２月に行ったアンケート!!
たくさんの回答いただいておりますので
どのような方々からいただいているか
お伝えさせていただきます。

アンケート続報
性別

59

地区
無回答,
12%
男性,
25%

２０代
１０代 3%
3%

枡沢 吉野沢 泊浜 上沢
2% 2% 2% 2%

女性,
63%

県内
2%

馬場
登米
2%
3%

やはり女性からの
回答が多かったです
がなんと４人に１人
は男性!!ありがとう
ございます☆

３０代
7%

５０代
26%

年代

県外
5%

伊里前
5%

50 代 60 代の方に
たくさんお答えいただ
いておりました。いつ
も読んでいただきあり
がとうございます☆

８０代
7%

港
42%

舘浜
12%

無回答
14%

LSA

次回はアンケート結果について
皆さんにお知らせさせていただきますの
太
でどうぞお楽しみに☆
□

６０代
25%

みなさん館便り

花の軽トラ市

オレンジを着て
いつもオレンジの上着で活動しているあの人たち!!
取材に伺ってきました☆

なんと港にお住いの方が半分近くを占めてい
ました○たくさんの地区の方に読んで頂けて
いることがよくわかります☆

７０代
9%
４０代
11%

次の春、桜を見るまでちから合わせて、寄り添いあって、一緒に進みましょう。

南三陸の皆さま、こんにちは。故郷まちづくりナイン・タウンです（^^）
今月１日から町内では『キラキラ春つげ丼』が４月 30 日までの期間限定で
販売スタートしましたね☆お店ごとに違った春つげ丼が味わえるようなので、
この期間中にチャレンジしたいと思います!!それでは 59 号のスタートです!!

石泉
5%

無回答
9%

その他
歌津
2%

南三陸歌津復興支援情報紙「桜通信」
行：特定非営利活動法人
故郷まちづくりナイン・タウン（FANT）
〒987-0601登米市中田町石森字小人町 71－2
tel・fax 0220-44-4301
HP http://nine-town.org
編集人：伊藤寿郎 アドレス：t-ito@nine-town.org
発行日：2013.3.9（ 隔 週 土 曜 日 ） 700 部
発

ボラバスって？
現在、歌津字枡沢に事務所を構え、継続的にボ
ラバスを運行して関東からのボランティアさ
んの受け入れを行っています。
最近では宅地造成や、松の木の伐採、漁具移転
や漁業支援、雪が積もった道路の雪かき、さら
にはイベントのお手伝いや畑の再生作業！
と、なんでも取り組んでいます☆

これまでに計１００回を数え、のべ
10,000 名もの方々が参加した「ボラン
ティアバス」通称ボラバス。平日は 20
名、週末は 40 名を連れ、横浜から１泊
３日の行程でこの三陸へやってきま
す。バスに揺られながら眠り、朝起きた
ら、ボランティア活動!!そして翌日夕
方に帰路につくという行程です☆

TEL 0226-36-2816
この南三陸町再生を
地域の皆さんと一緒になって行っていきたい。
また、どんな困り事にも対応できるよう努力するの

17 日は彼岸入り!!
仏壇・お墓参り用のお花をたくさん用意

で、ささいなことから大きなことまでなんでもお気軽
にご連絡ください。災害ボランティアではなく、
この地域のボランティアです○
太
代表理事の丹野康之さんにお話いただきました。 □

してます。農産物・海産物の軽トラ出店も
み
あるのでぜひお越しください!!
□
前回も大変にぎわいました

と き： 3 月 16 日(土) 9:00～15:00
ところ： みなさん館前イベント広場
【編集後記】メカブ丼をかっこんでいる写真の女性は、ナインタウンへお手伝いにきている S さん。
太
もしかしたらご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか？
□

環境合同会社

Ｐ
Ｒ 所在地 登米市中田町石森字室の木 160 番地 1
℡ 0220-35-2355

Ｐ
Ｒ

合同会社 KYK 都市研究所
所在地 登米市中田町石森字川前 91 番地
℡ 0220-34-3355

LSA(Life Support Association)
一般社団法人

東日本大震災生活支援協会
住所 南三陸町歌津字枡沢２４－１
TEL ０２２６－２５－９１４６
FAX ０２２６－２５－９１４７
Mail lsa@life-support-association.org
LSA ではスタッフを募集しています!!
興味のある方ははご連絡ください

左から田宮さん・丹野さん・渡辺さん

色で世界をハッピーに！

♡
今年もわかめの本格的なシーズンを迎え、
各浜が活気に満ち溢れている様子を見ると、
とてもうれしくなります。そんな忙しい中、
めかぶ料理について浜の漁師さんに聞いてきました。

自然のエネルギーを感じるカラフルな布で
いっしょに遊んでみませんか○
【光のカケラプロジェクト in 南三陸町】

◆センスアップ講座
「あなたの第一印象も素敵にアップ！」
＊色の秘密と、素敵にみえる
カラーコーディネート術を教えてくれます。

りっぱなめかぶを用意して
いただきました。

① 家にある野菜を入れて
② そばつゆをかけて
③ 混ぜるだけ

切る時の注意は水で洗う前に
切る。水分を含むとネバネバが
出て切りづらくなる！！

よく水洗いしてから、熱湯にさっと
くぐすと鮮やかな緑色に。
これで下処理終了

＊講座後に、ヨーヨーキルト作りの
手仕事レクチャーあり！
場所：石泉活性化センター
人数：30 名まで
時間：13:00～14:00

◆親子ワークショップ
「親子でカラフル布遊び」
＊エコバッグやカードに、
布で貼り絵をする
「色育」ワークショップ○
場所：伊里前福幸商店街テント
人数：各回親子 15 組まで
3 才位から楽しめます
時間：１回目 9:30～10:30
２回目 10:45～11:45

ヨーヨーキルト

日にち ３月３１日(日)
参加費 無料

参加のお申し込み RQW（アールキューダブリュ）
担当 塩本美紀さん 電話 090-6065-1517
Mail info@rqwomen.net

…と、思うかもしれませんが、
切り方を変えるだけで、
バリエーションは盛り沢山。
味付けにも失敗しないとの事。

ご縁に感謝
齊
□

らずもねぐ
うめぇごだ!!

南三陸町には多くの方が関西から訪ねてきています。
ナインタウン事務所に届けられたその方たちの声を
お伝えしたいと思います。
町の人達との語らいでいろいろ心に
残る旅でした。関西に戻り周りの人
に話すと、南三陸のものを買いたい
という人が結構いました。がんばっ
て宣伝に努めたいと思っています。
(60 代女性)

特に嬉しかったのは、働いておられる人々の笑顔と明るさ、
そして復興の希望を与える献身的な働きをなさっている、
スタッフにお会い出来た事。
(70 代男性)

風景の中に、さんさん商店街・伊里前福幸商店街・
みなさん館・味噌工房と、復興の兆しとなる建物がある。
そこに働く人々が、復興にかける熱い思いを語る。
それを聞くと、埒外にいて感傷に浸っている自分が
情けなく思える。
(60 代男性)

美味しくかっこんできました

ホタテ・ワカメ等の海産物、椎茸・大根・ジャガイ
モ等の農産物、どれもうまい、また安い。わずか２日間
であったが、行かなければ分からないこと、行けば分
かることがあると実感した。自分にできる事が分かっ
たような気がする。それが最大の成果であった。
(60 代男性)

訪問して感じたことは、元気で前向
きな方々が各地域に居られて牽引
されていることです。希望の小さな
芽が未来を見据えているようでし
た。強さを戴いた感がしました。
(60 代女性)

人々の必死の努力で復興の兆しが
感じられる今からが本当のスタート
なのだと実感しました。これからの
支援のあり方を考え直す旅でした。
(60 代女性)

