南三陸町寄木地区・南三陸商工会青年部への東日本大震災支援
餅つきセット寄贈の報告
平成 24 年９月 25 日 大安 餅つきセット
南三陸町寄木地区・南三陸商工会青年部に寄贈、引渡し完了しまいた！
■餅つきセット
～

寄贈プロジェクトスタート

想いあり！～できたらいいな♪～

震災から約 1 年が過ぎようとした頃、仙台ゾウ・プロジェクト（「SZP」）がお世話になっている南
三陸町寄木地区高橋家にて、すっつぁん（高橋七男さん）、栄樹さんと養殖準備の作業終了後、餅つき
の話題で盛り上がりました。
餅つきは楽しい！皆元気なる。
震災で使っていた臼を含め全部、なくなってしまった。
正月に地域で、商店街で、水産産物の販売、出荷先で
餅つきをして

振舞うことが出来れば元気になれる・・・

流れ着いた臼発見も・・・腐っていて使い物にならず・・・残念
臼と杵

1 セットあれば、地域や仮設の商店会でみんな元気なれる・・・
そして、思いが届くことに

～“あるぼら”からうれしい、申し出が～そして、餅つきセット寄贈の実現に
2012.7.12 チャリティアルバイト実行委員会（アルバイトでボランティア 「あるぼら」
） 広報担
当の有坂紀子さんよりうれしいメールが入りました。
○有坂さんよりの申出（要旨）です。
私達は、札幌近郊の大学生およそ 100 名程度で一斉にアルバイトをし、そこで集まったお金を全て被災地に寄付す
るという、アルバイト×ボランティア、通称「あるぼら」という活動を行っております。
あるぼらでは、寄付したお金が、最終的に誰の何に役に立ったかをレポートし、アルバイト参加者にフィードバッ
クするという仕組みで実施しております。この度は、現在集まってきているお金を受け取って下さる団体、またお金
の使い方をご相談、及び取材させて頂ける団体を探しており、宮城県の紹介により、ご連絡させて頂きました。

ん！素晴らしい活動

せっかくのお申し出、あった！餅つきセットが欲しい地区あり。

南三陸町寄木地区・南三陸商工会青年部で欲しい旨の照会。
2012.8.8

臼・杵のみならず備品 1 式もあわせて寄贈していただくことに決定。

当初予算+お盆の活動で資金を集めるとこのこと
“あるぼら”とは？

http://arubora.jimdo.com/

～

感謝です。

取次ぎ役は、SZP です。

活動内容は HP ご覧下さい。

3 月 11 日、東日本巨大地震が日本を襲いました。
募金活動や物資支援、そのほか様々な支援をされた方も多いと思います。
東北地方への支援はどのような形であれ、3 か月経った現在でも、これからも継続的に必要なことです。
北海道札幌市は幸いなことに比較的被害が少なく、
私たちチャリティーアルバイト実行委員会の学生メンバーは、ここ北海道で、何かできることはないか、
どうやったら北海道の学生による支援のエネルギーを東北に伝えることができるか考えてきました。
そこで、今夏に、 私たちあるぼらはこのような企画を考えました。
アルバイトでボランティア
１日アルバイトをして、そのバイトのお金を被災地に届けます。
アルバイトについてはこちらが責任もってサポートいたします。

■寄贈された餅つきセット
あるぼらの皆さんが寄贈した

寄付金額

300,000 円

餅つきセットです。

復興への支援、笑顔を届ける活動に感謝です。・・・

＜臼・杵

購入費

225,000 円＞

品番

規格
本けやき

品

名

２尺（5 升用）

数量

摘

1

蓋

臼

４寸

杵

1

３寸８分

杵

1

杵

1

子供用杵

２寸

文字入れ（江戸文字）

＜餅つき備品リスト

購入費

品番

規格

17044-08

33cm

10065-01

贈呈

平成２４年９月吉日

75,000 円＞
品

名

数量

アルミ長生セイロセット（スノコ付）

1

TS-208P セット LP

ハイカロリーコンロ TS-208〔M〕

1

28948-05

細糸約 880×880mm

綿フカシ布〔M〕

4

04180-1

SP-20-D 深型〔10〕

セキスイエレスレンコンテナ

1

26049-02

外 694×434×H29mm

サンコーPP 番重用蓋

3

26042-03

外 684×424×H80mm

サンコーPP 番重〔05〕

04614-27

27ｃｍ

エコクリーンミキシングボール〔05〕

1

04614-30

30ｃｍ

エコクリーンミキシングボール〔05〕

1

04614-33

33cm

エコクリーンミキシングボール〔05〕

1

31582-36

36ｃｍ

マジックしゃもじ〔M〕

2

12014-02

特大φ105×245mm

18-0 共柄カギ付汁杓子〔M〕

3

12014-03

大φ92×205mm

18-0 共柄カギ付汁杓子〔M〕

3

蓋の製作（直径 60ｃｍ）

1

今野 郁子さん製作

要

3 升～5 升用

C型

摘

3

寄贈

要

▼餅つきセット備品
17044-08
アルミ長生セイロセット（スノコ付） 33cm

10065-01 ハイカロリーコンロTS-208〔M〕
TS-208PセットLP

04180-1セキスイエレスレンコンテナ
SP-20-D深型〔10〕

26049-02 サンコーPP番重用蓋
26042-03 サンコーPP 番重〔05〕
31582-36
マジックしゃもじ
〔M〕 36ｃｍ

28948-05 綿フカシ布〔M〕
細糸約880×880mm

3升～5升用

C型
04614-27 エコクリーンミキシングボール〔05〕
27cm、30cm、33cm

18-0共柄カギ付汁杓子〔M〕
12014-02 特大φ105×245mm
12014-03 大φ92×205mm

平成 24 年 9 月 25 日贈呈式にて

■

餅つきセット進呈式
南三陸町寄木

平成 24 年 9 月 25 日（火）

（有）丸七水産

大安

高橋宅にて無事、餅つきセットを引き渡しました。

＜寄贈者＞
チャリティアルバイト実行委員会（あるぼら）
＜寄贈先＞
南三陸町寄木地区・

南三陸商工会青年部

＜出席者＞

左

○南三陸町寄木地区 区長 高橋七男

高橋和子さん

（左から 2 番目）

宮城県本吉郡南三陸町歌津字寄木
○南三陸商工会青年部
南三陸商工会

部長

主任主査

工藤泰彦
八巻

淳一

（右から 2 番目）
（右）

宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 150-46
TEL：0226-46-3366
○仙台ゾウ・プロジェクト（SZP）

餅つきセット取次担当

相沢

優

＜進呈式＞
・14：00 に自宅にて説明し、寄書きを渡し、DVD を見る
・14：20

寄贈された臼、杵及び餅つき備品を確認し、引き渡す

・14：34

有坂さんと TEL にて寄贈者と話をする

DVD 見る

＜餅つきセットの保管場所及び利用方法＞
・保管場所

区長さん宅

・利用方法
イメージ

区の行事等で利用
伊里前・志津川の復興商店街にて利用
南三陸町 PR のためにイベント等で利用・・・・etc
餅つきセットは、南三陸町で自由に利用することになります･･･

■

餅つきで笑顔を・・・

後記

□有坂紀子さんからのメッセージ要旨です。
～何から何まで取り仕切
っていただき、あるぼら
スタッフ一同、仙台ゾウ
プロジェクトの方々に心
から感謝しています。
改めて、ありがとうご
ざいます。
復興に少しでもお力添えできる機会に恵まれ、と
ても有り難く思っています。
私たちは東北の１日も早い復興を願い、これからも
力を尽くしていきますので、今後とも継続的にお付
き合いをさせていただけたら嬉しいです。
ゾウプロさんのホームページ、これからも定期的
に拝見させてもらいます！
9 月 26 日 メールにて

□仙台ゾウ・プロジェクトの皆様へ
このたび、SZP は、南三陸町に餅つきセット
を贈る一助として活動できました。
SZP は“若者のハートに火をつける”を合言
葉に活動してきていますが、今回は、逆でした。
寄贈した餅つきセットは、暑い夏、使いたい
お小遣いをガマンし、100 人近い学生さんがア
ルバイトしたお金で購入したものです。あるば
らの皆様、そして、支援活動に感謝です。
餅つきセットは、今後、南三陸町で笑顔を生
み出す活動の任務に就くことになります。
復興に向けて活動している「あるぼら」の皆
さんとのうれしい“縁”です。仙台に来られた
ときには、最高のおもてなしをしましょう！
SZP のパワーも見て頂きませんとね♪
仙台ゾウ・プロジェクト
餅つきセット取次担当 相沢

優

