな

れば良いなと思いました。 

吹く風が冷たく頬を刺し、体の芯か

ら冷えそうなお天気でしたが、来年

の春、しぇあハート村に色とりどり

のチューリップが咲き誇る風景を想

像するにつけ、ほんわかと温かくな

った一日でした。 

＜報告/浅沼＞ 
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▲皆でプランターに付け

る名札を書きました。 

▲道路沿いにたくさんの

チューリップ。 

咲くのが楽しみです。 


