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みやぎ生協の本部にある「生協文化会館 With」には、大震

災時の津波の高さを柱に表示したものがあります。その高さに

改めて津波の恐ろしさを感じます。先日来館の親子が「こんな

高さだったんだね。分からなかった」と話していました。復興

へのお手伝いもいろいろな方法がありますが、「現実を知るこ

と、知らせること、そして考えてもらうこと」もその一つでは

ないでしょうか。 

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。 

 

● みやぎ生協 

【被災地復興応援】被災された方々の
“手作り品を紹介するカタログ”第３号を作成しました。 

みやぎ生協では、多くの皆様と連携しながら、仮設住宅集会所等で住民のコミュニティ

ーづくりや孤立化防止に取り組んできました。その活動のひとつとして、生きがいづくり

や生活再建のため、手作り品の製作に取り組む方々と、支援くださる方々を「つなぐ」役

割を果たすべく、「手作り商品カタログ」を作成しています。被災された方々自身が立ち上

げた団体や、被災された方々と一緒に取り組む支援事業をしている団体及び、被災した、

あるいは販売機会が減少するなどした福祉共同作業施設の取り組みと商品を紹介していま

す。この間、 メンバー（組合員）による店舗での企画販売や、文化会館ウイズ

での販売、他生協でのイベント、各団体の直接販売分など、カタ

ログの活用によって 290 万円を超える売り上げへと繋がってい

ます。（金額はみやぎ生協把握分）今回発行する Vol.3 には、

被災された方々の団体 12、福祉共同作業施設 8 の計 20 団体 60

品目を掲載しています。（これまで発行したカタログとは全て

異なる団体です）カタログは発災直後よりご支援を頂いた全

国の生協へ送付し、現在の被災地の取り組みを知ってもら

うとともに、各生協での紹介・販売などを通して、継続し

た支援を呼びかけるきっかけづくりとします。 
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◆南三陸町の生カキ生産者と交流しました 
5 月～6 にかけ、10 ヶ所のエリアが南三陸町を訪問し、めぐみ野志津川湾産生カキ生産者の皆さんと交

流しました。震災からの復興や、みやぎ生協のほか関西を中心とした多くの生協からの支援に励まされたこと
などのお話を伺いました。参加者から寄せられた声の一部をご紹介します。 

 
「被災の跡が色濃く残る一方で前向きに進まれている姿

に、心か のエールを贈りたい」(5/15 新寺店) 
「前向きな生産者の皆さんに力を頂いた」(5/15 沖野店) 
「自分も被災し大変だと思っていたが、もっと大変な人た

「 寄り添って支援していきたい

「毎月、生産者支援募金活動を続けているが、やってい

「 戸

「 "大変"などとい

 
「『贈呈 みやぎ生協 志津川』や『コープしが』の名の

「 との話を聞き、助け合いの精神の大切さを感じた」(6/13 アイトピア) 

◆手作り品販売と同時開催しました（白石店こ～ぷ委員会）
6 月 15 日(土)、白石店でふれあい喫茶を開催し、コープあおもりの皆さんから

いただいた「ねぶた金魚」キットを作りました。参加された方からは、「色々な

ちも頑張っていること、同感に思う話も聞けて良かっ
た」(5/22 六丁の目店) 
もっと生産者の皆さんに
と思った (5/22 東松島) 
 

てよかったと改めて感じた」(5/29 八木山店) 
以前に震災語り部の方から聞いた話を伝えたくて、
倉中学校にも立ち寄り、参加者に津波の恐ろしさを実
感してもらった」(5/29 岩切店) 
メディアでは見ていたが、直に見ると
う言葉では片付けられない。見たもの、聞いたものを
伝えなければという責任を感じた」(6/6 高砂駅前店)

入ったカキのかごを見て、つながっていることを感じ
涙が出た (6/13 桜ヶ丘店) 
多くの支援によって前に進めた

方
とお話ができたし、金魚づくりも楽しかった」「ずっとこの活動を続けて欲しいで
す」などの声が寄せられました。山元町で被災された方々の手作り品の販売も同時
に行い、白石から近い山元町へ思いを寄せてくれる方が多くいらっしゃいました。
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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 24 日の予定です。

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

◆被災地の今◆ 
各地のふれあい喫茶会場で、宮城県主催の「DV 被害者等サポート講座」のチラシを配布しました。一昨

年度の宮城県内での人口 10 万人あたりの DV 相談件数が全国 1 位だったことが過去に報道されましたが、
宮城県警の HP によると、昨年度はさらに 3 割増、今年度も既に昨年度より増えているそうです。今回配
布したチラシは、既に仮設住宅の集会所にも置いてあったようですが、詳しく説明してお渡しすると、「そ
ういえば近所から怒鳴り声が頻繁に聞こえている」「震災前はそんなことは無かったが、夫婦関係が悪くな
っている」「ちょうど知人が悩んでいたからチラシを届けてあげたい」など、それぞれ胸の奥にしまってい
た思いを話されていました。会話をしながらの情報提供を続けていくことの大切を実感しました。 

〈夏祭り〉 
7/27（土）11:00～18:00（多賀城市）城南仮設住宅集会所
〈健康相談会＆ふれあい喫茶〉 
8/1（木）13:45～15:15（塩釜市）伊保石仮設住宅集会所 
〈オープンカフェ〉 
8/1（木）,8/8（木）10:00～12:00（石巻市）蛇田店２F 
〈お茶っこ飲んでいがい！〉 
8/1（木）10:00～12:00（石巻市）石巻大橋店 
〈子育てひろば＆ふれあい喫茶〉 
8/1（木）10:30～12:00（亘理町）亘理店イートイン脇 
〈さわやかお茶会〉 
8/6（火）10:00～12:00（気仙沼市）ぽけっと 
8/9（金）10:00～12:00 

（気仙沼市）松崎柳沢(上沢）仮設住宅集会所
〈集会室でヒマつぶし〉 
8/8（木）10:00～12:00（仙台市若林区）沖野店 集会室 

〈ふれあい喫茶〉 
7/26（金）10:30～12:00 

（仙台市宮城野区）扇町 1 丁目公園仮設住宅集会所
7/26（金）10:30～12:00 

（仙台市若林区）卸町５丁目公園仮設住宅集会所
7/26（金）13:30～15:00（塩釜市）伊保石仮設住宅集会所
7/26（金）13:30～16:00 

（亘理町）公共ゾーン第２仮設住宅集会所
7/31（水）10:00～12:00 

（山元町）旧坂中跡地仮設住宅集会所
7/31（水）10:30～12:00（仙台市青葉区）八幡町店集会室
8/1（木）10:30～12:00（仙台市若林区）六丁の目店店内
8/8（木）10:00～12:00（山元町）西石山原仮設住宅集会所
〈ふれあい喫茶＆方言を語り残そう会〉 
7/27（土）10:00～12:00 

（名取市）美田園第一仮設住宅集会所



●東北大学生協 

【震災を忘れない】企画開催 
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から 2年以上が過ぎました。  震災の記憶をわすれ

ないように、また、震災を経験していない皆さまに震災の記憶を語り継いでいくために、

7 月 1日（月）～19 日（金）の期間中、「震災を忘れない」企画を開催しました。 

 

 

 

 



● 尚絅学院大学生協 

学生委員会のボランティア活動参加への思い 
 大震災から２年４ヶ月が経ちましたが、今までアリスクラブ（生協学生委員会）とし

てボランティア活動を行うことはありませんでした。個人的に活動している人もいまし

たが、委員会内ではできずにいました。しかし、昨年の大学祭で「放射線による被害」

について発表したことをきっかけに変りました。知らないことが多すぎると痛感すると

同時に、被害の現状を知ることの重要性を感じました。現在は専務の協力もいただき、

さまざまなボランティア活動に参加しています。以下の表が今年参加したボランティア

活動です。 
今後は、知識や情報を委員会内だけにとどめず、組合員に発信し、組合員自身に震災

復興への関心が芽生えるようにと思っています。現在、学内のボランティアステーショ

ンの存在や企画について知らない人も多くいるため参加の呼びかけなどを行ったり、大

学生協主催のボランティア企画を組合員に紹介し参加を呼びかけます。より多くの参加

の場を提供し、一緒にボランティア活動をしていきたいと考えています。(学生委員会

副委員長 中目ゆずき 3 年生) 

日時 場所 内容 
３月２日（土） 午前：箱塚桜仮設住宅 

午後：美田園第１仮設住

宅 

“やまちゃんサービス”お茶

会 

3 月１０日（日） 名取市閖上中学校 キャンドルナイト 
３月１１日（月） 名取市文化会館 東日本大震災慰霊式典 
３月２３日（土） 亘理中央公民館 亘理ホームカミングデー見学

３月２４日（日） 〃 〃 参加 
5 月３～４日（金～土） 宮城県南三陸町 被災地視察、がれき撤去作業

※アリスは総代さんに呼びか

けを行いました。 
5 月 5 日（日） 名取市閖上地域、亘理町 被災地視察バスツアー 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



● 宮城県生協連 

7 月 13 日（土）、宮城県連は「宮城の浜と水産業の再生・発展を応援する

緊急シンポジウム」を開催しました。 

 

７月 13 日(土)、みやぎ生協文化会館ウィズにおいて、「宮城の浜と水産業の

再生・発展を応援する緊急シンポジウム」を、宮城県生協連主催、東日本大震

災復旧･復興支援県民センター、水産特区を考える市民の会の協力で開催しまし

た。生協組合員・職員、漁業・水産業関係者、市民など 110 人が参加しました。 

シンポジウムでは、はじめに東京海洋大学准教授濱田武士さんから、「宮城の

浜の再生と水産業の復興について～漁業権をめぐる諸問題と協同組合の役割

～」について、学習講演が行われました。 

その後、「宮城の浜と水産業の再生・発展のために」をテーマにパネルディス

カッションが行われました。そのなかでは、石巻魚市場株式会社代表取締役須

能邦雄さん、浜のおかあさん・宮城県漁協女性部連絡協議会会長畠山悦子さん、

全国漁業協同同組合連合会漁政部長高浜彰さん、京都生活協同組合職員ボラン

ティア福永晋介さん、東日本大震災復旧復興支援みやぎ県民センター代表世話

人綱島不二雄さんの 5人から報告がありました。「漁業の危機は、認識の危機か

らはじまっている」「海の暮らしと生業の再生が必要」「漁業権管理における協

同組合の役割」「助け合いとしての協同組合精神」「風評被害に負けないで買い

支える」「消費者と生産者の結びつきの大切さ」等について討議されました。水

産特区については、漁業権の面からどんな影響があるのか話されました。最後

に水産特区市民の会の河相一成さんがまとめを行い、齋藤昭子県連会長理事が

シンポジウムのアピールの提案と閉会あいさつをおこない終了しました。 
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