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NPO 法人紫波さぷり 三菱商事助成金事業 

紫波の仲間たちの 心からの復興支援 

釜石・桜舞太鼓を招き、コンサートを開催します！ 

6 月 2４日（日）13:30～15:00 紫波町ナックスホールにて

コンサートを行います。釜石の桜舞太鼓の他、てんとうむしも 

ハンドベルで出演します。詳細は次号でお知らせします。 

☆太鼓や踊り、演奏で出演して頂ける団体を募集しています☆ 

桜舞太鼓 とは？ 

昭和 28 年に釜石桜祭り本郷の手踊り太鼓として発足、58 年間伝承

されてきた太鼓です。桜舞太鼓の特徴は桜の花びらが舞い踊る様を

イメージした一糸乱れぬ勇壮で華麗なバチさばきにあります。 

 

＊ 中古自転車・中古バイクあります＊ 

上野不動産さんより、バイクと自転車の寄付がありました。必要な方は是非ご連絡ください！ 

 子供用自転車（２２インチ） バイク（赤） 



これまでの活動とこれから「てんとうむし」のめざす活動 

 昨年の６月５日。てんとうむし「はじめの会」を開き、私たちに出

来る支援活動を話し合いました。めざす活動を行えるよう、一つひと

つを学び確認しながら、皆様の力を借りて活動を続けて来ることがで

きました。 

 新年度を迎え、支援の内容が様々に変化してきたこともあり、目指

す活動をあらためました。今年度も心をこめて活動して行きます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

○アクリルたわしと布ナプキン作り 

 毎週木曜日、てんとうむしメンバーが集まり、アクリル

たわしと布ナプキンを作成しています。４月２８日には、

完成した５０枚のアクリルたわしを大槌町の仮設に持って

いきました。 

布ナプキンは試作品を比べながら、どんなタイプを作成

していくのか案を絞っているところです。布ナプキンやア

クリルたわしを通して、環境のことやからだのことも学び

中です。 

○えんじょいクラブの報告 

 ４月２０日、第７回えんじょいク

ラブを行いました。花冷えの日に、

こたつを囲んでアクリルたわし作

りです。アクリル毛糸の色が鮮やか

で、春を想いながらの作業でした。

ゆったりおしゃべりのはずが・・網

目を数えながらの作業に全員が集

中し黙々と作業・・２時間が本当に

あっという間でした。個性的なかわ

いらしいアクリルたわしが出来上

がりました♪ 

 

○メンバーの一言コーナー 

 てんとうむし１号から、てんとうむし会報を書かせていただきました。毎回その月

の出来事をまとめる作業は、いつの間にか私の楽しみになっていました。子どもたち

が寝静まったし~んとした空間で、コーヒーを飲みながら黙々と・・。 

何かできることをしたい、そんな思いで始めたてんとうむしの活動ももうすぐ１年

です。てんとうむしの活動を通して、ハンドマッサージを学び、アクリルたわしを作

れるようになり、たくさんの人と出会いました。出会った人たちと話したこと、感じ

たことを糧に活動を続けてくることができました。もちろん、てんとうむしメンバー

のみんなから学んだことも私の大事にしたいものばかりです。 

そして、今晩はコーヒーを飲みながら黙々と・・・アクリルたわしを作るのが楽し

みな私です。                         戸塚 匡子 

めざす活動 

① 提供していただいた物資を必要としている人へ届けます。 

また、必要としている物資のよびかけをします。 

② 沿岸の皆さんとほっと集える場所づくりを行います。 

③ 手仕事を拡め、支援につながる仕事の場を作り出します。 

ほっとしよ

う～ 
ク ラ

ブ 



日付 活動内容 場所
平成23年

6月5日 はじめの会 ぼたんのハウス ９名
6月10日 会報No.1発行
6月19日 田野畑へ物資運搬 田野畑 ３名
6月21日 手のマッサージ講習会 ２名
6月22日 ブログ開設
6月23日 会報No.2発行
6月27日 避難所で手のマッサージ 紫波町避難所 ３名
6月29日 宮古へ物資運搬 宮古 ２名
7月3日 復興カフェ参加・発表 １名
7月8日 カレンダー作り講座 ぼたんのハウス ５名
7月10日 会報No.3発行
7月11日 田野畑へ物資運搬 田野畑 ２名
7月17日 陸前高田へ物資運搬 陸前高田 ３名
7月22日 陸前高田へ物資運搬 陸前高田 ２名
7月24日 アイーナ復興バザー出店 盛岡市アーイナ ４名
8月19日 大槌町仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里 ３名
8月30日 心のケアＷＳ（アロマキャンドル作り） ナックスホール ４名
9月2日 会報No.4発行
9月4日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里 ５名
9月13日 マッサージ講習会 ぼたんのハウス ４名
9月15日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里 ６名
10月3日 会報No.5発行
10月13日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里 ４名
10月30日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里 ３名
11月8日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里 ２名

第１回えんじょいクラブ（ヨガ教室） ぼたんのハウス ７名 *
11月16日 会報No.6発行
11月21日 第２回えんじょいクラブ（壁掛けクリスマスツリー作り） ５名 *
11月29日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町小槌 ３名
12月2日 第３回えんじょいクラブ（壁掛けクリスマスツリー作り） ぼたんのハウス ５名 *
12月14日 大槌町仮設住宅訪問・物資配布 大槌町吉里吉里・小槌 ５名
12月20日 会報No.7発行
12月22日 紫波町物資配布会参加 紫波町中央公民館 ４名

平成24年
1月11日 第４回えんじょいクラブ（凧作り） ぼたんのハウス ９名 *
1月30日 会報No.8発行
2月4日 紫波町物資配布会参加 紫波町赤石公民館 ４名
2月13日 被災者の方との接し方講習会（回想法・傾聴） 赤石公民館 ９名
2月14日 第５回えんじょいクラブ（ヨガ教室） 赤石公民館 １６名 *
2月18日 布ナプキン作り講習会 ぼたんのハウス ８名
2月29日 ラフランス温泉であったまる会 ラ・フランス温泉館　湯楽々 ５６名 *
3月6日 紫波こびるＦＭにててんとうむし紹介
3月11日 チャリティーコンサート出演（ハンドベル「ふるさと」） 紫波町古館公民館 ７名
3月12日 第６回えんじょいクラブ（カレンダー作り） ぼたんのハウス ８名 *
3月22日 大槌町仮設訪問・釜石にて商品受取 大槌・釜石 ２名

3月30日 会報No.9発行

（*マーク付きはスタッフの人数＋イベント参加者の合計人数を記載）

スタッフ

てんとうむし 23 年度活動報告 

 平成２３年６月から、田野畑や陸前高田、宮古、大槌への物資配布、避難所や仮設住宅訪問、 

紫波町での居場所作りや会報発行などの活動を行いました。２４年度も今までにできたつながり 

を深めつつ、活動を広げていきたいと考えています。 



 -沿岸の商品も取り扱っています- 

手作り雑貨の店 

雑貨店 Waffle 
  〒028-3305 紫波町日詰字新田 226-1 

TEL/FAX 019-681-1165 

営業時間 11:00～17:00 

定休日 毎週水曜、第 1,3,5 日曜、祝日 

＊沿岸商品の一例＊ 

● 大槌 

 吉里吉里組紐 ミサンガ  ￥８００ 

 吉里吉里組紐 ストラップ ￥４００ 

● 陸前高田 

 クッキー（おから・ゆず） ￥２５０ 

 一本松ストラップ     ￥３５０ 

● 宮古 

MAD 缶バッジ（3 個入） ￥５００ 

● 釜石 

 桜舞太鼓ブレスレット  ￥１０００ 

◆開所時間 

月・火・水・金曜日 

9:00 ～16:00 

 木曜日  13:00 ～15:00 

＊てんとうむしスタッフがいます。 

お気軽にお立ち寄りください。 

 

紫波ボランティアセンターてんとうむし 

〒028-3309 

岩手県紫波郡紫波町北日詰字牡丹野 31-1 

TEL/FAX ０１９－６８１－２１８７ 

代表 細川恵子 090-7939-6113 

E-mail tentoumushi@sorapon.com 

ブログ 

http://sorapon.com/tentoumushi/ 

「紫波 てんとうむし」で検索でも OK! 

 

*てんとうむしは、 

NPO 法人紫波さぷりが 

運営しています* 

特定非営利活動法人 紫波さぷり 

〒028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字朝日田 23-1 

TEL/FAX ０１９－６７６－２７６５ ホームページ http://sapurishiwa.web.fc2.com/ 

◆５月のイベント◆ 

 ・５月３日、４日 

   東和アート＆クラフトマーケット 出店 

 ・５月２４日～６月５日 

   ミニチュア作品展 ＊紫波町「産直あかさわ」にもありますよ！ 

 


