
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

被災地の現状 

福島県の避難者支援課職員の小野さんから、

今の避難状況や原発による放射能汚染の除染

作業の状況、県民に対する甲状腺検査や応急仮

設住宅の供与終了の報告などがありました。 

 

被災酪農家 小林さんのお話 

小林さんは福島県飯館村から仲間の牛を含め 142頭とともに山武市に避難

し、千葉県山武市で現在牧場を経営し地域づくりを行っています。 

受け入れ先を何十件と探し、やっと空き牧場を見つけてトラックで７往復

して牛を移動しました。風評被害にあいながらも多くの支援者とともに牛を

育てました。ふるさとを失う悲しい体験をしながらも、「やらないであきらめ

るよりやった結果は受け止める」という思いで新しい牧場に落ち着きました。

赤ちゃん牛も誕生し、インターンシップで大学生の受け入れも行いました。 

山武市のイベントで牛肉販売の依頼があり、徐々に地域に根付き始め、米

や野菜の生産者と一緒に地域づくりをスタートしています。大学とのコラボ

で牛肉 100％ウィンナーの開発も始めました。 

小林さんのお話の後、参加者全員で小林牧場の黒毛 

和牛とウィンナーの試食をしました。お話を聞き、 

お肉を頂き、気持ちお腹もいっぱいになりました。 

「3.11 を忘れない」 

～今を知って つないでいく～ 

震災から 6 年…もう一度振り返り、私たちにできることを考える 

2011年 3月 11日の東日本大震災。津波被害による地域の復興は進みつつあ

りますが、原発事故の問題はまだまだ先が見えない状態です。 

VAIC-CCIでは震災直後から現在まで募金・寄付活動、現地視察、ボランティア

活動、コットンプロジェクト（→p2参照）への参加など、さまざまな被災地支援

活動を行ってきました。そこで、いま一度 VAIC-CCIの活動を振り返り、被災地・

被災者の現状を知り、わたしたちにできることを考える機会を設けました。 
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いなげビレッジ虹と風にて 

参加者 29名 

東北日本大震災被災地支援事業報告会開催 

今回の企画で、千葉県に住まいを決めた小林さんの育てた牛肉を食べること、小林さんの地

域づくりの取り組みを周りに伝えること、小林牧場を訪れることなど、参加者それぞれができ

る被災地支援とは何かを考えるヒントを持ち帰ることができたのではないでしょうか。 

 

VAIC-CCIの 

これまでの支援活動報告 
 

→詳しくは次ページ 

 

▲勝負服のつなぎ姿で登壇した小林さんの、前向きで明るい笑顔に、私たちの方が元気をもらいました。 

 



 
 
 

募金活動 

本部事務所・各センター・喫茶アルルカン 

・カフェベルダ(現在閉店)・千葉市幸町子育て 

リラックス館に募金箱を設置し、募金活動を開始する

ことを決定。朝日新聞厚生文化事業団に 67,250円の

義援金を届けました（2011年 5月 31 日）。 

 

寄付品呼びかけ 

東日本大震災被災者支援ネットワーク 

松戸と連絡を取り、県内に避難している方が必要と

しているものを教えてもらい、VAIC-CCI組織内に寄

付品を呼びかけ、11月に寄付されたホットカーペッ

トを送りました。

 

現地視察・ボランティア活動・コットンプロジェクト 

2012 年 いわき市小名浜訪問・コットンプロジェクト開始 

●11月 30日いわき市小名浜地区復興支援ボランティアセンター（NPO

法人ザ・ピープル）を訪問(参加者 9名)。震災直後の混乱から今に

至るまでの経過の説明を受け、小名浜を視察し、募金を手渡しまし

た。小名浜は津波の被害のみならず、福島原発から 50キロの距離

にあり、放射能被害やそれによる風評被害を受けており、何が必要

なのか、私たちに何ができるのかを考えていきたいと思いました。 

現地で聞いた「3.11 を忘れないで」という言葉が忘れられません。 

●現地で見たこと、聞いたことを忘れないこと。震災復興にはまだま

だ時間がかかることを周りに伝えていくこと。そのための手段とし

て、支援センターから呼びかけがあった「コットンプロジェクト」

に協力参加し、地域の女性たちが収穫した綿を使って考案した綿の

人形「コットンベイブ」を販売してきました。 

2013 年 コットン栽培開始 

●コットンプロジェクトとして、4月に八街センターを中心に八街市

にある風の杜ひろばでコットン栽培をスタートしました。 

2014 年 下矢田仮設住宅訪問 

●4月 21日にいわき市下矢田仮設住宅でコットンベイブ作りと足湯・

お話しのボランティア活動をするため、事前に今必要とされている

ことを確認した上で、現地を訪問しました。 

●前年収穫したコットンを選別し小名浜に送付しました。 

2015 年 平(たいら)・小名浜訪問  

●4月 20日にいわき市平(たいら)交流サロンで足湯マッサージや 

コットンベイブ作りをしながら、住民と交流しました。 

●前年に収穫したコットンを選別し、小名浜に送付し 

ました。 

●11月 6日にいわき市小名浜を訪問し、震災後 5年を 

経た被災地の現状を視察し、オーガニックコットンの 

収穫ボランティアを体験しました。

2012 年～2015 年 

 

「NOP 法人ザ･ピープル」は、福島

県いわき市小名浜地区で「元気な街

には 元気な主張を続け 元気に

行動する 市民がいる」を合言葉に

活動している市民団体。 

その活動の中に被災地の復興支援

ボランティアやオーガニックコッ

トンプロジェクトがある。 

「福島オーガニックコットン 
プロジェクト」 

 

 東日本大震災後、津波による塩害

に苦しむ沿岸地域の耕作地で、塩害

に強い綿を有機栽培し、収穫した綿

で人形や Tシャツを製造、販売し新

しい産業を興すプロジェクト 

▲「コットンベイブ」作り 

▲被災者に足湯マッサージ 

2011 年震災直後 



八街センター・柏センターの支援事業企画 

 

 

 
 
 
 
 
 

綿の栽培 

 

5月 14日、毎年風の杜ひろばでの綿の

栽培に携わっている方など 5人が集まり、

参加者が持ち寄ったプランターや鉢植え

に、風の杜ひろばの土を入れて綿の種を

蒔きました。種は前年度風の杜ひろばで

収穫したものや、NPO法人ザ・ピープルか

ら送られたものです。春、夏、秋と日照

りあり台風ありと実を付けるまでの道の

りはなかなか厳しかったようですが、量

の差はありましたが、ほとんどの方が何

とか収穫できました。 

 

 

「オーガニクコットンの栽培に挑戦し

よう！」とボランティアやサロンの参加

者に、綿の苗の鉢植えを無償提供し、オ

ーガニックコットンの魅力を知ってもら

う活動を行いました。 

8月頃にはオクラに似た黄色い 

花が咲き、９月の終わりから 

10月初めにかけて、その実（コ 

ットンボール）が弾けます。 

茶色の綿が垂れ下がるようになったら収

穫。参加者からは、「来年も蒔いて育てた

い」との声も聞かれました。 

 

 

 

 コットンベイブの販売 

 

喫茶アルルカンで開催される企

画の度に販売を呼びかけ、11月の

喫茶アルルカンアート展では特設

ブースを設け、コットンベイブが

なぜ生まれたか、なぜフラガール

なのかを来場者や出展者に語り、 

賛同を得て完売 

しました。 

 
 

 

 

種の入ったままのワタを使用し

て作成したコットンベイブを販売

し、被災地を語る活動をすすめま

した。ここで得られた 

協力金は、綿の 

栽培に必要な肥 

料や土の購入費 

用に充てました。 

 

       1 月 14 日 コットンクラフト教室 

綿を植えなかった方にも声を掛け、9人が参加しま

した。収穫した綿を持ち寄り、酉年にちなんで綿を貼

った鳥のブローチを作りました。「コケコットン」と

命名し、綿から種を取り出して台紙に貼り、それぞれ

好きな色のビーズの足と赤いとさかを付けて完成。 

その後喫茶アルルカンでランチを食べな 

がら、普段は思い出す機会がない 3.11 

の話をしていると、あの時 

どうしていたか、その後ど 

うしたか…鮮明に記憶が 

よみがえってきました。 

  
▲「コケコットン」を胸に付けた参加者のみなさん 

柏 

 

綿栽培に参加した方の▲ 
      お庭から▼

 

柏 

 

震災後も各地で震災関連の様々な悲しい出来事が起こっています。「今、被災地はどうなって

いるのか」、「私たちに何ができるのか」これらの活動を通して、それぞれが考えるきっかけ

となるように、今後も企画を続けていきたいと思います。 
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2016 年 

http://npo-thepeople.com/wp-content/uploads/2015/08/b1174ab303e119cc2cac28f6dcdde957.jpg
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      C’s cafe ある日のできごと 
                 

不安そうに店内をのぞいている 70歳代の男性のＡさん。 

スタッフが「いらっしゃいませ」と声をかけると「ここは一人で入ってもい 

いんですか？」とたずねられ、「どうぞ、どうぞ」とお席にご案内したことが 

ありました。それから、度々来店される姿を見かけるようになったある日の 

こと。ランチの小鉢の切干し大根の煮物を指して「これだけ売っていません 

か？」と。スタッフが販売はしていないことを伝えると、「この切干大根の味で 

妻を思い出す…」と、時は涙を流しながら亡き妻の話を始めたＡさんでした。 

C’s cafeが、Ａさんにとってますます居心地のよいカフェであるよう、スタッフ一同頑張っています。 
 

★★★★★ ★★★★★ C’s cafe の Cは「４つの C」 ★★★★★ ★★★★★  

 

Ｃozy：居心地の良く、和気あいあいとした    Ｃare：お世話、介護 

Ｃomfortable：心休まる、ここちよい、リラックスできる 

Ｃommunication：交流、感情、思考の伝達 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 
数年前サッカー長谷部選手が出版した『心を整える』、その題名に驚いた。私

は最近「整える」のキーワードに惹かれてしまうようだ。心・体・身の回りを

整えること。これから先、何が私には大切かを基準にしながら 

整えていく決心をしている。 

先日、靴箱の奥から折りたたみ傘が出てきた。とても素敵な 

品の良い傘。私の好きな柄だ。自分で買ったのだから気に入っ 

て当然だが、初めて出逢った時のような感動をまた味わえたのだ。 

これから心・体・身の回りを整えていく中で、そんな大切なもの 

の宝探しができるのも楽しみだ。          （A.O） 

 

簡単白菜料理 
 

手抜き??いえいえ 

シンプルで白菜のうまみが生きた一品。 

常備菜にもおススメです！ 

<材料>（4人分） 

白菜の芯部分 4～5枚 

かつお節  適量 

からし醤油  適量 

<作り方> 

①白菜は芯のみ利用。（葉先は汁物などで一品） 

芯は繊維に沿って縦 1～2㎝幅にカット。 

②少し柔らかめにゆでて、あとはかつお節とからし醤油 

でシンプルに頂きます。（柚子ごしょうでも good） 

 

 

 

大根もち 
 
<材料>（小 10コ分） 

大根 約 1/3本（おろして軽く水を切る） 

片栗粉・小麦粉 各大さじ１ 

塩  ひとつまみ 

<作り方> 

①材料をよく混ぜて生地を 10等分して丸める。 

②ハンバーグの要領で平たくしてごま油を熱し 

たフライパンでこんがり焼く。焼き目が美味！ 

③醤油・酢・砂糖を混ぜた少し甘めのタレで 

いただきます。 

お好みで桜えび、揚げ玉などを 

大さじ 1くらい加えても good 

 

 

 


