
支援につながる

　　　　　　
雑貨 

 ～わたしのうれしいがあなたのうれしいになる～

本格遠赤焙煎珈琲まめ福

ニカラグアコーヒー200ｇ

1,100円（税込）

こんな想いがあります
コーヒーの生産国のほとんど
は開発途上国です。生産者は
安価でコーヒーを販売するこ
とを余儀なくされ、生産に必
要な利益も得られない不安定
な生活をしていることを知り、
当店でニカラグアコーヒーを
販売しました。

こんな支援につながります
中米ニカラグアでは、コーヒー
の市場価格は不安定で、生産
者は肥料や苗代をまかなえな
くなり、子どもたちも学校に
行けなくなります。フェアト
レードによって得た資金を
使って子どもたちへの奨学金
や教材の寄付、精選・選別工
場の整備有機栽培などの技術
指導などを行っています。

ここで買えます
●本格遠赤焙煎珈琲まめ福
　多賀城市高橋 2-15-23
 　TEL：022-368-2966
 　URL：http://coffee-
           　mamefuku.
　　　   ocnk.net/

NPO法人アマニ・ヤ・アフリカ

アフリカン 布 カンガ の
 ランチ ミニ トート バッグ
1,300 円（税込）

こんな想いがあります
ケニアの若者は仕事に就いて
いない人が多く、子供たちも
学校に行けないという現状が
あります。そこでケニアの若
者の就労支援を目的に、雑貨
などの製造された商品を公平
な価値で取引を行う「フェア
トレード」を支援する活動を
通し、生産者の経済的自立を
促しています。

こんな支援につながります
ケニア最大のギベラ・スラム
街にある、ストリートチルド
レンのための小学校「マゴソ
スクール」の給食費に充てら
れます。

ここで買えます
●アマニ・ヤ・アフリカ　
　オンラインショップ
　　　　　　　「アマニ屋」
　URL：http://amani-ya-africa.
　　　   shop-pro.jp/

フェアトレード
日本語で「公平（フェア）な貿易（トレード）」と訳します。
アジアやアフリカ、中南米の途上国と言われる国や地域
の人たちが作ったモノを長期的に適正な価格で買うこと
により、彼らの生活と生産を支援していくしくみです。

フェアトレード、福祉施設、復興支援で生まれる雑貨や食べ物は、とても魅力的なものが多いので
すが、広い販路の獲得が難しいため、なかなか購入者の目に止まらないことがあります。今回はご
紹介した雑貨はお店やインターネットで購入することが出来ます。ぜひお買い求めください。



民族雑貨アフリーク・ソレイユ

ウインターチョコレート

各 682 円（税込）

こんな想いがあります
アフリカを旅した際、日本と
アフリカの生活水準の差を感
じ、自分のできる範囲で何か
できないかと思いました。東
京のフェアトレードショップ
「ぐらするーつ」の方と出会
い、フェアトレードのしくみ
を知って、自分のお店にフェ
アトレード商品を販売してい
ます。

こんな支援につながります
アジア、アフリカ、中南米な
どの女性や小規模農家をはじ
めとする、社会的・経済的に
立場の弱い人たちへの、公平
な対価の支払いにつながって
います。

ここで買えます
●民芸雑貨
　アフリーク・ソレイユ
　仙台市青葉区一番町 2-5-6
　TEL：022-267-0104

国際協力NGOシャプラニール

ジュート象

600 円（税込）

こんな想いがあります
バングラデシュ、ネパールで
は、女性が現金収入を得る道
がほとんどありません。そこ
で、立場の弱い女性の収入向
上、社会参画の促進を目的に、
シャプラニールでは 1974 年か
らバングラデシュの特産品
ジュート（黄麻）を使った手
工芸品の生産と販売を始めま
した。

こんな支援につながります
バングラデシュ、ネパールで
手工芸品を生産している女性
たちへ、適正な価格での賃金、
医療費や教育費の補助などに
充てられます。

ここで買えます
●フェアトレードショップ
　　　　　「クラフトリンク」
　URL：http://www.rakuten.
　　　　ne.jp/gold/craftlink/

★フェアトレード雑貨委託販売
学校の文化祭、地域のイベ
ントなどで気軽に委託販売
できます。請求額は販売額
の 85％なので、出店料や準
備費用がまかなえます。

コッペ（NPO法人麦の会）

ココナッツクッキー100ｇ

350円（税込）

こんな想いがあります
障がいのある人もない人も一緒
に働ける場として、1988 年に
コッペが始まりました。障がい
者が差別される社会は、能率が
最優先される社会。添加物が使
用されるのも、能率が優先され
る社会。そんな生き方を見直し
たい！そんな思いから国産の小
麦と安心な材料を使って、パン、
クッキーを手作りしています。

こんな支援につながります
コッペのパン・クッキーを販
売することにより、障がいの
ある人も地域の中で共に生き
ていける社会を実現したいと
思います。また、一緒に働い
ている障がいを持つメンバー
の給料につながります。

ここで買えます
●コッペの店頭
　仙台市宮城野区松岡町17-1
　TEL：022-299-1279
●生協あいコープみやぎ宅配
●ヘルシーハット
　（仙台市小田原・自然食品店）
●わらしべ舎（仙台市西多賀）
●ではっぺ薬師堂（仙台市木ノ下）
●横田や ( 仙台市北山）
●仙台市近辺は配達も可
　地方発送もできます

福祉施設
福祉施設では、障がいを持つ利用者さんがパンやクッ
キー、手工芸品をつくって販売をしています。購入いた
だいた売り上げは、利用者さんの工賃として、彼らの生
活を支えるために使われます。

作成中



NPO法人多夢多夢中山工房

米袋封筒（タテ）　

500 円（税込）

こんな想いがあります
多夢多夢舎の施設併設レスト
ランで消費する米袋を何かに
使えないかと考えたのが始ま
りです。現在は、レストラン
だけでなく、地域の方々から
も米袋をいただき活用してい
ます。他にも、着物をほぐし
て縫い物を作ったり、いらな
くなった服のボタンでアクセ
サリーを作ったりしています。

こんな支援につながります
多夢多夢舎で働く、障がいの
ある利用者さんの賃金向上に
つながります！

ここで買えます
●たむたむ亭
　仙台市青葉区中山 2-18-5
　（木・金・土に営業）
　
＊多夢多夢舎中山工房で
　運営しているレストラン

山元町共同作業所 工房地球村

バスボム

各 315 円（税込）

こんな想いがあります
東日本大震災後、山元町の特産
品であるいちごを再びこの地で
作れるようにという思いから、
「いちごものがたり」というプロ
ジェクト名で、いちごモチーフ
の雑貨、いちごジャムなどの製
造・販売を行っています。「いち
ごの復興は、山元町の復興」を
テーマに掲げ、「いちごものがた
り」を全国へ発信しています。

こんな支援につながります
工房地球村で働く、障害のあ
る方々の工賃に充てられてい
ます。

ここで買えます
●山元町共同作業所
             　　　　工房地球村
　亘理郡山元町真庭名生東75-7 

●工房地球村
　　　  オンラインショップ
　URL：http://kobo-　　　
　　　　chikyumura.　　
　　　　com/shop/

MAST 帆布 KESEN-NUMA

携帯ケース

2,200 円（税込）

こんな想いがあります
もともとシート職人だった店
主がカバン作りに転向し、店
を構えていましたが、1 年半
で震災により被災しました。
皆様の温かいご支援のもと営
業を再開し、良いカバン作り
が支援していただいた方への
恩返しであると、日々頑張っ
ています。

こんな支援につながります
皆様からのご支援は次の一歩
への励みになります。

ここで買えます
●MAST 帆布 KESEN-NUMA
　気仙沼市西中才 275
　TEL ：0226-29-5566
　URL：http://masthanp-
　　　　kesennuma.
　　　　com/index.html

店舗、または当店ホー
ムページを閲覧して、
ご購入できます。

復興支援
東日本大震災により、被災された方・事業者が生きがい
づくりや生活再建のため、手作り品の製作に取り組んで
います。購入していただくことで、地域コミュニティの
再生や被災地で頑張る方々の支援につながります。

作成中



ともしびプロジェクト

ＴＯＭＯＣＡＮ

1,400 円（税込）

こんな想いがあります
震災から 1 年が経過した頃、
たくさんの支援の手が被災地
から離れていきました。「忘れ
られることが一番怖い」その
中で耳にした一言です。私た
ちは「忘れない」をカタチに
するため、毎月 11 日にさま
ざまな場所でキャンドルを灯
し、被災地と日本中・世界中
をつなぐ活動をしています。

こんな支援につながります
被災地である気仙沼の主婦の
方々に整形やパッケージ作業を
お願いしています。購入するこ
とにより、手仕事としての雇用
創出や震災によってバラバラに
なったコミュニティーの再生な
ど間接的な被災地支援に繋がり
ます。また、キャンドルを灯し
て Facebook に載せることで震
災の風化防止につながります。

ここで買えます
●ともしびプロジェクト事務局
　気仙沼市舘山 2-3-46
　TEL： 0226-25-9560

●ともしびプロジェクト
　　　　　　　ホームページ
　URL：http://tomoshibi311.
　　　　com/index.html

一般社団法人WATALIS

FUGURO

2,100 円（税込）

こんな想いがあります
WATALIS は、東日本大震災に
より絶たれてしまった亘理町
の地域コミュニティを回復さ
せるために立ち上がった、手
仕事プロジェクトです。「ふぐ
ろ（巾着袋）」作りを始めとし
た手仕事を通じ、交流の場を
生み、地域に根付いた女性の
働き方を模索しています。

こんな支援につながります
売り上げ代金はすべて製作グ
ループ「WATALIS」の運営資
金として材料費・工賃・配送
料などの製作費、及び製作環
境を整えるための資金に充て
られています。

ここで買えます
●WATALIS 店舗 
　亘理郡亘理町字中町 22

●絆～がんばろう東北～ 
　ＪＲ仙台駅３Ｆ
　新幹線中央改札わき   

●和＆カフェ 梅らぶ 
　 仙台市青葉区一番町 4-5-41

ここでも買えます 発行元

東北ろっけんパーク
中心部商店街の振興と東北の観光や産業の復興をバッ
クアップする施設で、1階には東北の復興商店街の情報
やグッズを紹介・販売する復興ギャラリーがあります。

多賀城市市民活動サポートセンター
多賀城市中央 2-25-3
T  E  L  ：022-368-7745
F A X   ：022-309-3706
U R L   ：http://www.tagasapo.org/
E-mail：tagajo@sapo-sen.jp

●たがさぽってどんな施設？
多賀城市市民活動サポートセンター（たがさぽ）は、
NPO、ボランティア、自治会・町内会、子ども会など、地
域活動をする団体・個人をサポートする施設です。団体
を立ち上げたい、イベントづくりの方法を知りたいなど
ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

東北ろっけん
パーク


