
 

やっと、梅雨らしい天気になってきました。恵みの雨を待ち望んだ方も多かったのでは

ないでしょうか。一方、雨による災害も発生しています。自然相手では、どうにもならな

いことも多いのですが、昔からの知恵や、科学の力を借りて、上手に向き合いたいですね。 

県連では、会員生協や関係団体等の大震災からの復旧・復興に向けたとりくみについて

お知らせしていくために、「東日本大震災復旧・復興ニュース」を発行しています。現在、

会員生協の状況について、集約中です。会員生協の皆様からも、情報提供いただけますよ

うお願いします。 

 

● みやぎみやぎみやぎみやぎ生協生協生協生協    

食食食食のみやぎのみやぎのみやぎのみやぎ復興復興復興復興ネットワークネットワークネットワークネットワークでででで、、、、県民防災県民防災県民防災県民防災のののの日日日日にににに「「「「みやぎをみやぎをみやぎをみやぎを元気元気元気元気にするにするにするにする

ふるまいふるまいふるまいふるまい企画企画企画企画」」」」開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    

６月１２日（７８年の宮城県沖地震の発生日）県民防災の日周辺に、様々な困難を抱え

ながらも宮城の復旧復興に携わる方々を励まし元気にする企画「みやぎを元気にするふる

まい企画」をみやぎ生協全店舗とコープふくしま３店舗で開催しました。今回もたくさん

の団体の皆さまのご参加を頂き、被災地宮城に元気を振る舞いました。    
 

  

（幸町店）            （石巻大橋店） 
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◆◆◆◆被災地訪問被災地訪問被災地訪問被災地訪問    
6 月 6 日(木)、石

巻・女川方面への被
災地訪問を行い、40
名が参加しました。
参加されたメンバー
は、被災地の現状を 
見ながら、かたりべの方から当時のお話を聞いた
り、復興商店街でのお買い物をしました。「自分
ではなかなか行動を起こせなかったが、良い機会
を得て、何かできることをしたいと感じた」「他
県の方や友人に、東北に来てもらうよう伝えた
い」などの声が寄せられました。ボランティア登
録も 8 名の方にしていただきました。 

◆◆◆◆参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方がががが講師講師講師講師をしてくれていますをしてくれていますをしてくれていますをしてくれています    
6 月 13 日(木)、みやぎ生協沖野店で「集会室でヒマつぶし」を開催し、15 名が参

加しました。参加された方が手作りの講師を務めてくださり、お花のコサージュを造
りながら、おしゃべりを楽しみました。様々な支援が減っていく中、「ここはいつま
でやるの？」との質問も。参加している皆さんが楽しみに来てくれているので、でき
るだけ長く続けられたらと思います。 

◆◆◆◆ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶体験会喫茶体験会喫茶体験会喫茶体験会    
6 月 11 日(火)、みやぎ生

協文化会館ウィズでふれあ
い喫茶体験会を開催し、20
名が参加しました。活動の
振り返りビデオの視聴、活
動体験報告のほか、活動に
あたっての心構えが 

紹介されている、「被災者の心を支えるために」の冊子
をお渡ししました。参加者からは「他の地域で活動し
ている方の話が聞けて参考になった」「ボランティアの
心構えが聞けて良かった」などの声が寄せられました。 

◆◆◆◆フリーリアフリーリアフリーリアフリーリア見学見学見学見学ツアーツアーツアーツアー（（（（仙塩仙塩仙塩仙塩 VCVCVCVC））））    
6 月 12 日(水)、被

災地応援企画「コープ
化粧品フリーリア産
地バラ園バスツアー」
を開催し、仙台市の仮
設住宅や、みなし仮設
住宅、ご自宅で被災 

されている方など 31 名が参加しました。バラの花
摘みやポプリ作りを体験し「久しぶりに命の洗濯が
できました」「身も心も癒されました。これを糧に明
日からまた頑張っていきます」と喜ばれました。 
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発行：みやぎ生協ボランティアセンター 
お問合せ：仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協生活文化部 

（月～金 9:30～18:00、土日祝日休み） 
TEL.022-218-3880 FAX.022-218-3663 

E-mail：sn.mfukushinet@todock.jp 
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みやぎ生協ボラセンニュース、次回の発行は 7 月 10 日の予定です。 

◆◆◆◆ボランティアボランティアボランティアボランティア活動予定活動予定活動予定活動予定◆◆◆◆    活動希望・お問い合わせ：TEL.022-218-3880(ボラセン山田) 

◆◆◆◆被災地被災地被災地被災地のののの今今今今◆◆◆◆    
住宅再建に向けての動きが少しずつ進む中、既に再建

を決めて引っ越しをされる方などで、仮設住宅の空き部
屋が増えてきています。ふれあい喫茶を定期開催してい
る仙台市内の仮設住宅でも、各戸に配布している案内チ
ラシの必要枚数が減ってきています。報道によると、自
治体では「仮設住宅を集約するといった検討は災害公営
住宅が完成して入居が本格化してから」としているよう
ですが、住民の方々はどこの仮設住宅に集約されるのか
と心配の声も出てきています。ふれあい喫茶では、せっ
かく築いたコミュニティが壊れてしまう不安や、取り残
される不安の声も聞かれます。少しでも不安を取り除け
るよう、寄り添う活動を続けていかなければなりません。 

〈〈〈〈ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶＆＆＆＆健康健康健康健康チェックチェックチェックチェック〉〉〉〉    
7/14（日）14:00～16:00 

（東松島市）鷹来の森仮設住宅集会室 
7/15（月）10:00～12:00 

（東松島市）グリーンタウンやもと仮設住宅集会室 
〈〈〈〈おおおお茶茶茶茶っこっこっこっこ飲飲飲飲んでいがいんでいがいんでいがいんでいがい！〉！〉！〉！〉    
7/15（月）10:00～12:00（石巻市）石巻大橋店 
〈〈〈〈ふれあいおふれあいおふれあいおふれあいお茶会茶会茶会茶会〉〉〉〉    
7/17（水）,24（水）10:30～12:00 

（石巻市）アイトピアホール 
〈〈〈〈あばいんあばいんあばいんあばいんカフェカフェカフェカフェ〉〉〉〉    
7/18（木）10:30～12:00（石巻市）石巻渡波店休憩コーナー 
〈〈〈〈健康健康健康健康チェックチェックチェックチェック＆＆＆＆ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉    
7/16（火）10:30～12:00 

（大河原町）大河原店コープダイニング 
〈〈〈〈健康相談会健康相談会健康相談会健康相談会＆＆＆＆ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉    
7/18（木）13:45～15:15 

（多賀城市）多賀城公園仮設住宅集会所 
7/25（木）13:45～15:15（多賀城市）城南仮設住宅集会所 
 
〈〈〈〈子育子育子育子育てひろばてひろばてひろばてひろば＆＆＆＆ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉    
7/18（木）10:30～12:00（亘理町）亘理店イートイン脇 
〈〈〈〈ちびっこなつまつりちびっこなつまつりちびっこなつまつりちびっこなつまつり〉〉〉〉    
7/21（日）13:00～15:00（岩沼市）岩沼店内 

〈〈〈〈ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉    
7/11（木）10:00～12:00（山元町）西石山原仮設住宅集会所 
7/16（火）10:00～12:00（仙台市若林区）サンピア 
7/16（火）10:30～12:00 

（仙台市若林区）ＪＲ南小泉社宅集会所 
7/18（木）10:00～12:00（亘理町）舘南仮設住宅集会所 
7/22（月）10:00～12:00（名取市）屋敷団地仮設住宅集会所 
7/23（火）10:15～11:30 

（仙台市太白区）あすと長町仮設住宅集会所 
7/23（火）10:30～12:00 

（仙台市太白区）三神峯ＮＴＴ社宅集会所 
7/23（火）13:30～15:30 

（岩沼市）岩沼市里の杜東仮設住宅集会所 
〈〈〈〈集会室集会室集会室集会室ででででヒマヒマヒマヒマつぶしつぶしつぶしつぶし〉〉〉〉    
7/11（木）10:00～12:00（仙台市若林区）沖野店集会室 
〈〈〈〈八木山八木山八木山八木山ふれあいふれあいふれあいふれあい市市市市〉〉〉〉    
7/15（月）10:00～13:00（白石市）八木山店 
〈〈〈〈オープンカフェオープンカフェオープンカフェオープンカフェ〉〉〉〉    
7/11（木）,18（木）,25（木）10:00～12:00 

（石巻市）蛇田店２F 
〈〈〈〈さわやかおさわやかおさわやかおさわやかお茶会茶会茶会茶会〉〉〉〉    
7/17（水）10:00～12:00 

（気仙沼市）面瀬中グラウンド仮設住宅集会所 
7/22（月）10:00～12:00（気仙沼市）大峠山上仮設談話室 



●     女性女性女性女性ネットネットネットネットみやぎみやぎみやぎみやぎ    

女性女性女性女性ネットネットネットネット結成結成結成結成１１１１周年周年周年周年のつどいのつどいのつどいのつどい    
 

宮城県内の幅広い女性達が参加する「子どもたちを放射能汚染から守り、自然エネルギ

ーへの転換をめざす女性ネットワークみやぎ」（以下「女性ネットみやぎ」）の結成１周年

のつどい「守りたい！明日につなぐ輝く笑顔」が５月２５日（土）宮城野区文化センター

コンサートホールで開催され、360人が参加しました。この女性ネットみやぎには、呼びか

け人としてみやぎ生協齋藤昭子理事長が参加しています。 

つどい第 1 部は、各地の取り組み紹介として、仙台市で活動している「母子週末保養プ

ロジェクト」、「美里町女川原発再稼働ストップの会」、「みやぎ脱原発風の会」のお三方か

ら活動アピールがありました。その後、「女川原発を廃炉にする会代表」で、元鹿島台町長

の鹿野文永さんから「私はなぜ原発に反対するのか」という演題でお話がありました。第

２部はクライナ生まれで、チェルノブイリ原発事故により原発からわずか 3.5キロで被曝さ

れ、その後日本で演奏活動を行っているナターシャ・グジーさんのコンサートでした。 

ロビーでは「子どもたちに原発のない社会を」の 154筆の署名を寄せていただきました。 

女性ネットの思いや、これからの活動に向けて連帯していくことを確認した会になりまし

た。 

 

●東日本大震災復旧東日本大震災復旧東日本大震災復旧東日本大震災復旧・・・・復興支援復興支援復興支援復興支援みやぎみやぎみやぎみやぎ県民県民県民県民センターセンターセンターセンター 

東日本大震災復旧東日本大震災復旧東日本大震災復旧東日本大震災復旧・・・・復興支援復興支援復興支援復興支援みやぎみやぎみやぎみやぎ県民県民県民県民センターセンターセンターセンター設立設立設立設立 2222 周年総会周年総会周年総会周年総会    

    

6月 9日（日）、「東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター設立２周年総会」が仙

台市の仙台弁護士会館で開催され、67名の県内各地域、各層の方々が参加しました。 

総会の開会に当たり、黙祷を捧げたあと、森久一代表世話人（元・山元町長）が開会の

挨拶を行いました。総会では、綱島不二雄代表世話人から「被災者の希望がかなう復興を

もとめて より広く、強く、全国に発信する大きな運動を作ろう」と、センター設立から２

年間の被災地の状況とセンターの取り組み状況について、報告が行われました。また、菊

池修事務局長から「県民センター２年間の活動と課題」「今後のセンターのあり方」につい

て提案されました。 

県民センターの「６つの取り組み視点」を再確認するとともに、風評被害の賠償を勝ち

取ったこと、中間指針に宮城県農林水産物が全部入ったこと、女川原発署名では女川町民

の過半数の署名を集めたこと、水産特区・ＴＰＰ問題に取り組むなかで漁協農協との共同

がすすんだたこと、医療介護の負担免除の取り組みで世論をリードしたことなどを確認し

ました。討論では 12名から発言があり、復旧・復興の現状と課題を話し合いました。  

 

 



●消費者行政消費者行政消費者行政消費者行政のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる懇談会懇談会懇談会懇談会みやぎみやぎみやぎみやぎ 

    

私たちの毎日にかかせない「食」。 

食品の放射能汚染について感じている不安や疑問、 

また風評被害を減らせるよう、 

みんなで一緒に考え、声にだしてみませんか。 

ご参加お待ちしています。 

●企画 NO.1 開催地区：仙北 

日時 2013 年７月 12 日（金） 

    10：10～12：10 （開場 9：40） 

会場 みやぎ生協古川南店 

    メンバー集会室 
      （大崎市古川北稲葉 2-1-5）  

★定員 ５０人 

●企画 NO.２ 開催地区：仙台 

日時 2013 年７月 17 日（水） 

    10：00～12：00 （開場 9：30） 

会場 フォレスト仙台２階 

    第１・第２会議室 

      （仙台市青葉区柏木 1-2-45 ）  

★定員 ８０人 

●企画 NO.３ 開催地区：仙南 

日時 2013 年７月 25 日（木） 

    10：00～12：00 （開場 9：30） 

会場 大河原町総合体育館 

            はねっこアリーナ  

      第１会議室・研修室 
       （柴田郡大河原町小島 1-7）  

★定員 ８０人 

参加費無料！ 
お申し込みはウラ面を 
  ご利用下さい。 

締め切り：6/21（金） 

FAX または E メールで、ウラ面の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

また、お電話での申し込み受け付けは行っておりませんので、ご了承ください。 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ事務局（宮城県生活協同組合連合会内） 担当：鈴木 

TEL:０２２－２７６－５１６２ FAX:０２２－２７６－５１６０ E－mail：sn.m33033ys@todock.jp  

お申込み方法 

お問合せ 

託児あり 
１歳以上 一人 300 円：事前にお申し込みが必要です。 

当日、急な欠席の場合は、午前 9：30 以降に下記の番号へご連絡下さい。 ＊会場へのご連絡はお控えください。 

【タイムスケジュール】※仙北地区会場は、開始時間が１０分ずつ繰り下がります。 

10：00  開会あいさつ  

10：05  宮城県からの報告「県内の食品の放射能汚染の現状」 

      宮城県農林水産部食産業振興課主幹 熊谷和男さん 

10：25  消費者庁からの報告「放射能汚染対策の取り組み」 

      消費者庁消費者安全課担当官 

10：40  意見・報告（消費者・農業生産者・農業協同組合・開催自治体） 

11：20  意見交換（会場の皆さんから意見・質問を受け付けます。） 

12：00  閉 会 

 

共催共催共催共催：：：：消費者行政消費者行政消費者行政消費者行政のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる懇談会懇談会懇談会懇談会みやぎみやぎみやぎみやぎ・・・・消費者庁消費者庁消費者庁消費者庁    

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ〈構成団体〉 
宮城県生活協同組合連合会、NPO 法人仙台・みやぎ消費者支援ネット、主婦連合会仙台支部、 
宮城県地域婦人団体連絡協議会、宮城県消費者団体連絡協議会、みやぎ生活協同組合 
生活協同組合あいコープみやぎ、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ﾈｯﾄﾜｰｸ（MELON） 

 


