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特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

活動地域 福島県南相馬市原町区、相馬郡新地町 

対象者 福島県国際農友会原町支部の方々、相馬郡新地町 

実施した 

活動概要 

 

【福島県国際農友会原町支部】 

1月のワークショップにてあがった活動案に対する調査を行いました。会員の方からは、ハードとソ

フト両方の提案があり、それらの実施に必要な情報の調査を行い、ICAからの実施案を提案しまし

た。今後は実施に向けた計画を会員の方々と共に詰めていきます。 

【相馬郡新地町】 

町役場にて新地町の復興状況を伺いました。新地町では集団移転計画は順調に進んでいますが、経

済や市民生活の復興については、まだまだ途上中であるとのお話でした。ICAとしては、経済や市

民生活促進のきっかけになれるよう、これからも出来る限りの情報を新地町役場の方々と交換して

いきます。 

 

特定非営利活動法人 IVY 

活動地域 宮城県気仙沼市を中心とする宮城県沿岸北部及び山形県全域 

対象者 福島県から山形県に避難してきた母子への支援（①避難者限定のあいびぃ保育園の運営（山形市）

②保育料の助成）、被災地で再建を目指す保育園（宮城県気仙沼市）、コミュニティビジネス型NPO

の支援 

実施した 

活動概要 

 

あいびぃ保育園も開始から5ヶ月が経ち、避難者である福島のお

母さんの間にもあいびぃ保育園が知られてきたこと、内部の改

修工事が終わり保育室が増えたこと等により、9月の開園当時８

名でスタートした園児も、2月末の時点では32名に増えた。福島

に帰る母子が多くなる年度末の時期に園児が増えたことは、避

難者向けの保育園が、現在でも必要とされていることを示して

いるのではないか。 

また、保育料の支援については、129世帯（2月17日現在。対象

の子どもは160名、但、辞退・手続きに関する回答待ちが13世帯

ある。）から申請があった。2万5千円を限度額として半額助成

を行っているが、月に3万円以上の保育料を払っている世帯が３

割あり、家計を圧迫している様子が窺える。 

気仙沼市の保育園、NPO法人は、共に初めての確定申告の時期

となり、IVYとしても、会計処理について支援を行っている。 

あいびぃ保育園「節分」の様子。 

鬼のお面を手作りし。みんなで交

代で豆まきをしました。 
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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 

実施した 

活動概要 

 

【南三陸直売所（みなさん館）運営支援】 

 

経済復興・地域復興を目指して、新鮮な農産物・海産物を販売す

る施設、「南三陸直売所 みなさん館」。  

 

運営の中心は、南三陸町民が担っていますが、まだ不慣れな広報

やアドバイス、資料作成などの必要とされる支援を継続支援を行

っています。 

2月は、販売促進のための広報チラシづくりや、ポイントカード

制度、ルールづくりなどを手がけました。現在は隔週木曜日には

地元の出品者との定例会を設け、情報共有や相談、意見交換等を

行っています。 

 

さらに、「南三陸を訪ねる復興スタディーツアー」と題し、現地

を訪問して、現地と他地域との交流機会を増やしています。南三

陸町の方とのふれあい、地域のものを食べて買い物し、復興につ

なげています。  

 

みなさん館 

http://minasankan.com/ 

 

地域情報紙「桜通信 57号、58号」 

http://nine-town.org/?page_id=37 

復興スタディーツアーで、石泉

ふれあい味噌工房の地元の方か

らお話しを聞く。 

 

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 

 

� 『かぜの子しんぶん』の5号・6号までの取材・発行を、地域

の子どもたち延べ10人と行なった。津波到来の際の避難に関

する取材を行なった末、避難路の位置情報と共に、避難路を

地域住民にとって身近な場所にしていく方法の提案として、

近くに公園を作る等も発信した。 

� 子どもたちが地域や家庭に貢献できる力を培う場として、第

5回・第6回『子どもカフェ』を、延べ16人の仮設住宅の子ど

もと開催した。季節の行事に合わせた菓子・料理づくりを行

なった今回は、「贈る相手が喜んでくれるものを考える」を

テーマに据えたところ、子どもたちは贈る相手の好みを一生

懸命思い出しながら作成していた。 

� 子どもたちが未来のまちを考え、まちづくりに参加すること

を目的とした「10年後の東松島を描こう！」絵画大会活動と

して、市図書館にて子どもたちを対象に絵画を描いてもらう

ワークショップを開催し、約25人の子どもたちが参加した。 

 

かぜの子しんぶんの取材を行な

う子どもたちの様子 
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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双葉郡 

対象者 宮城県亘理郡山元町の仮設住宅及び在宅の住民、福島県双葉郡の公立高校3校 

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13回目）を

実施 

� 2月9日～11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22回目）を開催。参加住民延べ99人 

【福島県双葉郡】 

� 浪江高校（本宮市の仮設校舎で運営中）における部活動を通

じた人材育成プログラムを実施 

� 双葉翔陽・富岡高校（いわき明星大学内仮校舎で運営中）に

おけるユニクロと協力したTシャツ作りを通じた人材育成プ

ログラムを実施 

2月11日、生徒がユニクロの東京本部を訪れ、社内見学や社

員とのプレゼンテーション練習を行ない、その後ユニクロ銀

座店を訪問。デザインの発表本番は、3月15日を予定。 

 

継続して足湯を行うことで、ボ

ランティアとの会話にも笑顔が

あふれる。 

 

 

 

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、岩手県陸前高田市 

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 

 

� ACE販売商品の袋詰めと発送業務の委託 

昨年12月より岩手県陸前高田市の福祉作業所に委託している「て

んとう虫チョコ」の袋詰めに加えて、2月より商品の発送業務の

委託を開始。その様子が地元紙（東海新報）に掲載された。 

� 被災地支援グッズの取り扱い 

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

わしを団体のオンラインショップや出店イベントで販売した。 

  

東海新報（2013年2月9日）に紹

介されました 
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公益財団法人 オイスカ 

活動地域 宮城県名取市など 

対象者 被災地農家（特に女性） 

実施した 

活動概要 

 

2月8日 支援企業団体との意見交換会 

2月9日 愛知県豊田市にて名取市海岸林再生の会会長講演会

1,500名来場 

2月12日 種苗組合講習会 

2月13日 築地市場にて講演会 

2月15日 日本学術会議震災関連委員のヒアリング 

      林野庁「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関

する検討会」座長太田猛彦東大名誉教授と面会 

名取市海岸林再生の会全体会議（オイスカ含め23名参

加） 

2月18日 名取市長と面会＊大きな進展あり。 

2月22日 静岡県財界関係者に講演、三保の松原視察 

2月26日 東北森林管理局訪問 

 

成林後重要な作業の一つ、落ち

葉掻き。地元NPOのご案内、ヒ

アリングを受けた。（三保の松

原にて） 

 

 

特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 

活動地域 宮城県（東松島市、仙台市、気仙沼市、多賀城市）、福島県（郡山市、田村郡、安達郡、福島市、

会津若松市、伊達郡、二本松市） 

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 避難先で保育を実施している施設への人件費・環境整備費継

続支援 

② 就学支援金支給 

③ 被災地支援活動定例会議開催 

活動の進捗状況確認 

被災地訪問計画 

被災地訪問報告 

就学支援金支給に関する協議 

次年度計画（具体的な支援先および内容について） 

④ 被災地出張 

  3、4日（宮城県気仙沼市、多賀城市、仙台市）、26日（福島

県二本松市、福島市、郡山市）にて、支援先保育施設ならび

に支援者を訪問。現状確認及び次年度支援計画について責任

者と面談。 

⑤ 新たな支援先（福島県二本松市仮設住宅の保育スペース）に 

依頼の手作り遊具を寄贈 

 

寄贈の手作り遊具（シーツブラ

ンコ）で遊ぶ子どもと先生（福

島県二本松市「おたまじゃくし

クラブ」） 
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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、ひとり親支援の就業支援

を支援（就業体験、カウンセリングなど）。また、グルー

プカウンセリングを実施。 

� (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。復興・防災計画におけるジェンダー主

流化のトレーニングの実施など。 

� (特活)全国女性シェルターネットによる、「被災者対応 

DV・性暴力被害者支援員養成講座」を実施。（今後埼玉、

宮城、盛岡で実施予定） 

 

 

「被災者対応 DV・性暴力被害者

支援員養成講座」（福島）で講義

するもりおか女性センターの田端

所長。 
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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、下閉伊郡山田町 

対象者 一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 心のケアプログラム 

・幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

 2/18 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 

 2/8,20 鵜住居保育園  2/8 唐丹児童館 

・2/16 「親子ピザ作り体験ツアー」 2/17「みんなのあそび場」

の実施 

・2/24 「桜舞太鼓 in マスト」の実施 

・山田町の以下の6か所の仮設団地集会所にてパソコン教室の実 

 施 

豊間根地区・大沢地区・織笠地区・船越地区・猿神地区・ 

間木戸地区 

� 「三陸の高校生、インドネシアをゆく」研修 

岩手県の高校生を対象に、2004年のインドネシア・スマトラ島沖

地震の被災地アチェ州と首都ジャカルタを訪問し、現地の子ども

達と交流し復興の様子を視察する研修の調整 

 

 

 

 

 

 

大槌町シーサイドタウンマスト

のセンターコートで開催した

「桜舞太鼓 in マスト」にて、約

300人の住民が桜舞太鼓の演奏

を真剣に聞き入る様子。 

 

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2013年2月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

岩手県沿岸部の事業対象地（宮古市、山田町、釜石市）におい

て文化、芸術、スポーツ活動の支援を目的とする助成事業を実

施しています。各市町村の教育委員会を通し地域の 46の芸術文

化団体、スポーツ団体等に対して資機材、道具、ユニフォーム、

会場費、移動費等を支援しています。 
 

宮古市 宮古VBCスポーツ少年団

にユニフォームを提供しました。

笑顔いっぱいの選手たち。 
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公益財団法人 国際開発救援財団 

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）。 

 

3 月 11 日発行の「やまだ物語／観光

やまだ Vol.3」に、震災時より山田町

を応援されているタレントのダニエ

リ・カールさんが登場します。※当

団の HPから DLできます 

 

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 

 

【釜石市】市内高校への生徒会誌費、スキー研修費の支援。市

内小・中学校のパソコンルーム設備費用の支援。釜石市子ども

遊び場マップの作成。 

【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実施、調

整中。 

【陸前高田市】子どもセンター「走る！KnK子どもセンター」

の運営。 

その他、被災地に住む小学校新入学予定のご家庭へランドセル

の支援。団体との連携強化・情報収集のためネットワーク会議

やイベントに参加。 

【新規支援決定案件 

� 釜石市内の託児施設への備品支援。 

� 釜石市内の高校へ給食費の継続支援。 

� 被災地に住む子どもを対象にしたワークショップの開催。 

 

山田町、田の浜地区の集会所。4

月中旬の開所式に向け、外観もほ

ぼ完成してきました！  
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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した復興を支えるため、地元の

NPO法人「生活支援プロジェクトK」と活動し、被災した方々の

健康と生活を見守っています。 

今年の新しい取り組みとして、健康講話で扱う認知症やアルコー

ル依存などの問題を、より身近に感じてもらい、分かりやすくお

伝えするために、実例を元にした寸劇を取り入れました。初回と

なった2月28日の地域の自治会での健康講話では、医師による認

知症の講話の前に、寸劇を5分ほど行いました。参加されたみな

さんから笑いがこぼれ、講話や体操にスムーズに移行できたよう

です。 

継続している活動として、なんでも相談では介護保険の相談が複

数寄せられました。編み物講座は、いつもの編み物とお茶飲みの

ほかに、今後の活動の進め方や困っていることなどについて、参

加者と話し合いました。 

 

健康講話の前座として、認知症

の夫婦の寸劇を行いました。座

って話を聞くだけでなく、笑っ

たり楽しみながら理解を深めら

れるよう、身近な問題に取り組

みます。 

 

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 

厳冬期は安全面を考慮し、ボランティア派遣は休止しているが、

3月派遣再開に向けて、以下の2隊の募集を行った。 

第55次隊：3月9日から11日（11日は慰霊行事参列のため実働2.0

日） 

第56次隊：3月30日から4月1日（第2回桜植樹予定。実働2.5日） 

②第2回復興祈念植樹準備 

第56次隊の「第2回復興祈念植樹」に関して、南三陸町復興支援

情報誌「桜通信」掲載等の広報、活動準備を行った。「桜通信Vol.56」

に掲載された内容を読んだ町民より、桜を希望する電話が入り、

これらのニーズにも対応すべく、情報の取りまとめ、日程調整を

進めた。 

③派遣者数（2011年3月～2013年2月末） 

現在まで延べ311名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ260名）

を派遣。活動総日数は1560日（実績は1月末と同じ）。 

昨年11月に桜植樹した桜。その

後、住民自らの手で添木が施さ

るなど、地元にも密着した活動

になっている。2013年3月には開

花が予想される。 
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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、南三陸町、女川町 

対象者 東日本大震災で被災した、①沿岸の市街地に居住する方々 ②仮設住宅に入居された方々 ③漁業

者・農業者の方々 ④生活環境の変化した子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

� 被災し人口が流出した市街地沿岸部において、町内単位で住

民同士の話し合いの場を設定、地域の課題解決やイベント開

催の補助など、復興へ向けたコミュニティの自治活動のサポ

ートを行っています。 

� 仮設住宅住民の心のケア活動を継続して実施しています。 

� 2月にボランティア140人を受入れし、復興が遅れているホヤ

養殖などの漁業支援活動を行いました。ボランティア参加者

は延べ8600人に達しました。 

� 子どものストレスケアとして、「子どもダンス教室」を、プ

ロの講師を招いて継続して実施しています。 

� 佐須浜では住民運営の食堂の支援を継続しています。 

� 牡鹿半島東浜地域では、ボランティアと漁業体験を組み合わ

せた企画を計画し、4月16日～17日に実施予定です。 

 

2 月 11 日、被災した住宅地に設

置したコミュニティカフェ

「HANA荘（はなそう）」にて、

子どもたちを対象としたライブ

を行いました。 

（協力「G：+（ジープラス）」） 
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特定非営利活動法人 シャプラニール＝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 いわき市に避難されている相双地区に方々及びいわき市内にて津波や地震で被災した方々 

実施した 

活動概要 

 

①交流スペース「ぶらっと」運営 

� 毎週の健康運動教室、各週のスケッチ教室では教室で習った

ことを自宅でもできるようになるなど、継続的な趣味に発展

している。寒さもやわらいでくると、外出もしやすくなると、

健康運動教室の後にウォーキングができるようになった方

もでてきた。 

� ぶらっとショップ開催 

ぶらっとを利用されている方の手作りの手芸品を販売する

機会を初めてもった。通りかかる人にも見ていただき、出展

者も購入者も和気あいあいとした雰囲気だった。年に数回開

催することでやりがい作りにつなげていきたい。 

②広報誌「ぶらっと通信」発行 

3月号から楢葉町広報誌にも同封していただけるようになった。 

③みんぷく（3.11被災者を支援するいわき連絡協議会） 

� 借上げ住宅支援部会 

借上げ住宅入居者のニーズをきちんと把握するために、ぶら

っとを利用される借上げ住宅にお住いの方に、①地域住民と

の交流状況、自治会等加入について ②交流サロンに求める

こと の2点についてのニーズを聞き取った。同じ町の町民

で集まりたい、近くに立ち寄れる場所があれば、などの意見

があった。これを部会で話し合い、「ミニ交流サロン」設置

に向けて各団体それぞれに動いていく。 

 

津波で家族を亡くされたMさ

ん。スケッチ教室に来るように

なり、自宅に閉じこもることが

なくなったそうです。 
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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、亘理郡山元町）、福島県（南相馬市）、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】 

ワカメの種付けから収穫までを体験できる「マイワカメプロジェ

クト」の第三弾。ワカメの刈り取りイベントを本吉町の蔵内漁協

で行った。 

【宮城県亘理郡山元町・福島県南相馬市での活動】 

南相馬市での移動図書館での本の貸し出しや集いの空間づくり

（2月の利用者数379人、貸し出し冊数711冊、述べ16仮設団地に

巡回） 

【岩手県（山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市）での活動】 

4地域の仮設団地に対し、移動図書館者での本の貸し出しや集い

の空間づくり（2月の利用者数718人、貸し出し冊数2,067冊、述べ

49仮設団地に巡回）、及びかねざわ図書室、陸前高田コミュニテ

ィー図書室を開館。ほか、大槌町25か所での文庫活動を実施して

いる。 

 

震災後、開業された一真堂書店

さん。いわてを走る移動図書館

プロジェクトでは、なるべく地

元書店から新品の本を買うよう

にしています 

 

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 

 

① 「リフレッシュママクラス」開催 

深い傷を負いながら子育てをしている被災地の母親たちが、本音の交流を通して励まし合い、

「生きる力」、「育てる力」を取り戻す心的支援プログラム「リフレッシュママクラス」を開

催しました。 

福島県の 3市町村（国見町、石川町、郡山市）で実施した計 6回のクラスには、のべ 33人の被

災産婦が参加しました。 

 

「リフレッシュママクラス」は、現地の保健師、及び自治医科大学公衆衛生学部門、母子保健

推進会議の連携協力、及び厚生労働省母子保健課の指導により実施しています。 
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特定非営利活動法人 地球市民 ACTかながわ 

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 

本募金と内閣府の「新しい公共事業」助成等により釜石市と「釜

石横浜子ども支援協議会」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。 

※2月は、主に保育園の新園舎建設の調整を行いました。 

建設業社や建設労働者が不足している中、積雪もあり、大変な

状況ですが、1つの保育園の建設は着々と進んでいます。 

早く設備が整った保育園に子ども達が安心して通えるよう今後

も協力していきます。ご支援よろしくお願い致します。 

� 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。 

①2013年3月完成予定 ②2014年3月完成予定 

 

新園舎建設の様子。 

積雪の中、基礎工事が進んでいま

す。 

 

 

特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 佐賀 

対象者 一般県民 

実施した 

活動概要 

 

� ハッピーストック・プロジェクト 

3・11を忘れないというメッセージをお酒に込め、宮城県登米市

の酒米で、寄付付き商品とし復興支援をするために企業、ボラン

ティアの協力で 1500 本製品化できました。100 本は地元・神埼

ロータリークラブが買取り、東北へ送ることになります。多くの

組織体が東北を忘れないための活動に参加してくれています。 

� いのちのまつりプロジェクト 

東北の人たちの夢を書いてもらったハンカチを富士山の頂上に

かざした模様を 1時間のムービーにして、配布しました。3月に

は東北に上映会に行きます。 

� よかとこ佐賀プロジェクト 

福島からの避難者の集いを2月9日に実施しました。 

以下のサイトでご確認ください。 

http://www.genkiokurou.jp/_1020/_

1007/_1746.html 

 

http://www.genkiokurou.jp/_1020/_

1008/_1744.html 

http://www.facebook.com/sagakarag

enki 
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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、仮設住宅などで法律相談会を5回開催、

のべ33人が集まった。高台移転や浸水地域の買取に関する方針が

出た影響を受け、住宅再建の相談が増えた。 

  

ネットワーク協議会の運営を継続して実施。加えて、現地団体の

立ち上げに向けた後方支援やキャパシティビルディング活動も

継続している。後方支援を行っている桜ライン311では、3月の活

動に向けてボランティアの募集も開始した。 

 

 

桜ライン311ミーティングの様

子（2012年9月） 

 

特定非営利活動法人 AAR Japan［難民を助ける会］ 

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 

 

� AARが六花亭製菓株式会社（北海道帯広市）の製造協力を得

て販売しているチャリティチョコレートを、被災地用に購入

いただき、手書きの応援メッセージを添えて贈る「まごころ

キャンペーン」を昨年末から実施しています。2月には都内

の企業7社がご協力くださり、延べ11回の社内販売会を実施。

たくさんの社員の方にご購入いただきました。このチョコレ

ートは随時、被災地の仮設住宅などで配付しています。また、

多くの会場で、AARが支援する東北の福祉施設で作られた商

品も一緒に販売されました。「東北のために何かできること

をしたい」という思いと、被災地の方々とをつなぐ活動を、

これからも行ってまいります。 

� そのほか、福祉施設の修繕や機材提供、地域交流と心身の健

康を保つためのミニイベントの開催、福島の子どもたちへの

遊具の提供などを行いました。 

 

企業での販売会の様子。「まご

ころキャンペーン」では被災地

へのたくさんのメッセージが寄

せられました(2013年2月8日、東

京)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

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）、及び福島

の児童養護施設の子ども達 

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 福島県 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。 

� NPO法人「福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会」が行う児童養護施設の子ども達

を健康被害（内部被ばく・外部被ばく）から守る活動、及び甲状腺検査への協力を行っている。

また同法人運営についても合わせてサポートしている。 

 

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 

仮設住宅や在宅生活など個々の住民のケースに合わせ、地域に密

着した生活支援を行っています。長年住民に親しまれてきた小学

校が閉校するにあたり、JVC合唱団他の協力のもと、校歌の録音

と CD化を行いました。閉校式典で関係者に配布されます。 

� 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、地元団体に協力し

7ヶ所にて週6日運営を続けました。南相馬市民に活動を伝える機

会として、市民活動ボランティアフェスティバルに出展しまし

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。英語で南相馬を伝える新番組

を新年度からスタートできるよう準備を進めました。 

 

【気仙沼】閉校になる小学校の

校歌を録音 
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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 

 

【各種講座開催】 

� 異文化理解－市内各地で「アフリカ講座」とアフリカ布を使

った小物づくりを行い、異文化に触れました。マグロ漁で世

界を回っていた住民の方のお話しも飛び出しました。 

� リボンフラワー講座－鵜住居地区生活応援センターと共に、

地元講師によるリボンフラワーの「はまゆり」づくりを行い

ました。「復興の花：はまゆり」が、市内各地に広がってい

ます。 

� 廃油石鹸作り－唐丹町漁協組合婦人部による石鹸作り講座

を開催し、漁協組合が環境のために行っている取り組みも紹

介しました。 

【医師による健康相談会】 

� 釜石市鵜住居町箱崎地区と、陸前高田市竹駒町仮設住宅にて

健康相談会を行いました。これまで医師に相談できずにいた

小さな心配を取り除くことができました。 

 

牛乳パックに、苛性ソーダ・水・

廃油を入れて混ぜ混ぜ混ぜ。。。

数週間寝かせると、石鹸のでき

あがりです。 

 

 

 

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、名取市など 

対象者 所有する家屋が全半壊認定を受けた被災者、仮設住宅入居者、および被災したコミュニティ全体 

実施した 

活動概要 

 

� ソーラーパネル設置事業 

【岩手県大船渡市】： ソーラー技術士の協力を得て、候補世帯

の家屋調査を行った。また、施工業者選定のための入札内容を決

定。間もなく公示予定。 

� 家屋修繕事業 

【宮城県東松島市】：2月より新たに50軒の修繕を目標に、本年度

被災家屋修繕事業を開始。 

【岩手県大船渡市】：支援の成果を測るため評価アンケートを実

施。アンケートは全世帯に配布し、2月中旬に締切り。 

� コミュニティ再生事業 

【宮城県東松島市】：ひびき工業団地仮設住宅における集会所内

共用座イス制作。 

【岩手県大船渡市】：大立仮設住宅における仮設避難所の床づく

り。 

 

東松島市内仮設住宅で、集会所

用に作成した座椅子を囲むボラ

ンティアと住民の皆さん 
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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 学童、保護者、地域住民 

実施した 

活動概要 

 

� 子どもセンターでの活動継続 

毎週月～金曜日、10時～18時まで。利用登録している子どもは

200人を超えている。曜日ごとのプログラムを組みながら、さま

ざまな子どもたち、保護者のニーズに出来るだけ答えることを

心がけていて、広い年齢層の子どもが活動に参加している。今

年は雪が多く、雪遊びを楽しんだ。また伝統行事を実施してい

る。 

インフルエンザの流行もあったが、感染防止に注意を払ったた

め、子どもセンターには波及していない。 

� 写真データベースの公開： 町内の商業施設と町役場にデ

ータベースPCを設置して継続して公開している。 

 

豆まき大会 

 

 

 

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 

対象者 不特定多数 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）はパートナー団体ピースネイ

チャーラボが製造した季節限定のギフト商品「森のクッティー」

の販売を開始しました。ピースネイチャーラボは気仙沼市唐桑町

でPWJの協力により設立され、地場産業の六次化を通した経済復

興や雇用創出などを目的とする持続可能な復興モデルを推進し

ています。今回の商品では、宮城・岩手産の素材を中心に使用し、

地元でひとつひとつ丁寧に作られています。 

生産者のひとり、卵を創るのは気仙沼市唐桑町にて100年続く養

鶏場を切り盛りしている熊谷さん夫婦。常に笑顔を絶やさないお

ふたりは、工房で多くの作業工程のほとんどを丁寧に手作業で行

っています。 

 

「森のクッティー」ギフトセッ

ト 
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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」に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

に使用されています。（3月22日譲渡完了予定） 

� 多目的コミュニティスペースの運営 

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、多目的コミュニティスペース「町方ドーム」の運営

を行っています。地元の住民の方たちを対象にペーパーフラワ

ー教室、お茶の教室、そば打ち体験教室、アロマ体験イベント、

パソコン教室、デジカメ教室、ビーズ教室などの各種教室、イ

ベントが行われました。 

 

2月9日、19日はデジカメ教室が開

催されました。 

 

 

 

特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド・ジャポン（世界の医療団） 

活動地域 岩手県大槌町 

対象者 地震と津波被害の影響で避難を余儀なくされた住民 

実施した 

活動概要 

 

世界の医療団のケアチーム（医療チーム）として「健康のツボ講

座」をおこなっている宮村医師はこの講座において、こころにつ

いてこのように説明する。「心はどこにあるかと聞かれたら脳で

すが、脳をいくら細かくしても心はみつからない。心とは、脳の

働きそのものです。では脳の中でこころの機能はどうなっている

か。脳の中心部には生命を維持し体を機能させるための『意』の

機能があり、そのひとつ外側には哺乳類共通の情動をつかさどる

『情』、最も外側は人間に特徴的に発達した知性の『知』の機能

がある。体をあまり動かさない知性優位の我々の生活は、脳の最

も外側の『知』の部分がよく働いているものの、逆に最も中心の

『意』の部分があまり使われていないともいえる。こころとは脳

の働きそのものですから、生物として体を十分に使わないという

『意』の部分の影響は『情』の部分にも伝わりこころに影響があ

るのです。」実際講座において体を動かすと、生物が本来そなわ

っている機能『意』が活性化し、気持ちよさを感じ『情』、これ

ならやってみようか『知』へとつながり、しんどい気持が楽にな

るというこころの姿が現れてくるのが、参加者の表情の変化をみ

ているとよく分かる。お互いに悩みを打ち明け、励まし合い、笑

いながら元気を取り戻すお手伝いをこれからも続けていきたい。 

 

Photo: Eric Rechsteiner 

こころのケアチーム（医療チー

ム）は大槌町社会福祉協議会の

生活相談員の皆さんと、町の集

会場を巡回しながら「健康のツ

ボ講座」をおこなっている。 
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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 

 

2月は小名浜交流サロンにおいて13回の催しを行ないました。一

カ月間の利用者は男性169名、女性408名、子ども176名、合計751

名でした。今回は、京都から来た立命館大の学生達による「そよ

風カフェ」の様子を紹介します。学生たちはバイト先からおすす

めのコーヒー豆を持ってきてくれたり、京都の清水寺のお守りを

配ってくれました。サロンでは、学生たちが入れるコーヒーのい

い香りや京菓子に誘われ、徐々に人が集まり、終了時間になって

もお客さんが絶えない賑やかなカフェになりました。参加者はコ

ーヒーやお菓子を食べながら、学生達との会話を楽しみ、のんび

りゆったりとした時間を過ごし、笑顔で帰っていきました。帰り

際に「とても楽しかったぁ」と学生に握手を求める人までいまし

た。学生達も多くの人達と触れ合うことができ、「逆に元気をも

らいました」と話していました。 

 

関西から来てくれた学生さんた

ちと歓談する被災者の皆さん、47

名の皆さんに楽しいひと時を過

して頂きました。 

 


