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活動報告
灯籠制作会
……………1/11、1/12
2/7、2/8

盛岡市 イオンモール盛岡
盛岡市

NANAK

2/14、2/15 盛岡市 イオンモール盛岡南
2/21、2/22 盛岡市 イオンモール盛岡
2/28、3/1

盛岡市 カワトク

今年二年ぶりに灯龍製作会に参加させて頂きました。

今年は4回目の制作会でしたが、たくさんの人に作って

それでも祈りの灯火のポスターを見かけると立ち止まっ

協力してもらいました。年齢層は幅広く保育園くらいの子

て読んでくれたり、もうそんな時期なんだね〜と話した

供さんから上は70代近くまで様々でした。家族連れは子

り、人それぞれの311に対しての気持ちがあるんだろう

供達がやりたくて、それに親御さんも付きそう形で一緒に

なぁと思いました。

作ったり、友達同士などもいました。若いカップルは恥ず
かしいのか声を掛けても笑顔で立ち去ってしまいます。

県内より県外、沿岸より内陸が風化していると言われま
すが、この時期に灯龍制作会を通じて、311の事を思い出
したり、災害について考えたりと良いきっかけになってく
れたら、沿岸の方や亡くなった方達にも想いは届くのか
なぁと思います。
盛岡だけでなく他の地域の人達にも祈りの灯火の事を知っ
ていただけたら、すごく嬉しいですね。
＜大金＞

灯籠制作会

中学生の中には
見前公民館

実際に被災地で活

見前地区公民館にて、中学生6名とご婦人のかた1名、

動したことがある

…………………………………2/28

盛岡市

公民館の職員のかた1名、ゆいっこ3名で灯籠作りを行い
交流させていただきました。

かたもおりまし
た。また、中学3
年生で今時期いろ
いろ忙しい中参加
していただいたか
たもおりました。
頭が下がります。
ご婦人のかたは
ヨガを催されてい
るかたで、何か自
分でもできること
がないかと思い一
人で参加してくだ
さったとのことで
した。なかなか今ボランティアのかたは一人で参加するこ
とは少ないです。こちらも頭が下がります。
公民館の職員のかたは、灯籠に独自なデザインをつける
ための道具を購入されていたりしました、やる気まんまん
です。実は今回こちらの手違いやミスで大変ご迷惑をかけ
てしまったのですが、すごく寛大に対応してくださいまし

まず最初にゆいっこ盛岡の簡単な紹介をさせていただき
ました。ゆいっこ盛岡が何をしている団体か問いかける
と、知らないということでしたのでもっと認知度を上げて
いかないとですね（苦笑）
早速、灯籠作り。中学生のかたは絵心あり、創造性豊か

た。申し訳ありませんでした、本当にありがとうございま
す。こちらもまたまた頭が下がります。
灯籠を作成し終えた後は、灯籠を並べ部屋を暗くし、み
なで鑑賞しました。非常に綺麗ですね〜♪、心が洗われま
す。

です♪、メッセージ性もあり非常に素敵な灯籠を作成して
おりました。ちなみに私が作成したのは最近流行りの寄生
獣のミギーの絵がついた灯籠です（笑）
絵はともかくとしまして、震災から4年経過しても、若
いかたがたが震災に関心を持ち今回のようにボランティア
活動に参加することは、非常に尊敬になり、ただただ関心
です。ちなみに私が学生時代はボランティアに全く関心な
く偽善としか思っていなく、ひねくれてました（苦笑）、
今は違く大人な考えになりましたよ（笑）

最後にそれぞれ感想を言い、締めました。
今回作成した灯籠は3月11日の祈りの灯火にて設置させ
ていただきます。震災から4年経過し風化も言われている
この頃です。被災地のかたがたにとっては決して忘れるこ
とはできません。私たちは日常生活を送っていると忘れて
しまいがちですが、忘れてはならない意思を持ち続け、こ
れからも活動に携わっていきたいと思います。
＜成田＞

東日本大震災追悼祈念行事
「祈りの灯火～これからも共に～」
………………………3/11

盛岡市 もりおか歴史文化館

この日は朝から大雪と暴風に見舞われ、祈りの灯火を開
催できるかどうかわからない状況でした。会場の歴史文化
館に到着すると、やるかまだ決定していない状況にも関わ
らず沢山のボランティアさん達が雪かきをしていました。

今年1番といってもよいくらいの大雪で、雪を払うのに
昼までかかりました。しかし、その雪もだんだんと落ち着
いてきて何とか開催できそうな状況です。
午後からは更にた
くさんのボランティ
アスタッフが集ま
り、午前中の遅れを
取り戻していきま
す。雪も降ったり止
んだり、寒さもこの
時期にしては厳しく
大変な中でしたが、
いままでの灯籠制作会や県内・県外から想いを込めて送っ
てきていただいた約1万の灯籠を灯したいという皆さんの
気持ちが伝わったのか、時折風は強い中ですが灯籠に火を
灯すことができました。
会場では他に屋台やステージ、また中では物販や映画な
ども催され、悪天候の中ではありますが少しずつ市民の
方々も集まってきました。今回も牛乳パック灯籠の他に、
田老夢あかり・回り灯籠・キャンドルなど様々な灯籠が灯
されました。
雪や風で何度も火が消えましたが、その度にスタッフや
市民の皆さんが再度点灯していきます。毎年同じような状
況を見てきましたが、その諦めない姿に毎年感動してしま
います。。。
最終的に来場者は悪天候も重なり多いとは言えませんで
したが、祈りの灯火の準備段階から関わって下さった
方々、灯籠制作していただいた方々含めると今までで一番
たくさんの方と共有できたのではないかと思います。
被災地域から遠ければ遠いほど、どうしても風化は進ん

でいくものですが、これからも少しでも多くの方に、震災
に対する想いや行動、災害に対する備えなどいま一度思い
起こしてもらえたら嬉しいです。
まだゆいっこの復興支援は終わっていません。これから
は地域コミュニティの再形成に力を入れていきたいと思い
ます。皆さんのお力をお借りすることもあるかと思います
が、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。
＜吉田＞

活動記録（H27年1月〜3月）
日
（曜日）

活動内容

ご支援ありがとうございます！

1/11
（土） ●灯籠制作会
〜12
（日） （盛岡市 イオンモール盛岡）

お預かりしたお金は、宮古への交通費やイベント開
催費用、事務所の維持費に使わせていただいておりま
す。本当にありがとうございます。
※ご支援いただく方の中には、スタッフがお名前しか把
握できていない方がいらっしゃいます。一同是非お礼
を申し上げたいと思っておりますので、差し支えなけれ
ばメール morioka@yuicco.com までご連絡いただ
ければ幸いです。

2/7
（土）
●灯籠制作会
〜8
（日） （盛岡市 NANAK）

2/14
（土） ●灯籠制作会
〜15
（日） （盛岡市 イオンモール盛岡南）

2/21
（土） ●灯籠制作会
〜22
（日） （盛岡市 イオンモール盛岡）

【支援金総合計】
（H27年3月31日現在）

￥ 2,730,220

※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。

2/28
（土） ●灯籠制作会
〜3/1
（日） （盛岡市 カワトク）

【支援金をいただいた方】
（H27年2月〜3月）
2/28
（土）

●灯籠制作会
（盛岡市 見前公民館）

3/11
（水）

●東日本大震災追悼祈念行事
「祈りの灯火～これからも共に～」
（盛岡市 もりおか歴史文化館）

tarou さん （2/24）
ひがし まさひろ さん （3/12）
浅井 聡之 さん （3/12）

おゆずりください！
！

支援金を募集しております

着物ハギレ

被災地への支援活動に使う支援金を随時募集しておりま
す。無理のない範囲でご協力いただければと思います。
振込は下記口座までお願いします。

岩手県宮古市で被災された「あねさん」達が運営する手
作り小物ショップ「あねさんショップ」では、商品製作の
材料等のご支援をお願いしています。ご家庭で不 要に
なった物がありましたらご協力をお願いします。
＜募集内容＞
●着物ハギレ生地（絹。仕立ててあるものはそのままで）
●着物帯（絹）●ミシン●小さいアイロン●布団皮の見本
●アクリル毛糸（新品・並太・明るい色）
お問い合わせ・送付先は＜あねさんショップ＞まで
住所／〒027-0025 岩手県宮古市実田1丁目3-34
電話／0193-77-3967
注）
住所・電話番号が変わっています

◆ゆうちょ銀行
記号／18350 番号／6602251
名義／いわてゆいっこ盛岡（イワテユイッコモリオカ）
※他金融機関からの振込の場合
店名／八三八（ハチサンハチ） 店番／838
預金種目／普通預金 口座番号／0660225
名義／いわてゆいっこ盛岡（イワテユイッコモリオカ）
◆岩手銀行
店番／107 口座番号／2061680
預金種目／普通預金
名義／いわてゆいっこ盛岡 代表理事 立花有彩
（イワテユイッコモリオカ ダイヒョウリジ タチバナアリサ）

「ゆいっこ盛岡新聞」
は、
いわてゆいっこ盛岡ホームページよりPDFでご覧いただけます。
郵送をご希望の方は電話やメールにて事務局にお知らせください。

この事業は赤い羽根
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」
の助成を受け実施しています。

N P O 法 人 青 年協議会
http://seinen-kyougikai.jp/wp/

