
3.11を忘れない被災地 の 今

　名取市内でも津波被害の大きかった閖
ゆりあげ

上地区に、2019年4月、観光と交流の商業施設「かわまちて
らす閖上」（以下、かわまちてらす）がオープンしました。名取川の堤防沿いにレストランやカフェ、海産物
店などが建ち並び、食はもちろん散歩やツーリングなどアクティビティも楽しめる人気スポットとなっています。
　また周辺では宅地開発が進み、地元の人たちの新たな交流拠点としても注目されています。
　（株）かわまちてらす閖上の菊地祥弘さんは、「名取川堤防沿いのエリアは元々商店街があったところ。
地元の人たちにとっては昔から身近な場所だった」と言います。
　震災で大きく傷ついた閖上ですが、地元の商業者たちは「閖上にもう一度かつての賑わいを取り戻し
たい」と立ち上がり、名取川の景観を生かしてかわまちてらすをつくりました。
　かわまちてらすをきっかけにまちづくりが前進すれば、定住者の増加につながるとの期待もあります。
　「ここは閖上の復活の象徴。地域の期待の大きさをひしひしと感じている」と菊地さん。この夏、広場
をステージにして開催したカラオケ大会には大勢の地元住民が参加し、その場で次の開催を待つ声が
あがるほど盛り上がったそうです。
　オープンから約6力月。かわまちてらすは平日にも関わらず、食事や買い物を楽しんだり、堤防沿いを散
策したりする大勢の人で賑わっています。「土日の来客はさらに多い。芋煮やイルミネーション、お花見な
どさまざまなイベントを実施し、賑わいを継続していきたい」。
　かわまちてらすはロケーションの良さでも人を惹きつけています。「この風景、素晴らしいでしょ」と菊地
さんの指さす方を見れば、海と空に向かってゆったりと流れる名取川が目に入ります。風景を楽しみながら
食事や買い物ができ、仙台の都心部からも近く気軽に足を運ぶことができます。
　「震災を乗り越えて復活した閖上を見に来てほしい。そのためにこれからも閖上の魅力をかわまちてら
すから発信していきたい」。
　歩みは始まったばかり。閖上の賑わいがずっと続くよう、菊地さんたちはさまざまなおもてなしのアイディ
アを繰り出しながら、お客様を迎えています。
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弘さん。「来客数の増加をかわ
まちてらす各テナントの経営安定
につなげていくことが今後の課題」
と話します。

▲かわまちてらす閖上。閖上の海
と松からイメージしたダークグリー
ンの建物に地元や市外・県外から
出店した26のテナントが入ってい
ます。

―まち・住まい・コミュニティ―

復活した閖上の魅力を発信していきたい

◎かわまちてらす閖上　
https://kawamachi-terasu.jp/

宮城県名取市／かわまちてらす閖上

暮らしに役立つイベント情報や、京都生協からのお知らせをお届けします。Information

環 境 の 取 り 組 み

売却益は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・
ジャパンに寄付され、病気の子どもとその家族が利用できる滞在施設の
建設費と運営費に充てられます。

推定でレジ袋 99 万枚（ 原油換算でドラム缶 50 本分 ）の削減となりま
した。これにより削減できたCO₂ 量は、42t-CO₂です。

92.7％マイバッグ持参率

577,900個ペットボトルキャップの回収量

12月度

1月度

 洛北支部 225,972kWh  洛中支部 309,747kWh
 コープ下鴨 201,849kWh  コープ城陽 308,355kWh
 コープきぬがさ 62,628kWh

各施設の太陽光発電　発電量（設置以降の累計kWh）

種別 回収先 回収量（回収率） 削減CO₂

 牛乳パック 9.7t （49.1％） 8.7t‐CO₂

 トレー 1.8t （67.7％） 9.0t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 7.0t （211.7％） 22.8t‐CO₂

 卵パック 1.6t （35.6％） 5.9t‐CO₂

 カタログ類 432.1t （98.6％）

＊リサイクルデータ（12月度）＊

※トレーとPETボトル・ボトルキャップはお店のみ、カタログ類は宅配のみの回収となります。
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食育企画
朝ごはんは大切講座　参加者募集

　朝ごはんの大切さを学ぶ講演と、ちょっとした工夫で簡単
にさまざまな栄養の摂れる具だくさんの味噌汁を一緒に作っ
て味わっていただきます。
内　容  

第1部  講演「朝ごはんを毎日食べるといいことあるよ」
  講師：管理栄養士　民野摂子さん
第2部  具だくさんの味噌汁を作ろう
  協賛　フンドーキン醤油株式会社
日　時  ４月23日（木）　10：00～12：00
場　所  京の食文化ミュージアムあじわい館

　　　　（京都市下京区中堂寺南町130 京果ビル3階）
交　通  JR嵯峨野線「丹波口」、市バス「京都リサーチパーク前」
募　集  30人（多数時抽選 当落は郵送にて通知）
参加費  1人300円
申し込み締め切り  ４月３日（金）
申し込み・問い合わせ

右の二次元コードを読み取り、入力をお願い
します。
組織運営部

075－672－6304
9：30～17：00（土日休）
参加者のお名前、組合員番号、電話番号、住所をお知らせくだ
さい。

　ライフプランのスペシャリストにな
りませんか？
　ライフプランアドバイザーは、ライ
フプラン二ングの専門知識を持ち、組
合員へのアドバイスや「くらしの見直
し学習会」の講師活動ができる方です。
　コープ共済連の所定の講座を受講後
に認定される、コープのオリジナルの
資格です。まずは説明会にご参加くだ
さい。
日　時  ３月26日（木）

　　　　10：30～12：00
場　所  コープ御所南４Ｆ会議室
交　通  地下鉄烏丸線「丸太町」下車

　　　　７番出口より160m
募　集  30人
参加費  無料
申し込み締め切り  ３月23日（月）

　（定員になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ

共済事業部（担当：西山）
075－662－5100

9：30～17：00（土日祝休）

生協ライフプラン
アドバイザー養成講座
事前説明会のご案内

コープ「住まいの相談会」開催

　メーカーのショールームにてコープハウジングのスタッフ
が住まいのご相談を承ります。

【ご相談事例】
・キッチン、浴室、洗面、トイレなどの
　水回りリフォームや給湯器の取り替え
・窓、玄関、車庫などの外回り
・内装など住まいのこと全般
　ご相談・お見積りは無料です。来場
　予約特典あり、ぜひご利用ください。
場所・日時

【TOTO京都ショールーム】  3月  7日（土）
　　　　　　　　　　　　 4月11日（土）

【L I X I L 京都ショールーム】  3月  8日（日）
　　　　　　　　　　　　 4月12日（日）
いずれも10：00～17：00
交　通  地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」

　　　　TOTO…4-1番出口より徒歩5分
　　　　L I X I L…2番出口より徒歩1分
　　　　どちらも駐車場あり
参加費  無料

ご来場の日時とご相談内容をお申し込みください。
申し込み・問い合わせ

コープハウジング（担当：梅田）
0120－818－395府外からは 075－682－5760

9：30～17：00（日祝休）

“音訳ボランティア”大募集！
「くらしのキャンバス」を
声でお届け！

　私たちは、お買いものサポーター「み
ちくさ」といいます。視覚に障害のある
組合員リスナー約60人に、商品案内カ
タログを読み上げて録音したＣＤ「声
のキャンバス」をお届けしています。利
用を始められた方から「こんなにたく
さん商品があることを知り驚きました。
いろいろと注文しようと思います」「チ
ケットや日用品の案内を毎回楽しみに
しています」「夏ギフトや冬ギフトもあ
り、お使い物に重宝しています」など喜
びの声をいただいています。
　本を読むのが好きな方、音訳に興味
をお持ちの方、ボランティアに関心を
お持ちの方、ぜひお手伝いください。パ
ソコンがあれば必要な機器をお貸しし
ます。ご自宅でできる作業です。
　読んでいただける方がまだ不足して
います。ご連絡お待ちしていま～す！

問い合わせ
福祉ネットワーク担当（おさだ）

  075－465－6882

募金の御礼とご報告

　2019年11月4回～12月3回（宅配）、
11月11日～12月13日（店舗）に取り
組んだ「福島の子ども保養プロジェク
ト」への募金は、

　　　総額2,605,729円
となりました。
　この募金は、日本生活協同組合連合
会を通じて福島県生協連へ送金しま
した。
募金にご協力いただきました皆さまに
厚く御礼申し上げます。

　今後も京都生協は被災地を支援す
る取り組みを続けていきます。

現代仏壇・伝統仏壇（仏事全般）
「クオレの春彼岸セール」
を開催中！

　クオレのコープ仏壇店では、現代仏
壇・伝統仏壇約100台を展示。仏具も
たくさん取り揃えて、彼岸明けの3月
23日（月）まで「クオレの春彼岸セール」
を開催しています。
　弔事・法事返礼品、お線香、手元供養
など、クオレはお葬儀からお墓まで仏事
全般を幅広く取り扱っています。ぜひお
気軽にご来店・ご相談ください。
日　時  3月23日（月）まで
場　所  クオレ案内センター

　「コープ仏壇店」
　京都市中京区西ノ京星池町217
　（コープ二条駅店北側）
交　通  ＪＲ・地下鉄東西線「二条」

　下車すぐ
　京都市バス・京都バス「二条駅前」
　下車すぐ
申し込み・問い合わせ

クオレ案内センター（葬祭事業部）
0120－402－900

9：00～18：00
無休（1/1・2はお休み）

情報提供／みやぎ生協・コープふくしま
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