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特定非営利活動法人 ICA 文化事業協会 

活動地域 福島県相馬市、南相馬市、福島市 

対象者 福島県相馬市、南相馬市、福島市の被災者の方々 

実施した 

活動概要 

 

� 相馬市での活動 

2011年Fish財団の協力にて支援を行った、相馬双葉漁業協同組合

の現状について、漁業組合の方々から話を伺い、問題点とその解

決方法を支援元の財団の方も交えて議論をした。 

� 南相馬市での活動 

南相馬市にある、福島県国際農友会原町支部の方々と南相馬市の

農業を取り巻く厳しい環境のなか、今後の農業が目指すべき方向

について農業振興の合意形成ワークショップを行った。 

� 福島市の農家への支援活動 

福島支援の一環として、10月6・7日東京日比谷公園で開催された

グローバルフェスタにて、福島市の農家から仕入れた農産物（果

物）の販売を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルフェスタにて。販売

促進のため、試食を用意しまし

た。 

 

 

 

特定非営利活動法人 IVY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動地域 宮城県沿岸北部（石巻市～気仙沼市）、山形県山形市 

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 

 

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、会計指導を行う。 

この内、支援団体である気仙沼市の「キッズルームおひさま」で

は今月、園再開となり初めての「運動会」と「園外保育（遠足）」

を秋季行事の一環として行っています。 

 

秋晴れの下、元気に徒競走をす

る園児たち。父兄も暖かい目で

見守っています。 
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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】 

10 月 7 日に、「南三陸直売所 みなさん館」が、宮城県本吉郡南

三陸町歌津字管の浜 57－1 にオープンしました。  

地元が長い間待ち望んでいた直売所には、農産物・海産物の直売

スペース、惣菜や菓子などの工房、厨房、飲食スペースが入って

います。62 人の方が出品をはじめ、日々の収入源につながってい

ます。 

運営の中心は、南三陸町民が担っていきますが、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今後続けて

いきます。 

「みなさん館」のホームページを開設しました。美味しい海産

物・農産物のネット通販も行っています。 

http://minasankan.com/ 

地域情報紙「桜通信」 

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

 

厨房を取り仕切る「なでしこの

会」は新しく南三陸町民の女性

で組織しました。新しく揃えた

ユニフォームで。美味しいラン

チや惣菜を提供していきます。 

 

 

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 

 

� 名古屋の企業ボランティアが東松島市へ訪れることへの準

備として、市内在住の子どもたちとの交流の段取りや、視察

や語りべから話を聞く等、プログラム全体のコーディネート

を行なった。 

� 借り上げ住宅に入居している被災者およそ60世帯を対象に、

日頃お茶会に参加することが少ない男性同士のコミュニケ

ーションをはかることを目的とした「コミュニケーション麻

雀」を導入したお茶会を実施した。当日は10人ほどの入居者

が集まり、男性同士の交流も見られた。 

� 市内仮設住宅入居者およそ800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

と植栽後のお茶会活動を東松島市被災者サポートセンター

とともに実施。今回の植栽を以って市内全仮設住宅の全世帯

（およそ1800世帯）での植栽活動が終了した。 

 

市内仮設住宅での植栽活動後

のお茶会の様子。植栽に参加し

た入居者がそのままお茶会に

参加し、多くの交流を持つこと

ができた。 
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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9回目）を

実施 

� 10月6日～7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18回目）を開催。参加住民延べ41人 

� 静岡県の沼津魚市場イベントにて山元町での活動について

紹介 

� 東京都のグローバルフェスタにてフェスタの参加者と山元

町の仮設住宅に暮らす住民、そしてパラグアイを繋ぐイベン

トを実施 

【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の実施 

� 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

ログラムの実施 

 

浪江高校の部活動の生徒が開

催したハロウィンパーティの

様子。生徒たちはパーティー開

催のため、企画書を学校に提案

し、事前の準備から当日の実施

まで全て自分たちで行いまし

た。 

 

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 

2013年バレンタインに向けて団体が販売する「しあわせを運ぶてんとう虫チョコ」の袋詰めと発送

業務の委託先として候補に挙がった。 

岩手県陸前高田市の作業所を訪問し、打合せを実施した。打合せの結果、業務を委託することを決

定。11月より包装作業を開始できるよう、準備を進めた。 

� 被災地支援グッズの取り扱い 

引き続き、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、来場者に、山元町の状況とACEの被災地支援活動について伝え

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 

 

10月11日オイスカ四国の集いにてプレゼン（聴講者約500名） 

10月12日世界銀行・IMF年次総会公式サイドイベントにてプレゼ

ン（聴講者約40名） 

10月24日「防災と森林復興に関する国際フォーラム」 

（聴講者約120名） 

10月26日オイスカインターナショナル国際理事等19名現場視察 

10月30日「みどりの絆再生プロジェクト説明会」（林野庁主催）

にてプレゼン（聴講者約150名） 

10月30日～31日 名取市海岸林再生の会30名とオイスカ 秋田

県「風の松原」（米代西部森林管理署）、「由利本荘海岸林」（由

利本庄森林管理署）を視察研修 

 

 

 

 

 

 

越冬に備え、肥料も水も遣ら

ず、組織を固くさせますので、

触ると既にマツらしい痛さが

伝わります。 

 

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）、埼玉県（加須市） 

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 

下半期支援額・内容の検討 

④ 保育士派遣（10日間フォローアップ） 

宮城県気仙沼市の保育施設（9月末より継続） 

⑤ 被災地出張：支援先保育施設を訪れ、保育状況、現行支援の

妥当性・追加支援の必要性を視察・面談 

（宮城県気仙沼市、東松島市、多賀城市、仙台市） 

⑥ 講演会「東日本・家族応援プロジェクト2012・in 仙台」参加 

 

 

 

 

 

手狭なトレーラーハウスで保

育を行なっている「おおぞら保

育園」（宮城県多賀城市）。幼

児のための午睡時には置き畳

を活用するなど、工夫を凝らし

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、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)参画プランニングによる

被災した女性の起業講座の様子 

 

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 

� 幼稚園・保育施設に対するアートセラピー活動の実施 

  10/26 おさなご幼稚園 /10/30 大槌町託児所/  

10/31 安渡保育所 

� 幼稚園・保育施設に対する遠足（ピクニック）の実施 

10/17,24 鵜住居保育園/ 10/17 唐丹児童館 

� 子どもアセスメント、教員向けカンファレンス 

10/29 小佐野保育園 

10/13,14 宮古市のシネマリーンにて無料映画上映会の実   

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） 

� 大槌町社会福祉協議会支援 

同会にてボランティア調整業務のサポートを実施。4月から

毎週末実施していた吉里吉里海岸清掃プロジェクトは10月

をもって終了 

 

安渡保育所でのアートセラピー

にて、園児達が各自で選んだぬ

り絵に一所懸命取り組む 
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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10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88名が参加。 

� 芸能文化、スポーツ、趣味活動 

芸術文化スポーツ支援活動で支援させていただいた釜石市リボ

ンフラワー石垣教室。震災で資機材を全て流出し、会の解散も

考えたたが被災者の方を元気づけようと出前講座を実施。今年

は震災後の更地になった場所からコスモスが元気よく咲いてい

るのを見、“コスモスの花のように強く、優しく明日に向かって”

のメッセージを込め釜石市市民文化祭で発表した。CARE は資

機材の提供で協力。 

 

 

リボンでお花を作る、リボンフ

ラワー石垣教室の石垣様。“コス

モスの花のように強く、優しく

明日に向かって”のメッセージ

を込め釜石市市民文化祭で発表

した。 

 

 

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）。 

 

被災地でありながら、他県から

も約 140 人受け入れている宮城

県黒川郡大和町。皆に笑顔にな

って欲しいと、黒川高校機械科

の高校生たちが地域の夏祭りに

参加しました。 
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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 

 

【釜石】市内の高校へ、早朝授業クラスのための交通手段支援。 

【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】越喜来の三陸・白磯フットサルコートの整備。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。市内スポーツ少年団へ大会参加・遠征費支援。 

ほか、ネットワーク会議やイベントへ参加：大船渡市アクショ

ンネットワーク会議、NEXT KAMAISHI、釜石子どもあそび場

マップの作成、陸前高田市子ども支援ネットワーク会議、陸前

高田市ネットワーク連絡会、下船渡公民館敬老会における子ど

も向けワークショップの開催。 

【新規支援決定案件】 

� 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。 

� 山田町にて開催されている出前講座へ車両を支援。 

 

大船渡市越喜来の三陸・白磯フ

ットサルコート。ボールを追い

かけ、思いっきり走り回ること

ができます！子どもから大人ま

で、広い世代の方々に使ってい

ただきたいと思います。 

 

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。 

10月は、「僕らのカヌーができるまで」の映画鑑賞会、そし

て、健康講話とイモ餅とかぼちゃ粥のつどい「3つの秋を楽しも

う」を開催し、これからの生き方や健康について、被災された

方とともに、楽しみながら考える機会となりました。健康講話

は、高齢化が進む気仙沼で、少しでも元気なお年寄りが増えて

ほしいと、認知症をテーマにしました。 

また、「はしかみ交流広場」を拠点に活動を継続して行いまし

た。 

� 【なんでも相談】不眠の相談、自治会活動の支援、お茶飲

み、イベント打合せなどの利用がありました。 

� 【保健活動】仮設住宅のお茶会や公民館まつりでの健康相

談を行い、地元の行事では救護班として参加しました。 

� 【編み物講座】週1回の講座と、編み物ボランティアの会を

何度か開きました。話をしたことがない人ともお話しでき

て良かった、出かける場所があって良かったというお話を

聞くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

階上公民館の公民館まつりに参

加し、健康相談と活動紹介を行

いました。41名の方が看護師に

よる血圧測定と健康相談を受け

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ボランティア活動隊派遣 

第50次隊（10/21～23：3名）、第51次隊（10/21～23：5名）、当会

協力の三島メンバー（3名）を派遣した。第50次隊では、代表の

小山内美江子が3回目の現地視察を行った。第51次隊は、ボラセ

ンからの業務として、漁協での片付け・土のう作り、カキの選

別（付着物除去）作業に携わった。また、10/17～21まで、三島

メンバーの企画により、同町ベイサイドアリーナ内で写真パネ

ル展を開催した。  

第51次隊参加者の感想は次の通り。「漁師の方から未だ残る生態

系への影響を聞いたり、傾いたまま残っている家を見たりする

と、息の長い支援が必要なのだと強く感じました。行政が出来

ることと一般人が出来ることには何があるのか注視し、考えて

いきたいです。」 

②派遣者数（2011年3月～2012年10月末） 

現在まで延べ288名（運営要員:延べ51名、活動要員：延べ237名）

を派遣。活動総日数は1510日となった。 

 

 

カキの選別作業を行うJHP51次

隊のメンバー 

  

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、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および宮城

県漁協婦人部に対し、漁網、漁具およびアクセサリー作り

などの支援を行ないました。 

� ボランティア派遣事業として、10月にボランティア194人を

派遣。漁業支援や仮設住宅団地での住民たちとの交流活動

などを行いました。 

 

石巻市上釜地区の復興支援の一

環として、地区内にある上釜ふ

れあい広場に、地域住民やボラ

ンティアの皆さんと一緒にチュ

ーリップ1万本とツツジ40本の

植栽を行いました。 
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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等の方、及びいわき市の被災者 

実施した 

活動概要 

 

①交流スペース「ぶらっと」の運営 

� この10月で交流スペース「ぶらっと」開設の1周年を迎え

た。一か月間で企画しているイベントや教室から、仲間が

でき、サークル活動に発展するグループができた。 

� 楢葉町と双葉町の町民の集いを行った。 

� 利用される方の個別対応（行政や病院へのつなぎなど）を

行った。 

②「ぶらっと通信」発行 

「ぶらっと」の活動報告、支援情報、双葉各町から避難されい

わき市で再開された施設の紹介等を掲載。引き続き、各町の広

報誌に同封していただき、広くいわき市にお住いの方に知って

いただけるようにしている。10月も「友人に紹介されて」、「広

報誌に入っていたので」と初めて立ち寄ってくださる方が増え

た。 

③いわき市平の街なかコンサートにて手工芸品の販売 

「ぶらっと」の教室で制作したカゴやちりめんの人形などを販

売してほしい、と前々から声が上がっていたが、街なかコンサ

ート実行委員の方からブースがあるので販売しては、とお声掛

けいただき販売の機会を持つことができた。また、シャプラニ

ールで企画及び販売しているフェアトレード商品も併せて販

売でき、理解を深めていただく良い機会となった。避難生活が

続く中、自分の作った商品が次々と売れていく様子に皆さんそ

れぞれに満足された様子だった。今後も生産、販売できる商品

をもっと作りたいと意欲的な声が上がっている。 

 

 

 

街なかコンサートにて自作の小

物を販売する双葉各町ご出身の

みなさん 
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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】 

� 小泉浜区多目的集会場にて、地元の食材・料理を見直すレ

シピ作りのワークショップを行った。 

� 福祉の里仮設にて編み物・お茶会を行った。 

【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。（10月の利用者数279人、貸し出し冊数464、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（10月の利用者数871人、貸し出し冊数1,926、のべ50

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。 

 

地元の食材・料理を見直すレシ

ピ作りのワークショップ後に実

際に調理をするお母さんたち 

 

 

 

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。10月は、産

婦 151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 

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。 

※9月は子ども達の心を癒す専門家によるドラマセラピー開催。 

教職員の身体と心を癒すセラピストによるタッチケアも実施。 

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。 

頑張って作った「広告の冠」を

乗せて嬉しそうな子ども。 

「子どもの笑顔から復興へ」 

 

 

特定非営利活動法人 地球市民の会 

活動地域 佐賀 

対象者 佐賀県民、福島の親子、佐賀に避難されている東北の方々 

実施した 

活動概要 

 

① 出番だプロジェクト 

宮城県東松島市に佐賀と東北をつなぐ被災地応援ボランテ

ィアとして介護福祉施設「NPO法人のんび～り すみちゃん

の家」にリレー形式で派遣した学生の報告会を実施しまし

た。 

② ハッピーストック プロジェクト 

11月の福島の親子の招聘の資金調達のため「10/21.秋のひだ

まりマーケット Earthな日」にバザー出店しました。東日

本大震災の復興支援ワークショップ「ＫＯＮＥＣＡＮ」も実

施しました。 

③ よかとこ佐賀プロジェクト 

佐賀に避難されている被災された方々への東北名物の「いも

煮会」を実施しました。 

①報告会の新聞記事です。 

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

059/_1704.html 

②フェイスブックページをご参

照ください。 

http://www.facebook.com/sagakara

genki?sfrm 

③ 「いも煮会」の新聞記事で

す。 

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

059/_1707.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5回開

催、のべ36人が集まった。また、女性を対象とした健康相談会

を5回開催、配布しているパンフレットに関するアンケートを行

ったり、現地でのネットワーク構築もすすめたりしている。 

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や桜ラ

イン3.11の活動も継続しておこなっている。 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅での紙芝居を用いた相

談会の様子 

 

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 

 

� 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。

マッサージや傾聴活動、手芸教室、ミニコンサートなどを

組み合わせて、多くの方が参加できるよう工夫しています。

10月は3県で16回実施し、合わせて約370名が参加しました。 

� 被災地の障害者が社会に参加し、経済的自立を図れるよう、

福祉施設の修繕や機材の提供、福祉施設で作られた商品の

販路拡大の支援をしています。10月は宮城県内の商業施設

での販売会への出店や、イベントなどでの委託販売を行い

ました。 

� また、災害時などに備えて福島県の54の訪問看護ステーシ

ョン向けに発電機83台と足踏み式吸引器84台の配付を完

了。10月に2日間にわたって発電機の使用説明会を行いまし

た。 

 

 

 

もしもの時に確実に使いこなせ

るよう、提供した発電機の使い

方を説明。右の赤いジャンパー

がAARスタッフ。 
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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） 

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」の活動及び法人運営のサポート

を行っている。 

� いわき市で支援に取り組むNGOの現場スタッフの心理ケアをサポートしている。 

 

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実施。10月中旬、市内で活動する22団体が

参加するNPO/NGO連絡会「仮設住宅分科会」で課題や現状をま

とめ、市長・副市長と意見交換を行いました。 

� 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、地元団体に協力

する形で6ヶ所にて週6日運営。10月には地元団体「つながっべ

南相馬」のNPO設立総会が行われJVCも参加しました。 

� 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。音質を改善するための機材設

置工事が10月に完了しました。 

 

サロンで憩いの時間を過ごす

人々（南相馬市・角川原仮設住

宅） 
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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 

 

【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】 

今月はこれまでと同様に医師、保健師、整体師、保育士による

出張形式相談会を継続して実施しました。医師による血圧講座

と保健師による玉ねぎの皮を使った健康講座、私生活へのアド

バイス、保育士による育児へのアドバイスを中心に行い、更に

今月はボランティアによるバイオリンの演奏等も行って好評

を得ました。また釜石市福祉協議会や他の支援団体と協働して

仮設住宅の談話室で「ふれあい教室」を開催しました。 

また被さいローン減免制度の告知活動を強化して仮設住宅へ

個別に当団体が作成した説明パンフレットを配布するととも

に自治会長会合や他団体との連絡会で制度の説明を行いまし

た。また福祉協議会が当団体のパンフをみなし仮設住宅への配

布を開始する等協働活動を強めることが出来ました。 

 

 

「ふれあい教室」の一場面。65

歳以上の高齢者に対し、講義、体

操等の各種サービスを提供する

ことにより地域において長く自

立した生活が営めるよう支援し、

閉じこもりの防止及び要支援及

び要介護状態になることの予防

を図るために行う釜石市の事業

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、石巻市、女川町、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 

 

� 家屋の修繕・修復 

【岩手県大船渡市および宮城県東松島市】 

大船渡市では目標である110軒の個人宅修繕支援が終了。新た

に『ひまわりプロジェクト』としてソーラーパネル設置支援を

開始。東松島市では個人宅修繕の選定が継続中。 

� コミュニティ再生 

【宮城県名取市】：小塚原地区にある小塚原集会所の修繕、及

び閖上地区にある日和山神社に東屋建築活動を実施。 

【宮城県東松島市】：スクールバス待合所の建築及び市内数か

所の応急仮設住宅でのベンチ作成と設置。 

【岩手県大船渡市】：応急仮設住宅における共有物置や縁台な

どの作成と設置。 

 

 

東松島市の個人宅の床板を解体

する作業を行う様子 
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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、町民 

実施した 

活動概要 

 

� 大槌子どもセンター 

月から金曜日、午前10時から午後6時まで。利用登録している子ども数は200人を超えている。保育

士を雇用し、放課後の子ども支援事業を継続中。 

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。 

焼き芋会、ハロウィン、町の文化祭への展示作品作りなどには、多くの子どもが参加した。 

� 写真データベースの公開 

町内の商業施設に設置した写真データベースに加えて、町役場の入口付近にもデータベースPCを

設置して公開始めた。 

 

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 小学生 

実施した 

活動概要 

 

ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）は、宮城県南三陸町で10

月21日、こども向け体験学習講座「南三陸町アフタースクー

ル」スペシャル講座「南三陸の魚、世界へ！」を開催しまし

た。 

南三陸町は牡蠣やホタテ、わかめやサケなど漁業が盛んな町

です。地元の子どもたちにとって身近な町の魚を題材に、世

界で魚を売るための施策を考えるというワークショップ内容

でした。参加した子どもたちは、講座を通じて同年代の子ど

もたちと時間を過ごすことがとても貴重な時間となっていま

す。「魚を串焼きにして売ります！」「小さな魚は練り物にし

ます！」など、町の未来を支える子どもたちがアイデアをこ

らしました。 

夢をふくらませながら、目標に向かって進もうとすること。

難しそうなことでも、自分次第で夢は実現できるということ。

今回の講座を通じて、子どもたちはまたひとつ、経験を得た

ことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

講座に聞き入る子どもたち 
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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。 

� 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（料理教室など）を実施しました。10月27日には

同会の運営評議会をサポートしました。 

� 岩手の地元NPOスタッフへの研修 

10月23日から3日間、BAJ事務所にて「さんさんの会」スタッ

フ向けの研修を実施しました。 

� 多目的コミュニティスペースでお茶会の開催 

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、多目的コミュニティスペースの本格稼働に向け

て準備中です。10月11日より送迎バスの運行が始まっていま

す。 

 

 

多目的コミュニティセンター内で

の料理教室の様子（大船渡10月） 
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特定非営利活動法人 メデゥサン・デュ・モンドジャポン(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 

 

ホットヨガスタジオLAVAさまから世界の医療団にご支援のお申

し出をいただいたのは、2012年の2月。LAVA会員のみなさまから

の善意のご寄付と、必要ならばボランタリーなスタッフの参加も

検討したいとのお話をいただいた。運動を切り口にこころにはた

らきかけていく運動チーム（公益財団法人 明治安田厚生事業団 

体力医学研究所）の活動が、担当者の目に留まったのだときいた。

その後、現場への視察同行２回を経て、8月には大槌町内の病院

スタッフ向けに月1回6ヶ月間の予定で、LAVAチームによるヨガ

レッスンを開始した。正しいやり方を知らないから、専門家と一

緒でなければできない、ヨガでなければならない、そんな先入観

を取り払い、自分にとってのセルフケアを見つけてほしいと思っ

ている。被災後は、それ以前にはなかったような縛りが生活に生

じている。知らぬ間に自分で心理的な限界をつくっているかもし

れない。身体で感じる気持ちよさは、心に伝わる。こころに新鮮

な空気がはいれば、少し世界が、日常が変わる・・・その感覚を

思い出してほしい。 

 

初回を担当した3人のメンバー

は、病院スタッフとの対話を大

事にしていました。 

 

 

 

 

 

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 

 

10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320名、子ども103名、合計506名でした。 

イベントの一つ「折り紙教室」では「ぐるぐる」や「くるりん」

と呼ばれるユニット折りを組み合わせてできる紙おもちゃを作

りました。円の中心から外側へ、外側から中心へと回転し、万華

鏡のようにも見える不思議な紙おもちゃで、子どもだけでなく大

人も楽しめる紙おもちゃです。7つのユニット折りを組み合わせ

て作るのですが、なかなか最初の1つが折れず、参加者は何度も

何度も折り直したり講師に聞いたりと苦労しながら折っていま

した。ようやく出来上がった作品で参加者は、「不思議だぁ。」「孫

が喜びそうだからあげよう。」と盛り上がっていました。 

 

折り紙教室では回を重ねるごと

に高度な技術を習得していきま

す。 

 

 

 


