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紫波の仲間たちの 心からの復興支援 

ボランティアグループてんとうむしから 
株式会社ループラスが誕生しました。 

 

震災後、自分たちの住む紫波町で、自分たちのできることを、 

との思いで支援活動を続けてきた「てんとうむし」の仲間たち。 

震災から２年が過ぎようとしている平成２５年２月、 

新しいスタートをきることになりました。 

 

昨年春、支援活動は次の段階へ移らなければ、 

と感じてメンバーで話し合いをしました。 

一番必要なのは、「仕事」 

結局そこに行きついた私たちは、 

本気で売れる商品を作り、本気で売ろう、と決意しました。 

 

その時、運命の出会いをした「布ナプキン」 

女性の身体にも環境にもやさしく、 

防災用品としてもすすめられる。 

そして、何より使っていて気持ちがいい。 

女性であることを前向きに受け止められる商品です。 

 

目標は、沿岸の女性たちの雇用の場をつくることです。 

手さぐりをしながらではありますが、 

目標に向かって仲間を増やしながら進んでいきたいと思っています。 

「てんとうむし」としての活動も続けていきたいと思っていますので、 

どうぞ応援よろしくお願いします。 

 

自分に、プラス。 

ループラス 



■ご報告■ 

会報No.19でお知らせした物資情報に、多く

のご連絡ありがとうございました。 

紫波町内はもちろん、大槌町の仮設住宅から

もご連絡を頂き、ほぼ全ての物資を必要な方

へお届けすることができました。またこのよ

うなことがありましたら告知させて頂きます

ので、よろしくお願い致します。 

■第１8 回えんじょいクラブ■ 

ラ・フランス温泉で待ち合わせ♪温泉バスツアー 
大盛況でした！ 
去年に続き 2 度目の開催となったラ・フランスバスツアー。 

去年よりも大槌からの希望者が多く、一時はキャンセル待ちが出るなど人気のツアーとなりました♪ 

また、今回は家族や知り合いでの参加の他に、仮設のサークルでの参加や、仮設の知り合い同士での参

加などが見られ、仮設住宅での新たなコミュ 

ニティができていることも知ることができま 

した。 

当日は、それぞれの町に住んでいる知り合い 

同士が温泉で久々に再開する場面もあり、有 

意義な機会を提供できたと感じました。また、 

大槌町からの参加は、普段あまり行けない温 

泉旅行という感じで参加される方が多く、紫 

波の「美人の湯」であるラ・フランス温泉を 

楽しんで頂けたと思います。 

 

★募集★ 

先日、紫波町にお住まいの山田町出身の方か

ら問い合わせがあり、同じく山田町出身の方

（40～50代くらい）がいれば、ぜひお知り

合いになりたいということでした。当てはま

る方で、連絡を取ってみたい、という方がい

らっしゃいましたら、てんとうむしまでご連

絡下さい。お待ちしています！ 

■第１9 回えんじょいクラブ■ 

寒仕込み！みそ作り体験  
参加者は全員初めてのみそ作り。講師の細川栄子さんが 

大豆を煮るところまで準備をしてきてくれました。参加 

した子どもたちは、国語の教科書で大豆について学んで 

いるらしく、みその作り方なども知っていたようでした。 

今回実際に作ることができて、より理解を深めた様子で 

した。実際に食べられるのは 9 月頃からになるというこ 

とで、それまで楽しみにしていたいと思います。 



てんとうむし 24 年度活動報告 

 

日付 活動内容 場所

平成24年

4月20日 第7回えんじょいクラブ　アクリルたわし作り ぼたんのハウス

4月24日 釜石桜舞太鼓　活動視察 釜石市

4月28日 大槌町　仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里

4月30日 会報No.10発行

5月8日 第8回えんじょいクラブ　城山公園散策 城山公園

5月15日 宮古市　仮設住宅訪問/ニーズ調査 宮古市保久田

5月29日 新しい公共の場所作り事業　スタッフ養成講座「聞き上手がみんなを救う」 宮古市総合福祉センター

5月31日 会報No.11発行

6月12日 新しい公共の場所作り事業　ゆびあみシュシュ作りほか 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

6月13日 第9回えんじょいクラブ　ハーブお買い物ツアー 東和町　及川フラグリーンほか

6月24日 釜石桜舞太鼓を応援しよう！チャリティーコンサート ナックスホール

6月26日 大槌町　仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里

6月30日 会報No.12発行

7月7日 第10回えんじょいクラブ　ビーズ教室 赤石公民館

7月10日 新しい公共の場所作り事業　ビーズ教室 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

7月31日 会報No.13発行

8月7日 新しい公共の場所作り事業　マーブルアート教室 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

8月8日 大槌町　仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里

8月28日 新しい公共の場所作り事業　マーブルアート教室 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

8月28日 新しい公共の場所作り事業　研修会「OKOKのふれあいで今日を生きる」 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

8月31日 「布ナプキン作りませんか？」第1回講習会 中央公民館　和室

8月31日 会報No.14発行

9月4日 第11回えんじょいクラブ　浜のミサンガ「環」仕掛け人 雫石吉隆さん講演会 オガールプラザ　交流ステージ

9月5日 新しい公共の場所作り事業　エコクラフト教室 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

9月28日 第12回えんじょいクラブ　ぶどう狩りツアー 紫波観光ぶどう園

9月30日 大槌町　仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里

9月30日 会報No.15発行

10月10日 「布ナプキン作りませんか？」第2回講習会 赤石公民館

10月23日 新しい公共の場所作り事業　宮古→紫波町ラ・フランス温泉バスツアー ラ・フランス温泉館

10月31日 会報No.16発行

11月1日 第13回えんじょいクラブ　紫波町めぐりバスツアー西の陣 紫波農園、浅沼養鶏場ほか

11月2日 菊地信平 震災写真展（2日～11日） オガールプラザ　交流ステージ

11月11日 第14回えんじょいクラブ　釜石桜舞太鼓コンサート オガールプラザ　大スタジオ

11月13日 新しい公共の場所作り事業　ハーブピロー作り 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

11月16日 震災による紫波町在住者交流会 参加 ラ・フランス温泉館

11月16日 「布ナプキン作りませんか？」第3回講習会 オガールプラザ　アトリエスタジオ

11月30日 大槌町　仮設住宅訪問 大槌町吉里吉里

11月30日 会報No.17発行

12月7日 第15回えんじょいクラブ　石窯焼きピザ作り 紫波フルーツパーク

12月10日 「布ナプキン作りませんか？」第4回講習会 赤石公民館

12月11日 新しい公共の場所作り事業　お正月飾り作り 宮古市総合福祉センター

12月17日 紫波町内支援者会議　被災者支援力向上セミナー 古舘公民館

12月21日 紫波町主催　物資配布会 中央公民館

平成25年

1月5日 会報No.18発行

1月10日 第16回えんじょいクラブ　ソーセージ作り体験 紫波フルーツパーク

1月29日 新しい公共の場所作り事業　エコたわし作り 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

1月31日 会報No.19発行

2月12日 新しい公共の場所作り事業　お雛様飾り作り 宮古市 NPO法人ふれあいステーション・あい

2月19日 「布ナプキン作りませんか？」第5回講習会 オガールプラザ　アトリエスタジオ

2月28日 第17回えんじょいクラブ　ラ・フランス温泉で待ち合わせ♪温泉バスツアー ラ・フランス温泉館

3月21日 第18回えんじょいクラブ　寒仕込み！みそ作り体験 オガールプラザ　キッチンスタジオ

3月27日 会報No.20発行



 

 

 

 

紫波ボランティアグループてんとうむし 

〒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 

（株式会社ループラス内）      

代表 細川恵子 090-7939-6113 

E-mail tentoumushi@jeans.ocn.ne.jp 

ブログ 

http://tentoumushi1005.blog.fc2.com/ 

「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* 

-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・日曜、祝日 

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/ 

◆4 月のイベント◆ 

フェイクなスイーツ展 

ｂｙ Ｗｈｉｔｅｈａｍｈａｍ 

日程：2013 年 4月１日(月)～13 日(土) 

※期間中の定休日：３日（水）７日（日）１０日（日） 

リアルなスイーツ雑貨がもりだくさん♪ 

↓
発
売
中
！ 


