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新 年 あ け まして お め でとうご ざ い ま す
旧年中は多くの皆様にご支援いただき、誠にありがとうございました。
昨年はスタッフの入れ替わりがあり、気が付いてみるとカリタ
ス佂石は地元の人たちで構成される団体となりました。
5月に行いました参加型評価では、
これまでの活動を振り返り、
様々な立場にある皆様からの視点でうかがった、活動に対して
のご意見により、新たな視点を持つことができました。
今年も皆様のご支援とご指導を受けて、
カリタス佂石は活動してまいります。

佂石 各所でクリスマス会
佂石各所でクリスマス会
今年も、毎月お茶っこサロンでお伺いする９か所の会場とふぃりあでクリスマス会を開催いたしました。
大町４号復興住宅 野田中央仮設 天神復興住宅 田郷A仮設 小佐野仮設 只越１号復興住宅
大畑南仮設 日向みなし仮設 平田第１仮設 ふぃりあ
（カトリック佂石教会）
全国各地の皆様から、数多くのプレゼントとお手紙をお送りいただきましてありがとうございました。
サンタの帽子をかぶり、
クリスマスソングを歌いながら、普段と違う楽しいひと時を過ごしました。25日(月)の
ふぃりあでの子どもクリスマス会の後には、佂石シネク
ラブによるアニメ映画「ミトン」が上映されました。
12月13日から連日クリスマス会を行う中、東日本大震
災から７年を迎えても、
まだまだ多くの仮設住宅がある
ことに改めて気づき、復興への道のりは、
これからも続
くことを感じました。

さんりくわかめっ! 販売
販売会
毎年秋になると、各教会でバザーが開催されます。
その際に、
さんりくわかめっ！を販売してくださる会場に
スタッフが直接うかがって、一緒に販売をしました。皆様、いつもありがとうございます。
10月15日 カトリック清瀬教会 高橋和也
10月29日 カトリック豊島教会 伊瀬聖子
*当日は台風22号による暴風雨の中、ボランティアさんの協力のもと販売しました。
11月11日 カトリック麹町教会 都内のボランティアさん
*佂石出身の堀江節朗神父がブラジル・アマゾンへの赴任から一時帰国され、
その講演会場にて行われ
ました。
さんりくわかめっ !! は、WEBサイト・お電話にて購入いただけます。ぜひご利用ください。
h ttp://waka me.caritaskamaishi.co m

パ ー プ ルリボ ン サ ポ ー タ ー 養 成 講 座
11月12日(日)パープルリボンサポーター養成講座が、佂石市・カリタス佂石の共催で、
イオンタウン佂石 タウ
ンホールで開催されました。
パープルリボンサポーター養成講座は、
女性に対する暴力をなくす運動
（11月12日〜 25日）
に合わせて開催
し、今回で4回目となりました。
国際的な女性に対する
暴力根絶運動
パープルリボン・プロジェクト

http://www.gender.go.jp/policy/no̲violence/no̲violence̲act/
【日時】 平成29年11月12日(日)
【会場】イオンタウン佂石2階 タウンホール
【時間】13：30開始 16：00終了

女性に対する
暴力根絶のための

シンボルマーク
【共催】佂石市、NPO法人カリタス佂石
【協力】GEN・Kせんにんのつどい
11月6日(月)には講座に先立って、
「第３回せんにんのつどい」
を開催し、男女共同

参画についての意見交換を行いました。
また、パープルリボンキャンペーンで使用す
る啓発グッズの準備を、
この日にお集まりいただいた皆さん、”GEN・Kせんにんのつ
どい”の皆さんと一緒に行いました。★
当日は、
イオンタウン佂石入口で、女性に対する暴力をなくす運動のチラシ、相談窓口の電話番号が書かれ
たカード、
パープルリボン、
ボールペン、
キャンディーなどを配布して、
啓発を行いました。
★
養成講座の冒頭に佂石市男女共同参画室長より、野田武則市長からの挨拶文が読み上げられ、参加者、
佂石市職員、
カリタス佂石スタッフ、
男女合わせて約40名が参加しました。
【講演】
◎佂石警察から、DVとストーカーへの警察の対応
について
佂石警察署生活安全課 警部補 鷹觜 力
◎岩手県内の若者支援の現場報告 若年層の現
状について
（事例紹介）
岩手県BBS連盟 会長 佐々木 一憲

★

◎NPO法人 BONDプロジェクト 代表 橘 ジュン
【パネルトーク】 -私たちにできるサポートって？パネラー
・佂石警察署生活安全課
警部補 鷹觜 力
・NPO法人 BONDプロジェクト 代表 橘 ジュン
・岩手県BBS連盟
・BLTにいがた

会長 佐々木 一憲
エリアリーダー 三浦 結香

パネルトークでは、昨年秋に起きた、SNSが発端となった神奈川の殺人事件では、SNSを使うことが原因だ
という意見、
それは問題ではなくそこで何が語られているかをしっかり受け止めて次の段階や対応をすべき
であるという意見、10代の若者は大人に「説教」
をされるのが一番いやなことで、
とにかく話を聞いてほしい、
寄り添ってほしいと思っているといった意見交換がなされました。

釜石 こども食堂開催

コサージュづくり

12月9日(土)にカリタス佂石多目的ホールで、佂石
こども食堂が開催されました。子ども食堂は初めて
の試みで、50人分のお料理を地域の市民団体の皆
さんに作っていただきました。
メニューは鶏そぼろ御飯とポテトサラダ、
デザート
はフルーツポンチで、可愛らしく工夫されていまし
た。来てくれた子ども達も大喜びでした。

12月10日(日)は、
【男の料理教室】
【ハンドメイドカ
フェ in平田第一仮設】
【コサージュ作り教室】
【ふぃり
あ】
と盛りだくさんの催しを行いました。
そのなかでもコサージュ作りは、
こちらの予想を
上回る参加人数に嬉しい悲鳴をあげました。みなさ
んそれぞれ思い思い、丁寧に作品を仕上げておられ
ました。

ある日のふぃりあ
折り込み作業をありがとうございます
カトリック佂石
教会１Fをお借り
して開催している
サロン、ふぃりあ。
住民さん方に、
昨 秋 発 行した ニ
ュースレターの折
り込みのお手伝いをしていただきました。お茶を飲
み、お話をしながらの作業でしたが、皆さん手際が良
く、
どんどんと三つ折りになっていきました。
こういった作業があったら、
またやりたいから声を
かけてね、
と言ってくださいました。
次回もぜひよろしくお願いいたします。

お もちゃ 作り
９月からカリタス佂石は「ファミリーサポートセンタ
ー ゆいっこ」の事業を佂石市から受託しています。
そこで、
「ゆいっこ」
で子供たちが遊びに使う
「おもち
ゃ」
を住民さん方が作ってくださいました。
このおもち
ゃは子供たちに大人気で、野菜や魚、エビフライなど
たくさんの種類があります。魚は包丁で「開き」にでき
ます。港のある佂石ならでは？でしょうか。

賛助会員募集・ご寄付でご協力ください
カリタス佂石は皆さまからの様々なご支援によって運営されています。共に活動をしてくださる方、
ご協力くださる方を広く募集します。お申し込みは事務局、WEBページで受け付けております。２０１
７年３月に認定NPO法人に認証されましたので税制優遇の対象です。
https://www.caritaskamaishi.com/?p=51
種別

年会費

賛助会員（個人）

3,000円

口数

一口以上
賛助会員（団体）

5,000円

―

振込先

―

【ゆうちょ銀行】 振替口座
０２２１０−８−１３５６６６
名義：特定非営利活動法人カリタス佂石

福島での全ベース会 議に出 席
福島での全ベース会議に出
11月30日(土)から12月1日(金)に、東日本大震災被災地域のカリタスベースが集まる、全ベース会議が福島で
行われ、
カリタス佂石より、
伊瀬・千田が参加しました。
総勢40名が参加し、福島の現状を視察、会議および交流を深めました。
全ベース会議は年間5回程度開催され、年に一度、秋の全ベース会議の
み、
懇親と研修を目的に会場を変えて行われます。
次回は2月16日、
仙台教区サポートセンターにて開催されます。
【日程】
11月30日(土)：仙台集合。
一同バスにてカリタス南相馬〜福島県浜通り視察。
いわき市 楢葉町宿泊。
12月1日(金)：全ベース会議後、
いわきもみの木ステーション見学、
いわき市内復興住宅視察。
郡山駅で解散。
【全ベース会議の内容 ３部構成】
①講話 「福島の現状」 ９：３０〜１０：３０
カリタス南相馬 Sr.畠中千秋 Bp.幸田和生
②全ベース会議 １０：３０〜１１：３０
各地域のカリタスベースの活動状況について情報交換
サポート会議(別室)
今後の支援について情報交換

岩泉
岩
泉 町と
町との
の 交流
交流会

お 茶っ
茶 っ こ サ ロン
ロン

11月14日(火)に岩泉町ボランティア連絡協議会と

東日本大震災により建設された仮設住宅は平成

の交流会が佂石市の青葉ビルで開催され、
カリタス

30年度末までにその役目を終えることになっていま

佂石より伊瀬が、参加いたしました。

す。仮設住宅で開催するお茶っこサロンは回数は減

昨年の台風10号による岩泉町での被災にあたり、

るものの、存続予定の仮設住宅・復興公営住宅で住

佂石市ボランティア連絡協議会は、福祉バザー売上

民同士の交流の場として開催されます。新たな取り

金を岩泉町の皆様に義援金としてお届けしました。

組みとして、佂石市、社会福祉協議会、企業(スポーツ

そのお礼と、津波の被災

クラブ)との官民共同開催のサロンも始まりました。

地現地見学を兼ねて岩
泉町の皆様が佂石を訪
問してくださった ので、
一緒に交流させていた
だきました。

お知らせ
会員・賛助会員の皆様へ、
カリタス佂石会費について
カリタス佂石の会員有効期限は年度制です。
会員
有効期間中の年明け、１月から３月までにお振り込み
頂いた会費はお預かりし、来年度分といたします。
賛助会員・ご寄附等をいただいた皆様へ
「寄附金受領証明書」
をお送りしております。すでに
発送をしておりますが、
未着の方はカリタス佂石事務
局までご連絡をお願いいたします。
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