
今年も振り返りをする時期になりました。 

全員の方が、ひとつでも「良かったと思えること」があるとよいのですが…。 

来年のいまごろは、「良い振り返り」ができるよう、取り組みを進めましょう。 

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    

仙台仙台仙台仙台はくさいはくさいはくさいはくさいプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                                                                        

１１月１７日（日）秋空の下、仙台白菜の収穫祭が岩沼市寺島の畑で行われました。当

日は宮城県農業高校、明成高校、ＪＡ全農みやぎ、ＪＡ名取岩沼、みやぎ生協のメンバー

で伝統品種「松島純２号」などの収穫作業を行いました。９月にみんなで定植した白菜は、

生産者の森さんご夫妻の手入れもあって、子どもの手に抱えきれないほど大きく育ちまし

た。宮城県農業高校の鈴木先生の指導を受け、みんな上手に白菜を収穫しました。地元岩

沼のボーイスカウト、仙台市内の小学生なども作業を応援しましたこの畑で育った仙台白

菜はみやぎ生協の店舗、共同購入を通じて皆さんのお手元に届けられます。 

 

わたりのそばわたりのそばわたりのそばわたりのそばプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト                                                                        

１１月２６日（火）、わたりのそばプロジェクト「おひろめ試食会」をみやぎ生協亘理 

店で開催しました。１１月に収穫されたばかりのソバを使って開発した「復興亘理そば」

をお披露目しました。新ソバの風味を生かすために殻と実をいっしょに挽いた「一本挽き」

蕎麦粉を使って藪そば風に仕上げたソバはネットワークに参加する株式会社だい久製麺が

製造します。「あっさりだけどコシがあって美味しい」「みんなでふるさと亘理の復興を

祈りながら年越し蕎麦で食べたい」といった歓迎の声が聞かれました。復興亘理そばは１

２月１５日から３１日迄の期間、みやぎ生協全店で発売されます。 

 

宮城県内宮城県内宮城県内宮城県内のののの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活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

震災からもう 2 年 8 ヶ月が過ぎました。みやぎ生協ではこの間、４つのボランティアセ

ンターを中心としてさまざまな活動に取り組んできました。それぞれの最近の活動を紹介し

ます。 

宮城県生協連宮城県生協連宮城県生協連宮城県生協連    

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・・・・復興復興復興復興ニュースニュースニュースニュース    
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◆◆◆◆被災地被災地被災地被災地のののの今今今今◆◆◆◆    
    
【【【【生活再建生活再建生活再建生活再建～～～～すすみすすみすすみすすみ具合具合具合具合にばらつきがにばらつきがにばらつきがにばらつきが】】】】    
    

国から支給される生活再建支援金は、
住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、
再建方法に応じた加算支援金に分かれ
ています。 

報道によると、県内で基礎分を受給し
た 12 万 8134 世帯のうち、10 月末
現在で、5 割強にあたる世帯（7 万
1756 世帯）が、建築・購入、補修、
賃貸のいずれかの方法で住宅の再建を
行い、加算分を受給したそうです。 

しかし、市町別でみると、利府町や仙
台市、松島町などが 6 割以上なのに対
し、中心部の被害が大きかった女川町や
南三陸町、気仙沼市などでは 2～3 割程
度とのことで、住宅再建のすすみ具合に
差があることがわかります。 

また、再建する方がいる一方、未だ 3
万 8000 世帯以上がプレハブもしくは
みなし仮設住宅での生活を余儀なくさ
れています。 

ふれあい喫茶の参加者には、災害公営
住宅などがなかなか決まらない苛立ち
や「たぶん最後まで仮設住宅にいるか
ら、ずっと来てね」と話される方も。不
安な気持ちに寄り添えるよう、活動を続
けていきます。 

〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/19（木）10:30～12:00（石巻市）石巻渡波店 休憩コーナー 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/19（木）10:00～12:00（石巻市）蛇田店 ２F 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/19（木）10:30～12:00（亘理町）亘理店イートイン脇 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/15（木）14:00～16:00（東松島市）鷹来の森仮設住宅集会室 
12/16（木）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 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/19（木）13:45～15:15（多賀城市）山王仮設住宅集会所 
12/26（日）13:45～15:15（多賀城市）高橋仮設住宅集会所 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/15（木）10:00～13:00（仙台市太白区）八木山店 
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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 
http://www.miyagi.coop/support/shien/volunteer/ 

みやぎ生協ボラセンニュース、次回の発行は 12 月 18 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)   

◆◆◆◆各地各地各地各地でででで秋秋秋秋まつりがまつりがまつりがまつりが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    
10 月下旬～11 月店舗やメンバー集会室で秋まつりが開催され、
いくつかの会場では、手作り商品販売や募金活動、ふれあい喫茶
なども一緒に取り組まれました。その一部を紹介します。 
【【【【亘理店亘理店亘理店亘理店】】】】山元町西石山原仮設住宅の皆さんの手作り商品を販売
しました。（10/26） 
【【【【気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼メンバーメンバーメンバーメンバー集会室集会室集会室集会室ぽけっとぽけっとぽけっとぽけっと】】】】手作り商品カタログに掲載し
ている、気仙沼周辺の団体（おぢゃのみ工房子葉輝（大島）、入谷
Yes 工房（南三陸）、社会福祉法人洗心会ワークショップひまわり
（気仙沼））にお声がけし、出店していただきました。（10/26） 
【【【【八幡町店八幡町店八幡町店八幡町店】】】】定期的にふれあい喫茶を開催している、青葉区川内
みなし仮設住宅の手作りサークルの皆さんに出店していただきま
した。（11/1） 
【【【【岩切店岩切店岩切店岩切店】】】】ふれあい喫茶を開催している、仙台港背後地 6 号公園
仮設住宅「萩の会」の皆さんの手作り品を販売しました。（11/7） 

〈〈〈〈ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉    
12/16（木）10:30～12:00（仙台市泉区）黒松店 集会室 
12/16（木）10:30～12:00（石巻市）三反走仮設住宅集会所 
12/17（木）10:30～12:00 

（仙台市若林区）ＪＲ南小泉社宅集会所 
12/17（木）10:30～12:00 

（仙台市太白区）三神峯ＮＴＴ社宅集会所 
12/19（木）10:00～12:00（亘理町）旧舘仮設住宅集会所 
12/19（木）10:30～12:00 

（仙台市太白区）八木山南ＮＴＴ社宅集会所 
12/25（日）10:00～12:00 

（山元町）旧坂中跡地仮設住宅集会所 
〈〈〈〈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〉〉〉〉    
12/18（木）10:30～12:00（石巻市）アイトピアホール 

 
【【【【日程変更日程変更日程変更日程変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ】】】】    
前号に掲載した 12/4(水)(気仙沼市)西八幡前仮設住宅集会所〈さわやかお茶会〉は、12/12（木）10:00～12:00 に変更になりました。 

 

岩切店 

八幡町店 

八木山店では

生産者支援募

金活動を実施 

虹 の 丘 店 ・ 桜 ヶ 丘
店・国見ケ丘店・高
森店では、ワークシ
ョップひまわり(気
仙沼)のクッキーを
販売 

【【【【黒松店黒松店黒松店黒松店・・・・台原店台原店台原店台原店・・・・鶴鶴鶴鶴ケケケケ谷店谷店谷店谷店・・・・南光台店南光台店南光台店南光台店ここここ～～～～ぷぷぷぷ委員会委員会委員会委員会】】】】    
「語り部の活動を行うことで、いまだ癒えぬ心の痛
み、はかりしれない想いを乗り越えようとされている
ように感じ、子を想う母の強さ、人間の偉大さを感じ
ました」「語り部さんの生き方に感動しました。自分
も被災して落ち込んでいたが、勇気をいただきまし
た」などの声が寄せられました。「自分の町内会にも
声をかけて、ぜひ来たい」と、すぐに語り部の予約を
されていた方もいました。（10/7） 

【【【【古川南店古川南店古川南店古川南店・・・・古川北古川北古川北古川北・・・・遠田志田遠田志田遠田志田遠田志田・・・・加美玉造加美玉造加美玉造加美玉造ここここ～～～～ぷぷぷぷ委員会委員会委員会委員会】】】】    
「向き合いながら乗り越えていく姿に感動した」「内陸
と沿岸での被災の差を知り、申し訳なくなった。知らな
いということは怖いものだ」「ふだんのくらしができる
ことに感謝しなければいけない。防災についても早速家
族で話し合おうと思った」などの声が寄せられました。
また、通りがかる若林区荒浜周辺についても、震災前と
後の航空写真や体験談などの資料をまとめ、それを見な
がらバスの中から視察し理解を深めました。（10/31） 

◆◆◆◆被災地訪問被災地訪問被災地訪問被災地訪問    特定非営利活動法人地球のステージが管理している「閖上の記憶」に立ち寄った後、 

震災語り部の方のお話を伺いました。閖上を訪問した参加者の声をご紹介します。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎみやぎみやぎみやぎ生協仙南生協仙南生協仙南生協仙南ぼらんてぃあにゅぼらんてぃあにゅぼらんてぃあにゅぼらんてぃあにゅーーーーすすすす No.20☆☆☆☆10101010 月 

 

 

 

･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

10/10（木）西石山原仮設住宅集会所 

10/15（火）みやぎ生協大河原店 

10/15（火）みやぎ生協白石店 

10/17（木）旧舘仮設住宅集会所 

10/21（月）里の杜西仮設住宅集会所 

10/23（水）旧坂中跡地仮設住宅集会所 

10/26（土）美田園第１仮設住宅集会所 

10/26（土）名取西店（秋まつり～13：00） 

10/31（木）屋敷団地仮設住宅集会所 

おいしいおおいしいおおいしいおおいしいお茶茶茶茶のののの季節季節季節季節になりましたになりましたになりましたになりました♪♪♪♪    
９月１２日(木)、山元町の西石山原仮設住宅集会所の

ふれあい喫茶で、株式会社伊藤園さんにご協力をいた

だいて、「おいしいお茶の淹れ方」についてわかりやす

くお話をしていただきました。実際に４通りのお茶の

淹れ方を行って、味の違いを知っていただきました。 

皆さんは、味の違いがわかる度、歓声があがり大変盛

り上りました。「これまで何気なく入れていたお茶が、

ちょっとしたコツでこんなにおいしいお茶になるなん

て、目からウロコです。」と喜びの声も多数寄せられま

した。ぜひ、ふれあい喫茶でも、 

教えていただいたようにお茶を 

入れていきたいと思います。 

 

ボランティアに興味･関心をお持ちの方はお電話・メールをお寄せください。             

☆みやぎ生協生活文化部 

電話０２２－２１８－３８８０ FAX０２２－２１８－３６６３ 

☆みやぎ生協仙南ボランティアセンター 事務局 森 

PHS０７０－６９５４－１００３ ﾒｰﾙ vc_sennan@willcom.com sn.mwith3@todock.jp 

 

バラバラバラバラのののの香香香香りでりでりでりで心心心心もももも体体体体ももももリフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ！！！！！！！！    
 9 月 11 日(水)、仙南ボランティアセンターでボラ

ンティアされている３７名の皆さんがコープ化粧品

フリーリアに使われているバラの産地を見学してき

ました。ハウス一面に咲いているバラに囲まれて、

皆さん癒されてきました。バスの中では、隣同士で

お友達になった方や、おしゃべりに花が咲いて笑い

声も途切れることなく聞こえてくるほど楽しそうで

した。あの震災から 2 年半が過ぎて、ボランティア

さんも、ちょっとお疲れ気味に 

なっていました。明日からの 

活動に向けて、心も、体も、 

リフレッシュされたようです。 

時間/１０：００～１２：００ 

※里の杜/13：30～15：30 

※公共ｿﾞｰﾝ/13:30～16:00 

ふれあい喫茶のごあんない 

被災地被災地被災地被災地でででで聞聞聞聞いたはなしいたはなしいたはなしいたはなし・・・・・・・・・・・・～～～～地震保険地震保険地震保険地震保険とととと家家家家のののの登記登記登記登記～～～～    
 東日本大震災が起きた３月１１日は、友引だったため、この日引越しをされた方が大変多くいらっしゃいまし

た。特に午前中に引越しをされて被災された方が多くいたことは皆さんご存知だと思います。先日、岩沼市内で

聞いた話です。この日引越しされたある方は、しっかり地震保険に入っていたそうですが、引っ越した家の「登

記」がまだだったそうです。本来なら保険金がおりるのですが、未登記では、持ち主の確認ができないため保険

金は下りなかったそうです！！新しく家を建てられた場合の家の登記は、引越し前に忘れずに・・・。 

 

 子育てひろば＆ふれあい喫茶 
時間：１０：３０～１２：００ 

  

亘理店いちごちゃん 場所：ｲｰﾄｲﾝ内  

 ★10/3（木）絵本の読み聞かせと脳ﾄﾚの話｡ 

  ★10/17（木）ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ作りをします｡ 

岩沼店クレヨン 場所：1 階衣料脇休憩ｺｰﾅｰ 

★10/8（火）ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝ☆の公演と 

ゆるりんの皆さんと工作します。 

おじいちゃんおばあちゃんも一緒にご参加ください！ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎ生協 

石巻ボランティアセンターだより 

10 月 24 日に開催した石巻渡波店でのあばいんカフェでは、寒くなったのでお汁粉を振舞いました。 

「この前まで暑い暑いと言っていたのに、お汁粉がおいしいと言って食べる季節になったんだね～」

と皆さん口々におっしゃっていました。仮設住宅にお住まいの方にはまた厳しい冬がやってきますね。

急に寒くなってきました。皆さん体調に気をつけてお過ごしくださいね。 

 

生協ひろしまのお好み焼き隊がきました～♪ 

毎月１回仙塩エリアのご協力で河北三反走団地仮設住宅でふれあい喫茶を

開催しています。10 月 1 日（火）は生協ひろしま様の「広島お好み焼き隊」

がいらしてくださいました。広島でお好み焼きのお店を営んでいる方もボラ

ンティアで参加されておりプロの技を見せてくれま 

した。住民の方は「いつもはキャベツと粉を混ぜてなんちゃってお好み焼きを作っているけどこっ

ちの 

ほうがおいしいね～」「わざわざ広島から来てくれた

の？ありがたいね。」などと話していました。焼き終わ

ってからは住民の方々と交流をしました。お礼に踊りを

披露したいと衣装を着て踊ってくれた方もいました。生

協ひろしまのみなさん、ありがとうございました。 

行政書士行政書士行政書士行政書士のののの無料相談会開催中無料相談会開催中無料相談会開催中無料相談会開催中！！！！    

蛇田店で毎週木曜日に開催している

オープンカフェで、第２・４週は行

政書士の方の無料相談会を開催して

います。遺言書の書き方や、相続問

題など何でもご相談できます。 

予約は必要ありません。直接蛇田店

の 2 階にいらしてください。 

楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを過過過過ごしていますごしていますごしていますごしています♪♪♪♪    

毎月第１・３日曜日は関東圏のコープネット事業連合の方々の

支援で鷹来の森運動公園仮設でふれあい喫茶を開催していま

す。 

前半はお茶などの飲み物とお茶菓子

でゆったりとしたお茶のみを楽しみ、

後半は松島医療生協の方の伴奏で演

歌などを歌っています。参加された方

は「一人暮らしなのでお茶会はとても

楽しみです」とおっしゃっていまし

これからの喫茶の予定 

〈〈〈〈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〉〉〉〉            10:00～12:00 蛇田店２F 12/5(木)・12/12(木）・12/19(木)･

1/9(木) 

〈〈〈〈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！〉！〉！〉！〉10:00～12:00 石巻大橋店        12/1(日)   

〈〈〈〈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〉〉〉〉    10:30～12:00 アイトピアホール 12/18(水)・1/15(水) 

〈〈〈〈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＆＆＆＆子育子育子育子育てひろばてひろばてひろばてひろば〉〉〉〉10:30～12:00 アイトピアホール  12/11(水) 

〈〈〈〈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〉〉〉〉    10:30～12:00  石巻渡波店休憩コーナー 12/19(木)  

〈〈〈〈ふれあいふれあいふれあいふれあい喫茶喫茶喫茶喫茶〉〉〉〉              10:30～12:00  河北三反走団地仮設                 11/25(月)・ 

12/16(月) 

             15:00～16:30 赤井上区生活センター  11/25（月）             

〈〈〈〈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〉〉〉〉14:00～16:00 鷹来の森運動公園仮設住宅 12/1(日)・
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● 宮城労働者共済生協宮城労働者共済生協宮城労働者共済生協宮城労働者共済生協    

「「「「ぼうさいぼうさいぼうさいぼうさいカフェカフェカフェカフェ inininin みやぎみやぎみやぎみやぎ」」」」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました 
全労済宮城県本部では、9月 28日（土）・29日（日）に

勾当台公園で「ぼうさいカフェ in みやぎ」を開催いたしま

した。仙台放送まつりにブース出展したもので、タブレット

を使用し簡単に防災・減災のことが学べ考えることができる

「親子で学べる防災クイズ」の実施や、非常食「乾パン」の

試食を行いました。また、大河原消防署・東北福祉大学のご

協力のもと、消火器の模擬訓練や家具の落下を防ぐ突っ張り

棒など防災用具をまとめて観覧できる「もりぞう」を展示さ

せていただきました。小さなお子さま連れのご家族をはじめ、

大人の皆さまもご自身の防災の意識を見直す機会として楽

しみながら熱心に体験されていました。（専務理事 畑山耕造） 

                          

 

● 大学生協東北事業連合大学生協東北事業連合大学生協東北事業連合大学生協東北事業連合    

東北地区大学生協職員東北地区大学生協職員東北地区大学生協職員東北地区大学生協職員のののの手記手記手記手記    

    『『『『東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    －－－－そのときそのときそのときそのとき、、、、そのそのそのその後後後後、、、、これからこれからこれからこれから－』－』－』－』がががが冊子冊子冊子冊子になりましたになりましたになりましたになりました    
 

 大学生協東北事業連合（東北地方の大学にある 16 の生

活協同組合の事業組織）では、東日本大震災における生協

職員の体験、教訓などを手記として取りまとめ、2013 年 3

月 11 日に電子ブックの形で東北事業連合のホームページ

上に掲載し、このたび記録として長く残すこと、多くの

方々に読んでいただくという目的で冊子として出版しま

した。 

 今後予想される大災害への防災・減災や非常時対応策な

どに、本書が少しでもお役に立つ事を願っております。 

 なお、電子ブックの『東日本大震災 －そのとき、その

後、これから－』は、以下の URL からご覧いただけます。 

http://www.tohoku-ba.u-coop.or.jp/books/memoirs/    

 

 

 

 

 

１１月８日にフィリピン・レイテ島に上陸した台風３０号は、壊滅的な被害をもたら

しました。復旧・復興には長い時間がかかることが予想されています。東日本大震災を

経験した私たちは、復興の大変さはだれより感じています。一人ひとり出来ることは違

いますが、支援の気持ちを寄せていきましょう。 

日本ユニセフ協会では、このフィリピン台風による被災地の子どもとその家族を支援す

るための募金を呼びかけています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 


