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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 

対象者 福島県国際農友会原町支部の方々 

実施した 

活動概要 

 

今回のワークショップでは、原町支部内の会合にて会員の方か

ら提案のあった、農業再建のための具体的な活動を1つずつ取り

上げ、支部内の状況そして支部を取り巻く環境を考慮し、それ

ら案件の整理をおこなった後、これらの優先順位の設定を、会

員の方と行いました。 

原町支部の方々と活動を開始から3ヶ月、少しずつ活動の段階が

進み、具体的なアイデアが出てきました。今後は、これらの実

施に向けた話合いを進めて行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

会員からの要望について話合い

中 

 

特定非営利活動法人 IVY 

活動地域 宮城県沿岸部（石巻市～気仙沼市）、山形県山形市 

対象者 被災したが「保育活動」を続ける保育所と山形市に避難しながら故郷の子どもを預かる保育所 

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と会計事務所員 

実施した 

活動概要 

 

幼児を預けて働く環境は震災以前に厳しい状況下におかれて

いる気仙沼市に於いて有志により立ち上げた保育所の職員の

人件費一部支援や福島県より山形県に避難してきた方たちの

保育園の運営と職員の法定福利費の支援を行う。また、地域に

根差し被災地の抱える問題を地元の視線から問題解決に取り

組む地域に密着したNPO法人の人件費及び労務、会計指導。 

新年を迎え、各支援先団体においては新たな決意を持って事業

に取り組まれています。現時点で所謂「個人事業」で営んでい

る事業主さんは確定申告の資料集め等に奔走しておられます。

確定申告資料を基に当団体も次年度以降の支援の在り方の検

討に入って行きます。 

 

気仙沼市の仮設住宅団地で餅つ

きをして住民につきたてのお餅

を振舞うNPO法人TreeSeedのスタ

ッフ 
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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を宮城県本吉郡南三陸町歌津字管

の浜 57－1にオープンした「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。 

1月は、初売りに合わせた広報支援や、プロの方に協力いただき、

商品パッケージのデザインを手がけました。毎週木曜日には地元

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 55号、56号」 

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

 

 

昨年、復興支援で完成した石泉

ふれあい味噌工房。10か月の熟

成期間を経て１月より好評販売

中。 

プロの方に協力いただき、味噌

のラベルができました。 

香りの良い熟成麹味噌です。 
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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 

 

� 『かぜの子しんぶん』の第3号を発行し、第4号に向けた取材

完了後、発行準備を行なった。その中で、地域住人から取材

の依頼や新聞づくりのアドバイスをいただき、世代間の交流

も見られた。 

� 子どもたちが地域や家庭に貢献できる場所として、第3回・

第4回『子どもカフェ』を仮設住宅集会所にて子どもや保護

者述べ20人と開催。第4回では節分の準備として恵方巻づく

りを実施。練習を重ね、子どもたちは自分でのりを巻くこと

ができるようになった。 

� 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」絵画大会にて、図

書館等で絵画を継続的に展示し、製本作業も開始した。これ

を受け、新聞取材が入るほか3月開催予定の復興イベントで

の展示も決定した。 

� 仮設と地域の住民を対象に「ハンドメイドカフェ」を実施。

保温性の高い鍋包み製作を通して、約20名の参加者が交流を

深めた。 

 

第4回 子どもカフェでの恵方巻

づくりの様子。 
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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12回目）を

実施 

� 1月12日～13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21回目）を開催。参加住民延べ9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 

� 浪江高校と双葉翔陽高校の生徒12人を対象に、ヒルトン東京

の協力によるホテルでの職場体験とリーダーシップ研修を

実施 

� 浪江高校と双葉翔陽高校の教員4人を対象に、生徒の意見を

引き出す参加型授業を進めるための手法などの研修を実施 

 

ホテル研修（1/5～9）の終了証書

を手にする浪江高校、双葉翔陽

高校の生徒たちと協力してくれ

たホテルのスタッフ 
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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、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 

引き続き、岩手県陸前高田市の福祉作業所で、「てんとう虫チョ

コ」の袋詰めを行っていただいた。また発送業務を委託するにあ

たり、資材の調達や手順の確認等の準備を進めた。 

� 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。  

「てんとう虫チョコ」袋詰めの

様子 

 

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 被災地農家など 

実施した 

活動概要 

 

厳冬期のため、育苗場の作業は殆どないものの、各種事務対応が

続いた。生育状況は極めて順調であり、10万粒播種のうち、93,000

本が寒風・積雪にも耐え平均15cm高に生育している。春の移植目

標はうち80,000本。平成26年春の出荷（植栽）目標は70,000本。 

①平成25年度育苗実施に向けた、行政当局・種苗組合などとの 

協議、研修参加など。 

②宮城県内・全国支援者に向けた活動報告会実施 

③取材・訪問団受け入れ対応 

④平成25年度事業計画・予算、平成24年度事業報告等作成 

⑤今春の活動に向けた各種準備 

 

今春の移植は大仕事になりま

す。 
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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、石巻市、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） 

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 

 8日：福島県二本松市と福島市にて、子育て支援事業に携わる浪江町および飯舘村の保育者と面談 

⑤ ④の被災地訪問を受け、二本松市の子育て施設に手作り遊具と絵本等教材を寄贈 

 

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」の

準備（２月より順次福島、埼玉、宮城、盛岡で実施予定） 
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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 

 1/17 安渡保育所, 1/21 おさなご幼稚園, 1/25 大槌町託児所  

・幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

 1/11,22 鵜住居保育園 

・1/26 釜石市こすもす公園にて「親子ピザ作りツアー」の実施 

・1/18,26 「子どもと発育発達そして支援」講演会の実施 

・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２階マストホールにて開催

した「子どもと発育発達そして

支援」講演会にて、盛岡短期大

学吉田惠子教授が参加者に子

どもと一緒に行う手遊びを教

えている様子。 

 

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1月に被災地で実施した活動は以下の通りです。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

「東日本大震災被災者支援事業」の活動対象地の一つ、山田町で、

社会福祉協議会主催のフォトコンテストにおいてCAREは①ポス

ター及びチラシ作成費②景品提供③後援名義使用の三点で支援。

募集期間 1月1日～2月28日まで。  

テーマは｢私の好きな山田町｣。

風景、人物、自由写真の3つの部

門。皆さまの“とっておきの山

田町”、期待しています！ 
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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）。 

 

1月 17日、青森県の造船所にて、

新おおつち漁業協同組合の設立

以来、初めての新定置網船「第

一久美愛丸」（アルミ船 19トン）

の起工式を執り行いました 

 

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】 

釜石高校へ、早朝課外授業やセンター試験の移動支援。市内に住

む小学校新入学予定のご家庭へランドセルの支援。釜石市子ども

遊び場マップの作成。 

【山田町】 

山田町へスコアボードの改修費用支援。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】 

移動型子どもセンター「走る！KnK子どもセンター」の運営。 

その他、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。 

� 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。 

 

1月7日～11日にかけて、岩手県

山田町でビデオワークショップ

を開催しました。子どもたちの

想いがつまった5分間の映像は、

今後さまざまな場所で上映いた

します！ 
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特定非営利活動法人 シェア＝国際協力市民の会 

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、健康と生活を見

守っています。 

1月は、2か所の仮設住宅のお茶会で、血圧測定と健康相談を行い

ました。血圧測定は以前は半数の参加でしたが、全員の方が参加

されるようになり、健康チェックの機会として定着してきまし

た。また編み物講座は、毎週のはしかみ交流広場での開催に毎回

約20名の参加があったほか、階上中仮設住宅での出張講座を行い

ました。お茶会やイベントの機会がない小規模の仮設住宅では、

時々支援の毛糸などを持参して見回りを続けています。 

あまりの寒さから、身体を動かす機会が少ない仮設住宅の方々の

健康が気がかりです。足腰が弱まったり転んで怪我をしないよう

に、定期的に身体を動かす機会が必要と考え、身近な集会所で、

継続して体操と体力測定ができるような活動の準備を進めてい

ます。 

 

編み物講座は、差し入れをよく

頂き、お茶飲みをしながら世間

話をしてからお帰りになる方々

も多くなりました。仮設住宅と

在宅、階上地域と近隣の方々の

交流の場となっています。 

 

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 

2013年1月22～24日に、役職員2名・講師として協力者4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3回）」を実施した。仕事や子どものお迎え等の合間を縫っ

て入れ替わり各回20～25名が参加。1日目みかん、2日目巾着袋、

3日目ふくろうと、違う題材を作成するためほとんどが3日間を通

して参加された。 

また、「復興祈念植樹」に関して、2012年11月植樹の桜の成長を

視察、3月植樹予定について関係者と打ち合わせを行った。 

②派遣者数（2011年3月～2013年1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日となった。 

 

つるし雛講習会。講師と参加者

がそれぞれ自分の作品（みかん）

を手に記念撮影 
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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をサポ

ートしています。 

� 仮設住宅に暮らす住民への心のケア活動を継続して実施し

ています。 

� １月にボランティア118人を受入れし、農業・漁業支援を行

いました。ボランティア参加者は延べ8500人に達しました。 

� 子どもへの心のケアとして、定期的にプロの講師を招き「子

どもダンス教室」を実施しています。 

� 佐須浜では住民運営のカキ小屋運営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

せたツアーを、漁業者グループと企画しています。 

� 女性のエンパワメント支援が本格化。県漁協女性部の活動再

開を支援する活動として、「アワビの稚貝アクセサリー」の

本格販売がスタートしました。 

 

作業が最盛期を迎えた石巻市谷

川浜にて、ボランティアによる

ホヤ養殖復旧作業のようす。谷

川浜の漁民の皆さんは、依然と

して仮設住宅等から浜へ通いな

がらの復旧作業を余儀なくされ

ています。 
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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の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」の運営 

� 1月に入り新企画として「囲碁・将棋の日」を毎月5日に設

定した。これは女性に比べて家に閉じこもりがちな男性に

対して、気軽に外に出かけられるきっかけにと始めたもの

で、第1回目の1月5日には通りかかった方も含め5名の参加

があった。今後毎月継続していきたい。 

� 大熊町、富岡町、浪江町の町民の集いを開催。大熊町民の

集いでは、双葉郡に伝わる民話を紙芝居にして伝えている

方に来ていただき、皆で懐かしい民話を楽しむことができ

た。町民の集いとイベントを同時に行う新たな企画となり、

好評だった。 

②広報誌「ぶらっと通信」発行 

� 双葉各町への広報誌同封を含め12000部を印刷。 

③見回り活動（戸別訪問） 

� 昨年に引き続き、高齢世帯、一人暮らしの世帯などを中心

に見回り訪問を継続。傾聴を中心としながら、正確な情報

提供や行政へのつなぎなど行っている。 

④みんぷく（3.11被災者を支援するいわき連絡協議会）での部会 

� 借上げ住宅支援部会に参加し、被災者が現在住む地区で孤

立しないようなしくみ作り（地域住民との交流促進）と、

歩いて気軽に立ち寄れる商店などの既存店舗の一角を借り

た「ミニ交流サロン」の設置の2つについて具体的に進める

ことで決定した。 

 

男性にも参加していただきやす

い将棋の日。和気あいあいと対戦

されました。 
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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」の第二弾 ワカメの成長見学＆BBQ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車で本の貸し出しや集いの空間づくり

も開始。（1月の利用者数197人、貸し出し冊数470、のべ13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、移動図書館車で本の貸し出しや集いの

空間づくり（1月の利用者数487人、貸し出し冊数1,282、のべ33

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。 

 

いざ、マイワカメの漁場へ@マ

イワカメプロジェクト 

 

 

 

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 

 

� 「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（矢吹町、棚倉町、南相馬市）で実施した計 6

回のクラスには、のべ 44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。 

 

市町村でのリフレッシュママク

ラス 
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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。 

※1月は、「第三回釜石子ども支援情報交換会」を開催。 

過去最大の43名が参加し、活発な情報交換と、この会をきっかけ

に生まれた協働プロジェクトの事例紹介、Facebookの立ち上げ、

今後のネットワークなどについても有意義な議論の場となりま

した。 

協働プロジェクトにより、それぞれの強みを活かした支援がで

き、より効率的で効果的な支援につなげることができました。 

� 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 

 

情報交換会の様子。 

釜石の子ども達のために活動す

る多くの団体が参加し、熱気ある

会となりました。 

 

 

 

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 

今年も提携先の宮城県の支援者とともに、登米市の酒米を復興支

援の酒として、寄付付き商品とし発売することとなりました。そ

の名も絆伝心です。企業・市民による協働事業です。麹菌の播種

にはボランティアも参加しました。３月の復興支援イベントに向

け、被災地を忘れないための活動とし、収益は被災地のお母さん

と子どもの安息のための福島の子どもの佐賀県招聘事業に使わ

れます。 

� ドキュメンタリー映画 「津波のあとの時間割 ～石巻・門 

脇小・一年の記録～」上映会 

宮城県からの上映キャラバン隊の受け入れをしました。 

 

新聞記事はこちら↓ 

http://www.genkiokurou.jp/_201/_1

059/_1734.html 
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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6回開催、

のべ61人が集まった。この法律支援の活動は、「復興支援ニュー

ス―岩手版」でも紹介された。 

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は12月

末に終了したが、ネットワーク協議会の運営を継続して行ってい

る。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を行っている。 

 

 

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 

 

� 演芸家の四代目江戸家猫八さんと民謡歌手の皆さんによる

「がんばれ東北 やっぱり民謡～民謡人と江戸家猫八で被

災地に元気を～」（主催：民謡人震災復興支援有志の会、協

力：AAR）の被災地での巡回公演を行っています。昨年12

月の岩手公演に引き続き、1月は21日から24日の4日間、宮城

県の仮設住宅や公民館など14ヵ所で公演を行いました。猫八

さんの動物の物まねと軽快なトークに大笑いしたり、民謡で

はみんなで大合唱、思わず踊りだす人も。「すごくよかった。

また来てほしい」「あたしたちは若い人の歌より、やっぱり

民謡がいいんだよね」と、大変喜んでくださいました。「民

謡には日本の心が込められていて、一緒に歌うと底力がわい

てくる。これからもがんばっていく力になれば」と猫八さん。

3月は福島で巡回公演を行います。 

� そのほか、福祉施設の修繕や機材提供、福祉施設の商品の販

路拡大支援、福島の子どもたちへの遊具の提供などを行いま

した。 

 

みんなで民謡の大合唱。江戸家

猫八さん（左端）と民謡人の皆

さん(2013年1月22日、蛇田ささえ

あい拠点センター)  
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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、3月の式典に向けての準備に参加しまし

た。今後、閉校後の施設の利用などを住民と模索していきます。 

� 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。 

� 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。1月には協力関係にある神戸の

「エフエムわぃわぃ」が阪神大震災の時期に合わせて開催したイ

ベントに参加し、南相馬のエフエムの今後を考える機会を持ちま

した。 

 

【気仙沼】「浦島小学校閉校記念

事業実行委員会」での協議の様子 
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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 

 

【異文化理解講座】 

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

開催。アフリカの文化に触れ、実際にアフリカの布を使ってもの

づくりを行うことで、異文化を身近に感じることができた。 

【医師・保健師による健康相談会】 

毎月行っている健康相談会を鵜住居町箱崎地区で開催。談話室に

て相談会を行った他、仮設住宅一件一件を周る巡回式相談会で個

別にお話しを聞いた。 

【リボンフラワー講座】 

釜石市の花である「はまゆり」をリボンフラワーで作る講座を開

催。鵜住居に住む講師の「復興の花として、はまゆりを釜石中に

咲かせたい」という願いから、鵜住居地区生活応援センターの協

力も得て実現した。 

 

初めて見るカラフルなアフリカ

布を見て、「何を作ろうかな」。 

 

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、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】： 事業支援申請者宅の訪問・相談と、申請

者宅被災状況のアセスメント 

� コミュニティ再生事業 

※コミュニティ再生事業は、ハビタットのボランティアが参加し

支援活動を継続しています。 

【岩手県大船渡市】： 市内2か所の仮設住宅で、掛け下げ（大き

なひさしに風よけがついたもの）の設置 

【宮城県名取市】：小塚原集会所のキッチンのリフォーム活動 

� 家屋の修繕・修復事業 

【宮城県東松島市】：ボランティアにより、壊れた壁や床板をは

がす作業が継続中 

 

下駄箱を作るボランティア（宮

城県東松島市） 
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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 子どもたちおよび地域住民 

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。

冬休み期間は朝から子どもたちが来所、合わせた対応を実施。 

凧揚げ、かるた大会、書初め、餅つき、餅花作りなどの伝統的

な遊びを開催。今年は雪が多く、雪遊びを楽しんだ。 

地震や津波警報などで子どもたちの動揺が見られたため、職員

が対応した。 

� 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。 

 

 

餅つき大会 

 

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 

活動地域 宮城県南三陸町 

対象者 地域に住む小学生 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパンは宮城県南三陸町で、子どもたちにふ

るさとの伝統や歴史、商業を体験してもらう学習講座を開催して

います。1月19日の講座は、「お正月文化を体験しよう！」をタイ

トルに、餅つきや凧揚げを企画しました。当日は、仮設住宅に住

む子どもたちが送迎バスに乗って次つぎと集まりました。お正月

や昔遊びの由来などをクイズ形式で学び、その後の凧作りでは四

苦八苦しながらも作りあげた自分の凧で、雪が積もった広場を楽

しそうに駆け回っていました。お昼には地域の皆さんと一緒に餅

つきをして、つき立ての絶品お餅をいただきました。会場には、

子どもたちの笑顔とともに「おかわり〜！」の声が響きわたりま

した。 

 

餅つきを楽しむ子どもたち

©PWJ 
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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・地元NPO 

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。（先々月に引き続き、譲渡手続き中） 

� 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、アロマ教室などの各

種教室、イベントが行われました。 

� 地元NPOへのサポート 

岩手県大船渡市で活動する「NPO法人さんさんの会」の要請で

BAJからスタッフを派遣して広報物に関する講義を行いまし

た。 

地元NPO「さんさんの会」の広報

物の検討（岩手県大船渡市1月29

日） 

 

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 

 

12月に入り大槌町を吹く風はだいぶ冷たくなってきた。私たちこ

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、現在は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。こころのケアと直接関係ないので

は？という疑問を持たれる方もあるかもしれないが、ここには、

体のケアこそこころのケアに最も重要なツールだと考えている

我々の思いがこめられている。講座では、鍼灸師でもある精神科

医を中心に、ヨガや整体などの東洋的健康の観点や方法も取り入

れながら参加者の方々の具体的な心身の悩みにアプローチして

いく。最近では、この講座に、県立大槌病院にお勤めの宮村医師

にもご参加いただいている。被災された方々に何かできることは

ないかと震災後故郷の長崎よりこの町に越し、2012年4月より同

病院に赴任されたのだ。宮村医師は、こころと体のつながりを専

門とする心療内科の医師であり、実は、長年の修行を積まれた僧

侶でもある。 

 

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「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 

 

1月は小名浜市の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13回の催しを行ないました。一カ月間の利用

者は男性89名、女性311名、子ども135名、合計535名でした。 

今回は、アクサリー作り教室の様子をお伝えします。 

アクセサリーということで参加者は全員女性でした。材料のビー

ズ・天然石・チェーン・工具などは、講師にご用意頂きました。           

参加者は、たくさんの材料から自分の好きな材質を選んでネック

レスやブレスレットを作ることが出来ました。 

作品を作るためには、細かい作業がたくさんあるので、講師に指

導頂きながら、夢中になって作品を仕上げていました。 

出来上がった作品を身に着け、鏡を見ながら参加者同士で「ど

う？素敵でしょ？」「似合っているよ。」「きれいね。」と嬉しそう

に話していました。 

 

世界に一つだけの自分のアクセ

サリーを作る参加者達 

 


