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特定非営利活動法人 ICA 文化事業協会 

活動地域 福島県 

対象者 東日本大震災被災者 

実施した 

活動概要 

 

福島県における、精神面のケアを含めた支援活動計画のため下記の活動を行った。 

� 新地町・相馬市・南相馬市の団体より、現行の活動状況・復興の進捗状況の調査 

� 助成団体とのミーティング 

東京の団体と連携活動計画についてのミーティング 

 

公益社団法人 アジア協会アジア友の会（JAFS） 

活動地域 宮城県本吉郡南三陸町 

対象者 南三陸町の32ヶ所の集落・仮設住宅・避難所 

実施した 

活動概要 

 

南三陸直売所（みなさん館）設営 

� 直売部の出品者会議を２回開催。 

建設、什器備品等 関係の打ち合わせをしながら、基礎工事

が完了、屋根工事まで進みました。地元開催の「お盆の市」

において出店での初出店や、商品発送を行う中で、少しづつ

直売所開催後の流れを出品者が把握することができました。

また、商品カタログを作成し、支援者への配布など、販路拡

大も並行して行っています。現在 40 組約 60 名の個人・団体

が農産物・海産物・加工品・手工芸品を店舗出品する予定で

す。 

� 工房部（厨房・工房利用）会議・試作会を４回開催。 

農産加工講座への参加を行い、加工商品の開発、パッケージ

について学びながら、試作会を重ねてメニューづくり、値段

設定等を行っています。 

http://www.jafs.or.jp/news/touhoku-jishin-2011.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊里前商店街で開かれたお盆の市

に初出店。直接販売の実績を積み

重ねてきている。 
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特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 

活動地域 宮城県及び愛知県 

対象者 宮城県の被災児童、仮設住宅居住者、在宅被災者及び愛知県のボランティア希望者 

実施した 

活動概要 

 

� 市内仮設住宅入居者８０名を対象に、入居者同士のコミ

ュニケーションを増やす事を目的とし、仮設住宅にて巨

大布地への手形アートを、東松島市被災者サポートセン

ター、東松島復興協議会、及び被災者との交流を目的に

兵庫県から訪れた中学生３０名とともに実施。 

� 市内仮設住宅入居者およそ３００世帯を対象に、入居者

同士のコミュニケーションの機会を提供することを目的

とし、植栽活動を東松島市被災者サポートセンターとと

もに実施。 

� 東松島市被災者サポートセンターとともに継続的に実施

していた、仮設住宅入居者を対象としたお茶会を、外部

より提供する形から入居者主体の形へ移行。初回として、

仮設住宅内の畑で収穫した野菜を、お茶会へ参加した入

居者で調理し試食するという収穫祭を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内仮設住宅入居者と兵庫県の中

学生がともに手形ペイントを実施

した様子。子どもからお年寄りま

で楽しんだ。 

 

特定非営利活動法人 ADRA Japan 

活動地域 宮城県亘理郡山元町及び福島県 

対象者 宮城県亘理郡山元町の仮設住宅及び在宅の住民、福島県の住民 

実施した 

活動概要 

 

宮城県亘理郡山元町 

� やまもと復興応援センターの運営サポート（副センター

長と支援調整員を派遣） 

� 山元町社会福祉協議会及びやまもと復興応援センター職

員向けに臨床心理士による「心の健康診断」（通算７回

目）を実施 

� 8月25日～26日、仮設住宅にて日本財団ROADプロジェク

トと協働で足湯（通算16回目）を開催（参加者述べ約30

名） 

� 山元町市民グループ「虹の会」とお茶の水女子大学と協

力して在宅の住民を対象にハンドマッサージと歌会を実

施 

福島県 

� アメリカから若者を受け入れ、双葉郡浪江町の夏祭りで

ブースを設け、町民と交流した 

� 双葉郡浪江町浪江高校での人材育成支援事業のための調

整 

� 同県内における農業分野に関わるニーズ調査 

� 同県内での情報収集及び他団体との意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

夏祭りを通じて浪江町の人々と触

れあったアメリカの若者。「がん

ばれ浪江」とメッセージを送った。 
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特定非営利活動法人 ACE 

活動地域 宮城県亘理郡山元町、仙台市 

対象者 東日本大震災によって被害を受けた子ども、大人や高齢者など住民、支援に関わる関係者 

実施した 

活動概要 

 

� 山元町の訪問と情報交換 

山元復興応援センターを訪問し、町内の復興状況や今後の方

針、仮設支援の現状等について、情報収集、意見交換を行っ

た。当日は、町内で実施されていた復興支援のイベントも視

察し、イベント主催者および、被災者の方々や仮設支援員の

方々とも意見交換、交流を行った。 

� 被災地支援グッズの取り扱い 

被災地で作られた商品について情報収集、山元町の仮設住宅

で暮らす女性たちが作ったイチゴ形のエコたわしの取り扱い

を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

山元町でつくられたエコたわし 

 

公益財団法人 オイスカ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動地域 宮城県名取市、仙台市ほか 

対象者 被災地農業従事者（特に女性） 

実施した 

活動概要 

 

8月2日 育苗講習会 地元被災農家4名参加。マツノザイセン

チュウ接種技術講習 （種苗組合主催、於：宮城県林業技術

総合センター） 

8月29日 コンテナ苗技術検討会（森林総合研究所主催） 

＊日々、草取りと観察。病虫害の発生はわずかにある。コガ

ネムシ、立ち枯れ病など。全体の生育は順調。 

＊京都、福井、静岡、福島の海岸林の視察も実施。 

参考：名取市治山工事（盛土）入札が行われた。 

 

播種から5か月。オイスカ職員の息

子娘が畝間のみ草取り。 
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特定非営利活動法人 幼い難民を考える会（CRY） 

活動地域 宮城県（東松島市、石巻市、仙台市、気仙沼市、多賀城市、本吉郡南三陸町）、福島県（郡山市、

田村郡、安達郡、福島市、会津若松市、伊達郡）、埼玉県（加須市）、岩手県（山田町、岩泉町、

大槌町、釜石市） 

対象者 避難生活を送る幼児期の子どもたちと保育関係者、保護者など 

実施した 

活動概要 

 

①  被災地支援活動中期計画策定（継続案件） 

② 被災した保育施設への人件費・環境整備費を継続支援 

③ 被災地支援活動定例会議開催 

活動の進捗状況確認 

被災地訪問予定策定 

未満児用保育セット・知育玩具選定 

④ ③の寄贈準備および一部支援先へ発送開始 

宮城県： ４託児施設、１保育園、１幼児園 

 福島県： ２保育所、１療育施設、２子育て支援団体 

 

 

 

 

 

届いたばかりの知育玩具で遊

ぶ子どもたち。木の優しい手

触りや「入れ子」のおもちゃ

は、子どもたちの想像力を養

うために大活躍（宮城県多賀

城市「おおぞら保育園」） 

 

特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン 

活動地域 岩手県盛岡市・沿岸地域、東京都内 

全国(政策提言活動) 

対象者 � 被災した女性 

� 被災したシングルマザー 

実施した 

活動概要 

 

�  (特活)参画プランニングの被災した女性の起業の支援やパソコンのセミナーを支援。 

� (特活)インクル・いわてによる、ひとり親支援員養成講座（盛岡）を支援。震災の影響を受けた

シングルマザーの支援の担い手の育成を目指す。 

� (特活)しんぐるまざあずふぉーらむによる、福島から東京に避難している母子避難者のパーソナ

ルサポートを支援 

� 東日本女性支援ネットワークによるジェンダーと災害の政策支援活動を支援。被災地など、地

方の助成団体やNGOがつかえる政策提言キットを作成し、各地に配布した。 
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特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 

活動地域 岩手県釜石市、上閉伊郡大槌町 

対象者 一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 心のケアプロジェクト 

� 8/30、上中島保育所にて子どもアセスメント、カンファレン

ス 

� 幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

8/22 大槌町託児所/ 8/24 安渡保育所 / 8/27 おさなご

幼稚園 

� 幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

8/23 鵜住居保育園/ 8/29 大槌町安渡保育所/ 8/30 唐丹児

童館 

� 山田町の仮設団地集会所にてパソコン教室の実施 

8/18 豊間根地区 / 8/21 大沢地区/ 8/24 織笠地区 

� 大槌町社会福祉協議会支援 

� 大槌町社会福祉協議会にてボランティア調整業務のサポー

トを実施。吉里吉里海岸清掃プロジェクトを継続的に実施

中。 

� 「わくわく子供広場」仮設住宅に住む子供達向けに学習と遊

びの場を提供。全国各地よりボランティアを募集。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安渡保育所の子ども達が釜石市

福祉の森児童公園にて外遊びを

楽しむ様子。 

 

 

 

公益財団法人 ケア･インターナショナルジャパン 

活動地域 岩手県宮古市・山田町・大槌町・釜石市などの沿岸部 

対象者 上記地域で被災された方々 

実施した 

活動概要 

 

当財団が2012年8月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

� 地域の絆/心のケア関連 

� コミュニティ・カフェ運営サポート 

住民の孤立の防止を目的として、毎週水曜日に仮設住宅の談話室

にて開催されるコミニティ・カフェ運営（山田町社会協議福祉会

の主催）のサポートを実施。町民グランドや多目的広場などで、

合計48名が参加。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

山田町浜川目、町民グランド、石峠橋の3地区にてコンピュータ

ー教室を隔週で開催。9月7日より、間木戸においても実施のため

全4地区。7月下旬から12月末まで開催。ケア・インターナショナ

ルジャパンでは運営補助を担当。19名が参加。 

 

 

 

 

 

 

山田町大沢地区浜川目仮設団

地集会所で行われた第一回パ

ソコン教室。当日は10名の皆さ

んのうち8名はパソコンを触る

のも初めてでしたが、授業終了

時にはクリック、ダブルクリッ

ク、ドラッグをマスターしまし

た。 
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公益財団法人 国際開発援助財団（FIDR「ファイダー」） 

活動地域 岩手県、宮城県、福島県 

対象者 被災された方一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

１．岩手県及び宮城県沿岸部の中学校・高校を対象に、

部活動用具の購入や遠征費等の活動費用を支援。 

２．岩手県・宮城県・福島県の中高生が実施するボラン

ティア活動費用を支援。 

３．山田町及び大槌町において、仮設住宅団地内の自治

会形成や地域イベント等の実施を支援。 

４．買い物等の交通手段が困難な方を対象とした、無料

巡回バスの運行支援（山田町）。 

５．バス停の設置や消火栓の配備等を通じた、日常生活

における安全確保を目的とした支援。 

６．観光や水産業の産業復興支援を開始するための調

査、および関係団体との協議（山田町、大槌町）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月5日（水）、岩手県大槌町にて、震災

後初の本格的な水揚げが行われました。

FIDRは被災した中古漁船の修繕費用を

支援しています。 

 

特定非営利活動法人 IVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動地域 宮城県沿岸北部（気仙沼市～石巻市） 

対象者 � 津波により被災したが「保育活動」を続ける保育所 

� 被災地から「起業」しようとするコミュニティ・ビジネス型NPO 

実施した 

活動概要 

 

支援団体には人件費、福利厚生の充実を目指した社会保険等の法

定福利費の支援。 

気仙沼市では震災以来、中断していた「みなとまつり」が２年ぶ

りに開催され「キッズルームおひさま」では被災し廃園となった

前身の南気仙沼幼稚園で毎年参加していた「はまらいんや（一緒

に、という意味）踊り」に今年から参加しています。当団体も震

災前と同じ園児、職員、父兄にお揃いの「赤いＴシャツ」を寄贈

し大変喜んでおられました。一生懸命練習した成果をお祭り当日

は暑さを気にせずお揃いの衣装で元気に踊っていました。被災地

ではお祭りの復活、子ども達の元気な声、そして来月からは「サ

ンマ漁」が開始されます。確実に復興へ向けている市民の意識が

感じられます。 

 

 

猛暑が続く中、お祭りで披露す

る踊りを職員、父兄と一生懸命

練習している元気な園児たち 
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特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK） 

活動地域 岩手県沿岸部その他 

対象者 子ども 

実施した 

活動概要 

 

【山田町】田の浜地区集会所の再建プロジェクト実施調整中。 

【大船渡市】市内１７ヵ所の公民館再建プロジェクトを調整中。 

【陸前高田市】移動型子どもセンター「走る！ＫｎＫ子どもセン

ター」の運営。 

ほか、ネットワーク会議・イベントへ参加：大船渡市アクション

ネットワーク会議、NEXT KAMAISHI、陸前高田市小友地区伝承

館わんぱくの森にて合同遠足事業、陸前高田市滝の里仮設団地夕

涼み会。 

【新規支援決定案件】 

� 釜石小学校へ一輪車10台の提供。 

� 大船渡市三陸町越喜来グラウンドの整備。 

� 大船渡市教育委員会へ市内中学校の部活動へ交通手段の支

援。 

� 山田町町民総合運動公園野球場及び町民グラウンド野球場

のスコアボードの整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡三陸町越喜来グラウン

ドの整備予定地。ここがサッカ

ーボールを追い回す子どもた

ちの歓声であふれますよう

に！ 
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特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 

活動地域 宮城県気仙沼市（主に階上地区） 

対象者 仮設住宅および在宅の住民全般。保健・生活支援ニーズがあれば誰でも。 

実施した 

活動概要 

 

シェアは、被災者の思いを大切に復興を支えるため、地元のNPO

法人「生活支援プロジェクトＫ」と活動し、健康と生活を見守っ

ています。 

8月は、6月に配布したゴーヤの追肥やネットの修理のため各仮設

住宅を巡回し、熱中症にならないように水分を摂るよう声かけを

しながら歩きました。また、継続している下の活動などを行いま

した。 

トレーラーハウス「はしかみ交流広場」で・・ 

� 「なんでも相談」8月は、介護や検診結果の相談にも対応し

ました。 

� 「コミュニティ支援」自治会や仮設住宅への文書作成のお手

伝い等。 

� 「ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ」お茶飲みや編み物教室などに利用されました。 

� 「支援者連携」地域で活動する約15の機関が月1回集まって

います。 

   仮設住宅で・・（階上地区の6仮設住宅にて） 

� 「健康相談」看護師による体重・血圧測定と相談を行なって

います。 

また、自殺予防などの勉強会や仮設で支援を行うNPOの意見をま

とめる作業などがありました。 

 

 

 

 

 

8月は、気仙沼も厳しい暑さが

続きました。ゴーヤの育ち具合

は、様々で、肥料を撒きつつ、

住民の方とゴーヤや近況につ

いてお話をすることもできま

した。 

 

特定非営利活動法人 ＪＨＰ・学校をつくる会 

活動地域 宮城県南三陸町 

対象者 南三陸町民 

実施した 

活動概要 

１．ボランティア活動隊派遣 

第46次隊（8月4～9日：7名）、第47次隊（8月18～20日：4名）を

派遣し、ボラセンから割り当てられた業務として、漁協支援、清

掃活動、個人宅の片づけ作業等に携わった。 

また、当会支援の静岡県の三島グループより12名を派遣し、南三

陸町の仮設住宅に住む高齢者を対象に「つるし雛講習会（第2回）」

を実施した。7月30日は27名、31日は32名、8月1日は27名が参加。

次回開催を希望する声も多かった。 

２．派遣者数（2011年3月～2012年8月末） 

現在まで延べ265名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ214名）

を派遣。活動総日数は1433日となった。 

 

漁協支援の活動。帆立の貝殻に

一枚一枚手作業で穴を開け、そ

の穴の開いた貝殻を72枚ずつ、

長い針金に通している。 
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特定非営利活動法人 ジェン 

活動地域 宮城県石巻市とその周辺 

対象者 東日本大震災で被災し、①在宅被災者の方々、②仮設住宅に入居された住民の方々、③生業復帰を

目指している個人事業主および漁師の方々。 

実施した 

活動概要 

 

� 既存のコミュニティにおいて、住民同士の話し合いの場を設

定、イベント補助など自治活動のサポートを行いました。 

� 仮設住宅で生活している住民たちの自治会形成に向けたサ

ポートと心のケア活動を行いました。 

� 生業復帰支援として、石巻市とその周辺の漁師に対し、漁網

及び漁具の支援を行ないました。 

� ボランティア受け入れ事業として、8月にボランティア172人

受け入れ、漁業支援や仮設住宅団地での住民たちとの交流、

除草活動などを行いました。 

 

 

 

 

東北電子仮設団地の集会所で、

プロの団体が行うマッサージ

を入居者が受けました。皆さん

気持ちよさそうにマッサージ

を受けておりました。また、連

日暑い日が続いているため、カ

キ氷も好評でした。 
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特定非営利活動法人 シャプラ二―ル＝市民による海外協力の会 

活動地域 福島県いわき市 

対象者 いわき市在住の被災者（いわき市民および相双地区等からの避難者） 

実施した 

活動概要 

 

１．交流スペースの運営 

8月はお盆休みを除きほぼ全ての日に手芸教室や運動教室、町民

の集いを行った。夏休みということで子育て世代の新しい利用も

増えた。特に健康運動教室には毎回10数名の参加があり、この教

室に通ううち、膝が痛くなくなった、買い物に出られるようにな

ったなど生活に変化が出たという利用者からの声があった。8月

は計1197名の利用があった。 

 

２．情報誌「ぶらっと通信」の発行 

いわき市の生活情報、交流スペースでの活動報告、来月の交流ス

ペースのイベント情報を掲載。引き続き双葉各町の広報誌への同

封を依頼。他団体からの指摘を受け、特にスケジュールの文字を

大きくし見やすくするなど改善をした。 

 

３．七夕まつりプロジェクト 

8月6日から3日間開催されたいわき市平の七夕まつりに、大熊、

楢葉、浪江、双葉、広野、富岡、いわき市社会福祉協議会の皆さ

んと交流スペースぶらっとが、仮設住宅の集会所やシャプラニー

ルの用意した作業場でそれぞれ七夕飾りを制作し、飾り付けを行

った。祭りの期間中には七夕まつり実行委員会より特別賞をいた

だき、参加された皆さんといわき市商店会とのつながりもでき

た。 

 

４．「みんなでいわき」、いわきを知るツアー実施 

8月5日から7日の2泊3日でシャプラニールが募集したいわきへの

ツアーを実施。計23名の参加があった。ツアーでは仮設住宅を訪

問し直接お話を伺ったり、農家を訪問することで、報道でしか知

ることのなかった今のいわきについて感じ、学んでもらうきっか

けとなった。引き続き、年末及び来年3月のツアーも企画してい

る。 

 

平七夕まつりで飾られた浪江

町の笹飾り 

 

 

交流スペースで被災者の話に

耳を傾ける県外からのツアー

参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 

活動地域 宮城県気仙沼市、岩手県沿岸（山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市） 

対象者 一般 

実施した 

活動概要 

 

【気仙沼市での活動】 

� 蔵内地区にて、ホヤの養殖の稚貝付けの手伝い、ワカメのけ

た清掃を行った。 

� 大谷小学校にて、鶴見大学の学生ボランティア協力のもと、

夏の学習支援「まなびーばー」を開催した。 

� 防潮堤を勉強する会のサポートを行った。 

【岩手県での活動】 

岩手県沿岸部の山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市、4地域

の仮設住宅に対し、移動図書館車で本の貸し出しや集いの空間づ

くり（8月の利用者数822人、貸し出し冊数1,723、のべ47仮設団

地に巡回）、及びかねざわ図書室を毎週月・木曜日および第一・

三日曜日に開館。陸前高田コミュニティー図書室を週５日開館。

大槌町25か所での文庫活動をしている。 

 

陸前高田コミュニティー図書

室で絵本を読む子どもたち 

 

 

 

公益財団法人 ジョイセフ 

活動地域 岩手県、宮城県、福島県 

対象者 妊産婦と女性及び新生児 

実施した 

活動概要 

 

ジョイセフでは、2011 年に義援金（ケショ）を支給した被災産婦に、お一人おひとりのご出産月

に合わせて、1 歳のお誕生祝い（ファースト・バースデー・ギフト）を贈っています。8 月は、産

婦 190 人に、以下のギフトを贈りました。 

� メッセージカード 

� 絵本「ママ」 

� CD「Lumiere」（大島花子さん CD） 

� １歳バースデーお祝いセット 

� お絵かきセット＆お絵かきイラスト集（動物園）  
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特定非営利活動法人 地球市民 ACT かながわ/TPAK 

活動地域 岩手県釜石市 

対象者 釜石市の2つの保育園の園児、保育士、約200名とその家族、並びに周辺の方々 

実施した 

活動概要 

 

� 2011年5月より「心と体のケア」を継続 

内閣府の「新しい公共事業」助成により釜石市と「釜石横浜子ど

も協議会」を設立し、下記海外の財団と共に、2つの保育園の子

ども達、教職員への心と体のケアを行っています。 

8月は、第1回 幼稚園・保育所・児童館合同研修会『心を開いて

もらうコミュニケーション』を実施致しました。震災後、保育士

と保護者とのコミュニケーションがますます重要になっていま

す。どうしたら保護者が心を開きやすく保育士と話をしていける

場が作れるのか、子ども達の成長のために協力し合える関係を目

指して、保護者との信頼関係の築き方や実践的なコミュニケーシ

ョンのあり方を考えました。33名参加。 

引き続き「子どもの笑顔から復興へ」を合言葉に活動していきま

す。 

� 海外からの支援をつなげる「子ども達が安心できる場を」 

KHWドイツ子ども財団様、クレディスイス財団様からの支援に

よる2つの保育園の新しい園舎建設のお手伝いをしています。 

研修に熱心に参加する参加者。 

グループディスカッションや

ワークショップで実践的な手

法を学びました。 
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特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 ① 岩手県一関市 

② 富士山頂 

対象者 ① 仮設住宅の皆様 

② 被災地で夢を書いていただいた1万人以上の方 

実施した 

活動概要 

 

①  女性の視点で女性を支援する・ハッピーストック・プロジ

ェクト 

岩手県にある旧千厩中学校内仮設住宅へ物干し台を 11台支援し

た。すでに設置が完了し、仮設住宅に住むみなさんにご活用いた

だいている。我々と協働関係にある気仙沼の方から支援の依頼が

あった。仮設住宅の中ではさまざまな人間関係が錯綜し、必ずし

もひとつになれない状況が続き、仮設の方が少しでも前向きにな

れることとして、外部の継続的な支援、それも高額なものではな

く心が触れるもの、というニーズに達し、具体的な支援が、布団

を干すの実現となった。 

② 被災地の子ども、人々の夢をつなぐ・いのちのまつりプロジ

ェクト 

被災地そして世界の夢を描いた夢ハンカチを旧暦の七夕・８月２

４日に富士山頂に無事届け、７月７日岩手県の宮古市から歩いて

曳た「富士夢みこし」も富士山に達した。被災地の皆さんに達成

を伝える事業が続く。 

その他： 佐賀の大学生をボランティアとして佐賀の代表として

東松島市、亘理郡山元町の施設に派遣しています。 

佐賀からの慰問団として、小学生を中心とした中国獅子舞チーム

が訪問しています。 

※地球市民の会はコミュニティFMで被災地とつないでレポート

を流しています。 

① ハッピーストック 

 布団干しが喜ばれました・ 

http://www.genkiokurou.jp/_1020

/_1008/_1696.html 

② いのちのまつりプロジェ

クト 

新聞にも大きく取り扱われま

した。 

 

※その他の活動はこちらから 

http://www.facebook.com/sagaka

ragenki?sfrm 
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特定非営利活動法人 チャイルド･ファンド・ジャパン 

活動地域 岩手県大船渡市 

対象者 大船渡市及びその周辺の古子ども、住民 

実施した 

活動概要 

 

8月14日、16日に渡り、岩手県大船渡市にある、杉下仮設住宅団

地（越喜来）、長洞仮設住宅地（猪川町）で「夏祭り」の開催を

支援しました。昨年に続き2回目となる夏祭り支援は、自治会と

『アソート48』（仮設住宅での課題などに取り組むために若手が

中心となった組織）と一緒に企画しており、仮設住宅の住民のつ

ながりの強化と近隣の方々との交流を図ることを目的としまし

た。特に、16日の開催地となった長洞仮設住宅団地は、大船渡市

内で最大規模の住宅団地で、入居者が被災前に住んでいた地域が

バラバラで、知らない人同士が多く集まっているのが特徴です。

その為、コミュニティの形成が中々進まない状況にあり、この問

題を解消するためにも「夏祭り」は住民同士が知りあい、地域で

の交流が深まる機会になったと考えます。 

 

仮設住宅内外からの参加者も

多数。「さくら温音頭」は大盛

り上がりでした。 

 

特定非営利活動法人 難民支援協会 

活動地域 岩手県、宮城県 

対象者 既存の支援体制から取り残されやすい方（女性、子ども、外国人など） 

実施した 

活動概要 

 

コミュニティ支援として、法律相談会を4回開催、のべ16人が集

まった。現地の弁護士を中心とした引継も始まっている。また、

女性を対象とした健康相談会やアロマセラピーを4回開催、のべ

44人が参加した。 

ボランティアセンターでのボランティアコーディネートも継続

しており、「うごく七夕まつり」の統括も担った。 

 

 

 

 

 

健康相談会で配布しているパ

ンフレット 
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特定非営利活動法人 難民を助ける会（AAR Japan） 

活動地域 宮城県、岩手県、福島県の東日本大震災とそれにともなう原発事故で被災した地域 

対象者 被災した障害者、高齢者、子どもなど 

実施した 

活動概要 

 

� 岩手、宮城、福島で、長期にわたる仮設住宅暮らしのストレ

スを軽減し、住民同士の交流の機会を作る「地域みんなで元

気になろう」プロジェクトを継続的に実施しています。8月

には3県で計12回実施。8月18日には、福島県相馬市の高齢者

の方々が集まって暮らす住宅で、ミニコンサートや炊き出

し、血圧や心拍を図ったり健康相談ができるヘルスチェック

などを組み合わせたイベントを開催し、住民の方々と近隣の

方々約40人が参加されました。相馬市では、こうしたイベン

トを4月から8月にかけて市内の全ての仮設住宅で開催しま

した。 

� このほか、災害時などに備えて福島県内の訪問看護ステーシ

ョン54ヵ所に発電機83台を提供。また3県で福祉施設の修繕

や授産施設の販路拡大支援なども継続しています。 

 

相馬市馬場野地区の高齢者住

宅「井戸端長屋」で開催した「地

域みんなで元気になろう」のイ

ベントで「ふるさと相馬」を歌

う皆さん 

 

公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ） 

活動地域 ① 岩手県釜石市、②宮城県仙台市・石巻市など、③福島県福島市・いわき市など 

対象者 仮設住宅や孤立集落の在宅被災者の方々（主に高齢者⇒岩手県釜石、福島県いわき市） 

実施した 

活動概要 

 

① 釜石地区 

� カリタス釜石の「ベースふぃりあ」（教会での心のケアサロン）と、仮設住宅での「移動ふぃ

りあ」（傾聴活動やお茶っこサロン）、及びケアに関するスタッフ・ボランティア対象の研修

や支援者の心理ケアのため、カウンセラーを派遣している。 

② 仙台・石巻 

� 東北教区被災者支援センターの活動を支える東北教区センターのスタッフの人件費サポート

を続けている。 

③ 福島市・いわき市 

いわき市の社協の要請により、仮設集会所での健康相談（月2回）のため、保健師・医師を派遣し

ている。 
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特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 

活動地域 宮城県気仙沼市、福島県南相馬市 

対象者 上記地域の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 気仙沼市鹿折地区の地域支援 

住民の声をもとに地域に密着した生活支援を行っています。防災

集団移転に関するアドバイザー派遣の4回目として、8月には地区

ごとの住宅相談会を実施。また他団体と共に、仮設住宅の入居者

を対象とした趣味を生かしたサークル活動として押し花教室を

開催しました。 

� 福島県南相馬市の仮設住宅におけるサロン支援 

仮設住宅の入居者の憩いの場となるサロンを6ヶ所で週6日運営

しています。8月には「輪投げ大会」を開催。南相馬では輪投げ

が地域に根付いており、仮設住宅の入居者の交流を深める機会と

なりました。 

� 福島県南相馬市での災害ラジオ局の運営支援 

地域に密着した情報を伝えるラジオ局「南相馬ひばりFM（南相

馬災害FM）」の運営支援を継続しています。聴取地域を広げる

ためのアンテナ移設工事がほぼ完了しました。 

 

南相馬市千倉仮設住宅での輪

投げ大会 

 

 

 

特定非営利活動法人 日本リザルツ 

活動地域 岩手県釜石市とその周辺自治体 

対象者 上記活動地域の仮設住宅等で生活する住民 

実施した 

活動概要 

 

� 生活・事業再建に関する専門家等の出張形式相談会の実施】 

今月も、復興支援が行き届いていない釜石市甲子町地域の仮設住

宅で出張形式の相談会を地道に実施した。生活・事業の再建への

第一歩を支援するために、住民からの医療、税務、法律等の相談

へ対応した。 

(1)大規模相談会 ：１回（他団体と共催。相談会＆意見交換会） 

(2)中規模相談会 ：２回（お茶っこサロン、専門家相談会） 

(3)小規模相談会 ：５回（お茶っこサロン、専門家相談会） 

11日に釜石市内で釜石市甲子町第3仮設住宅談話室にて一日に渡

るイベントを開催。午前中は「幸せつなごうカ―交流会」と題し

て医師、保健師による相談会やNPO法人「難民を助ける会」と協

働して「ワックスボゥル」(キャンドルアート)手作り体験コーナ

ーを行った。午後には「釜石市復興意見交換会」を開催、各地区

の仮設住宅自治会長を始め、仮設住宅の住民の皆さん、専門家（医

師、保健師、鍼灸師、柔道整復師、保育士、弁護士、税理士、中

小企業診断士等）を交えて話し合いを行った。 

 

11日に実施した釜石市復興意

見交換会の様子。仮設住宅の自

治会長の方々を始め、住民の皆

様、専門家に出席戴き、広く意

見を募った。 
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特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

活動地域 岩手県大船渡市、宮城県東松島市、石巻市、女川町など 

対象者 所有する家屋が全半壊認定を受けた被災者、仮設住宅・みなし仮設等入居者、および被災コミュ

ニティ全体 

実施した 

活動概要 

 

ハビタット・ジャパンでは引き続き、「家」や「建物」などを中

心に居住・生活空間を改善することで、被災者の暮らしとコミュ

ニティの再建支援を展開しています。 

� 家屋の修繕・修復 

【岩手県大船渡市】 

被災した個人宅の修繕活動（8月は新たに21軒が修繕完了）。 

仮設や個別住宅の訪問による住宅修繕の方法や資金調達に関す

る巡回コンサルティング。 

【宮城県東松島市】 

被災した個人宅の修繕支援を開始。 

� コミュニティ再生 

【宮城県女川町】漁師小屋２棟を建築。 

【岩手県大船渡市】仮設住宅における40世帯分の物置製作が完

了。 

 

宮城県女川町出島（いずしま）

での漁師小屋建築支援の様子。 

 

 

 

特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン 

活動地域 岩手県大槌町 

対象者 子どもたち、町民 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンターでの夏休みプログラム。 

月から金曜日、午前１０時から午後６時。 

流しそうめん、工作、畑作り、かき氷、宿題、カプラ大会、などのほか、遠野ふるさと村への遠

足、釜石のプールへの遠足など。 

夏休みに入って参加する子どもが増えている。 

� 写真データベースの公開。 

お盆の帰省時期にあわせて、町内の商業施設でデータベースを公開し、データを持ち帰った人も

多い。 

上記の事業実施のため、大槌町行政との協議。 
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特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 

活動地域 宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市、福島県 

対象者 宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市、福島県の演劇に携わる子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は、パートナー団体

CARE-WAVE と共同で、東北被災地（福島、宮城、岩手）

の演劇に携わる子どもたちが、震災後に感じた思いや現状を

歌やメッセージを通して発信するミュージカル公演を支援

することとなりました。2012 年 12 月に東京で行われる本公

演に向けて、こどもたちのレッスンが開始しました。 

震災から 2 年目、気仙沼の方々が心待ちにしていた「気仙沼

みなと祭り」が 8 月 11 日&12 日に開催されました。ミュー

ジカルに出演する気仙沼の演劇塾『うを座』と、徳島県阿南

市の劇団『夢創』の子ども達が、一緒にパレードに参加し、

伝統の「はまらいんや踊り」を総勢 60 名で踊りました。 

震災後、多くの経験から学びを得ながら、一歩ずつ前に進ん

でいる子どもたち。大好きな踊りが踊れる喜びを感じ、大切

な仲間と共有する時間に情熱を注ぎ込み、「みなとまつり」

の本番を迎えました。 

 

 

 

 

はまらいんや踊りの練習風景。真剣

なまなざしで取り組みます。 

 

 

特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン 

活動地域 岩手県 

対象者 岩手県の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

� 被災地支援に使用する車両の貸与 

岩手県盛岡市に拠点を持つ「一般社団法人SAVE IWATE」へ

の 4 輪駆動車両の無料貸与を継続しました。この車両は、支

援物資の受け取り・配給・在庫管理のための輸送、被災地ま

たは被災者宅への支援物資の輸送、ボランティアやスタッフ

の輸送などに役立てられました。 

� 多目的コミュニティセンター運営（地元NPOのサポー

ト） 

岩手県大船渡市で「さんさんの会」と協力して建設した多目

的コミュニティセンターを拠点に、困窮者への配食や、様々

なイベント（流しそうめん、アートフラワー教室等）を実施

しました。8 月下旬には同会の運営評議会を開催し運営をサ

ポートしました。 

� 多目的コミュニティスペースでのお茶会の開催 

岩手県上閉伊郡大槌町で「一般社団法人おらが大槌夢広場」

と協力して、8月に完成した多目的コミュニティスペースで

お茶会を開催しました。 

 

 

 

 

 

大槌町の多目的コミュニティスペ

ースでのお茶会の様子。 
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特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャパン（世界の医療団） 

活動地域 福島県の相双地区（相馬市、南相馬市、双葉郡） 

対象者 津波被害と原発事故の影響で避難を余儀なくされた住民 

実施した 

活動概要 

 

世界の医療団では、福島県の相双地区（相馬市、南相馬市、

双葉郡）において精神科病院とクリニックのすべてが閉鎖さ

れている現状を打破するため、NPO法人「相双に新しい精神

科医療保健福祉システムを作る会」を、精神科医・看護師の

派遣、医療機器の提供、福祉車両の提供等により支援してい

くことを決定致し、２０１２年２月より開始しております。

このたび、「つくる会」の訪問看護活動に必要な福祉車両が

完成し、その贈呈式が８月２８日、「相馬広域こころのケア

センターなごみ」にて行われました。贈呈された福祉車両は

車椅子搭載可能仕様の7人乗りで、冬季の凍結した道路にも

使用可能な４ＷＤ仕様となっており、１年を通じて活用が期

待されております。使用用途は、相双地域である南相馬市、

相馬市、新地町における仮設住宅でのこころのケア活動や精

神科医による住民への往診活動、体の不自由な方の通院支援

などに使われます。 

 

 

 

福祉車両の贈呈式が行われました

／福島そうそうプロジェクト  

 

 

特定非営利活動法人 れんげ国際ボランティア会 

活動地域 福島県いわき市小名浜地区 

対象者 原発事故被災地域からの避難者の皆さん 

実施した 

活動概要 

 

8月はショッピングモール・リスポ内に設けた小名浜交流サ

ロンにおいて9回の催しを行ない、被災者の皆様に楽しんで

頂きました。 

イベント内容は紙粘土ブローチ教室、絵本読み聞かせ、足湯

とパントマイム、折り紙教室、太鼓演奏、エコクラフト教室

などでした。 

今月はサロンでもお盆休みもありましたが、男性87名、女性

226名、子ども143名、合計456名の利用者がありました。 
人気の高い折り紙教室の様子です。 

 


