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特定非営利活動法人    ICA文化事業協会 

活動地域 福島県相馬郡新地町 

対象者 新地町立保育所(新地保育所・駒ケ嶺保育所・福田保育所)の児童と地域の子供達 

宮城県名取市仮設住宅の方々 

実施した 

活動概要 

 

ICA文化事業協会は、地域の絆の強化を目的とした支援活動

を、アメリケアズの助成及び、本NGOサポート募金の寄付

等を活用し行いました。 

新地町の町立保育所にて開催される、夏祭り運営のサポー

トを行いました。当日は天候も良く、保育所の児童とその

家族に加えて、地域の子供達も多数参加し、にぎやかなお

祭りとなりました。 

また名取市の仮設住宅を訪問し、現状の調査と今後の協力

体制について調整を行いました。 

 

駒ケ嶺保育所の盆踊り 

 

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 4回開催。 

建設関係打ち合わせをしながら、基礎工事まで進みました。

地元開催の「お盆の市」において販売するための準備、商品

カタログの作成を行いました。 

 

� 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、加工商品の開発について学び

ながら、試作会を重ねて意欲を高めてきています。 

 

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

 

 

 

 

 

 

細かな瓦礫の撤去に苦労しつつも、

基礎工事・配管まで完了したみなさ

ん館 
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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 

 

� 仮設住宅（３２世帯）及び市の借上げ住宅（６０世帯）

を対象に、住民同士の繋がり強化による孤立防止を目的

としたお茶会を実施した。お茶会では、仮設住宅生活内

でも身の回りの物を使って楽しめる植物栽培として、牛

乳パックを用いたポット作りを行なった。 

� 「自分たちが育てた花の苗と元気を仮設住宅入居者に届

けたい」という、県内の高校生２０名の希望を受け、学

校から仮設住宅約３００世帯へ高校生自ら苗の移植を行

なうイベントを調整・実施した。 

� 仮設住宅生活者同士の人間関係を深めることを目的とし

た草木の植栽イベントを開催し、仮設住宅に暮らす２２

０世帯が参加した。 

 

 

牛乳パックを利用したポット作り

を行なったお茶会の様子。ミント

やレタスの種を植栽した。 

 

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 

� 仮設住宅で行なわれた七夕祭りでおにぎりを支援 

� 仮設住宅で行なわれた住民主催の夏祭りの運営サポート 

� 7月14日～16日、仮設住宅にて足湯を開催（参加者58名） 

� 山元町市民グループ「花の会」に草刈機3台を寄贈 

� 生活支援相談員向けに臨床心理士による「心の健康診断」

を実施 

＊ 「花の会」は、被災した花釜地区の在宅住民で立ち上げたグループ

です。行政のサポートが届かない被災地域での不在宅の草刈りや、

手作り製品などの販売を住民主体で行なっています。 

福島県 

� 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 

 

 

 

 

  

 

 

 

山元町の仮設住宅で行なわれた夏

祭りの様子。多くの住民が参加し、

大盛況だった。 
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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 

実施した 

活動概要 

 

被災地の子ども支援に関わる団体関係者とのミーティングをもち、情報収集・関係構築を行い、協

力の可能性について協議した。 

今後、子ども支援に加え、被災地で作られた商品の取り扱いなどについても、支援の可能性を探っ

ていきたい。 

 

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 

 

7 月 5日 世界防災閣僚会議専門家ワークショップ 

（IUCN・UNEP 等主催）でプレゼン、 

第 1 育苗場等視察 

     東北放送にてテレビ放映。 

7 月 9日 中野利弘オイスカ理事長、鈴木英二名取市海岸林再

生の会会長ほか、名取市長、宮城県知事訪問 

7 月 18 日 宮城県白石市の種苗生産農家 2 軒訪問。 

7 月 25 日 育苗講習会 

（種苗組合主催、於：宮城県林業技術総合センター） 

＊日々、草取りと観察。まだ病虫害の発生なし。 

 

 

 

 

 

 

 

マツノザイセンチュウ抵抗性クロ

マツ（播種から3か月半） 
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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（福島県）出張（支援先フォローアップならびに調査） 

� 10日 

・療育及び放課後支援事業所「はまっ子くらぶ」訪問       

（会津若松市） 

・子育て援助活動ボランティア団体「すけっとくらぶ」面談（福

島市） 

� 11日 

・福島市保健福祉センター訪問、同センター企画「子育てカフ

ェ」訪問 

・やまゆり保育所（川俣町）及び、同施設避難前保育所（飯舘

村）訪問 

� 12日 

 ・かわうち保育施設（川内村）訪問 

④ 被災地出張（埼玉県加須市騎西高校避難所--福島県双葉町よ

り避難）。支援先フォローアップおよび、今後の支援計画策定を

目的に訪問。子育て支援担当者らと面談。 

⑤ 遊具・教材寄贈準備・一部支援先へ発送（宮城県気仙沼市） 

 

 

 

 

 

 

 

やまゆり保育所では、本会支援

のミネラルウォーター（保育所

の依頼を受け採取地指定）を飲

用や煮炊きに活用している。 
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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 

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 

 

� ジェンダー・アクション・プラットフォームとともに、

7/3,4の世界防災閣僚会議in東北に参加。ブースにて、ジ

ェンダーに配慮した支援に関する展示を行ったほか、サ

イドイベントとして「震災と女性：国際基準はどこに？

～被災地から見えてきたこと～」を開催した。「妊産婦

の保護と支援」と「震災対応における世帯主中心制度の

壁」をメインテーマとして、発災直後から現場で支援に

あたってきた実務家・専門家が登壇した。 

� (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・いわてのシンポジウム「ひとり親家族支

援を考える」(7/1)を支援。また、沿岸部から盛岡市周辺

に避難してきた女性・シングルマザーや、震災により生

計手段に打撃を受けたシングルマザーを対象としたイン

クル・いわての事業形成を支援（8月から事業開始予定） 

� 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3,4の世界防災閣僚会議in東北で

のブース出展 
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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、上閉伊郡山田町 

対象者 一般、子ども 

実施した 

活動概要 

 

� 心のケアプロジェクト 

① 7/2、釜石保育園にて子どもアセスメント、教員向けカンフ

ァレンス 

② 幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

7/23 大槌町おさなご幼稚園 / 7/26 大槌町託児所 

③ 幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

7/13 釜石市鵜住居保育園 / 7/18 大槌町安渡保育所 

④ 山田町の仮設団地集会所にてパソコン教室の実施 

  7/24 大沢地区 / 7/27 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アートセラピーの様子 

 

 

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7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56名が参加。 

� 親子カフェ「TANNA」 

7/17 より、午前(9:00-12:00)、午後（13:00-15:00）    

で実施。CARE ではキッズコーナーマット、ベビーゲート、

おもちゃなどを寄贈。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

� 7月7日 【山田町 お肌イキイキ教室】  

山田町豊間根地区のＦＢ隣地仮設団地及び石峠橋仮設団地

の2か所でカネボウ主催の“お肌イキイキ教室”を実施。カ

ネボウから2名が講師として参加。午前・午後で計23名参加。 

 

山田町豊間根地区エフビー隣地仮

設団地集会所におけるお肌イキイ

キ教室。カネボウ化粧品と山田町

ほっとサポートセンターとの共同

でレクリエーション活動の一環と

して実施しました。一分間ででき

るお肌イキイキマッサージを実演

しながら習得する参加者の皆さ

ん。 
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公益財団法人 国際開発救援財団（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）。 

 

 

 

 

 

【写真上】8月1日、大槌町の仮設

住宅で設置された「簡易水道消火

装置」の様子。【写真下】FIDRが発

行支援した山田町情報誌「やまだ

物語／観光やまだ」 

 

特定非営利活動法人 IVY（国際ボランティアセンター山形） 

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。 

支援団体のひとつ、気仙沼市の認可外保育所「キッズルーム 

おひさま」は新園舎への引っ越しも済み、新たな環境の下で

ハード（新保育場所）、ソフトの両面（保育士方の福利厚生

の充実）で父兄からも安心してお子さんを預けられる環境と

なりつつあります。 

また、コミュニティビジネスを行うNPO法人TreeSeedは法人

としての登記も完了し、事業項目のひとつ「介護保険認定事

業所（ショートディサービス）」の申請も施設管理者と共に

書類の作成等を終え着実に地元への密着した団体活動を歩ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月より引越しが完了し、新たなス

タートを切った「キッズルーム 

おひさま」の新保育施設 
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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 

 

【陸前高田市】夏休みに竹駒小学校内で運行している移動型

子どもセンター「走る！KnK子どもセンター」でフォトジャ

ーナリストの佐藤慧さんを講師に迎えて写真ワークショップ

が開始された。（開催日：7月31日～8月2日） 

【釜石市】夏休みに釜石小学校学童保育で小学生を対象とし

た写真ワークショップがスタートし、予想を上回る20名以上

が参加した。講師はフォトジャーナリストの安田菜津紀さん。

（開催日：7月31日～8月2日） 

【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】公民館再建プロジェクトを調整中。 

 

 

 

 

 

 

釜石小学校、学童保育の子どもた

ちが参加した写真ワークショッ

プ。葉っぱでできた女の子の顔を

ぱちり！ 

 

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「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。 

7月は、昨年好評だった移動動物園を開催しました。内容も、ふ

れあい動物園となんでも相談に、編み物のバザー、バルーンアー

トなどが加わり、家族連れを中心に地域の約600名が参加されま

した。今後も、はしかみ交流広場を気軽に利用いただければと思

います。そのほか、継続して行っ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」7月は住宅や集団移転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書類作成のお手伝

い等。 

・「編み物教室」毎週1回20名を超える方が集まっています。 

・「支援者連携」地域で活動する約10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。 

 

 

多くの方のご協力があり、移動

動物園を盛況に開催しました。

石巻からやってきた20種類以上

の動物たちと触れ合い、地域の

方々との多くの交流が生まれま

した。 
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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災害ボランティアセンター運営 

当会スタッフの長期派遣は昨年末をもって終了しているが、電話

等でセンター運営に関し側面的にアドバイスを継続している。 

②ボランティア活動隊派遣 

7月21日～7月23日まで、第45次派遣として役員1名、ボランティ

ア4名を派遣。ボラセンで割り当てられた業務として、農家のビ

ニールハウスの砂利拾い、ホタテ養殖用ロープに付着した藻の除

去、稚貝固定ピン刺し、ロープへの稚貝固定ピン付け等、2日半

の作業に携わった。 

③派遣者数（2011年3月～2012年7月末） 

現在まで延べ242名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ191名）

を派遣。活動総日数は1336日となった。 

 

 

 

 

 

 

 

ロープへの稚貝固定ピン付け 

作業を行うJHPメンバー。 

 

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。また、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

たサポートや、各種アクティビティを通じた心のケア

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、7月にボランティア

167人を受け入れ、漁業支援、除草活動などを行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糠塚前の仮設集会所において、「エコ

たわし」作りを行いました。皆さん集

中して作っておられました。完成した

「エコたわし」は自宅用、またはお友

達へのプレゼントなどに利用されてい

ます。このような活動を通じ、地域で

の交流が生まれ、心のケアにもつなが

ります。 
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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 

7月はほぼ連日イベントが入り、午前午後と2回に分けてのイベ

ントも多数行われた。また6月に続き手芸教室から派生したサ

ークル活動もさかんに行われた。また、ぶらっと通信を双葉郡

発行の各広報誌に同封した結果、初めてぶらっとを訪ねていら

した方も増えてきた。7月も計1082人の利用者があった。 

② 情報誌「ぶらっと通信」の発行 

生活情報や活動報告を掲載したぶらっと通信第9号の発行。活

動報告に加え、特集ではいわき市の夏祭り特集、双葉地区より

避難されいわきで営業を再開した飲食店紹介を掲載した。な

お、第9号は会津若松市へ役場機能を移している大熊町の広報

にも同封を依頼し、いわき市に住む大熊町の皆さんのお宅へお

届けすることができた。 

③ 七夕まつりプロジェクト 

いわき市で避難生活を続ける借り上げ住宅及び仮設住宅に住

む皆さんご協力を得て、8月6日から開催されるいわき市平の七

夕まつりに町単位で竹飾りを製作していただくプロジェクト

を進行中。各町の社会福祉協議会、町の自治会の皆さんにもご

協力をいただいています。 

④ 心理ケアプログラム実施 

㈶メンタルケア協会の協力により、7月20日からの3日間、いわ

き市在住で心理ケアを必要とする方へ「精神対話士」の派遣プ

ログラムを実施した。3日間でのべ8名の方の参加があり、被災

者の心理的ストレスに対応できる機会となった。 

 

 

カゴ作りの様子 

 

 

ぶらっと通信第9号の発送作業と

将棋を楽しむボランティアスタッ

フ 
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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、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、ワカメの刈り分け・のれん分け、ホヤの土

俵づくりやケースづくりなどホヤの養殖の準備を行った。 

� 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、夏の学習支援を開催した。 

� 福祉の里仮設にてお茶会を行った。 

【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（7月の利用者数804人、貸し出し冊数1,765、のべ50

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24か所での文庫活動をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

蔵内漁港でのホヤ養殖のための稚

貝付け作業 

 

 

 

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。7

月は、産婦 223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）  

赤ちゃんの１歳のお誕生日に、がんばってきたママに、心か

らの「おめでとう！」を贈りたい。ジョイセフの呼びかけに、

世界各国のママからメッセージが集まりました。さらに、新

米ママの悩みと喜びを描いた絵本「ママ」、被災ママを思って

作られた曲「ルミエール」をはじめ、共感をいただいた企業

からさまざまなご協力を得て、「世界のママが友情で支えあ

う」ファースト・バースデー・ギフトが実現しました。 

ギフトを受け取った被災地のママたちから「ひとりでないこ

とが、はじめて実感できました」、「思わず涙があふれました」

など、多くの反響をいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファースト・バースデー・ギフト。 

このプロジェクトは、第6回キッズ

デザイン賞にて、復興支援デザイ

ン賞「キッズデザイン協議会会長

賞」を受賞しました。 
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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、上記財団と共に、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。 

7月は、昨年に続き41名のボランティアさんと共に、保育園の

夕涼み会のお手伝いをしてきました。当日は子ども達、保護

者、近隣の仮設住宅の方々など500名以上で賑わい、笑顔いっ

ぱいの会となりました。メニューは焼きそば、イカ焼き、タ

イラーメン、ワッフル、チョコバナナ、ヨーヨー、応援ライ

ブなどなどで盛り上がりました。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。 

子ども達は浴衣を着て元気いっぱ

い楽しんでいました。  
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特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 ① 佐賀 

② 岩手～宮城～福島県 

対象者 ① 仮設住宅の女性 

② 大切な人を失った子どもたち 

実施した 

活動概要 

 

● 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 

イロドリを被災地へ送ろう、というキャッチコピーのもと、

宮城県山元町の仮設住宅の集会所で手芸活動をされている

方々の要請により手芸用品を集めました。集めたものは『は

ぎれ・布・毛糸・手芸糸・ミシン糸・ボタン・ミシン』です。

１か月半でダンボール２０箱分、約１００名からのはぎれや

布の提供、４名からのミシンの提供があり、現地に送りまし

た。 

● 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２４日に富士山頂に届けるべく、７月７日岩手県の宮古市

から「富士夢みこし」を歩いて曳いています。 

※地球市民の会は６月２０日以降、地元のコミュニティFMで

レギュラー番組を持つようになり(水曜日１９時～１９時５

５分)毎週、被災地とつないでレポートを流しています。 

 

ハッピーストック 

集まった支えたい気持ち 

http://www.genkiokurou.jp/_1020/_1

008/_1691.html 

 

いのちのまつり 

多くに夢と心を曳いて富士山に向

かう。 

http://www.youtube.com/watch?v=ki

dOt_Y8emE 
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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子ども、住民 

実施した 

活動概要 

 

岩手県大船渡市で開催された「日・韓文化交流会（７/15）」

の開催に協力しました。2012年5月に続き二回目となった今回

の交流会も、前回と同じくNPO法人日韓交流会に協力いただ

き、2名の講師を派遣いただきました。 

第二回目は、料理教室も兼ねており、韓国風海苔巻きや海鮮

チヂミを調理、会食し、参加された地域の方々約40名が有意

義で楽しい時間を過ごしました。また、歌で韓国語の発音の

練習をするなど、ユニークな手法で講義が行われ、交流会に

参加した人たちからは楽しみながら韓国の文化を学ぶ事がで

きたと反響の声がありました。当日の様子は、東海新報にも

取り上げられ、以下URLからご覧いただく事ができます。 

（ http://www.childfund.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/1207

18tohkaishimpo.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業中に行ったゲームの勝者には

チマチョゴリ(民族衣装)の試着体

験も 

    

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5回開催、のべ35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9回開

催、のべ176人が参加した。また、作成したパンフレットを病

院などに配布した。 

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、ネ

ットワーク連絡会の運営も継続して行っている。 

 

 

 

 

 

 

紙芝居を使った法律相談の模様 
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特定非営利活動法人 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 

 

� 福島県の相馬市では放射能の対策として、食品放射能測

定機を仮設住宅9ヵ所に設置したほか、市内の小中学校の

給食食材から一定以上の放射性セシウムが検出された場

合に使用する代わりの食材として、全15校へ3,900食のレ

トルトカレーを提供しました。カレーは南相馬市の障害

者作業所から購入したものです。 

また、子どもたちに放射線量の低い地域でのびのび遊ん

でもらおうと、7/22、23の2日間にわたり西会津で｢西会

津ワクワク子ども塾｣を開催。子どもたちとその保護者約

20人が集まり、自然体験やそば打ち、楽器作りなど、様々

な体験を楽しんでいただきました。 

� そのほか、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」プロジェクトの実施や、

福祉施設の修繕、授産施設の販路拡大支援などを行いま

した。 

 

 

 

｢西会津ワクワク子ども塾｣で竹細

工を使った楽器作りを楽しむ子ど

もたち（右から2人目はAARの直江

篤志） 

 

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／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 福島県南相馬市、宮城県気仙沼市 

対象者 上記地域の住民 

実施した 

活動概要 

 

� 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。7月はサロン運営者とＪＶＣスタッフが

「サロン責任者情報交換会」に参加し、他地域の事例を学

びました。 

� 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に着手しました。 

� 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を数回にわたって

招いており、7月下旬には住民と移転予定地を視察する機会

や相談の場を設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気仙沼】集団移転の予定地を視察 

 

 

 

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、住民からの相談を受けて

きた。 

① 大規模相談会 15日、22日 

② 中規模相談会 1日、4日、22日 

③ 小規模相談会 8日、12日、13日、17日、19日、25日、                                

26日、29日、31日 

その他、短冊プロジェクトにおいては、野田佳彦総理大臣

に復興の願いを届けるために、総理官邸を訪問し住民直筆

の短冊を届けた。 

アサガオプロジェクトでは、岩手県釜石・遠野市から福島

市の仮設住宅の住民にアサガオの苗や種を繋いだ。 

詳しくは、日本リザルツのブログ  http://resultsjp.sblo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎トミ子議員(民主党仮設住宅等

生活支援対策チーム座長)と稲見哲

男議員(同チーム事務局長)のご協力

により、釜石市の住民と共に、藤村

修官房長官に短冊を届けた。 
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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（7月は新たに12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。 

� コミュニティ再生 

【宮城県女川町】漁師小屋の建築。 

【宮城県東松島市】修繕支援を完了した公民館を住民に引

き渡し。 

【岩手県大船渡市】仮設商店街における共有物置の製作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 小学生を中心にした子どもたち、およびその保護者 

町の被災者 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンターでの放課後支援事業を継続している。 

� （月～金、毎日放課後から午後6時まで） 

� 7月23日より夏休みに入り、月～金、朝10時から夕方6時までに時間を変更。 

� 遠野ふるさと村への遠足、流しそうめん、木工など、毎日夏休みプログラムを実施中、大勢

の子どもが参加。 

� 施設の町への移管の準備のために、教育委員会と協議中。 

� 大槌町町長へ、写真のデータベースを寄贈。 

� 写真データベースはお盆時期に町の商業施設で公開の予定。 
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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  

対象者 南三陸町の小学生 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は、南三陸町の小学生を対象

にした課外活動授業を開始しました。この課外授業では、南

三陸町の産業や自然、歴史について、町の人が講座の先生と

なって授業が進められます。 

2012年7月、南三陸町の魚屋「マルセン」さんによる講座では、

南三陸町に再開された仮設の工場で、かまぼこ作りを見学さ

せてもらいました。当日は、かまぼこのできる様子や社長が

復興に向けて携わる話などを聞きながら、子どもたちは関心

をもって見学していました。子どもたちは町の知らないこと

を知るきっかけになり、大人たちは未来を担う子どもたちの

存在を忘れず、町の復興に携わる。それぞれの世代がお互い

に意識しあう環境をきっかけとなればと考えています。 

 

 

 

かまぼこ工場を見学する子どもた

ち 

 

 

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

輪駆動車両を無料貸与する支援を行いました。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、6月上旬成し

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（料理教室、アートフラワー教室、カフェ等）

を実施しました。7 月下旬には、同会の運営評議会を開催して

運営をサポートしました。 

� 多目的コミュニティスペースの設置準備 

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、お茶会や生計向上活動などを行う多目的コミュ

ニティスペースの設置準備を行いました。 

� まちづくりの経験交流会の開催 

大船渡市の「さんさんの会」と大槌町の「おらが大槌夢広場」

と共に、まちづくりに関わる活動の経験交流会を大槌町にて

開催しました。 

 

完成した多目的コミュニティセン

ター内でアートフラワー教室を開

催。 

 

大槌町にて団体間の経験交流会を

開催 
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特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン(世界の医療団) 

活動地域 岩手県、福島県等の被災地 

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 

 

世界の医療団では震災直後の津波により全半壊した岩手県内

の２つの県立病院（県立大槌病院、県立山田病院）の仮設診療

所に、Ｘ線ＣＴ装置の設置が完了し、6月4日より、支援機器の

稼働が始まりました。本プロジェクトの実施により、県の予算

不足からＸ線ＣＴ装置の設置が遅れ、診断を要する患者が被災

を免れた近隣の県立病院まで往復２時間をかけて通院してい

る現在の同地区の状況が解消されます。７月から本格稼働を始

めたところ、ＣＴ装置の稼働状況を報告します。両病院でＣＴ

診断を受けた人数（述べ）は7月31日現在173人となり、おおむ

ね年間2000人の利用が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＴ装置及びCT室の贈呈式の様子 

 

 

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 

 

7月も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回の催しを行ないました。 

催し物の内容は編み物教室、エコクラフト教室、紙粘土ブロー

チ教室、折り紙教室、オカリナ教室などです。 

オカリナ教室では東京から講師の方が来て下さり、「見上げて

ごらん」や「アメイジンググレース」、ディズニーの曲など、5

曲ほど演奏して下さいました。 

その後は、皆さんで実際にオカリナを吹いてみる事になりまし

た。ドレミファソラシドの音階から教えてもらい、最後は楽譜

を見ながら、「どじょっこふなっこ」「ハッピーバースデー」な

どを演奏しました。 

今月の交流会参加者は男性117名、女性371名、子ども181名、

合計669名となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オカリナ教室で特訓し、早速演奏

する参加者の皆さん。いくつにな

っても楽器が演奏できるようにな

るのは嬉しく楽しいものです。 

 

 

 


