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震災から 3年が経ち、各地では様々な取り組みが行われました。被害に遭われた方々

は悲しみを新たにし、一刻も早い、ふるさとの復旧・復興を心から願ったことと思いま

す。一方、あの震災が風化しつつあります。生活者と一緒に活動を進める私たちの役割

も新たになったように感じます。 

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 

みやぎ生協では、「3.11 東日本大震災忘れない

つどい」を江陽グランドホテルで行いました。  

「つどい」には、みやぎ生協役職員をはじめ全

国の生協から 250 人以上の方が参加しました。黙

祷のあと理事長の挨拶、ご遺族を代表して生協職

員の植木由梨さんの挨拶がありました。続いて志

津川かき養殖部会長の遠藤勝彦さんが、産直生産

者を代表して挨拶し、生きるための後押しをしてくれた生

協の皆さんのご支援に感謝していますと涙を浮かべながら

話されました。その後、日本生協連主催の「つながろう CO・

OP アクション交流会」が開催されました。一日目は、河北

新報編集委員の寺島英弥さんの基調講演のあと、みやぎ生

協宮本弘専務理事の復興支援活動報告、みやぎ生協荒木優子理事から被災者支援ボランテ

ィア活動報告があり、参加された方々は被災地の実情やみやぎ生協の様々な取組みに深い

関心を寄せていました。交流会の二日目には、被災地訪問企画として、閖上・亘理、石巻・

南三陸、気仙沼の３コースに別れて全国の生協の仲間が訪問しました。気仙沼コースでは、

リアスアーク美術館見学後、元みやぎ生協地域代表理事の菊池ひろ子さんの案内を受けな

がら津波被害を受けた魚町を歩き五十鈴神社へ。三年経っても残る被害の状況に驚いた様

子でした。あいにくの雪混じりの天気でしたが、参加されたみなさんは、見て聞いたこと

を、それぞれの生協で語り継いでくれます。 

また、みやぎ生協の店舗や各事業所では、震災が発生した午後 2時 46 分に、犠牲になら

れた方々を追悼するために黙祷を捧げました。 
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〈さわやかお茶会〉 
4/1（火）10:00～12:00（気仙沼市）ぽけっと 
4/8（火）10:00～12:00（気仙沼市）松川仮設住宅談話室 
4/11（金）10:00～12:00（気仙沼市）松崎柳沢仮設住宅談話室
4/14（月）10:00～（気仙沼市）面瀬地域ふれあいセンター 
4/16（水）10:00～12:00（気仙沼市）西八幡前仮設住宅集会所
 
〈オープンカフェ〉 
4/3（木）,4/10（木）10:00～12:00（石巻市）蛇田店 ２F 
 
〈子育てひろば＆ふれあい喫茶〉 
4/3（木）10:30～12:00（亘理町）亘理店イートイン脇 
4/15（火）10:30～12:00（岩沼市）岩沼店内 
 
〈健康相談会＆ふれあい喫茶〉 
4/3（木）13:45～15:15（塩釜市）伊保石仮設住宅集会所 
 
〈健康チェック＆ふれあい喫茶〉 
4/6（日）14:00～16:00（東松島市）鷹来の森仮設住宅集会室 
4/7（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
4/15（火）10:30～12:00（大河原町）大河原店コープダイニング
 
〈集会室でヒマつぶし〉 
4/10（木）10:00～12:00（仙台市若林区）沖野店 集会室 
 
〈八木山ふれあい市〉 
4/15（火）10:00～13:00（仙台市太白区）八木山店 

〈ふれあい喫茶〉 
3/29（土）10:30～12:00 

（仙台市泉区）鶴が丘 NTT 社宅集会所
4/1（火）10:00～12:00（亘理町）旧舘仮設住宅集会所 
4/3（木）10:30～12:00（仙台市若林区）六丁の目店店内 
4/7（月）13:30～15:30（岩沼市）里の杜西仮設住宅集会所 
4/8（火）10:30～11:30 

（仙台市太白区）あすと長町仮設住宅集会所
4/9（水）10:30～12:00 

（仙台市若林区）卸町東 2 丁目公園仮設住宅集会所
4/14（月）10:30～12:00（仙台市泉区）黒松店 集会室 
4/15（火）10:30～12:00 

（仙台市若林区）ＪＲ南小泉社宅集会所
4/15（火）10:30～12:00 

（仙台市太白区）三神峯ＮＴＴ社宅集会所
4/15（火）10:30～12:00（多賀城市）高砂店 
4/15（火）10:30～12:00（大和町）大富店休憩コーナー 
4/15（火）10:30～12:00（利府町）利府店 
4/15（火）13:30～15:00（富谷町）明石台店 集会室 
4/16（水）10:30～12:00 

（山元町）旧坂中跡地仮設住宅集会所
〈ちょこボカフェ〉 
4/8（火）10:30～12:00（登米市）加賀野店休憩コーナー 

◆被災地訪問を企画しました 
2/20(木)、利府店 G こ～ぷ委員会の皆さん 24 名が、塩竈市の東に位置する浦戸諸島

の桂島を訪れました。県政だよりに掲載された浦戸諸島での NPO による復興支援記事を
きっかけに、子連れで船に乗るのは大変だけど、委員会なら思い切って行けるのでは！と
実施。まだ震災の爪あとが残る海水浴場や、直されていない地割れや段差、4.3m が計画
されている防潮堤の高さに驚きつつも、海苔養殖の復興の風景も見ることができました。 
「震災前に海水浴場に来たことを思い出す。元に戻れるよう応援したい」「初めて訪問。近くなのに知らなかっ
た。できる支援をしたい」などの声が寄せられ、自分たちでできる復興支援を考えるきっかけとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東松島市鷹来の森仮設住宅】
手編みの靴下や帽子などをお届け

しました。コープこうべの皆さんから
いただいた毛糸を使い、古川南店こ～
ぷ委員会の皆さんが「なかなか現地へ

で、気持ちを
届けたい」と
編んだもの。
「とっても 
ったかくて

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
http://www.miyagi.coop/support/shien/volunteer/

◆被災地の今◆ 
被災者懇談会やふれあい喫茶では、被災された方々から「仮設住宅の備品を譲って欲しい」との

れていました。仮設住宅に備え付けのエアコン、カーテン、照明器具、ガスコンロ、暖房器具は、
であるため、仮設住宅から出る際は返却することが原則でした。 
、宮城県は、4 月以降に仮設住宅から退去する入居者が希望する場合、備品を無償譲渡する方針を
報道されました。「（県の備品は）公益上の必要がある場合は無償で譲渡できる」という県の条例に
と判断されたものです。譲渡条件などを各自治体と詰めた上で、3 月中に通知されるとのこと。詳

この間、
声が出さ
県の備品

3/14
固めたと
該当する
細が確定し次第、ふれあい喫茶などで広くお知らせしていきます。 

被災 3 では初めての決定ですが、ぜひ、岩手・福島でも、同様の対応を取っていただきたいものです。

◆様々な支援をお届けしました 
2013 年度も、全国の生協の皆さんから、様々な支援をい

ただいています。それらをお届けしたときの様子の一部をご紹
介します。全国の生協の皆さん、本当にありがとうございます。 

【気仙沼メンバー集会室ぽけっと】 
コープぎふの皆さんから頂いた「穀

煎(こくせん)」が大好評。早速スマホ
で調べて取り寄せようとしていた方
も。「私たちも、支援してもらうだけ 

でなく、買っ
て お 礼 し た
い」と話され
る 方 も い ま
した。 

 

【石巻渡波店】 
2/20(木)、あばいんカフェで、

エフコープの皆さんからいただい
たお菓子をお出ししました。ひと
つひとつに入れられていた手書き

の 応 援 メ ッ
セ ー ジ を 見
て、「今も気
に か け て も
ら え て 本 当
に あ り が た
い」と話され
ていました。

みやぎ生協ボラセンニュース、次回の発行は 4 月 2 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)  
 

県



● 松島医療生協 

３

み

月 16 日（日）、松島医療生協が呼びかけた「東松島市被災地応援プロジェクト」に

応え、全国の医療生協から被災地訪問・仮設住宅への支援活動が行われました。 

松島医療生協から組合員 14 名、職員 29 名、全国の医療生協から 45 名が参加しました。 

庄内医療生協の職員は、13 日から現地で準備を応援。津波の跡が癒えない町を 1 件 1

件訪ね、近況や要望などをお聞きしました。また仮設住宅ひびき団地、宮戸縄文村で炊

き出しを行い、全国の医療福祉生協が贈った応援物資・日用品を届けました。まだまだ

支援が求められていることが実感された行動でした。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

● みやぎ県南医療生協 

 被災地への研修をおこないました。 

やぎ県南医療生協では、3月 12 日（水）山元町支援ボランティアさん 15 名と理事と

で、研修を行いました。午前は、みやぎ生協コープフードバンクでの日付チェックと商

品の仕分作業を行い、支援をいただいている商品の流れを見ることができました。 

午後は、松島医療生協の「まつしまの郷」を訪問。震災時の職員の対応や心構えの

交流を行いました。東日本大震災によ

る津波で失った「なるせの郷（東松島

市野蒜）」の跡地では、亡くなった利

用者さん、職員の冥福を祈りました。

自力再建した在宅被災者への支援が弱

く、私たちが支援している山元町でも

今後どのような支援ができるのか考え

させられました。  

 

 

 



● 宮城県生協連 

 宮城県生協連事務局は、被災地支援活動としてみやぎ生協コープフードバンクでボラ

ンティア活動を行いました。3月 7 日（金）は、登米市津山町横山の仮設住宅に品物を

届けに、3月 13 日（木）は、フードバンク内での仕分作業をおこないました。短い時

間でしたが、支援に様々な方々が、様々な形で関わっていることや、仮設住宅の住民方

と直接話しが出来たりと、県連として復旧・復興にどう関われるかを考えさせられる有

意義な時間となりました。 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

（3/7 登米市津山町横山幼稚園跡地仮設住宅にて） 

 

（3/13 コープフードバンクにて） 
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