区・区民の協
働による支援

大田区では、２０１１年
の震災直後から区民協働
担当が区民団体に呼びか
けて、３月 日には会合
を開催。約１００名の参
加者が集まった。
４月には区が「大田区被
災地支援ボランティア調
整センター」
（以下、調整
センター）を開設。参加
した区民・団体それぞれ
の強みや特性を活かし、
宮城県東松島市での被災
25

メルカド＠おおた 女性起業家市場
3/28（日）＠せわのわ（池上3丁目）

10

左から、
柳谷さん、
中野さん、
茂垣さん、
鈴木さん。
東京でできる被災地ボランティア
「くぅ〜の東北」
への感謝状を手に。
（平成28年12月 東京都社会福祉協議会会長より受賞）

7 くぅ〜の東北

06

第4弾プレミアムビール「YOU」誕生

☆３団体へのアンケート質問内容
①過去 ： 10 年間の活動を続けるなかで印象に残ったエピソードを教えてください
②現在 ： 活動の現状を教えてください （コロナ以前と後で活動に影響はありましたか）
③未来 ： 今後の活動予定をお願いします
☆アンケート回答の全文はこちらに掲載 → www.oomori-cafe.com

47

2020年8月オープン！ビール専門店

大森山王ビール
「 Hi-time 」の

10名様 に プ レ ゼ ン ト ！
※賞品は大森山王ビール専門店「Hi-Time」
（大田区山王 3-1-2) 店頭で当選はがきと引き換えてください
※ご応募は 20 歳以上の方に限らせていただきます
提供：大森山王ブルワリー
2021 年 4 月 10 日当日消印有効。当選者の発表は
https://www.omorisannobrewery.tokyo/ 当選はがきの発送をもってかえさせていただきます

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。
〒143-0023 大田区山王3-27-6

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

42

が、
店長の村上さんは「縁
を絶やさず、防災意識を
高めること、石巻の銘品
を紹介することが続けら
れたら嬉しい」という。
震災の経験が未来へと
つながっていく。

ビール1杯を

持ち帰り用カップ

大森柳本通り商店街で、
石巻市の特産品を販売し
てきた石巻マルシェ（
「大
森で生まれた石巻復興支
援の輪」２０１５年２月
号掲載）は、団体とし
ての活動は終了予定だ

読者プレゼント
ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

経験とつながり
を活かして

60

避難所で子ども達がトイレに行って犯罪に
巻き込まれる事の多さに心を痛め、 支援
に入ったお医者さんが、 自腹で防犯ブザー
を買って配った話を聞いた。 大田が被災
した時子ども達がこのような事に巻き込まれない様に
しなければならないと心に誓いました。
（ＣＯＮＮＥＣＴ 代表
原田 美奈子さん）
CONNECT

いう幸せがあってほしい。 ０２０年より新型コロナ も、共感してもらえる活
「震災を契機に、美味し ウイルス感染症対策で中 動の形を探っていきたい
いものを作る生産者の方 止が続く。それでも今後 という。
と知り合えた。このつな
がりを大事にしたい」と
中野さんは言う。
息の長い活動をするた
め、
一定の支度金を持ち、
事業運営として回るよう
な仕組みを作ってきた。
年間 回ほどのイベン
トに出店してきたが、２

これまでこの紙面で取
材した３団体も、震災後
年の月日の中で活動を
広げてきた。
東松島市でのボランティ
ア経験者を中心に結成さ
れた縁プロジェクト（
「被
災地で学んだ私たちだか
らこそ、できることがあ
る」２０１６年５月 号
掲載）は、区内の防災啓
発活動や、次の音楽祭実
施の準備をしている。
地域の防災活動を続ける
ＣＯＮＮＥＣＴ
（
「つ な が
りが命を救う」２０１９
年８月 号掲載）は、イ
ンターネット活用による
防災啓発活動や、子ども
向け防災教育継続を目指
している。
10

2020年1月 池上本門寺での池上招福市
への出店風景
（写真提供：くぅ〜の東北）

11

時ボランティアを募集し
て、誰でも支援活動に参
加できる場となった。
池上地区商店会連合会と
の連携もあり、池上本門

今回の特集にあたって
過去に取材した 3 団体に
「その後について」 の
アンケートをお願いしました

寺の朝市にも出店し、お
会式の屋台で焼くスペア
リブは４００本も売れた
という。
「美味しいからと楽しみ
に待ってくれている、
買っ
てくれる。支援と意識し
なくても支援が広がると
感じた」と茂垣さん。
当たり前のものを当た
り前に美味しく食べると

東日本大震災10年・私たちが学び得たもの

10

田「ｍｉｃｓ ミ
( ックス )
おおた」内に引き継がれ
て、区内の避難者向け支
援など継続している。

15

震災支援10年の歩み

特集

くぅ～の東北

コロナ禍の日々を必死にがんばっている 「あなた」 が主
役となってほしい、 とのコンセプトで開発されたプレミア
ムビール「YOU」。このビールには、 大森山王ブルワリーに
かかわった人たちからの 「問い」 がついています。あなた
への「問い」はいかに。
「YOU」は、 2020 年８月、 旧カドヤ食品
の一角に誕生した大森山王ビール専門
店 「Hi-Time」 や大森山王ブルワリー
ネットショップで購入できます。
↑購入はこちら
https://omorisannobrewery.com/

ホームページ https://ku-no.org/

震 災 直 後 の ８ 月 日、
毎年開催される大田区平
和都市宣言記念事業「花
火の祭典」は中止になっ
た。区は代わりに、会場
の多摩川河川敷で、被災
地支援イベントを行った。
調整センターの依頼で中
野さんらが宮城県の物産
を販売したのが「くぅ～
の東北」のひとつのきっ
かけだったという。
現地に行けなくても何
か出来ることを、と情報
を集めて動く中、自然発
生的に活動の形ができて
いった。
「美味しいものを食べる
こと、それだけで立派な
支 援。
」と、東 松 島 の 牛
たんカレーや、後に福島
の有機栽培野菜などを都
内のイベントで販売。随

大森山王ブルワリー

２０１１年３月 日の東日本大震災、そして福
島原発事故から 年。被災地のため何か出来るこ
とを、と集まった人々のつながりから、様々な活
動が広がった。
「くぅ～の東北」の中野真弓さん、
も がき
やなぎや
柳谷由美さん、茂垣雅樹さん、鈴木正昭さんへの
取材と、過去の紙面で掲載した３団体へのアン
ケートで振り返る。
（取材・文 杉山由紀）

日時● 2021年3月28日(日) 10:00～16:00
場所● せわのわ (池上駅から徒歩5分）
大田区池上3丁目32-17 1F
https://sewanowa.com/
↑
問合● パシオンTOKYO
会場の詳細はこちら
TEL：03-6423-1840
E-mail：info@passion-tokyo.com

家屋の汚泥撤去・清掃な
どの現地ボランティアや、
宮城県・岩手県・福島県か
ら大田区内に避難した被災
者への支援を推進した。
当初から参加した鈴木
さんは「調整センターが
その後の活動の原点」と
言う。中野さん、柳谷さ
んも「協働という形だか
らこそ、息の長い活動に
な り、地 域 の 力 と な っ
た」と語る。
年 後 の 現 在 も「調 整
センター」の機能は、大
田区区民活動支援施設蒲

起業した、起業したい女性が、自分のサービスや商品をア
ピール ! 女性起業家が、訪問看護ステーション、調剤薬
局、健康食堂などが一体となった地域で住み続けるため
のキーステーション「せわのわ」に大集合。

60

1

06

交通費も渡せない活動にも関わらず毎
週の活動を通じて、"楽しいから"と仲間
になってくれる方が何度も現れてくれた
おかげで今日があります。いつのまにか
復興支援というよりも出会いや交流の場として重きを置
けていて、あの当時「何かしなくては」と打ちひしがれて
関わり始めた私自身も、"楽しいから"で10年目を迎えら
れました。（石巻マルシェ
石巻マルシェ
店長 村上 悠希さん）

3面のご案内

むすびつき

地域をベースに活動を展開する
団体に注目。活動に携わるひと
たちの思いに迫ります。参考にし
たいステキな活動であれば、そ
の 範 囲 は大 森 に と ど ま り ま せ
ん。「地域 の ち から」こ こ に あ り ！
vol.
65 2020年11月
Ｃｈａｔｔｙ+ ( チャッティプラス ）

3

04

［問いをかけ、心の声を聞く］

大規模な災害に見舞われて、途方に暮れて
いる人たちの姿。災害の起きていない場所
から支援に入り、“がんばろう”ということ自
体がおこがましい。そうではない。その苦し
みを同じように体験できることではないが、寄り添うことな
らできると思ったとき、すこし自分が楽になった。そして、そ
う思い続けることが、いまの自分の使命のような気がする。
（縁プロジェクト副代表・
事務局 新倉 太郎さん）
縁プロジェクト

8

04

広告
募集

vol.

2020年8月
はせさんず
［このまちで暮らし続けるために］

vol.

2020年5月
よりみちのいえ
[こどもも おとなも つどう場を]

vol.

2020年2月
フォーラム大田高次脳
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[「目に見えない障がい」とともに生きる]

バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

会社や
商品の
宣伝

まちを
応援
したい!

求人の
募集を
したい! …など

本紙「大森まちづくりカフェ」に
広告を掲載しませんか？
年

ト 大森の魅力を多くの人に伝えたい！ 発 4回
行！
セプ
コン
このような思いで発行しています
ターゲッ
ト
20代~ 主に女性や子育て世代、
シニア層、地域に関心ある方

数

発行部

30,000部

先

主な配布

・アトレ大森・大森駅ビルRaRa・東急ストア
・MEGAドン キホーテ大森山王店 他 協力店
・出張所、図書館、
児童館など周辺公共施設
地域イベントで無料配布 など

大森まちづくりカフェキャラクター
「もりもりくん」

広告の
特定非営利活動法人 大森まちづくりカフェ
お申込・
〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6
office@oomori-cafe.com
お問合せは TEL/FAX
(平日13-17時)
www.oomori-cafe.com

03-5935-7881

