あの日から2年。
私たちのチカラを、想いを、
これからも。
平成23・24年度活動報告書

東日本大震災
における
支援活動記録

After
特定非営利活動法人

愛知ネット

3.11

3.11から2年。愛知ネットは震災直後から現在まで、
被災地・愛知でさまざまな支援活動を実施しました。
物資などの物理的なものはもちろん、
被災された方々の心のケアにも重点を置いて活動しました。

被災地で、愛知で
人の心を支えてき

After3
2
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大船渡市長

陸前高田市長

戸田 公明様

戸羽 太様

被 災 地 域 を 力 強く
支 えていただいた 皆 様 に
衷 心 より感 謝 を

いち 早く多くの
ご 支 援 を いただき
あらためて 感 謝

『特定非営利活動法人愛知ネット』
の、長年にわたる、
ま

東日本大震災の発災からこれまで、
日本国内はもとより

た全国広域にまたがる災害地への救援活動へ対し、心か

世界各地から温かいご支援を賜り、被災者の方々が少し

ら敬意を表し厚く御礼申し上げます。

ずつでも生活感のある日々が過ごせる状況となっておりま

東日本大震災に際しましては震災直後から今日に至るま
で、多大なご支援をいただいてまいりました。人工衛星を使

すことに、心より感謝申し上げます。
特にも
『特定非営利活動法人愛知ネット』の皆様には、

用した情報通信端末機の設置、臨床心理士さんの派遣、

震災後にいち早く陸前高田市に対して支援の手を差しの

本市盛町の灯ろう七夕まつり開催支援のほか、炊き出しや

べていただきました。避難所での炊き出しやボランティアバ

お茶会のサポート、
ボランティアバスの運行など、被災地域

スの運行、心のケア活動をはじめ、地元NPO団体と連携し

を力強く支えていただきました。改めまして、貴NPOはじめ、

支援体制を構築していただくなど、多くのご支援をいただき

国内外の支援活動団体の皆様へ衷心より感謝申し上げま

ましたことに対しまして、
あらためて感謝を申し上げます。

す。誠にありがとうございました。

将来に向けて希望と安心のもてる新しい陸前高田市の

復興への道程は長く険しいものと存じておりますが、命

実現に向けて、
これまでの全国の皆様との
「絆」
を大切にし

を守り夢を育む新たなまちづくり実現のため、市民とともに

ながら、全力で取り組んでまいりますので、末永いご支援を

邁進してまいります。貴NPOの今後ますますのご活躍を祈

賜りますようお願い申し上げます。

念申し上げますとともに、今後とも被災地を温かく見守って
いただきますようよろしくお願い申し上げます。

結びに、特定非営利活動法人愛知ネット様のますますの
ご健勝を心からご祈念いたしまして、
ご挨拶といたします。
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After3.11
住田町長

住田町社会福祉協議会

多田欣一様

ますますのご 活 躍と
連 携 の 深 まりを 期 待

佐々木松久様

継 続 的な
支 援 に 向け て

東日本大震災から、2年を経過しようとしております。改め
てこの間の全国・世界各地からの多くのご支援に対し、
深く

会長

東日本大震災以降、県内外から多くの皆様によるご支
援に厚く御礼申し上げます。

感謝いたします。

仮設住宅のサポートなどの後方支援を行う本町におい

震災により、
当町の隣接地であり同じ気仙広域圏の大船

ても、愛知ネットや邑サポートによる継続的な支援は何より

渡・陸前高田の両市が甚大な被害を受け、当町としても物

も心強く、
さまざまな活動を通じ、地域住民相互の交流も深

資の提供支援、
仮設住宅の建設等、
救援活動を行ってまい

まりました。被災地では、多くの方々の気持ちと行動により、

りました。
また、被災した両市に隣接していることから、被災

復旧・復興が進められておりますが、
その道程は決して短

地への支援団体等の拠点としての役割を担ってきたところ

いものではありません。依然として、
ボランティアの皆様によ

でもあります。
この間、愛知ネット様には、
トヨタ自動車をはじ

る支援が必要な状況にあります。

め三河地方の支援団体の受け入れの連絡調整をしていた

今後もさまざまな課題が見えてくると思いますが、
これま

だくとともに、仮設住宅での
「浜のミサンガ」作りや、入居者

で活動いただいたボランティアの皆様やこれからの活動を

のメンタルヘルスケアなど、
さまざまな支援活動をしていただ

検討されている方々には、
これからも被災者と被災地に寄

いていることに対し、
改めて敬意と感謝申し上げます。

り添う支援を引き続きお願いいたします。

今後、愛知ネット様のますますのご活躍と、
自治体との連
携が深まることをご期待申し上げ、
ご挨拶といたします。
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東日本大 震災発生か
復 興支 援に至るまでの
2 011年2月〜2 01 2 年2月
●瓦礫の問題
●「とにかく温かいものを食べたい」
●気仙地区の市民活動の再開

●東日本大震災の発生
●安否確認の問題
●寒さの問題

●支援慣れという言葉の出現
●「何か変わったものを食べたい」
●内陸と沿岸地域との歴然とした被
害の差

●職のない生活による
不安増大
●暑さと異臭
●支援者の疲労

●住田町における仮設入居
の開始
●疲労する気仙地区在住の
支援者

11

年

被災地の状況

●国崎理事による大船渡市で
の防災講演会

20

2月
愛知ネットの動き
4月、陸前高田市

3月

4月

5月

6月

●七夕まつり応援の
ための準備

●国崎理事、高桑理事による現
地調査
●支援活動の開始のための準備
●JAXA／防災科学技術研究所
と愛知ネットとの協働支援開始

●被災地状況把握
●気仙市民復興連絡会設立と応援
●ネットワーク拡充の動き
●臨床心理士によるこころのケア
（2012年3月まで実施）

5月、大船渡市

7月

6

5月、陸前高田市

から、
の動き

東日本大震災直後より被災者の方々の声をしっかりと聞き、少しでも求め
られる支援に応えられるよう努めて参りました。震災発生当初は、
とにかく
被災地の状況の把握と、被災者の生活をバックアップするための活動。夏
頃より七夕まつりの応援など、まち全体の復興支援を行いました。また、
愛知県へ避難されている方々への支援も行いました。

●支援者への不満
●手仕事や手芸サークルの盛り
上がり
●仮設支援相談員への期待

●徐々に解消されつつも継
続する断水状態
● 大 船 渡アクションネット
ワークミーティングの始ま
り

●復興情報を求める仮設入居者
●浜のミサンガ生産開始
●被災者の本音吐露の始まり

●生きがい／やりがい／
笑いあいの浜のミサン
ガづくり
●住田町住民有志が集
まった息の長い支 援
活動のための会合
●3仮設団地（住田）合
同会議開催の要望
●浸水した区域で商売
を再開する人たち

●行政より交付金
のお知らせ
●みなし仮設入居
者への支援

●大船渡市、陸前高
田市の七夕まつり
応援
●現地雇用の開始

5月、陸前高田市

9月

10月

11月

●愛フェス2011開催
●浜のミサンガ講習会の開催
●愛フェス2011実
施のための準備

1月

●浜のミサンガの販売開始

●浜のミサンガの生産開始
●住田町仮設集会所におけ
る臨床心理士常駐の本格
化

6月、大船渡市

12月

20

8月

12

年

●まちで抱き合う被災者
●住田町仮設支援連絡会
の始まり
●仮設入居が進む大船渡

●仮設入居者と地元住民と
のゆるやかな交流
●イベント開催の見合わせ
●支援者間連絡会の始まり

7

●まちづくりNPO設立のた
めの動きの盛り上がり
●みなし仮設入居者への
物資配布

2月

●現地でのミサンガづくりの
ますますの応援と愛知で
の販売
●まちづくりNPOの動き
（定
期的・ゆるやかな会合）
●住田町3仮設団地合同
会議への参加

7月、大船渡市

東日本大震災発生から、復興支援に至るまでの動き

2 01 2 年3月〜2 01 3 年3月

震災から1年が経過し、
瓦礫の撤去が進む中で、復興へ一歩づつ進む岩手。
まちづくりの主役は岩手の皆さん。
必要とされる活動をすすめました。

●お祭りがつなぐ岩手と世界
●“今だからこそ”専門知を吸収する講座
への参加

●震災から1年
●癒えぬ悲しみと前をみつめ歩む人々

12

年

被災地の状況

●物資支援と復興へのギャップ発生
●再開が少しづつ進む店舗や賑わう仮設
商店街の賑わい

20

3月

4月

5月

愛知ネットの動き

●臨床心理士チーム活動の終結と引き継ぎ
●トレーラーハウスをスタジオにした全国30
元中継番組「東日本の今―後方支援モ
デルの提案―」への協力

6月

7月

●住田町仮設支援連絡会議での情
報共有
●「被災地でお金を使う」
という応援
のあり方の紹介

●お祭りの応援
●起業講座の支援

●愛フェス2012の準備開始
●2012夏刈谷発咲かそうひまわりの輪プロジェクトへの協力

●企業や大学、市民活動団体の岩手県におけるボランティア活動コーディネート

3月、浜のミサンガづくり

8月

3月、全国30元中継
8

7月、起業講座の支援

●「忘れないで」
という想い

●まちづくりNPO設立のための動きの本格化

●災害ボランティアセンターの閉所がすすむ
●それぞれの”得意なこと”のコラボによる
まちPRイベント

●瓦礫が撤去され、解体工事が進み、一
面雪がつもる

10月

11月

●愛フェス2012へ気仙の方をご招待
●廃校を利用した文化祭の準備

12月

2月

3月

●企業の岩手県における社会貢献活動コーディネート

●廃校を利用した文化祭「アリスの
不思議な文化祭」の開催
●真のニーズと寄付とのマッチング

ひまわりプロジェクト展示の様子

1月

20

9月

13

年

●震災から2年

●まちづくりNPO設立の応援
●被災地の学びを愛知へ活かすための講演会や講座、気仙の方
をお招きしたフォーラムの開催

11月、
アリスの不思議な文化祭
9

2013年冬、大船渡市

すべてはここから。私たちの出発点

活動拠点と支援対象地
岩手県
住田基地

（愛知ネット気仙事務所）

住田町仮設住宅

（愛知ネットが運営支援）
盛岡市

現地
被災者支援

気仙郡住田町

人口／6,182人
仮設住宅に
（2013年3月31日時点）
被災者受け入れ

仮設住宅に
被災者受け入れ

現地
被災者支援

住田町
陸前
高田市

大船渡市

陸前高田市

●「 気 仙 地 区 」
岩手県沿岸南部に位置する大船渡市、陸
前高田市、住田町の2市1町を
「気仙地区」
といいます。自然や気候に恵まれて過ごしや
すく、
リアス式海岸の地形を生かした漁業が
盛んな地域です。

人口／20,631人
(2013年3月31日時点)
震災による死亡者／1,735人
(2012年10月23日時点)
行方不明者／14人
(2012年10月23日時点)

コープあいち
トヨタグループ15社
くにおこし愛知
高・大学15校
全国の臨床心理士
安城市・大府市・岡崎市・刈谷市・知立市・
豊橋市・西尾市・みよし市

住 田 町 を 拠 点に 展 開

延べ１８００名を超えた支援

愛知ネット

大船渡市
陸前高田市
住田町
ほか近隣自治体
地元社協ｖｃ

地元自治区
地元ＮＰＯ
地元団体
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地域
大船渡市

人口／39,117人
(2013年3月31日時点)
震災による死亡者／340人
(2013年4月30日時点)
行方不明者／79人
(2013年4月30日時点)

愛知ネットの支援拠点
「トレーラーハウス」

支援活動の拠点として
ボランティアの宿泊施設として
支援を始めるにあたって、現地での活動拠点となる施設として、
トレー
ラーハウスを用意。住田町役場のご理解を得て、住田町農林会館前に
設置しました。全国のボランティアの皆さんの宿泊施設として、活動情報
共有やマッチングをする事務所として、気仙の皆さんが交流するスペース
として、活躍しました。

臨床心理士会
愛知県社協

農林会館、住田基地の受入整備
より多くのボランティアをサポート
全国各地からのボランティアの受け入れ基地として利用されたトレー

名古屋市

ラーハウスですが、実際に宿泊できるのは10名ほど。
そこで、住田町のご

県内各市

ました。
また、住田町旧大股小学校を利用したボランティア宿泊施設「住

理解のもと、役場敷地内に隣接する農林会館を利用できるように整備し
田基地」の整備や運営のお手伝いをしました。
どちらも多くのボランティ
アの方々が宿泊施設として利用し、活動しました。

11

緊急支援

【写真提供】岩手県立高田病院

まず進めたのは
過去から学んだ「4つ」のこと
過去の災害から学んだ
「情報支援」
「現地の底力を信じて応援すること」
「心のケア」
「希望の象徴をともに守ること」の大切さ。
私たちは、
この4つに対するアプローチを、
震災発生当初からすすめました。

12

上野正博様

1 情報支援

衛星「きずな(ＷＩＮＤＳ) 」を利用して
大船渡市役所にて情報支援

「 e 防 災マップシステム」で
気仙地区での被災状況の集約

岩手県災害対策本部と釜石の現地対 現地対策本部（釜石）
に設置された可
策本部間でのテレビ会議の模様
（県庁 搬型USATの外観写真（アンテナ径
で撮影）
45cm）

これまでに、防災科学技術研究所『NIED』
と愛知ネットとは、
NIEDが開発した
「eコミプラットフォーム」や「e防災マップシステ
ム」等を用いて、愛知県における地域防災力高度化のための事
業をすすめました。NIEDのメンバーの方の中に、大船渡市出身
の方がいらっしゃったご縁があり、
「 e防災マップシステム」
を利用
して気仙地区の被災状況や、
情報の集約を行いました。

JAXAの岩手県における
「きずな」通信衛星による支援活動について
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
衛星利用推進センター 主幹開発員

釜石の現地対策本部の１階ロビーでイ 防災マップシステムを利用した被災地
ンターネット利用している住民の模様
状況の把握

冨井直弥さん
「岩手県災害対策本部の要望とJAXAの支援活動
内容」
JAXAは、
岩手県災害対策本部
（本部）
から、
本部
と現地災害対策本部（現地）
の釜石や大船渡の沿岸広域振興局に衛
星電話とインターネット回線の提供支援を要請された。
本部担当者との会話で、
本部と現地間での情報共有に課題があること
を知った。
テレビ会議の導入で本部と現地の関係者により、
いちどきに情
報共有ができ、課題解決できることを悟った。
「きずな」通信衛星は、商用
通信衛星に比較し小型のアンテナで、
高速回線が提供できる通信能力を
有している。機材輸送や要員の現地入り手段を持たないJAXAは、
それら
の確保に手間取り、
震災後約1週間を経て現地入りした。
テレビ会議導入
で、
情報共有の課題解決が図られ、
さらに現地の１階ロビーで、
被災者向
けにパソコンと
「きずな」
によるインターネット回線を提供した。
それまでの被災者安否情報の確認は、1階ロビーの台帳によっていた
が、
「きずな」回線の導入でインターネット検索キーで即時に調べることがで
きる。
その他、
メールのやり取りやWebで各種情報などの閲覧などに利用さ
れた。
国や自治体の派遣チームにも利用されていた。
「きずな」通信衛星に
よる愛知ネットとの災害想定訓練の活動成果を、
そのまま実災害に適用で
きただけではなく、
被災自治体や被災者に役立っていることを実感できた。
「今後の活動の展望」
来るべき災害に備えて引き続き、
愛知ネットなどとJAXAは訓練を実施し
ていくとともに、今回の教訓を踏まえ、将来の衛星通信システムの研究開
発に取り組む。
また、
愛知ネット天野理事長の橋渡しで、
岩手県大船渡市
役所への「きく8号」通信衛星による通信回線提供支援を実施するなど、
愛知ネットにはお世話になった。
最後に、被災で亡くなった方々のご冥福をお祈りするとともに、避難所
生活されている被災者の方々の生活環境が一日も早く取り戻せること、
未
来を創る子どもたちが元気よく成長していけることを切に願っている。

公民協働による
被災地による被災地のための情報支援活動を
独立行政法人防災科学技術研究所主任研究員
兼一般社団法人東日本大震災
デジタルアーカイブス支援センター

長坂俊成さん

開発中の「eコミュニティプラットフォーム」
（オープン
ソース・無償公開）
を活用し、公民協働により被災地
の情報支援に取り組んできました。災害ボランティアセ
ンターの運営や被災自治体の罹災証明書発行、
瓦礫撤去管理、
仮設住
宅等の要援護者見守りなどの活動を支援するSaaSを提供しています。
ま
た
「311まるごとアーカイブス」
（一般社団法人東日本大震災デジタルアーカ
イブス支援センター）
と協働して、
被災地による被災地のためのアーカイブス
の支援活動に注力しています。被災前の地域の映像もアーカイブし、
地域
のアイデンティティや思い出を再生し心の復興に貢献できればと思います。
また、
アーカイブスを活用した電子教材や復興ツーリズムのためのデジタル
フィールドミュージアムのためのクラウドシステムを開発し、
愛知ネットにもご支
援いただき、
アーカイブスを活用した被災地の若者の社会起業を支援して
いきたいと思います。
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宇宙航空研究開発機構『JAXA』
と愛知ネットとは、
これまでに
衛星「きずな(WINDS)」
を利用した災害時における情報支援の
実証実験を行ってきました。震災直前には、
新潟県佐渡市におけ
る実証実験を予定しており、JAXAが岩手県災害対策本部から
応援要請を受けたこともあり、
大船渡市での活動を開始しました。

緊急支援

「全ての活動は災害時の情報のために」。これは設立以来掲げているスローガンです。これまでの災害救援活動時において「何
が起きているのかわからない」
「家族の安否を知りたい」
といった情報受発信環境が必要とされている場面に幾度となく遭遇し
てきました。だからこそ震災発生当初から、
実践により培った成果を、
被災した方々はもちろんさまざまな組織にご利用いただき
情報支援しました。

2 現 地 団 体 と の 連 携 ・支 援

緊急支援

私たちは、愛知県内各地の市民活動センターの運営を、指定
管理者として受託しています。市民活動拠点で平時から活動
をサポートさせてもらうことで、防災力を高めるお手伝いが
できると同時に、災害時においては復旧・復興力増進に寄与
できると考えるからです。震災によって大切な方やモノをな
くされ、それでも立ち上がり、わがまちの復旧や復興への想
いを胸に活動する皆さん。私たちは現地の底力を信じ、応援
させていただきました。

ま ず 進 め た の は 過 去 か ら 学 ん だ﹁ ４ つ ﹂の こ と

経験を活かして、一致団結して、
つながりのある団体と協力しあって活動を展 開
『気仙市民復興連絡会』
や、
各市民活動団体のサポートなど、
さまざまな団体との連携・支援を通して、
多岐にわたる活動を実施
しました。
『NPO法人 夢ネッ
ト大船渡』
（理事長が気仙市民復興連絡会の
会長でもある）
は、
被災前から気仙地区の中間支援団体として、
活
動してきました。
「一人でも多くの方にお返ししたい」
との想いで、
写
真の収集と引き渡しを行いました。愛知ネッ
トは、
夢ネッ
トに対して、
愛
知県の団体を紹介。静岡県をはじめ、
全国のチカラをかりながら活動
されました。
『NPO法人 けせん・まちの保健室』
は、
岩手県立福祉の里セン
ターにて、
サポートが必要な方が利用する福祉避難所を運営しまし
た。
また、
血圧測定や健康相談も実施。
これは震災前から行ってい
た活動で、
福祉施設からの出張依頼にも対応しました。
また、
仮設
住宅入居の方への支援活動では、
民生委員や愛知ネッ
ト臨床心理
士チームと協働して進めました。
『音声訳 オープンハート』
は、
視覚障がいの方のために
「広報おお
ふなと」
をカセッ
トテープに録音して届ける活動を展開しました。会長
宅に寄せられた支援物資をおすそ分けする
「青空市」
も複数回行いま
した。
また震災前からつながりのあった
『美杉会大船渡』
と協働しなが
ら、
情報の点字訳活動もしました。愛知ネッ
トは、
青空市のお手伝い
や、
ご紹介をうけたイベントで浜のミサンガ
「環」
を販売しました。
『もさばロハス倶楽部』
と
『椿の里 大船渡ガイドの会』
とは、
双方
に所属する会員さんがいたことから、
炊き出し等連携した活動を実
施。共に気仙地区内で多くの会員さんがいることから、
さまざまなニー
ズを収集。炊き出し実施の運びとなりました。愛知ネッ
トは、
さまざまな
組織と連携してそのお手伝いをしました。両団体と炊き出しで連携し
たコープあいちとは、
愛知から寄せられたタオルの配布、
被災地支援
ツアーのガイド活動など展開しました。
『のびのび子育てサポーター・スマイル』
は日頃から育児支援をし
ており、
震災により利用していた会場が避難所となったことを受け、
屋外でのイベントに切り替えて、
子育て支援活動を継続しました。愛
知ネットは、
その応援のために、
当日イベントのお手伝いや愛フェス
2011へご招待する等して、
資金調達と広報協力とに協力しました。
『NPO法人Ｉ
Ｔネッ
トワーク陸前高田』
は、
2011年4月末の時点で
メンバーの安否確認ができていない状況でした。気仙市民復興連
絡会の協力を得て、
メンバーの安否確認を進め、
会長を中心に活動
を再スタートしました。
『読書ボランティア おはなしころりん』
は、
避難所で3月25日から読
み聞かせ活動を再開。助成金を利用して絵本作家を招いたイベント
も実施しました。
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個人宅へ避難されている方へ炊き出しを持っていく

気仙市民復興連絡会事務所内

写真の収集

写真の引き渡し

気 仙 市民復 興 連 絡 会とは…
気仙地区(大船渡市・陸前高田市・住田町)のNPOや市民活動団体
の8団体が集まり、
2011年4月3日に結成された連絡会です。所属する
各団体は、
震災前に行っていた活動を継続したり、
震災により発生した
ニーズに対する活動を行います。
それら活動内容を連絡会で共有し、
必
要なサポートを団体相互に行います。愛知ネッ
トはこの連絡会に参画。
所属団体の活動サポートや、
「復興ニュース」発行をはじめとした広報
活動、
経理、
助成金申請のアドバイスなどによる、
“必要な部分を必要な
だけ”お手伝いしました。連絡会は2012年4月に発展的解散をしました
が、
現在も各団体の活動は継続しています。

食を支援した炊き出しに加え、
交流の場となった「お茶会 」も実施

お茶会の様子

津波が持ってきたもの

気仙のみなさんとのつながりを
継続し発展させていきたい

元気仙市民復興連絡会会長
NPO法人夢ネット大船渡理事長

生活協同組合コープあいち
執行役員

岩城恭治さん

牛田清博さん

津波から5ヵ月後の2011年8月に、陸前高田市内
のある被災者から投稿をいただきました。
「あの日、津
波が持っていったものと持ってきたもの」
との題名でし
た。避難所暮らしの中で「遠くの親戚より近い間柄」や「全国からの支援
の温かさ」によって、
「普通に暮らしていては気付かなかった何か」
を持っ
てきてもらったとの内容でした。愛知ネットの指導により結成しました
「気仙
市民復興連絡会」は、
まさに気仙地区が気付かなかった
「津波が持ってき
たもの」でありました。普通に活動していては気付かなかった教訓でありま
した。愛知ネット支援の最大の効果は、
活動拠点の事務所を設置していた
だいたことです。
この事務所を拠点に、
気仙地区の市民活動団体が被災
者支援活動を学ぶことができたのです。
被災から3年目になる平成25年は、
県外支援団体の活動が縮小される
時期でもあり、
地元市民活動団体の一層の活動が求められる時期と心得
て努力します。愛知ネットの今後のご発展を祈念し、気仙地区のNPO関
係者を代表してお礼を申し上げ感謝の言葉といたします。

愛知ネットの天野さんから2011年4月に赤崎町漁村
センターへの食器の依頼があり、
その後5月から
「気仙
市民復興連絡会」の炊き出しの材料供給と同行を始
めたのが、
最初の活動でした。食材のカット野菜は
『フレッシュ小野』
さんか
ら仕入れ、仙台から住田町農林会館まで運んできました。生協の組合員
からいただいたタオル
（約17万本）
の配布は、
炊き出しでは追いつかず、
連
絡会のみなさんから気仙の方まで協力していただき直接お渡しすることが
できました。
そして
「見にきて」の声にツアーを企画し、
組合員も200名以上
参加し交流をさせていただきました。
これからも双方向の交流、
気仙の文化
の学び、
商品や産物・手作り品の利用など、
気仙のみなさんとのつながりを
更に継続し発展させていきたいと思います。
支援というより、
手伝っていただいたり教えていただいたことの方が多い
と思います。今後も
「新生気仙地区」のために、
微力ですが一緒に活動で
きればと思います。愛知ネットのみなさんには気仙地区との橋渡しをしてい
ただき、
本当に助かりました。
スタッフ、
ボランティアのみなさんありがとうござい
ました。

あの時…そして今
NPO法人けせん・
まちの保健室 理事長

人々から学んだことを
心に刻んで
愛知淑徳大学4年
災害ボランティア

畑中幹子さん
私たちの団体は、医療職を退職した看護師、保健
師、管理栄養士で組織しています。平成23年3月11
日14時46分、
あの忌まわしい震災が起こると同時に
救護活動を展開しました。
ライフラインが断たれた避難所での救護活動は
悲惨なものでした。
3月末、
愛知ネットが当地に入り
「気仙市民復興連絡会」
が組織されまし
た。赤崎漁村センター避難所と炊き出し班とのつなぎ役をしました。4月中
旬、災害対応型出前保健室を開始しました。血圧測定をしながら被災時
の状況を語り、共に涙しました。4月下旬から7月末までは福祉避難所
（大
船渡市委託）
の運営に当たりました。愛知ネットから臨床心理士チームが派
遣され一緒に活動することで充実した運営ができたと思っています。
高齢化率の高い被災地では閉じこもりと運動不足が大きな健康課題で
す。
出前保健室、
介護予防教室やサロンを3ヶ所で開き、
バランス食の提供
もしています。3年目の今年は、
仮設に残った人、
在宅に戻って隣人のいな
い人など孤独を感じる人が増えるように思われます。地道に訪問し顔の繋
がった支援活動が必要と感じています。

所 里帆さん
震災が起きて間もない頃、岩手県大船渡市でボラ
ンティア活動をさせていただきました。最終日は、岐阜
の自分の家に帰ることがとても辛かったのを覚えてい
ます。私には帰る場所があるけれど、被災地に住んでいる方々は復興に
10年はかかると言われている地に住み続けなければいけない。現地で
私にもできることはたくさんあったのに、私は元の生活に戻ってしまう。
その
ギャップを受け入れられなくて苦しかったです。
しかしそれと同時に
「被災地から離れていても私たち学生にもできること
はあるんだ！」
と強く思いました。
愛知にも大学にも
「東日本のために何かした
い！でも、
自分にできることって何だろう？」
と悩んでいてなかなか行動に移せ
ない人たちがたくさんいました。私は「愛フェス」
をそんな人々の想いを形に
するイベントにしたいと思い、
活動してきました。
「愛フェス」
を通して出会った
人々から学んだことを心に刻んで、
社会人になっても頑張ります。本当にた
くさんの経験をさせていただきありがとうございました。
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炊き出しを食べる現地の高校生ボランティア

緊急支援

2011年4月から8月にかけて、大船渡・陸前高田の両市で、避難所での炊き出しを行いまし
た。デリカフーズ
（株）
さん、生活協同組合コープあいちさん、大至産業（有）
さんから食材提供
いただき、被災地の食を支援。
さまざまな野菜の入ったカレーうどんや、九州名物のちゃんぽん、
愛知名物のひつまぶしは、大好評。調理にあたっては、全国のボランティアの皆さんに活躍い
ただきました。
炊き出しは避難所で行いましたが、
コーヒーや紅茶を飲んでおしゃべりする
「お茶っこ」
は仮設
住宅でも行いました。仮設住宅にお住まいの方同士の交流や、
コミュニティづくりを促進するお
茶っこは、
全国の皆さんからの寄付金を使い購入したお茶会セットを利用して、
実施しました。

被災地の職人さんに
働く意欲を持っていただくために

地元の団体の声に共感し
「真のニーズ」を知って
支援活動を

災害ボランティア

緊急支援

愛知ネット 事務局次長

杉浦忠男さん
被災された大工さんは、
「家も工場も道具も流され
て何もできねぇ」
と精神的にも落ち込み、
「ボランティア
に来たぁ」
って大きな顔をしているよそ者を煙たそうに
みています。
まずは、発電機・電動工具・ハンドツールなど被災地の職人さ
んに働く意欲を持っていただくために道具を集めようと思いました。先の気
仙大工の棟梁に、
「中古の道具でよいものではありませんが、
使ってくださ
い」
と届けました。
秋に、
お礼のさんまが届いたのはうれしかったです。

南里 幸
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愛知ネットは「気仙市民復興連絡会」
をはじめ、
現地団体の主体
的活動を応援しようというスタイルで、
活動しています。
ですから、
炊き
出しやお茶会等の支援を、
気仙の皆さんからの「やらなければ」
とい
う声をきっかけに始めることができ、
うれしかったです。
その声に愛知
をはじめ、
全国のボランティアの方々も共感し活動いただき、
さらにうれ
しく思いました。気仙は強い絆で結ばれていて、
気兼ねなくいろいろ
な話ができます。一方で、
いつかは去る人だからこそ、
話せることもあ
ります。被災者のみなさんが真に必要としているものに対し、
気仙の
皆さんと連携し、
全世界のさまざまな資源を活用させていただきなが
らアプローチできたことは、
非常にありがたいことでした。今、
活動を通
じて、
気仙の皆さんと愛知をはじめ全国の皆さんがつながり、
復興に
向けたさまざまな動きがでてきています。時期によって真に必要とさ
れるものは変わります。
これからも、
冷静な目を持ちながら、
温かい心
で応援できればと思います。

3 臨床心理士派遣
「心のケア」は、
過去の災害発生時においても、
重要な支援活動のひとつとして位置づけられてきました。東日本大震災は未曽有
の災害・想定外の災害といわれる中で、
愛知県臨床心理士会はじめ私たちの呼びかけに共感いただいた全国の臨床心理士の皆
さんの活躍により、
避難所運営時期から被災した方々の心に寄り添い、
心のケア活動を実施しました。

全国の臨 床心理士有志による活動
2011年4月3日、愛知県臨床心理士会をはじめ、全国の臨床
心理士の皆さんによびかけ、
こころのケア活動を開始しました。活
動は、行政機関
（大船渡市や住田町）
、臨床心理組織
（岩手県
臨床心理士会や岩手県精神保健福祉士協会、岩手動作法学
習会等）
、
全国の医療チーム等さまざまな関係組織と連携および
情報共有しながら、進めました。避難所の巡回訪問や、設置した
カウンセリングルーム
『こころの里』
での活動、炊き出しやお茶会
の場を利用したケアや、仮設
住宅での活動など多岐に渡り
ました。
また支援者の立場で
いらっしゃる方（教職関係の
方・福祉分野の方・現地ボラ
ンティアの方）
に対する心の
ケア活動を行いました。2012
年3月31日をもって終結また
は引き継ぎを行い、活動終了
しました。

臨床心理士チームによる
「コラージュ療法」の様子

6月10日付「東海新報」
にて、
トレーラーハ
ウスでのケアを紹介
こころに寄り添う臨床心理活動
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「こころのホッとルーム」で、
「ほっ」

暖かい心のふれあいに感謝
臨床心理士

三浦祐子さん

石垣明美さん
震災の2ヶ月半後に愛知ネットを通じて心理支援に
参加。避難所を巡って、
お話し相手やお手伝いをさせ
ていただきました。
昼間は、
子どもたちは学校、
現役世代は仕事や職探しに出かけて、
避難
所には高齢な方々がおられました。被災前は、
家事などで体を動かしてい
た方たちも、避難所生活では運動不足になりがちですので、
お話ししなが
ら一緒にお散歩をさせていただいたりしました。被災した時だからこそ語ら
れる人生の振り返りの物語には、困難な時でもそれを乗り越えてゆく誇り
が感じられました。今でも懐かしく思い出します。
中学生の子が「僕たち若
者がこの町をもり立てて行かねば、
と、
運動会の準備をしています」
と真剣
に語ってくれたことも、人間存在の素晴らしさを教えてくれました。
テレビの
報道だけを見ていてはわからない、
被災地の人たちの一生懸命を感じまし
た。支援する側される側の垣根を越えた、
暖かい心のふれあいに感謝して
います。
ありがとうございました。

支え合うことの大切さを実感

これからも「こころのケア」継続を

愛知学泉大学
臨床心理士

現代マネジメント学部

臨床心理士

大崎園生さん
私は、2011年の5月と10月に、愛知ネット臨床心理
士チームの一員として、
岩手県大船渡市での支援活
動に参加させていただきました。5月はまだ多くの人が
避難所で避難生活を送っている一方、
仮設住宅への転居がはじまったば
かりの時でもありました。避難所をまわり、
状況を把握するとともに、
被災地
における心理的ケアの体制づくりに力を注いでいました。
そのなかで、
臨床
心理士単独でできることは少なく、
いかに他の専門職や現地の支援者と
協力できるかが、
効果的な支援の要諦であることを痛感することになりまし
た。
また被災された方々の生きる姿を目の当たりにし、
臨床心理士チームのメ
ンバーや、
愛知ネットのスタッフの皆さんと一緒に活動したことで、
改めて支
え合うことの大切さを教えていただいたと思います。

成田裕子さん
私は、2012年5月と8月に、愛知ネットが行った
「ここ
ろのケア」活動に臨床心理士として参加させていただ
きました。避難所巡回では、不眠、体の痛み、家屋や
職場を失ったことへの喪失感、
将来への不安、
などについて話される人が
多く、愛知ネットが設置したカウンセリングルーム
「こころの里」では、PTSD
症状
（音や人の声に過敏に反応する、
思い出したくなくても震災当日の光
景や死体が思い出されてつらい、
ひきこもりがちになっている、
など）
や、
家
族や知人を亡くした悲しみについて語られる人が多くいらっしゃいました。
大規模自然災害によって傷ついたこころの回復には時間がかかります。
愛知ネットでは１年間の継続した活動を行いました。
しかし、
いまだ復興の過
程であり、
孤立化した方々や社会適応が困難な方などもいらっしゃる中で、
これからも2年、
3年と国全体で「こころのケア」
を継続していかなくてはなら
ないと思います。

微力ながら支援のサポートを

「自分はひとりだと思わない」
こと

臨床心理士

愛知ネット 事務局員

勝屋弘文

私たち愛知ネット臨床心理士チームは、2011年
4月2日より現地入りし、翌年の3月まで避難所訪問
や仮設住宅への訪問面談、
トレーラーハウス
「こころ
の里」
での心理面接、
支援学校への定期訪問などを行ってまいりまし
た。
被災直後の街は行政が機能せず情緒的混乱と情報の錯綜した
状態にあり、
他地域から来たNPO団体が活動するのは簡単ではない
状況でしたが、
ここまで活動できたのは市職員の方々、
医療チームをは
じめとする支援者の方々、
そして何より理解を示していただいた被災
地の方々のおかげです。
誌面を借りて厚くお礼申し上げます。
もうすぐ発災から2年が経とうとしています。辛い時人はつい「自分
はひとりだ」
と思いがちですが、大切なのはちょっと視点を変えて「自
分はひとりだと思わない」
ことだと思います。現地での心理支援は
2012年3月末をもって終了し、
その後は主に愛知県での各種防災講
演会やイベント等での東北物産販売という形で支援に関わっていま
す。今後も継続していく予定ですのでご理解ご協力のほどよろしくお
願い致します。

丸山陽子さん
「避難所の皆さん、
お世話になりました。必ずや復
興を遂げ、笑顔でまた会いしましょう」。避難所から仮
設住宅へ移ることになったご夫婦が、
避難所の皆さん
に向けて大きな声で仰った言葉です。
どこからともなく拍手がおこり、
皆でご
夫婦の出発を見送りました。
2011年6月、
私は震災から3ヶ月後の大船渡市で、
臨床心理士チームの
一員として活動に携わりました。
これはその時の一場面です。限られた時
間の中で「心理士として何ができるか？」
を自問自答しながら、
一期一会に
なるかもしれない方々のお話を聴かせていただきました。私がお会いできた
方はわずかかもしれませんが、
その方の思いや困っていることをミーティング
の場で伝え、
愛知ネットの皆さんと
「今どのような支援が必要とされ、
求めら
れているのか」
を話し合い、
微力ながら実行へのサポートをさせていただきま
した。
「必ずや復興を遂げ、
笑顔でまた会いしましょう」、
この言葉が本当の意
味で実現することを心から願っています。
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ま ず 進 め た の は 過 去 か ら 学 ん だ﹁ ４ つ ﹂の こ と

未曾有の震災に直面し、児童生徒は猛烈な不安
を掲げていました。
その不安を和らげるのは教職員の
役目。
しかし、
実はその教職員が非日常の有様に心の
拠り所を探し求めていたように思います。
そんなとき、
「愛知ネットさん」
という救いの神が颯爽と登場し、
延期された
始業式・入学式前の児童生徒を迎える心構え、
私たちの心のケアをねらい
とした研修会の開催、計20回のカウンセリングルームの開設・対応をしてく
ださいました。
このカウンセリングルームを私たちは「こころのホッとルーム」
と
呼び、
教職員・保護者・生徒の心の支えになりました。特にも震災で母親を
亡くし自宅を流失したHくんにはどれ程心強いカウンセラーさんであったこと
か。彼の表情が明るくなっていくのがよく分かりました。
また、
これとは別に不
適応行動を呈していた教員への対応もしていただきよい結果を得られてい
ます。
木原英里子先生、小泉奈央先生、大崎先生を始め、皆様には大変お
世話になりました。
本当にありがとうございました。

緊急支援

岩手県立
気仙光陵支援学校長

4 奇跡の 一本 松 保護 対策

緊急支援

景勝地として愛された約7万本の松が育った高田松原において、
唯一残った一本松。目にする人々に希望を抱かせる存在である
と同時に、
震災の恐ろしさを伝える存在だと感じました。一本松を守ることが、
気仙地区の方々にとっても防災活動に取り組む私
たちにとっても意味のある活動であると考え、
保護活動を進めました。

一本松の回復作業に
携われたことは私の大きな財産

一本松保護のために
できることはないか…

ま ず 進 め た の は 過 去 か ら 学 ん だ﹁ ４ つ ﹂の こ と

陸前高田市の高田松原で、唯一、津波に耐えた「奇跡の一
本松」。
『 財団法人日本緑化センター』
が中心となり、
保護のため
の活動が進められてきました。愛知ネットは、造園・緑化に詳しい
愛知からのボランティアの方とともに保護策検討会議へ参加。
ま
た、2012年9月に保存のための切り倒し作業が決定するまで、
一本松に関する情報収集作業を進めました。

災害ボランティア

田口 悟さん
2011年5月からの1ヶ月間、
陸前高田市の「奇跡の
一本松」の復興を支援しました。愛知ネットが資金面
での支援をすることとなり、
多少の造園業経験がある
私がボランティアで行くこととなりました。4月中旬から樹勢回復の対策が進
められていて、
私は松の根元に海水の浸入を防止する止水パイルを打ち
込む工事や、
根の近くの地下水面の高さを測定する作業等のお手伝いを
しました。
5月、
最初に一本松に対面した時はまだ葉の緑が残っていたものの、
根
元の地面から50ｃｍには塩辛い水があって、
樹勢回復はかなり難しいと感
じました。
そして6月初めの止水パイル打ち工事の時には、葉の緑がなくな
り真っ茶色で絶望的に…秋には悲しい宣告がなされてしまいました。
津波に耐えて立ち残ったたった１本の松が立ち枯れという結果になり残
念と言うしかありませんが、
復興のシンボルとして保存されることになり、
この
2月には元の場所にモニュメントとして復元される計画と聞いています。全
世界で有名になったこの一本松の回復作業に携われたことは、
私の大き
な財産になりました。

陸前高田市「希望の松」保護体制図

（社）日本造園学会
（学術的知見の提供）
www.landscapearchitecture.or.jp/

（社）日本造園建設業協会本部
（技術支援）
www.jalc.or.jp/

（財）日本緑化センター
（支援要請・連絡調整）
www.jpgreen.or.jp/

連絡
文化庁、国土交通省
環境省、林野庁

資金支援

（財）日本ユースホステル協会

NPO愛知ネット
松保護の申請

岩手県：農林水産部、県土整備部
生涯学習文化課

連絡

（社）日本造園建設業協会
岩手支部

陸前高田市
市長
許可4.18

［技術提供・現場協力］
海岸景観復興協議会
住友林業㈱/住友林業緑化㈱
ﾂﾘｰﾏｽﾀｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ岩手支部
岩手県緑化センター
日本樹木医会岩手県支部
（社）日本造園組合連合会岩手県支部
高田松原を守る会
NPO愛知ネット
林木育種センター東北育種場
（社）日本造園建設業協会岩手県支部は4月18日、陸前高田市長より「希望の松」保護対策の許可を受ける。
（社）日本造園建設業協会本部は岩手県支部から技術支援要請を受け、日本造園学会に協力を求める。
（財）日本緑化センターは住田町多田町長より協力要請を受ける。
4月22日の調査・緊急対策の段階から、３組織の連携により保護活動を開始。
なお、緑化センター・日造協は高田松原に関係する省庁と連絡を取りながら対策を進めている。
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支援

住田町

地域連携

【写真提供】東海新報社

「つなぐ」ことで
より確かな支援を
「緊急支援」の次の活動は、地域と地域とをつなぐこと。
人々のまちの「これから」への歩みを力強くする支援であり、
「まつり」
「ボランティア・コーディネート」
「現地雇用」の
3点に着目し支援をすすめました。
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1 おまつり支 援

地域連携
﹁ つ な ぐ ﹂こ と で よ り 確 か な 支 援 を

大船渡市盛町の七夕の様子

炊き出しやお茶会など、
被災地のさまざまな方とお会いする中で聞こえてきたこと。それは「今、
おまつりをしたい」
という声でし
た。震災前から代々地域で受け継がれ守られてきたおまつりは、鎮魂の意味や明日への活力を生み出すために必要です。愛知
県だけでなく全国・全世界の皆さんの資源を活用させていただき、
おまつりを支援しました。

スタッフ派遣、物資提供など多面的に強力
出会いと交 流から生まれた「 地域連携 」

飾りが登場、
設置作業にも安城からのスタッフが協力しました。安
城の名物イベントである
「願いごと短冊」
で励ましのメッセージが
書かれた短冊
（2011年は約500枚）
を展示したり、来場者に願
いごとを書いてもらいました。同じく名物の「願いごとふうせん」
は、
安城七夕と同時開催で行われました。住民の夢や復興への願い
が書かれた風船約3,000個が放たれ、映像を通じて感動を共有
しました。ステージイベントでは、現地と愛知県の高校生による太
鼓演奏や合唱などのコラボも実現しました。
このように、
ボランティ
アやイベント専門スタッフの派遣、
スタッフTシャツやステージ関係
設備をはじめとする物資の提供、
運営マニュアル作成など多面的
な協力を展開。地元の方々と他地域からの来場者が一帯となった
「地域連携」
をも生み出しました。
2011年は地域連携の色合いが強い「北東北三大まつり」
で
も実行委員として招聘され、
側面からまつりをサポートしました。

岩手県大船渡市で毎年夏に開催されている
「盛町灯ろう七夕
まつり」。明治時代から続くこの伝統行事には、各地区の山車や
竹飾りを楽しもうと多くの人々が訪れます。震災でイベントの中止
や自粛が相次ぐ中、
同じ愛知県安城市の安城七夕まつり協賛会
から支援の申し出がありました。
「安城七夕まつり」
は
「日本三大
七夕」
に称される大規模な七夕まつり。
この安城から、
竹飾り用の
くす玉の贈呈やボランティアスタッフの派遣などが行われることと
なり、盛町夏まつり実行委員会や盛青年商工会と、安城七夕ま
つり協賛会とをつなぎ合わせる役目を果たしました。
8月6・7日に行われた
「盛町灯ろう七夕まつり」
では、安城七夕
まつりから送られたくす玉
（2011年は約60個）
を含む53本の竹

住田町夏まつりでの花火
［写真提供］
住田町観光協会

住田町夏まつり
［写真提供］
住田町観光協会

住田町夏まつり
［写真提供］
住田町観光協会
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住田町大感謝祭でのひとこま

地域連携

住田町への感 謝をこめて

﹁ つ な ぐ ﹂こ と で よ り 確 か な 支 援 を

住田町の皆さんのご理解があり、私たちは住田町に拠点を置
き、
復旧・復興活動ができます。
そこで、
活動拠点であるトレーラー
ハウスを設置している住田町にて、
2011住田大感謝祭を開催。
ボ
ランティアの皆さん、
トヨタグループさん、
コープあいちさんらと共に
吉本興業グループさん、
トーメンエレクトロニクスさん、
気仙地区の
NPOの皆さんなどのたくさんのご協力を得て、
住田にお住いの皆さ
んへの感謝をお伝えするイベントを開催しました。
また、
同町内にて
毎年開催される
「住田町夏まつり」開催にあたっては、
花火打ち上
げへご協力させていただき、
感謝の気持ちをお伝えしています。

「うごく七夕祭り」もサポート
陸前高田市で毎年開催される
「うごく七夕まつり」。実行委員
会へ、2011年は、
オフィシャルグッズとなるTシャツ2,500枚、花
火600セットを送りました。2012年は邑サポートの協力を得て、
ブースを展開。愛知名物の手羽先や、
きしめんを振る舞いました。
2012年には住田町でも七夕が動きました。住田町の皆さんと、
陸前高田ご出身の皆さんとがつくりあげた山車が、気仙を明るく
照らしました。

山車づくり

住田町夏まつりで動いた山車

邑サポートさんの協力を得て、
うごく七夕まつりでブース出展
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温かいご支援に
ただただ感謝の気持ち

地域連携

大船渡商工会議所 副会頭
盛町夏まつり実行委員会 実行委員長

水野公正さん

﹁ つ な ぐ ﹂こ と で よ り 確 か な 支 援 を

3．
11の大震災の直後は、
例年8月の七夕祭りの開催など思いもよりませんでした。
しかし町が少し落ち着きを取り戻した頃、
94歳にな
る町の大長老が私に電話をくれまして、
七夕祭りはお盆に先立ち先祖の霊をお迎えする大切な星祭りであるから、
こういう悲しいことが
あったときであればこそなお開催しなさい、
というご指導でした。
大口の協賛企業は軒並み被災しとても資金集めどころではありませんでしたが、
そのことを聞きつけた愛知ネットの天野理事長が、
私どもが応援しますから
開催をと、
多大なご支援をいただきました。
そして安城市の七夕祭り実行委員会の紹介をいただき、
七夕の資材を頂戴することができました。10台の七夕山
車のうち2台が被災しておりましたが、
1台は修理をし、
去年も一昨年に引き続き温かいご支援を頂戴し、
残り１台も制作することがができました。何と感謝して
よいかわかりませんが、
ただただ感謝の気持ちだけであります。
被災地の復興はまだまだですので、
これからも見守っていただければありがたいと思っております。

震災と愛知ネットと私
～七夕が繋 いだ絆～
盛青年商工会

「あおぞら花月」プロジェクトで
勇 気や元気をいただいた
会長

よしもとクリエイティブ・エージェンシー
あおぞら花月担当 常務取締役

門田晃明さん

戸田義人さん

すべての始まりは、
震災直後に天野理事長率いる
愛知ネットのボランティアグループが、
住田町役場敷地
内にベースキャンプを張ったことでした。開催の危ぶま
れている
「盛町灯ろう七夕まつり」の存在を知り、
そして盛町夏祭り実行委
員会にファーストコンタクトがあったのが2011年のGW直前でした。天野理
事長から安城七夕協賛会を介しご支援ご協力をいただいたことによって、
盛町灯ろう七夕まつり2011の開催へと動き出しました。
愛知ネットが繋いだご縁はそれだけでは終りませんでした。
トヨタグループ
を始めとする愛知県の支援が、
愛知ネットが受け皿となることによって広域
気仙地区に集中したのです。
それは真に、
天野理事長の背中に向けて集
まったが如く圧巻でした。
このご縁が末永く続くことが私の切なる願いです。今年の愛フェス2013
には昨年同様、
我が子とともに「愛ファザWALK」することを楽しみにして
おります。愛知ネット、
天野理事長、
2年間本当にありがとうございました。
そ
して、
これからもよろしくお願い申し上げます。

震災から2年を振り返り
愛知ネットさんへ 御礼を
住田町商工会

弊社では3.11の東日本大震災直後、社内では被
災地のみなさんに少しでもお役に立てないか？何かで
きることはないか？を考えました。笑いを提供することは
時期早尚ではないのかという意見もありましたが、
実際に被災地を支援さ
れている皆様から
「そんなことはない、
現場は落ち込んでばかりではいられ
ない。笑いが必要です」
との力強い要望をいただきました。私たちは「あお
ぞら花月」
というプロジェクトを企画しました。
ただ、実際に当社と被災地の
皆さんを結ぶラインがなく、
どこに笑いを提供すればいいのかと考えていたと
ころ、
愛知ネット様とご縁がつながり、
7月と9月にタレント派遣プロジェクトを実
施することができました。
被災地では、
タレントだけでなくスタッフもあまりの惨状に声も出ない状況
でしたが、
子どもたちが笑うことで、
親が笑い、
さらに年寄りが笑うという状況
で、
現場に行ったタレント、
スタッフは逆に勇気や元気をいただいたと申して
おります。愛知ネット様をはじめたくさんのボランティア団体様のご協力で、
100ヶ所以上にタレント派遣を実施することができ感謝しております。

支 援から異 文 化 理 解 、地 域 交 流へ
「七夕」が二つのまちをつないでくれた

会長

安城七夕まつり協賛会

髙橋髙志さん

小島祥次さん

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた岩手、宮
城、福島の沿岸地域。気仙管内では、大船渡市、陸
前高田市の両市が津波で中心部が破滅し、
今、
盛ん
に復興に向けてそれぞれの方々が一生懸命取り組んでいます。震災から
のこの2年間を振り返り、
ボランティアの方々の活動が大きく報道などにより
取り上げられ、
感謝をしております。
住田町におきましても、毎年7月に行われている
「すみた夏まつり」での
フィナーレとして行われる
「花火大会」
に、
ここ2年間多額の募金を愛知ネッ
トさんよりいただき、
より盛大なまつりとして、住田町民はもとよりたくさんの
気仙地区の皆さんに喜んでいただき大変感謝をしております。今後とも一
層の支援をお願いいたしますとともに、
これまでの活動・支援にお礼をさせ
ていただきます。
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「我々には、七夕がある。
まつりがある」。震災が起
こった直後、被災地の方々に何ができるかを考えたと
き、
まずそれが浮かびました。
そしてその思いを汲み取
り、
コーディネートしていただいたのが愛知ネットでした。
8月に盛町灯ろう七夕まつりが開催されることになり、安城からは七夕
飾りの支援とボランティア派遣を実施。安城の人気行事である願いごと短
冊と願いごとふうせんを現地でも行いましたが、
驚いたのは、
同じ七夕でも
「願いごと」の安城と、
「鎮魂」の盛ではバックボーンが異なることでした。
盛の水野実行委員長が、5月の初対面の際に「津波で多くの命を失った
からこそ、
盛大にやらなければならない」
とおっしゃっていた意味が、
山車を
ひき回す荘厳な光景を見てようやく理解できたような気がします。
2012年夏には、
逆に盛の方々が安城を訪れ、
七夕まつり会場で山車を
披露していただきました。異文化の理解、
そして地域交流。支援という枠組
を越えた心のふれあいを体感できたことが、
我々にとってもかけがえのない
財産となっています。

2 ボ ラン テ ィア・コ ー デ ィネイト

情報提供から宿泊手配まで
トヨタグループの活動をトータルサポート

大船渡市でのボランティア活動の様子

各 社の支 援と気仙を結ぶ
愛知ネットは気仙事務所を設置している利点を生かし、独自に大船渡
市や陸前高田市の地元の方々からニーズを収集。ニーズをトヨタグルー
プの皆さんとをマッチングし、必要とされる応援を進めました。
また、被災地
の今の状況を見て知ってもらうために、
バスで気仙沿岸地域の見学や案
内も実施しました。陸前高田市では、
復興のシンボルとしてよく知られてい
た
「奇跡の一本松」
を。大船渡市では津波に耐えた千石船「気仙丸」の
案内をしました。気仙丸は、気仙地区の気仙大工さんが昔ながら工法で
造ったものとして有名で、
大船渡を象徴するものでした。
また
「地元でお金
を使うことも復興支援の一つになるのでは」
との声を同グループの方が頂
いたことを受けて、気仙地区でのお土産購入や、再開した飲食店での食
事をしていただく際のコーディネートも行いました。
さらに、
愛知ネットが先ん
じて気仙地区で活動していたことから、
住田町の仮設住宅から
「手伝って
ほしい」
という声があがった際にコーディネートしました。仮設住宅周辺の
側溝の溝掘り作業・泥上げ作業や草取りなど、
お住いの皆さんだけでは
手が回らない作業があることも分かってきました。
そこで2012年度の活
動において、
お住いの皆さんのニーズと、同グループの皆さんの「より良く
したい」
という想いのマッチングが実現しました。
震災発生直後から、
トヨタグループ各社における支援活動が検討さ
れ、実施されています。愛知ネットは気仙地区におけるニーズの収集はも
ちろん、
グループ各社のヒアリング調査の際のコーディネートや、活動の
マッチング等を通して、
支援活動をお手伝いしています。2012年2月に気
仙地区におけるヒアリングで得た情報をもとに、
各社様々なアイデアや特
色を生かした活動が継続して展開されています。例えば、
トヨタ自動車(株)
さんは、
車両や収集したベルマーク、
書き損じ葉書を寄贈されました。車両
は仮設住宅にお住いの方の引っ越しの際に使用予定であり、
ベルマーク
や葉書は気仙地区にある教育施設等で活用されます。例えば、(株)豊田
自動織機さんは、気仙地区の小学校にて、世界で活躍する音楽家が演
奏するコンサートを開催されました。子供たちに一流の音楽を届ける活動
は、
2013年度も継続されます。
支援活動は、愛知県でも展開されました。2012年10月開催の
ALLTOYOTABigHolidayにおいて、
グループ各社が共同してボランティ
アプラザを出展されました。愛知ネットは同ボランティアプラザ内にて、
ブースを出展し、
気仙地区の物産品や復興支援グッズ、
手仕事の商品を
販売しました。
また、
さんままつり実施にあたってのコーディネート活動を通
して、
地域連携による復興支援をすすめました。

陸前高田市災害ボランティアセンターでのヒアリングの様子

トヨタ自動車
（株）
さんから車両提供いただきました

気仙地区広域社会福祉協議会である住田町社会福祉
協議会へのベルマーク等の寄贈

豊田自動織機さんによるミニコンサートの様子
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愛知ネットは、
トヨタグループ15社＜
（株）豊田自動織機、愛知製鋼
（株）、
（株）
ジェイテクト、
トヨタ車体（株）、豊田通商（株）、
アイシン精機
（株）
（
、株）
デンソー、
トヨタ紡織
（株）
（
、株）
豊田中央研究所、豊田合成
（株）
、
日野自動車
（株）
（
、株）
東海理化、
愛三工業
（株）
、
大豊工業
（株）
、
トヨタ自動車（株）
＞が気仙でボランティア活動を行うにあたり、活動の
マッチングや情報提供、宿泊先の手配などのサポートをトータルでお手伝
いしました。

地域連携

まつり支援と同時に進めた活動が、
愛知県内の企業や学生の気仙地区におけるボランティア活動コーディネートや、
災害時相互
応援協定締結のお手伝いでした。被災地の現状を肌で感じ、
必要なことを応援したい。愛知から東北への想いを持つたくさんの
方々と、
気仙地区の方々とをつないだご縁が、
これからの復興への歩みを確かなものとすると考えました。

地域連携
﹁ つ な ぐ ﹂こ と で よ り 確 か な 支 援 を

仮設住宅びお住まいの皆さんとともに作ったベンチを前に

風 化させないためにも
いかにマッチングしていくか
時間の経過とともにボランティアの数も減り、
気仙地区のボラン
ティアセンターも閉鎖されました。
その中で
「何かお役にたてること
があるだろうか」
という想いと、
気仙地区の皆さんの声とを考慮しな
がら、
いかに適切にマッチングしていくかが今後の課題です。東日
本大震災を風化させないためにも必要なことだと考えています。

陸前高田市の七夕について説明を受けるボランティアの皆さん

行政間の相 互応援協定をサポート
幸田町では防 災シンポジウム開催
震災をきっかけに、各市町単位によるボランティアバス派遣だ
けでなく、行政間における相互応援協定を結ぶ動きがでてきまし
た。災害時における相互応援の協定が2012年7月に岩手県住
田町と、愛知県幸田町との間で締結されました。愛知ネットは締
結のコーディネートを致しました。
これで、
どちらかの町で災害は発
生した際には相互に応援するという約束が整いました。2012年
11月23日には、幸田町にて災害時相互応援協定の締結記念
として、幸田町防災シンポジウムが開催されました。住田町を含
む各県の市町(長野県上伊那郡箕輪町、岩手県西磐井郡平泉
町、東京都立川市)の紹介や、有識者や住田町長が登壇するパ
ネルディスカッション
「大規模災害における対策と支援〜東日本
大震災から〜」
が実施されました。

愛知県内の学 校・大学による
ボランティア活動を応援

幸田町防災シンポジウムの様子

震災発生時の様子を聞くボランティアの皆さん

愛知県内の学校・大学において、
意欲をもち活動したいと考え
る皆さんが沢山います。愛知ネットはその意欲と気仙の皆さんとを
コーディネート。
「今、
必要とされる活動は何か」
を活動する皆さんが
考え、
大船渡市でのイベントのお手伝いや、
住田町仮設住宅での
花壇づくり、
ベンチのニス塗り、
子どもたちを対象とした企画や花火
大会などが企画され実施されました。
また、
愛知学泉大学における
さんままつり実施にあたってのコーディネートなど、
愛知県における
学生や大学の皆さんのボランティア活動も応援しました。
愛知学泉大学でのさんままつりの様子
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愛 知 の 皆さんが
お手本でありエネルギー

トヨタ自動車株式会社
社会貢献推進部

にじのライブラリー
現地責任者

大洞和彦さん

荒木そうこさん
仮設子ども図書館「にじのライブラリー」は、
23年11
の開設から愛知の皆さんには継続的にご支援いただ
き心から感謝しております。 トヨタグループさんには、
避難路や花壇、
館内の整備をお手伝いいただきました。愛知学院大学の
学生さんや安城市の子どもたちには、
自分のあり方、
日本の未来をどのよう
にしていくのか一緒に考える機会をいただきました。
震災から間もなく2年、復興は順調に進んでいるとは言い難い状況で
す。気力が萎えそうになることもありますが、愛知の皆さんと作業したことを
思い出すと
「焦らず一歩一歩確実に歩もう」
と思いを新たにすることができ
ます。
「逆の立場であったらあのようにボランティアができるだろうか。
いつか
必ずお礼を」
と気仙の人々は思っています。皆さんが私たちのお手本にな
り、
エネルギーになっています。
これからはお友だちとして末永く繋がってく
ださるととてもうれしいです。
愛知ネットの皆さん、
素晴らしいご縁を本当にありがとうございました。
今後
とも気仙と愛知の懸け橋としてよろしくお願いいたします。

全国の皆さんの温かなお心遣いが
私たちの 励みに

今日まで歩 んでこれたのは
ボランティアさんの 姿に励まされたから

鎌田水産株式会社
代表取締役社長

碁石給食株式会社
常務取締役

鎌田仁さん

濱守秀和さん

まずはじめに、
東日本大震災で壊滅的被害を受けた大
船渡ですが、
支援団体、
ボランティアさん、
行政機関と、
多く
の皆様に支えられ今日を迎えることができておることに、
心
より感謝申し上げます。
私自身、
東日本大震災発災により、
幸い自宅も家族も無事でしたが、
海沿いで
営んでいる水産加工会社や所有していたさんま船など被災し、
その惨状に言葉
を失いました。
しかし、
大船渡は水産のまち。
水産業の復活なく
して大船渡の復
興はないと、
会社再開に尽力しました。
2011年、
大船渡港のさんまの水揚げ高
は例年の4割減でしたが、
昨年2012年は全国第2位の水揚高。
まだまだ津波の
傷痕が残っている状況ですが、
まちに元気を取り戻すため、
地元の関係者がさ
んま受入れに必死となった結果だと思っています。
震災後、
全国各地で
「大船渡さんままつり」
が開催されました。
また、
各地のお
祭りやイベントで当地の水産加工品、
菓子など被災地の物産を取り扱っていた
だいております。
特にも
トヨタグループさんにおかれましては、
昨年、
一昨年と気仙
地区にボランティア活動にお越しいただき、
活動終了後に当社への訪問、
社屋
の前に停泊している奇跡的に残った千石船
「気仙丸」
の見学などしてくださいま
した。
また
「被災地商品の購入で復興支援」
ということで、
お土産品もさまざま購
入してくださったとお聞きしておりました。
全国の皆さんが、
さまざまな形で私たちを盛り立ててくださっています。
そのよう
な温かなるお心遣いがとても心強く、
私たち水産・水産加工業に携わる者の励
みともなっております。
皆さんのご厚情におこたえするためにも、
今後とも一歩一
歩進んでまいります。
本当にありがとうございました。
そして、
これらからもよろしくお
願いいたします。

東日本大震災以降、
全国各地から多くの方々より、
物心両面にわたりご支援をいただいておりますことに
衷心より感謝申し上げます。
私は仕出し業を営んでおり、
幸いなことに本社工場は津波の被害を免
れました。震災直後「自社でできることは何か」
と思い、
沢で水をくみ、
木材
をかき集め、米や野菜を使い炊き出しを行いました。数日間は避難所にお
にぎり等を作っていたのですが、消防や東北電力の方々が食べられてい
ないことを知り、
そちらにも炊き出しを行いました。
その後、商売再開するに
至ったわけですが、各地からお越しいただいたボランティアさんから弁当の
注文を頂戴するようになり、特に2年間に渡りトヨタグループさんの昼食は
弊社にご依頼いただいておりました。
この2年間、
実に多くのボランティアさんがさまざまな活動をしてくださいまし
た。
その姿に私たちは励まされ、今日まで歩むことができました。本当にあり
がとうござます。復興にはまだまだ時間がかかりますが、
魅力ある大船渡に
していくためにも一歩ずつ進んでいきたいと思います。
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オールトヨタ社会貢献活動連絡会を構成する15
社は、
愛知ネットの強力な支援の下、
岩手県気仙地区
（陸前高田市、大船渡市、住田町）
で、2011年6月か
ら2012年11月まで、
24回に渡って活動をさせていただきました。社員ボラン
ティアは、
愛知県から岩手まで片道900kmの道のりをバスで約14時間かけ
て移動し、
4泊5日の日程で、
津波の漂流物の片づけや、
床下や側溝の泥
出し、
瓦礫の撤去などの現地のニーズに即した活動を行いました。
岩手で活動をするきっかけは、
2011年4月に愛知ネットが住田町に支援
のための拠点を置いたことです。愛知ネットに作っていただいたご縁によっ
て、
2年で359名の社員が岩手に赴き、
活動だけではなく、
気仙地区の皆さ
んとの温かな交流を通じて、
心に多くの思いを残しました。
この復興への思
いを風化させることなく、2013年も気仙地区とのご縁を大切にして、支援
活動を継続していきたいと考えています。

地域連携

気仙地区とのご縁を大切に
2013年も支援活動を継続

3 現地雇用

地域連携

地域連携を進めるうえで、現地の感覚がわかり、私たちの活
動目的を理解してくれる存在、
ともに活動してくれる存在な
くしては、本当に必要とされる支援はできません。そこで、緊
急支援時に出逢った大船渡市在住の2名をスタッフとして雇
用。2名それぞれの持ち味を発揮し、
活動をすすめています。

2 名の女 性を現地雇用
経 験とノウハウを復旧・復興に活かす

﹁ つ な ぐ ﹂こ と で よ り 確 か な 支 援 を

現地で雇用した2名は、
これまでの経験やノウハウを活かして
活動しています。ひとりは、気仙地区の市民活動団体を調査した
経験があり、
自身も市民活動の担い手である佐藤恵美子です。
地元の市民活動団体をよく知る心強い存在。コミュニティづく
り、
ボランティア宿泊拠点(住田基地)の運営応援、浜のミサンガ
「環」
の生産管理などを担当しました。
もうひとりは、東京で議員秘書経験があり、
出身の大船渡にお
いてさまざまなまちづくり活動に携わっている佐藤優子です。
まち
づくり組織や地元企業、
行政機関とつながり、
復興の応援を進め
ています。大船渡市盛町での七夕まつり、愛フェス2011・2012
への気仙地区の皆さんのご招待、
トヨタグループのボランティア
活動や各社からいただくご支援の際のコーディネートなどを担当し
ています。

愛知ネットに出会い、
大好きな大船渡で
郷土再興のために活動中
愛知ネット気仙事務局

佐藤優子

事務局員

東日本大震災で大船渡市内の企業は軒並み被災し、
従業員は解
雇、郷里に留まりたくても仕事がない状況でした。私も自身の生活の
ため、
断腸の思いで相模原への転勤をしました。
その後、
知人の紹介
で愛知ネットの理事長天野に出逢い、
「うちで一緒に働かないか」
と声
をかけてもらいました。悩みもしましたが
「今こそ戻るとき」
と大学を退職
し、
2011年7月から愛知ネットの職員として地元気仙で活動をさせてい
ただいております。
現在は、
愛知県の皆様、
大学様、
そしてトヨタグループ様からの心強
いご支援を気仙へ届けるべく、
橋渡し役をさせていただいております。
愛知ネットに出会い、
大好きな大船渡に帰ってくることができました。
そ
して今、
郷土再興のため活動できております。
津波は、
かけがえのないものを一瞬にして奪い去りました。
しかし、
た
くさんのご縁を運んできました。震災直後から現在に至るまで、
国内外
から暖かなお気持ちを寄せていただいていることに感謝をしつつ、
この
ご縁を大切にしていきたいと思っております。
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「浜のミサンガ」生産管理に携わった佐藤恵美子さん
（右端）

愛知ネットで活動したことが
今も役立っている
愛知ネット気仙事務局 スタッフ

佐藤恵美子

2011年4月4日に愛知ネットと協働で震災復興に向けで活動を展
開することになった。翌日には、
「気仙復興連絡協議会」
が発足し、
愛
知ネットと現地の市民活動団体・活動家のつなぎ役をした。毎日、
事務
所は先客万来で、
つくば防災科学研究所からはPC100台やコピー機
などの機材が送られてきた。
トヨタ自動車幹部が現地視察に訪れニー
ズの把握に奔走していた。
コープ愛知からは、
炊き出しの食材が提供
され、
いち早く被災地に食事を提供していただいた。合わせて心のケ
アセンターも開設し、
臨床心理士チームを1年間常駐派遣し続けた経
緯を鑑み、
千里眼的発想に目を見張る思いでいた。
そのような中、
6月
2日より、
住田町基地ボランティア宿泊施設の運営スタッフとして参加。
毎日、
全国から沢山のボランティアが訪れ宿泊していた。
日を追うごとに
その輪がネズミ算式に増えていき、施設は毎日その対応に追われ大
変な状況だった。8月より、
住田町応急仮設住宅の支援活動が本格
的に始まり、
住田町役場・社協や邑サポートと協働で、
高校・大学生の
ボランティア活動サポートや自治会運営のお手伝い、声がけ巡回しな
がら現場の問題やニーズの掌握に奔走していた。9月に入り、
天野理
事長から
「被災者への自立支援に向けて」の提案があり、三陸に仕
事を！プロジェクト
「浜のミサンガ
（環）」の生産着手に向けて準備を始
めた。10月より生産がスタートした。愛知県から注文が殺到した。作り手
の皆さんは、歓喜に燃えた。
自分の作ったものが売れ、賃金を貰う喜
びを知った。一方で、
クオリティーの向上に努めた。
みんなで励ましあい
ながら頑張った。
2012年6月末、宮城県セキスイハイムスタジアム
「オールトヨタ感謝
祭」出演の依頼があった。加藤茶さんと大神いずみさんと浜のミサン
ガ作り手と一緒に3,000名を目の前に、
ミサンガPR宣伝活動をした。
そ
の経験を最後に、
愛知ネットを退職した。
その後ジャパンクリエートに入
社し、
北上市と大船渡市協働・仮設住宅支援事業の本部事務局とし
て活動している。
大船渡市各仮設住宅仮設支援員が、
2012年7月より2人体制にな
り、
欠勤対応の任務に就いた。支援員同志のトラブルや心のケア、
仮
設内のクレーマー処理や情報を本部と共有しながら、
さまざまなニーズ
の対応と問題解決の糸口を見出していった。
いま、臨床心理士によ
る仮設支援員の「心のケア」
が一番の課題のようだ。仮設住宅では、
お茶会や仮設運営のし方がテーマのようだ。愛知ネットで活動したこと
がここで役に立っている。
震災当初から、
自立支援・心のケア
（臨床心理士導入）
・復興支援
を念頭におきながら、
愛知県からたくさんのボランティアを注入し続けた
鉄の人脈に驚いた。
常にアクションを起こしていた。
「お節介にならない
ように」が口癖だった。
「何のため」
を問いかけながら、
1つひとつの課
題に取り組んでいた。
大変にお世話になり、
ありがとうございました。

復興支援

【写真提供】東海新報社

「これから」のために
気仙の持つ力をサポート
避難所から仮設住宅への移行が始まるその時。
まちの「これから」を見据え、
「仮設住宅運営支援」
「まちづくりNPO設立支援」を通して、
気仙の皆さんが立ち上がる応援をしています。
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1 住田町仮設住宅運営支援

復興支援

避難所で形成されたコミュニティは、
仮設住宅への移行とともに再構築の必要がでてきます。
これまでの災害時において大きな
課題であった孤独死が気仙地区において発生することがないように、
お茶会などによるコミュニティ構築のサポートや必要な物
資の支援、
浜のミサンガづくりによる手仕事の創出などを通して支援を進めています。

仮設環境の改 善だけでなく
コミュニティづくりにも重点をおいて支援を

﹁ こ れ か ら ﹂の た め に 気 仙 の 持 つ 力 を サ ポ ー ト

2011年5月、住田町の仮設住宅への入居が始まりました。愛
知で募集したボランティアさんやトヨタグループの皆さん、愛知学
院大の皆さんの力と、仮設住宅にお住まいの皆さんの力とをあわ
せ、
ベンチのニス塗り、
花壇づくり、
側溝の整備などを行うコーディ
ネートをすすめました。
住田町の3仮設住宅
（本町・中土・火石）
にお住まいの約80％
が、
陸前高田市から避難している方々です。
それでも
「隣人は知ら
ない」
という団地環境でした。孤立や孤独死を防ぐためにも、
仮設
住宅のコミュニティづくりに働きかけたいと考えました。
そこで、
まず
はお茶会や交流会を通してコミュニティづくりのお手伝いをしまし
た。臨床心理士チームも、
その場に参加し関与が必要と思われ
る方にはお声かけする等して、心へのアプローチをしました。お茶
会や交流会等を通して見えてきた課題である雇用創出について
は、浜のミサンガづくりを通してアプローチしました。以上は、住田
町仮設支援連絡会議
（住田町役場・住田町社会福祉協議会・
邑サポート・愛知ネット）
において定期的に相談や情報交換を重
ねながら、
より良い支援のあり方を検討し、実行しました。現在も
支援を継続中です。
私たちの活動に共感いただき、
お寄せいただいた寄付を利用
してウォッシャー液を購入し、住田町仮設住宅・みなし仮設住宅
の皆さんにお渡しできました。
また、仮設住宅に住む子どもたちの
学力支援ついても課題として捉え、
2012年5月、
「出張科学実験
キャラバン隊」
による科学実験を行いました。
「キャラバン隊」
は愛
知県内では、
年間出動回数100回、
約9,000人の体験するイベ
ントです。住田町に住む子どもたちに、
楽しく科学を学んでもらいま
した。

仮設住宅でのイベント

住田町仮設支援連絡会議メンバー

出張科学実験キャラバン隊

住田町では3つの仮設団地があります

仮設住宅にて

様々な阻止区が連携し、支援活動が展開されています
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仮設住宅から生まれたプロジェクト

「 浜のミサンガ『 環（たまき）』」づくり

浜のミサンガ

愛知県での販売

浜のミサンガ
「環」づくりの様子

気仙地区を、仮設住宅の皆を
忘れないでほしい

みんなが元気で
ふるさとに帰れることを
願っている日々

全国の皆さんからの支援物資、
数々のイベント開催にも
大変感謝

中上仮設団地自治会長

火石仮設団地自治会長

本町仮設団地自治会長

柳下八七さん

平野茂さん

佐々木胖さん

私は震災時、
運よく市役
所の屋上で助かりました。
3
月末で退職予定だった3名
が亡くなりました。悔しかったはずです。6月に住
田町中上仮設住宅団地へ入居するまで、
陸前
高田市本部で支援物資の搬出入の仕事をして
いました。
中上仮設住宅団地自治会では、
地域の方々
との交流会を開催したのが活動の始まりです。
地域の収穫祭では、
仮設にお住いの皆さん、
生
活支援相談員さん、
ボランティアさんとでバンドを
結成して演奏したのも思い出深いです。現在も
イベントがあれば演奏しています。
自治会の活動
や地域でのイベントは、
地区公民館職員の方や
地域の方々、
ボランティアの皆さんがいつも応援
してくれます。
とても感謝しています。
全国の皆さんには、
気仙地区を、
そして元気
に過ごしている仮設住宅の皆を忘れないでほし
いと思っています。
これから仮設を出ていかれる
方も増えてくるでしょうが、
皆さんが孤独にならな
いか心配しています。
「お茶っこ会」
を今こそやり
たいと考えています。
これまでの応援ありがとうございます。
これから
も継続的な応援を、
よろしくお願いいたします。

まずは震災以降、
多くの
皆さんからの物資や寄付、
さまざまなご支援に感謝申

し上げます。
私は自治会長でありますが、
先頭に立って皆
さんを引っぱっているわけではありません。団地
住民の皆さんや、
地域の皆さんのご理解とご協
力があってこそだと思います。火石(ひいし)仮設
団地は、
今それぞれが仕事などを始めたり、
ゆっ
くりではありますが動き出しています。最近では
「崎庵」
を名づけた集会場を、住民みんながよ
り気軽に立ち寄れるような場にするため、
のれ
んや看板をこしらえ、
そこで“蕎麦打ち名人”に
蕎麦を打ってもらったりしながら、
住民同志の交
流を深めています。
東日本大震災から2年、被災地はまだ復興
途中です。
「住みたい町、
住田町。帰りたい町、
陸前高田…大船渡…」。季節の春は来るけれ
ど、我が心の春はまだ先の先。早く呼びたい春
に向けて「心の交流」
を深めつつ、
みんなが元
気で、
ふるさとに帰れることを願っている日々で
す。
どうか、皆さん、
これからも、私たちを見守っ
ていてください。
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これまでに住田町の皆
さんからは、本町団地の
私たちに対しカラオケや餅
つきなど呼びかけていただき、
ご一緒させても
らいました。
それから、住田町の夏祭りにも参
加しました。私自身も、
グランドゴルフをご一緒さ
せてもらっています。
また、全国の皆さんからいただいた支援物
資や、支援団体の愛知ネット
・邑サポートの皆さ
んには数々のイベントを開催していただき、大
変感謝しています。
そのご縁で定期的に本町
仮設を訪ねてくださる方もいて、
ありがたく感じ
ています。
本町(もとまち)仮設は、元気なおばあちゃん
たちが出て行かれ、17世帯から15世帯になり
ました。雪かきの時期ですので寒さが一層増
すように感じますが、新しく入居される方もいま
す。春から、
またその皆さんと一緒に、暮らして
いくことができればと思います。

﹁ こ れ か ら ﹂の た め に 気 仙 の 持 つ 力 を サ ポ ー ト

住田町仮設住宅にて、
「浜のミサンガ
『環
（たま
き）』」生産支援をしました。
「三陸に仕事を！プロ
ジェクト実行委員会」による
「浜のミサンガ
『環
（た
まき）』」づくりが大船渡市三陸町で始動し、多く
の女性が同プロジェクトを通じて活き活きと生活
しているとの情報をキャッチ。同プロジェクトをは
じめ、住田町役場（東日本大震災支援室、同教
育委員会、同保健福祉課）
、住田町社会福祉協
議会、邑サポートなどと連携して、住田町の仮設
住宅入居者、特に内陸への避難により仕事など
を失った女性を中心に、漁網を材料にひとつひと
つ手仕事で作る取り組みを支援しました。これま
でに253名の女性がつくり手となって職を得、約
15万セットが生産・販売されました。住田町では
18名のつくり手の皆さんが2011年11月から生
産を開始。2012年12月に生産終了するまで、女
性たちが自らの力で立ち上がり自ら働いて地域の
復興に貢献しました。
また、
愛知県内各地でも、
多
くの方の共感をよび、販売をお手伝いいただいた
り、
お買い求めいただきました。

復興支援

雇用の創出と自立のきっかけに
さらには、被 災 者 同 士の
交 流 促 進にも貢 献

多くの支援に感謝

災害は全国どこにでも
起こりうる
3月11日を忘れない行動を

出会いを通して

復興支援

住田町社会福祉協議会
主任

住田町社会福祉協議会
生活支援相談員

住田町社会福祉協議会
生活支援相談員

吉田秀昭さん

金野純一さん

畠山朋也さん

﹁ こ れ か ら ﹂の た め に 気 仙 の 持 つ 力 を サ ポ ー ト

3.11の東日本大震災
は甚大な被害をもたらしま
した。住田町は隣接する
陸前高田市、大船渡市の後方支援に初期段
階から動き、本会はボランティアの宿泊施設運
営、仮設住宅の支援を行いました。情報や被
災時の経験がなく運営に戸惑うことも多い中、
全国から支援に訪れた方々に支えていただき
ました。愛知ネットや邑サポートの方々は長期
的に住田町の支援も行っていただき、仮設住
宅に住む被災された方々はもちろん、町民との
交流活動も積極的に行っていただき
「まちづく
り」にもさまざまなヒントをいただいています。
震災で失ったものは大きいですが、
そこから
生まれた絆もあります。一部では震災の記憶
は風化しつつありますが、被災地の復興はこ
れからが正念場を迎えます。
これからも何卒よ
ろしくお願いいたします。

民生委員として、
役場の
保健師さんと一軒一軒訪
問したのが私の活動の始ま
りでした。被災を受けた皆さんに何を手伝ったら
よいか手探りの状態でしたが、
まずコミュニティづ
くり・組織づくりが必要と感じ、
自治会組織づくり
を手伝いました。
何にもやらないようで何でもやる
との考えで、
仮設のお手伝いを本日までやってき
ました。
仮設住宅にお住いの皆さんも、
この地区の一
員として地区民と交流を持つように努めていま
す。
しかし、
いつかは仮設を出ていかれます。元
気よく旅立ってほしいと願っています。
そして仮
設に住んでいたことを思い出して話せるよう、
ま
た仮設の時の友だちと酒を飲み、
思い出の話な
どで集いが行えるようになれば幸せだな、
と願っ
ているものであります。
震災発生当時と今、
被災地との距離が近い
遠いなどで、活動内容は変わってきます。全国
の皆さんにおかれても、
この点を考えたご支援や
心を持っていただきたいと思っています。
災害は
全国どこにでも起こりうることです。
皆さん自身に
もいつ降りかかるかわかりません。
そして、
3月11
日を忘れない行動をしてほしいと思います。

私は、住田町社協にて
生活支援相談員をしてい
ます。東日本大震災によ
り、
他市町から町内に避難されている方々へ寄
り添うかたちで活動しています。主な活動内容
は、
避難者の巡回・見守りと連絡物の配布、
仮
設自治会活動の補助、支援物資やボランティ
ア活動の調整と補助などで、住田町役場をは
じめ愛知ネットや邑サポートの皆さんと協力して
行っています。不思議な縁により仮設でバンド
活動もしています。
災害支援活動は初めての経験でしたが、
行
政・社協・民間の連携の重要性を痛感していま
す。
これがなければ当町の支援活動はうまく機
能しなかったと思われます。
また町内の支援活
動の拠点として、
愛知ネット
トレーラーハウスが果
たした役割は非常に大きなものでした。活動の
みならず、町内の方々の憩いの場でもあったと
思います。
今回の愛知ネット、
邑サポートや全国の皆さん
との活動は、
「自分に何ができるのか」
「自分の
役割とは」
という自分の価値について再発見す
るよい機会になりました。
この目線を大事に、皆
さんと共有しながら今後の活動に活かしたいと
思います。

関係機関との
連携を図りながら
支援を続けていきたい

献身的なご協力は
大変心強く、
身が引き締まる思い

交流に重点をおき
新たに生まれた
つながりを大切に

住田町保健福祉課
課長補佐

住田町東日本大震災支援室
主事

邑サポート 代表

梶原ユカリさん

水野英気さん

奈良朋彦さん

愛知ネットをはじめとす
るボランティアのみなさまに
は、震災直後から自治会
の立ち上げやコミュニティーづくり、
イベントの開
催など、
さまざまな応援をしていただき大変感謝
しております。
住田町では月に2回「仮設支援連絡会」
を
開催し、愛知ネット、邑サポート、社会福祉協議
会、町の関係機関などが集まり、意見交換や
情報交換をしながら被災者支援を行っておりま
す。保健福祉課では健康相談やふれあい昼
食会での交流などを行っていますが、
これから
も関係機関との連携を図りながら支援を続け
ていきたいと思っていますので、
よろしくお願い
いたします。

愛知ネットさんは、
被災さ
れた方々にとどまらず、
全く
経験のない災害被災者の
支援に携わる私ども行政職員にとっても大きな
心の支えとなっています。行政だけではなしえな
いであろうこの事業に、遠方から訪れ、長期に
わたり滞在されている方々から献身的なご協力
をいただいていることは、
大変心強くまた身が引
き締まる思いでもあります。
岩手で活動されている皆さんは地元住民と
も打ちとけておられ、町内でも若者たちと一緒
に町づくりを考えるなど、
活発な交流がなされて
います。今では、活動拠点であるトレーラーハウ
スの窓からこぼれる夜の明かりに、
安心感を覚
えるようになりました。
悲惨な震災がなければ生まれることのなかっ
たこのお付き合いを、
これからも末永く大切にし
ていきたいと考えています。大きな災害は、
日本
のどこかで、
またいつか必ず発生します。
その際
に自分に何ができるのか、
どのような形で恩返し
をすべきか、
常に問い続けています。
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私たち邑サポートは、仮
設住宅団地のコミュニティ
づくりや見守りのサポート
をするために、東日本大震災以降に結成され
たグループです。私たちは、
まず自治体や関係
機関、NPOなどの連携体制づくりから始まるこ
とを意識し、既に拠点を置いていた愛知ネット
とのご縁ができ、後方支援を行う住田町での
活動をスタートさせることができました。団地では
コミュニティ形成や自治会運営のサポートのほ
か、入居者と周辺地域の方々との交流やボラ
ンティアの方々との交流等にも重点をおいて
活動しています。
最近は団地から退居されて空き室も目立つ
ようになり、団地のコミュニティは徐々に変化し
ており、団地に最後まで残るという意欲で取り
組んでいます。
また、全国の多くのボランティア
とのつながりが、住田町で新たに生まれたこと
を大切にしていきたいと考えています。

2 ま ち づ くり N P O 支 援

気仙地区の復興の中核として
「SMP（住田ミーティングプラクティス）」を設立

起業支援講座のサポート
「日本サードセクター経営者協会(JACEVO)」
が住田町で実
施する
「復興支援型起業支援講座」へ協力。震災を受けて職を
失った方や、NPOを立ち上げて社会問題に取り組もうとしている
方などを対象にした起業支援講座が実現しました。

「復興支援型起業支援講座」
この日は岩手県内から受講生
が集まりました

トレーラーハウスでの「SMP」の話し合い

「アリスの不思議な文化祭」
でにぎわいをみせるカフェ

NPO設立までのプロセスと、企画イベントなど
津波によるダメージが
少なかった住田町から元気に

にならないよう、
2 「押し付け」
現地の声を聞いて2011年秋にスタート

まずは緩やかなカタチづくりから
3 「SMP」
を設立

気仙地区への想いをもった住田町の若者等
が続々とトレーラーハウスに集まるようになり、
まちづくりについて考え始める。

住田町の20代から40代の若者10名程を中
心に、定期的な話し合いの場が実現。2週間
に1度ほど、
トレーラーハウスに集まって話し合
いを行う。

緩やかなカタチづくりから始めようということで
「SMP(住田ミーティングプラクティス)」
として2012
年1月20日にスタート。
イベントなどで活動のノウハウ
を知り、
今後の活動につなげていくことに。

廃校となった小学校で開催する、
まちづくりイベントを企画

旧下有住
（しもありす）
小学校で
5 「アリスの不思議な文化祭」
を開催

1

4

少子高齢化の進む住田。町外で暮らす若者
が、故郷を想い、魅力を再発見するイベントを
企画。
また、仮設住宅にお住いの皆さんがつ
くった手作り品の展示も企画。

住田出身のアーティストのライブや、
地元のおい
しい食材を使った料理を提供するカフェ。観光
協会が地域の皆さんと取り組む草木染めや、
地
域の皆さんや仮設住宅でお住いの皆さんによる
手作り品の展示。七夕のミニ山車も展示。
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6

再発見したまちの魅力を胸に、
事業展開を

助成金を獲得し、
まちづくり事業「気仙米酒造
り観光プロジェクト」
を展開すべく、議論を重ね
試行している。

﹁ こ れ か ら ﹂の た め に 気 仙 の 持 つ 力 を サ ポ ー ト

愛知ネットが現在も支援活動を継続する、岩手県気仙地区。
気仙地区の3市町は、復興に向けて助けあい、頑張っていこうと
しています。住田町には津波の被害がなく、震災直後から、大船
渡・陸前高田両市を応援する動きがありました。2011年秋ごろか
ら住田町の若者を中心にまちづくりについて話し合う機会が増
え、2012年1月20日
「SMP(住田ミーティングプラクティス)」
がス
タート。現在は、住田町が元気になる・気仙地区が元気になるた
めに必要な町づくりについて考え、
議論を重ね、
実践しています。

復興支援

人口流出に起因する過疎化は全国的な課題で、
ここ気仙地区においても大きな課題の一つです。震災を受けて県外や内陸地域
へ移住する方もいる中で、課題と向き合い、
まちを盛り上げ、元気にすべく活動する若者たちがいます。交流人口を増加させる
こと、
産業をつくり雇用を創出することなど、
私たちはまちづくりの基礎をつくる応援をすることとしました。
この応援こそが、
私
たちの考える復興支援のひとつです。

「ただじゃ転ばない！」
気持ちをしっかり持っていきたい

「じゃまたな」と手を振って仕事を頑張れる
そんな友をつくった

復興支援

住田ミーティングプラクティス メンバー

株式会社ジオコス
代表取締役

村上健也さん

伊藤秀一さん

﹁ こ れ か ら ﹂の た め に 気 仙 の 持 つ 力 を サ ポ ー ト

私は「いわて三陸復興食堂」
を通じて被災地支援
しておりました。
これは、
おいしい食べ物と酒と笑いと
歌、
エンタメを届ける炊き出しキャラバンです。一人で
居ない、
こもらない、
みんなで笑って、
一緒に泣いて、
酒飲んで歌ってと、
人
が集まる場所を作ろうと始めました。被災地と呼ばれる場所には大事な人
がイッパイいました。
その大事な人には、大事な人がいて、
その大事な人に
も、
やっぱり大事な人がいて、
ですから結局みんな大事な人なんです。
だか
らこれからの人生は、復興に携わりながら生きて行こうと思っています。被
災した人の本当の気持ちを全部を理解することはできませんが、
隣にいる
ことはできると思うので、
できることをやっていきたいと思っています。
震災前の私の携わっている活動は、
常に
「町を元気にしたい、
町の元気
を伝えたい」
という背景がありました。私のいる気仙地区から毎年700名程
の高校生が巣立って行きます。進学する者、
就職する者、
その中で地元に
残る生徒は数％、
いずれは戻ってきたいと考えている生徒も数％でした…こ
の危機的状況、
これは何かをしなければならない…そんな思いから
「ケセン
ロックフェスティバル(KRF)」は生まれました。働く場所が少なく、
自己の可
能性を発揮できる場が乏しく、
これからを支えるべき次世代が地元に可能
性を感じ得ない状況で、
こんな田舎で何ができる？フェスなんてできるわけが
ないと言われていました。
この地区の問題として、
つい先日まで一緒に過ご
していた者同士の考えがどんどん離れて行く、残った者と出て行った者と
の距離を感じていました。
当然仕方ない面もありますが、
あまりにも気仙、
故
郷を振り向いていないと思いました。
そこでフェスが振り向くキッカケになれ
ばよいと思っていましたが「盆も、
正月も帰ってこない息子が、
フェスの時に
帰ってきたよ」
って言葉を聞いた時はうれしかったです。
もう少し出ていった
者が気仙に興味を持ち、
地元を誇れるように、
それ以上に、
地元に残って
いる若者がもっと誇れるように、
双方から力を合わせて何かを作り上げるこ
とができれば最高ですね。
とは言っても、
フェスは手段です。KRFの本当の目的はあくまでも地元地
域社会への可能性の提示、郷土愛の形成、地元魅力の発信、地域と地
域、人と人の相互間交流を主眼に、地元地域の活性化を目指しておりま
す。
そしてそれが震災復興の一助になればと考えています。
最近は、
新規就農者、
マイナスイオン、
パワースポット、
スローライフ、
森林セ
ラピーそして再生エネルギーと、
地方がキーになる文字をよく見かけます。
こ
れから先、
ますます地方が注目を浴びていくのだと思います。
日常に追われ
てその魅力を感じずに過ごしていますが、震災ボランティアで入ってくれた
人々との交流で再発見することがあります。少なからず魅力を感じてる人
がいるので、
何か面白いことが起こりそうで楽しみです。震災で大変な思い
をしてる人もまだまだ沢山いますが、
後世には伝えなければいけないことは
ちゃんと残して、
悲惨な思いばかりを残すのではなく、
ない物ねだりではなく
魅力的なものを見つけて、
その風土にあった発展的なことを残していけれ
ばと思っています。
さらに、
雇用が生み出せればと考えています。
最後になりますが、
全国から沢山の支援に感謝します。皆さんの支援に
支えられて今の生活があると思います。
まだ現地に来られていない方は、
一度訪れることをお勧めしたいです。TV画面ではわかり得ない、
360度パ
ノラマの被災地に身を置いてほしい。何が起こったのか、
とんでもないこと
が起きたことを感じるはずです。感じてほしい。
きっと自分の町の防災に役
立つことが見つかると思います。
そして愛知ネットさんが全国に発信し、
繋いでくれたことに深く感謝してま
す。時には楽しく時には親身に話してくださり、
気仙の復興は愛知ネットなし
には語れないと思っています。震災がなければ、
こういう素晴らしい団体と
出会うこともなかったと思います。過ぎたことはしょうがない、
これからの本当
に大事な日々をしっかり歩んで行こう。
「ただじゃ転ばない！」
と言う気持ちを
しっかり持って行きたいと思います。
これまでの2年間本当にありがとうござ
いました。
本当そしてこれからもよろしくお願いします。
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ボランティアで汗を流したわけでもない小職に、拙
稿依頼をいただいて大いに悩みました。私が行ったの
は、気仙地区で暮らす若者たちの地域活性化や雇
用創出について
「語ること」でしかありませんでした。
ただ煩わしいルールが
なかった分、
心の底から腹を割って話し、
相互信頼も生まれたと思います。
気仙地区の若い方々から、
農業を必死で研究する気持ち、
町の復興を
真剣に考える観光魂、
林業の難しさ、
仕事より消防団を優先させる地域結
束力の凄さ、
ＫＲＦを成功させる実行委員長の思い…など、熱い気持ちを
ぶつけ合うことができました。各々の活動がさらによくなるための議論を尽く
しました。
それはボランティアでも被災支援でも
「絆」でもありません。
これからも間
違いなく続く
「昵懇の仲」です。心の底から信頼できる交流こそ未来の地
域活性化のために効果的だと思います。
こんな関係構築が全国でできれ
ば、
ニッポンはまだまだ成長の可能性を秘めているのではないでしょうか。
何でも知っている幼なじみ同士のような、
そんな強い人間関係をこれからも
積み重ねていこうと思います。

愛知県での
支援
愛知を選んでよかったと
思ってもらえるように
愛知県での支援は、
あいち・なごやボランティア支援連絡会をベースに、
あらゆる支援組織と連携して、
愛知へ避難されている方に寄り添い、
サポートしています。
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愛知県での支援

1 愛 知 県 被 災 者 支 援 センター 運 営
愛知での支援を
被災地の未来へつなげる

愛 知 を 選 ん で よ かっ た と 思 っ て も ら え る よ う に

震災で、
愛知県には約1,500名
（2013年3月現在）
の方が避
難されています。避難されている方を県全体でバックアップするた
めに、
愛知県が被災者支援センターを2011年6月に設置。愛知
ネット、
レスキューストックヤード、
ボラみみより情報局、岡崎まち育
てセンターりたの4団体が中心となり、
コープあいち、愛知県社会
福祉協議会、愛知県防災局、
そして多くのボランティア・企業・市
民活動団体の皆さんに支えられながら運営しました。現在も活動
を継続。避難されている方を、
県全体で応援しています。

［ 2011年 度に実施した事 ］

①被災者が暮らせる公営住宅に関する情報を55件集める。
②定期便の発行：避難者に役立つニュース便を月2回、
臨時号も
含め計29回発行。
③交流会の開催：避難者を孤立させないための交流会を29回開
催。述べ1,004人が参加。
④相談会・説明会の開催：士業組合等にお声掛けをし、
パーソナ
ルサポートチームを立ち上げ、税・法律・原子力災害・心理等
様々なテーマの専門家が支援を行う相談会・説明会を計45回
実施。
⑤物資・サービス支援：支援したい企業と被災者をつなぐマッチン
グを84件実施。
⑥東海・東南海地震に備えて―マニュアルの作成：東海・東南海
地震を想定した広域避難者支援のセンター運営マニュアルを
作成しました。

業務支援から情報提供まで
幅広くサポート
愛知ネット 副理事長

大野裕史

被災され、ふるさとを離れて愛知県を避
難先とされた方が、
現在550世帯1,200名暮
らしてみえます。愛知県は、
避難者の見守りのために「愛知県被
災者支援センター」
を設置。愛知ネットでは、
他ＮＰＯや企業・行政
と協働して、受け入れ市町村の支援業務をサポートしたり、広域
的なニーズに対応するため「ふるさと交流会」や定期便「あおぞ
ら」
を発行したり、
みなさんの支援の気持ちをお届けする業務を
展開しています。

さまざまな組織が
壁難されている方をサポートします
ふるさとを離れ
避難されている方々

市町村

県民

地域コミュニティ

企業

社会福祉連絡会

専門機関

ボランティア

大学・学校機関

生活協同組合

市民活動センター

NPO市民活動団体

愛知県
被災者支援センター

ふるさと大交流会の様子

原発事故損害賠償制度説明会

愛知県被災者支援センター内
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飛島村から避難者へと託されたお米の贈呈式

支援項目

支援期間
2011

6/13

支援内容
2012

2012

⇒

継続中

交流会

情報
パーソナル

2011

6/19

⇒

継続中

避難されている方同士、
愛知の皆さんと避難されている皆さんの交流の場

2011

6/30

⇒

継続中

あおぞら
愛知県被災者支援センターニュースの発行

2011

8月

⇒

継続中

パーソナルサポート
専門家による個別相談会開催など

避難者の皆さんの主体的活動の支援

2 被災情報収集作業
復興のプロセスを
今後の防災・減災活動に活かすために

後方部隊としてお手伝いを

東日本大震災は、
地震・津波・広域・原発などの複合型災害だっ
たため、復興のプロセスも複雑です。そのデータを今後の防災・
減災活動に生かすため、
ボランティア20名でインターネット・新聞
から、東日本大震災関連の情報収集を行いました。
また、県内の
イベントにボランティアを派遣し、
市民に被災地の情報を提供しま
した。今後、避難所運営ワークショッププログラムのシナリオへの
反映など、
日ごろ愛知ネットが取り組んでいる防災・減災活動に活
かしていく予定です。

愛知ネット 事務局スタッフ

都筑里美

私は、
震災発生当時、
別の仕事をしていま
した。愛知から離れられない私にも何かでき
ることがあるのではと、愛知ネットを訪ねたことがきっかけで、情報
収集を担当することとなりました。
ボランティアの皆さんや仲間と共
に、
後方支援をすすめました。

3 あいち・なごや支援連絡会
「あいち・なごや東日本大震災ボランティア
支援連絡会」の立ち上げ
「支援の入らない地域を作らない」
「最後の一人まで」支援を行
うために、分野・組織を超えた連携が必要と考え、防災のための
愛知県ボランティア連絡会有志、名古屋災害ボランティア連絡
会有志、
その他愛知県内のボランティア・NPO有志が2011年3
月15日に集結。連絡会を立ち上げました。ホームページとメーリン
グリストを活用して支援物資の登録とマッチング、
連絡会にボラン
ティア登録をされた方々へのボランティア情報を配信、支援活動
を行う団体同士の情報共有の場として、
ミーティングなどを実施し
ました。今後も、
さまざまな有志の皆さんとともに、
情報交換と連携
をしながら、
息の長い活動を継続していきます。

4 募金・支援物資・ボランティア
多方面からの的確なサポート
募金は、
安城市、
刈谷市、
大府市、
豊橋市などで行い、
災害救
援金やNPO・ボランティアの活動支援資金を募りました。応援物
資や輸送費のカンパも寄せられました。
また「刈谷市民ボランティア活動支援センター」が中心とな
り物資提供を呼びかけ、4回にわたって「愛知ボランティアセン
ター」へ届けたほか、
「あいち・なごや東日本大震災ボランティア
支援連絡会」
を通じて寄せられた支援物資を、
ＪＣＮ
（『東日本大
震災支援全国ネットワーク』）
の登録団体の募集情報とマッチン
グしてお届けしました。ボランティアは単に募集するだけでなく、岩
手県の被災地へのボランティアバスの運行も3回にわたって行
いました。
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愛 知 を 選 ん で よ かっ た と 思 っ て も ら え る よ う に

3月

生活支援
4月

支援物資の提供など

⇒

愛知県での支援

愛知県での支援について

愛知県での支援

4 愛 フェ ス

会場内の様子

愛 知 を 選 ん で よ かっ た と 思 っ て も ら え る よ う に

ワークショップ後に

さんまの販売

テーマは「THINK東北」
ファンドレイジングを通して東北と一体に
「楽しむことが誰かのためになる」
をモッ
トーに、
愛知発・日本初のイ
ベントとして2009年に誕生した
「愛フェス」。震災後は、
寄付やボラ
ンティアなど
「自分にできること」
を考え行動する姿が多くみられたこ
とから、
この変化を日本社会にしっかり根付くものにするべく、
2011
年の愛フェスのテーマをキーワード
「THINK東北」
としました。
ファンド

「愛フェス」で培った友情と絆を
一層強固なものに

レイジングなどのレギュラー企画に加え、
被災地域と一体となった企画
を数多く展開し、
愛知にいながら東北を支援できる仕組みを盛り込み
ました。
東北エリア・伝統文化披露として東北の皆さん約150人をお招き
し、
市民活動団体等のブース出展コーナーを設置したり、
盛岡市の
さんさ踊りや陸前高田市の太鼓などをステージ披露いただいたたり、
ワークショップエリアで大船渡市長と住田町長の特別講演会を開催
しました。
そして2011年の愛フェスでは、
フードエリアの食事とファンド
レイジングが連動していたことも特徴のひとつ。
そのフードエリアでも東
北色があふれ、
「大船渡さんままつり」
のコーナーは長い行列ができる
ほどの人気でした。運営は愛知県の団体が行い、
値段を各自が決め
る募金方式で販売しました。
2011年にできた、
愛知と東北との絆を一過性のものにしないために、
2012年も東北の皆さんをお招きしました。
「大船渡さんままつり」
は2012
年も大好評。東北物産展コーナーは、
気仙地区の皆さんはもちろんのこ
と、
愛知のボランティアの皆さんのご協力もあり賑わいました。
また、
震災
を機に結成された東北を支援する団体によるブース出展や、
気仙地区の
皆さんをパネリストとしてお招きしてシンポジウムを開催しました。
。
愛フェス
の開催は被災地支援につながるだけでなく、
来場者が東北の皆さんとの
つながりを感じられる貴重な機会になったと確信しています。
またフードエリ
ア、
NPOエリアの出展料の一部は東北支援に役立てられ、
売上の一部
も東北や地域社会を支援するNPOのために活用しました。

「愛フェス」を通して
地域の復興への思いを新たに

愛フェス実行委員会委員長

ケセンきらめき大学事務局長

面高俊文さん

上野和彦さん

NPOのファンドレイジング支援を目的に2009年にスタートした
「愛フェス」
ですが、
第3回の企画会議を目前に、
3・11を迎えました。 2011年は東北
被災地支援に的を絞り、
スローガンも
「楽しむことが、
東北のためになる」に
変更、
テーマは「THINK東北」
としました。 愛知でできる東北支援を具
体化し、
気仙地区の皆さんの参加も得てさまざまなプログラムを展開しまし
た。2日間で3万5千人を超える来場者が東北に寄り添い、
我が身に置き換
えて災害を学びました。
ご多忙中駆けつけてくださった大船渡・住田の両
首長をお迎えし気仙との絆を確認するとともに、
愛知の想いを被災地にお
届けしました。第4回の「愛フェス2012」では東北支援のコンテンツを維持
し、
「忘れない東北」のテーマで想いの風化防止に注力し、
気仙地区から
は支援に対するお礼と復興に対する強い意志・熱い意欲が表明されまし
た。
今後も
「愛フェス」
を通じて培った両地域の友情と絆を一層強固なもの
に育てるとともに、
気仙地区の１日も早い復興を祈念し、
被災された皆さん
への支援継続をお約束します。

まずこの場を借り、
「愛フェス」への参加をお世話いただきました愛知ネッ
ト
様に対しまして、
厚く御礼を申し上げます。
あの3月11日の東日本大震災直後
から愛知県の皆様には大きな支援を頂戴したうえに、
この
「愛フェス」
での経
費をご負担していただきましたことに対し、
重ねて感謝申し上げます。
われわれケセンきらめき大学は、
岩手県の気仙地区
（大船渡市・陸前高
田市・住田町）
の町おこし活動をしている任意団体ですが、
東日本大震災
以降は、
地域の復興へ向けての提言や「震災語り部」の育成などに努め
ています。
「愛フェス」
には、
平成23年と24年の2年にわたり4名ずつ計8名
が参加させていただきました。
はじめの年は、
震災の写真展と物販を実施。
2年目の昨年は、
物産と震災写真集の販売を行いました。会場では、
おい
でになった皆様より温かい励ましの言葉などを頂戴し、
地域の復興への思
いを新たにして参りました。
私たちも微力ながら復興に努めて参りますので、
今後も大船渡のみなら
ず被災地へのご支援をよろしくお願いいたします。

交流しながら繋がれる、 2日間を無事に終えることができとても嬉しく感じています。東北物産やグルメを買ってい
ただけた方々も、愛ファザＷａ
ｌ
ｋに参加していただけた方々も、
「少しでも東北支援ができる
そんな
「愛フェス」
を なら」と口々に言っていただけました。東北からお呼びした方々も「愛知に来られて嬉しい」
これからも
と笑顔を見せていただけました。
自分以外の「誰かのために何かをしたい」
という想いで溢
愛知ネット 事務局次長

伊藤健太

れていた2日間だったと思います。
これからも、
交流しながら絆が繋がる、
そんな仕掛けを
「愛
フェス」
を通して行っていきたいと思います。
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2011年は
「名古屋・長久手ルート」
と
「岡崎・豊田ルート」の2ルートが
用意され、
それぞれゴールの会場
（愛・地球博記念公園）
を目指しました。
参加者は2ルート・2日間合わせて721人。2011年は2名以上であれば
参加可能としたこともあり、2010年の参加者数ををはるかに上回りまし
た。ボランティアも延べ218人を数え、各地のステーションの協力者や救
急スタッフらのサポートもあり、
万全の体制で実施しました。
また、
首都圏では帰宅困難者が発生し、
今後東海地方で起こりうる東
海・東南海地震でも最大約98万人が帰宅困難になると予想されていま
す。
こうした事態を想定して愛知県では各地に「基幹的徒歩帰宅支援
ルート」
を設定しており、
その指定ルートを歩いた愛ファザWalkは貴重な
シミュレーションとなったはずです。2011年愛ファザWalk、
「 小牧・高蔵
寺ルート」
が加わった2012年愛ファザwalkともに、東北からいらした皆
さんもご参加。皆さん完歩されました。中には
「来年も参加したい」
とおっ
しゃる方もいて、
東北と愛知の絆が一層深まる機会となりました。
また、
愛フェス本会場と同様に愛ファザWalkでも参加費の一部が、
東
北の被災地で活動しているNPOなどの活動支援金として寄付されまし
た。
歩くことが、
東北のためになる。
そんな震災復興支援ウォーク・愛ファザ
Walkは、
今後もファンドレイジングの新しいカルチャーとして広く受け入れ
られるものでありたいと願っています。

6 現地報告会開催
気仙地区にて行ってきた活動の
報告会を開催
2011年5月に大府市民活動センターでの現地報告兼説明会をはじめとして、
国内各地で報告会を実施してきました。愛知ネット理事やスタッフだけでなく、支
援活動を行う団体とのパネルディスカッションや、大船渡市盛町七夕まつり実
行委員の皆さんをお招きした報告会、3月11日その時ことをお伝えいただく防災
フォーラム等を通してさまざまな形態で開催しました。2011年春は、東北の状況
や支援のための活動内容を考えていただく内容。夏になると、
お祭りなどを通し
た東北と愛知との地域連携の内容。秋から冬にかけて、支援活動を行うさまざ
まな団体とともに活動内容の報告やこれからの活動のあり方の模索をしました。
2012年は、大船渡市消防団団長の今野さんや元綾里(りょうり)小学校校長の
鈴木さん、
赤崎小学校で避難所運営された吉田さん等、
震災時に懸命にご活動
された方々からお話しいただきました。
被災地の学びを愛知に生かすべく、
これからもあらゆる機会を創り、
お伝えして
いきます。
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中間報告会 第1部
「 各 団 体からの活
動 報 告 」における
災 害ボランティア
活動報告

中間報告会 第2部
報告者全員と来場
参 加 者による「 総
括 ディスカッショ
ン」

スペシャル サ ンクス
花澤悦子様 神谷憲治様 小野麻紀様 北洞美智子様 松原優子様 寺田康生様 石井喜勝様 不破一子様 松本昌代様
大須賀恵子様 松本利佳子様 川田明子様 尾島輝雄様 犬塚塔子様 ナカオユウタロウ様 長柄すみ子様 後藤鉄太郎様
遠藤洋子様 円城寺淑子様 河村隆行様 河村吉隆様 大森剛志様 佐竹妙香様 宮本光男様 NPO法人さわやかネッ
トワーク様
トヨタ自動車株式会社様 アイシン精機株式会社様 社会福祉法人ゆめネット｢ゆーかりの会｣様 豊橋災害ボランティア連絡会様
あいちシルバーカレッジ豊橋文化様 八木博之様 福家洋子様 内山輝男様 林文夫様 谷川実様 岡部富士雄様 井手尾留実様
株式会社西方建設様 鈴木紀美子様 和田範美様 岸本美穂様 野呂ゆかり様 丸山敬子様 杉渕佳寿様 斉藤真樹様
永谷孝子様 蜂須賀邦夫様 杉浦かおり様 敦賀麻里子様 永谷克彦様 林稔様 田中清博様 田中利昌様 宮地秀子様
林千寿様 尾島史賢様 尾島立憲様 髙木咲子様 神谷美治様 山根聖章様 山根美枝子様 中原龍子様 中原雅裕様
M様 タクト加藤行延様 荻野留美子様 藤野千秋様 増田弘之様 上村喜代子様 安城市Ｓ様 青木孝志様 伊藤はる美様
伊藤司様 古居敬子様 鈴木勇雄様 大塚一雄様 清水利男様 山口利昌様 朝倉鉄郎様 白井初音様 秦誠二様
稲垣耕一様 髙山英治様 高山俊昭様 石川和志様 Anjo Hearts PROJECT様 安城市内N様 池田律子様 久保田好明様
岡崎市S様 校条正次様 竹内錦司様 柴田哲史様 村松泰様 尾﨑理通様 石原義久様 相沢克彦様 玉腰隆志様
太田和秀様 谷沢俊文様 小川正様 面高陽紀様 大橋泉様 賀屋清子様 関根広司様 伊藤久代様 吉井宏之様
内藤昭彦様 渡会友理子様 大切威博様 三浦幹也様 榊原弘貴様 伊藤照代様 一宮市M様 豊田市N様 水野静様
安城市K様 株式会社ヒロメ様 山本千恵子様 平戸功二様 河澄伸保様 有限会社吉左右産業様 株式会社セントラルホーム様
横山祥太様 村田尚隆様 川瀬貞久様 近藤真二様 ハーモ技研株式会社様 社会福祉法人ゆめネット様 大府市KM様
RH様 MO様 MK様 HK様 TH様 SK様 SY様 冨田彰子様 大野将央様 大野幾生様 大野敦生様 大府市RO様
犬飼金光様 朝倉三恵様 塚本利夫様 南陽木材株式会社様 若鯱会様 野村尚史税理士事務所様 株式会社建光社様
クラブイタリア名古屋株式会社様 野﨑具彦様 株式会社アイカ様 三鷹SOHO倶楽部 斉藤憲仁様 太田真奈江様 太田琢巳様
金子徹様 金子昭子様 内村友梨子様 横山祥太様 三井葉子様 河合耕様 安藤芳子様 柴田幸夫様 細川圧子様
加藤よし美様 渥美光章様 渥美愛子様 沓名亮介様 沓名秀美様 水藤訓二様 水藤千鶴子様 石原みちよ様 石原啓士様
斉藤利幸様 斉藤恵様 高嶋志郎様 鵜島やそ様 杉浦隆寿様 杉浦龍代様 白江浩之様 岡本洋子様 深谷篤志様
深谷龍司様 星野商事有限会社様 株式会社ミ
ドリ様 有限会社田辺空缶店様 株式会社名城化成様 株式会社近藤溶接様
村田印刷株式会社様 ウツホ様 有限会社富士屋様 有限会社立松家具様 きっずあにばーさりー様 可知悟様 可知将様
可知登様 株式会社吉田SKT様 山本理奈様 株式会社デンソー様 リビングサポートあいあいの家 武知佳子様 内藤教恵様
鈴木健様 石川武様 石川健次様 鳥居知世様 深谷龍樹様 恵エンタープライズ株式会社様 アトリエ・サンテンプル様 日置祐司様
齊藤雄太様 尾澤誠様 木檜香織様 寺師豊様 寺島明由様 澤田直利様 野田真帆様 高橋由哲様 岡本美砂様
七里正一様 七里守様 高木靖之様 石垣健治様 伊藤健太様 伊藤育雄様 岩崎真由美様 伊藤由美子様 前田真理子様
西原哲様 有馬久美子様 朴順姫様 河野恵美様 山田昌代様 田中佳宏様
加藤千草様 都築寿様 中村義枝様 有限会社富士屋様 杉山光利様 佐々辺明郎様 有限会社オーツーファニチャー様
土屋範郎様 株式会社鈴木プロセス工芸様 山中卓己様 庄田直矢様 伊藤司様 尾島輝雄様 宮地洋子様 松本利佳子様
不破一子様 松本昌代様 水野圭爾様 松原優子様 吉田伸一様 小林美佳子様 小野麻紀様 米山裕美様 山本幸子様
高柳良康様 高山英治様 大塚一雄様 秦誠二様 清水利男様 山田利昌様 小田島悦子様 神谷美治様 太田正孝様
大府市SK様 大府市TH様 大府市HM様 高須八重子様 原田眞理子様 山田優美子様 田中由紀様 鈴木美幸様
永田太三様 牛田清博様 石原克己様 大洞和彦様 鈴木盈宏様 小林亜紀夫様 田中大輔様 面高陽紀様 小川正様
谷沢俊文様 村松泰様 久保田好明様 柴田哲史様 石原義久様 竹内錦司様 尾崎理通様 猪子彰朗様 吉田忠久様
玉腰隆志様 平井尚人様 校條正次様 相沢克彦様 太田和秀様 酒井康行様 垣内達彦様 斎藤由華様 風岡晋哉様
金田有記様 今井正悟様 有限会社森野工務店様 中立電機株式会社様 水連 鈴木麻祈子様 浅井興産株式会社様
株式会社小牧工業社様 有限会社つばめ不動産様 駒田印刷株式会社様 ウツホ様 株式会社ジーコミュニケーション様
株 式 会 社 バーム様 永 橋 興 業 株 式 会 社 様 株 式 会 社 浅 野 屋 様 ぎゃらりー・ばぁまんじー様 有 限 会 社ジュリア様
株式会社エヌエスコーポレーション様 有限会社田辺空罐店様 有限会社サンパール様 西川税理士事務所様 巴産業株式会社様
株 式 会 社 野 々 山 商 店 様 株 式 会 社 中 茂 様 株 式 会 社アイオン様 株 式 会 社 冬 頭 建 設 様 シーズ 株 式 会 社 様
アーバン・スペース株式会社様 株式会社中日ゴルフ様 社会福祉法人中日会様 南陽木材株式会社様 アトリエ・サンテンプル様
野村税理士事務所様 山根聖幸様 円城寺淑子様 八木博之様 宮本光男様 玉雲閣様 深谷由紀枝様 坂田翔様
アウトソーシング中部三河様 加藤よし美様 高嶋志郎様 長坂久二様 河村隆行様 山田静代様 金子昭子様 石原みちよ様
黒柳諭様 赤堀健様 佐藤志保様 斉藤利幸様 名古屋商工会議所 鯱の会様 弥生町防災委員会様 株式会社デンソー様
株 式 会 社 デンソー 羽 根 田 聡 様
きっ ず あに ば ーさりー 様
武 知 佳 子 様 野々山 竜 彦 様 犬 塚 塔 子 様
株式会社豊田自動織機はあとふる倶楽部様 株式会社豊田自動織機様 株式会社デンソー高棚製作所様 きーぼー市場様
酒井亜希子様 吉川承昭様 藤野千秋様 タクト加藤行延様 株式会社MTG様 刈谷3.11を忘れない実行委員会様
城陽市精神家族会アルプス様 酒井毅様 横山和孝様 志賀方子様 太田育代様 杉浦志郎様
公益社団法人Civicforce様 Give2Asia様 特定非営利活動法人ジャパンプラットフォーム様 特定非営利活動法人くるくる様
活 動 助っ人 座 様 「 刈 谷 3 ．
1 1を忘 れない 」で 寄 付いただいた皆 様 谷 紀 行 様 鈴 木 英 仁 様 愛 知 淑 徳 大 学 様
浜のミサンガ
「環」
をご購入いただいた皆様、販売をお手伝いいただいた皆様 デリカフーズ株式会社様 株式会社フレッシュおの様
生活協同組合コープあいち様 多田商店様 佐々木自動車工業有限会社様 株式会社トーメンエレクトロニクス様 愛知学院大学様
吉本興業グループ様 大至産業有限会社様 カヤマ穀粉(有)様 長崎県島原手延そうめん振興会様 うまか食品(株)様
安城市役所様 大府市役所様 岡崎市役所様 刈谷市役所様 幸田町役場様 知立市役所様 豊橋市役所様 西尾市役所様
みよし市 役 所 様 南 輝 久 様 杉 浦 順 子 様 大 西 健 介 様 古 居 敬 子 様 災 害ボランティアチームボランティアの皆 様
臨床心理士チームボランティアの皆様 特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター りた様 原健吾様 山下克昭様 佐藤敏之様
高桑俊康様 （株）
東海新報社様 （株）
meets様 （順不同）
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あとがき
継続した活動への決意を新たに
そして、得た学びを生かしていきたい
愛知ネット
理事長

天野竹行
東日本大震災発生から2年。私たちは
『緊急支援』
『 地域連携』
『 復興
支援』活動を、
岩手の皆さんと共に継続してまいりました。活動は、
全国の
皆さんのご理解とご協力、
ご支援がなければ、
なしえなかったことです。深く
感謝申し上げます。
岩手は今、
再起の途上です。
これまでの地域連携活動を通じて、全国
の皆さんと岩手の皆さんとがつながり、
新たな地域連携が始まっています。
また、
私事ではございますが、
希望郷いわて文化大使の任を拝命し、
今後
ますますの継続した活動への決意を新たにした次第です。引き続き、
地域
連携および復興支援を進めてまいる所存です。
そして、
東海・東南海地震が危惧される東海地方において、
活動を通し
て得た学びを、
大切に生かしていきたいと考えています。今後ともご理解ご
協力とご支援の程、
宜しくお願い申し上げます。

※ご寄稿いただいた方の役職名は、2013 年 3 月時点のものです。
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