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三菱商事復興支援財団 復興支援助成金 2012 

－最終報告書－ 

１． はじめに 

2011 年４月より活動を始めた本プロジェクトは、当初から被災地・被災者・避難者の生活再

建期（仮設住宅～自宅復帰の時期）をターゲットとし、彼らの自立の「伴走的」支援を目指し、

コミュニティ福祉学部の学問的基盤である「福祉」「コミュニティ」「健康」「いのち」に関わる専門

性に基づいた活動を展開してきました。活動は、主に石巻市・気仙沼市大島・陸前高田市を

拠点とし、定期的に訪れることで信頼関係を構築し、長期的な活動として継続できるように、学

生・教員が一体となって組織的に展開しています。震災発生から２年間で、プログラムはこれま

で合計 50回以上実施され、学生述べ 756名が参加しています。 

 

２． 活動の内容 

◆活動全体状況 

上記の通り 2011 年の 7 月から支援活動しておりますが、そのうち本助成金を使って参加するの

は 2012 年の 7 月の石巻市での活動からになります。最終報告書では中間報告の後、引き続き行

った復興支援に関して報告いたします 

2012年 7月から、同年 11月 25日までのボランティアの人数は表１の通りです。 

 

表１ 2012年 7月～11月までの被災地活動参加者数 

月 拠  点 

人  数＊1 

学生 
引率 

（RA） 

引率 

（教員） 
計 総 計 

7 

石巻 9 2 1 12 

31 

気仙沼市大島 ・ ・ ・ ・ 

南三陸町 ・ ・ ・ ・ 

陸前高田 ・ ・ ・ ・ 

都内避難者支援 14 5 ・ 19 

8 

石巻 ・ ・ ・ ・ 

109 

気仙沼市大島 25 1 3 29 

南三陸町 10 ・ 1 11 

その他（ゼミ）＊2 14 1 1 16 

都内避難者支援 44 8 1 53 

9 
石巻 ・ ・ ・ ・ 

30 
気仙沼市大島 5 2 3 10 
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南三陸町 ・ ・ ・ ・ 

陸前高田 9 ・ 2 11 

都内避難者支援 8 1 ・ 9 

10 

石巻 6 3 ・ 9 

52 

気仙沼市大島 14 3 1 18 

南三陸町 ・ ・ ・ ・ 

その他（栄養調査） 3 1 1 5 

都内避難者支援 16 4 ・ 20 

１１ Zeroバス 19 ２ １ 22 22 

計 239 

 ＊1  人数は被災地活動参加者の実数です。 

 ＊2 「その他」とは、本プロジェクトのプログラム以外で広がったゼミ等での復興支援活動です。 

 ＊3 中間報告以降に「東京都孤立化防止」の参加者助成をお認めいただきましたため、中間報告時の集計表に 

    この事業の参加者人数を、追記させて頂いております。 

  

 7月から 11月までの支援活動参加者の人数は 239名で、学生参加者は 115名（助成対象者）

です。被災地活動参加者数では、気仙沼大島が 57人で一番多く、次が石巻 21人、その他 21人

の順です。参加者の状況を月ごとにみると、8月が 109人で一番多く、大学が展開するプログラム

のため、夏休み期間に学生が参加しやすかったのではないかと思われます。 

 中間報告以降に行われた、学生の自主的な企画 Zeroバスツアーは、計 22名(参加学生 14

名、学生スタッフ 5名、教員引率 1名、RA引率 2名) が参加し、陸前高田を対象に行いまし

た。震災後避難所となっていた家に泊まり、避難生活をされていた方々から当時の様子を

直接伺うという貴重な体験をすることができました。 

 

◆ 拠点ごとの活動内容 

それぞれの活動は、活動の約 2 ヶ月前から ①復興支援室への『復興支援参加希望登録』をし

た学生（2013/04/25 現在、登録者数 516 名）へのメールでの案内 ②大学ホームページ・ツイッタ

ー等での全学生対象に募集をしています。 

中間報告以降に行われた活動は、本助成金対象以外の活動も多くありますが、しかし、本助成

金によって被災地の方々と強い関係を維持することが出来たことによって、活動の継続・発展につ

ながったと認識しています。この期間を経ることで、より被災地の方々の自立を支え、被災地のニー

ズに添った伴走的支援としての活動体制を整えることができました。以下、中間報告が行われた 10

月以降の各拠点での活動を報告します。 

 

１）石巻市 
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区分 時期 内容 

 

中間報告 

7月 31日～8月 2日 

（石巻 8期） 

石巻・川開き夏祭りへの参加 

「めだかの楽園」での交流活動 

大橋仮設の視察 

10月 6～7日 

（石巻 9期） 

「東北元気フェスティバル in石巻」での「石巻茶色

いやきそばアカデミー」のお手伝い 

「めだかの楽園」での交流活動 

中間報告

以降の 

活動 

12月 22～24日 

(石巻 10期) 

「めだかの楽園」でのクリスマス会、開催 

「めだかの楽園」での交流活動 

石巻市内の視察 

2013年 03月 09～11日 

(石巻 11期) 

3.11鎮魂祭のお手伝い・参加 

「めだかの楽園」での交流活動 

石巻市内の視察 

 

10 月までの現地活動拠点であり、現地コーディネーターも引き受けて下さっている「めだかの楽

園」での活動を中心に、12 月は、クリスマス会に呼んで頂き、サービス利用している高齢の方々に

歓迎していただきました。当日は、立教大学生が作った「ホッカイロケース」を、利用者全員分（108

個）に贈りました。さらに、立教高校生が、地元の新座市民に呼びかけて集めたクリスマスのメッセ

ージカードをプレゼントすることで、関東から「忘れていない」というメッセージを伝えました。そして

活動参加者からは、出し物を披露（リコーダー＋ギター演奏、手作り旗上げゲーム）して、利用者の

方々との楽しいひと時を送りました。 

2013年 3 月に行われた 11期の活動は、震災から 2 年目を迎える石巻市の皆さんと、震災に対

する思いを共有するという意味で非常に重要な活動でした。3.11 に合わせた舞魂祭は、めだかの

楽園からの依頼を受けてスタッフとして参加しました。当日は石巻焼きそば・焼き鳥・豚汁を作り、新

座市のマスコットキャラクター「ゾウキリン」の着ぐるみを着てイベントを盛り上げました。しかし、黙祷

の時間になると、涙や怒りの感情がまだ残る「めだかの楽園」の方々を、ただ黙って見守ることしか

できず、改めて震災被害の大きさ、根深さ、喪失感を感じることになりました。 

4月から開講する立教大学学部の講義「コミュニティ福祉から考える震災復興支援」という授業に、

めだかの楽園の代表の方に登壇頂くことなども決まり、双方向の助け合い、学び合いが長期的交

流へと繋がり、深化していくことを感じることが出来ました。 

 

２）気仙沼市大島 

 時期 内容 

中間 報告 8月 4～5日 

（大島 12期） 

被災地視察 

小・中・高生の学習支援 
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本プロジェクトのなかで、最も回数・参加者数の多い活動です。本助成金により、初めて復興支

援活動に参加した学生の多くが、その後もリピーターとして持続的に活動に参加しています。 

小・中・高生とのレクリエーション等 

8月 8～9日 

（と～ほくらぶ） 

［九条小学校］ 

被災地の小学生・保護者を対象に、 

『夏のわくわく大学開校』を開校。 

4つの大学連合による①パフォーマンス披露、 

②一緒に練習し、発表、というプログラム 

8月 29～31日 

（大島 13期） 

被災地視察 

砂の造形展(大島小学校行事)のお手伝い 

中・高生の学習支援 

9月 22～23日 

（大島 14期） 

被災地視察 

小・中・高生の学習支援 

小・中・高生とのレクリエーション等 

10月 20～21日 

（大島 15期） 

被災地視察 

中・高生対象のハロウィンパーティー 

大島小学校の学習発表会のお手伝い 

仮設住宅でのお茶会 

中間報告

以降の 

活動 

11月 17～16日 

（大島 16期） 

被災地視察 

小・中・高生の学習支援 

小・中・高生とのレクリエーション等 

12月 14夜～16日 

資料 1 

（大島 17期） 

被災地視察 

児童館・仮設住宅でのクリスマス会の企画・実施 

中・高生の学習支援 

2013年 1月 5～6日 

（大島 18期） 

被災地視察 

小・中・高生の学習支援 

小・中・高生とのレクリエーション等 

2月 23～24 

（大島 19期） 

被災地視察 

小・中・高生の学習支援 

小・中・高生とのレクリエーション等 

3月 19～21日 

（大島 20期） 

資料 2 

校長先生を囲む会(退職記念) 

気仙沼市立大島小学校卒業式・6年生を送る会 参加 

中・高生への学習支援 

子どもたち・お母さんたちと島内ピクニック 
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12 月のクリスマス会等では、リピーター学生がリーダー的な存在として関わり、被災地でのクリス

マス会を盛り上げました。児童館の開催では、学生自らが企画・運営し、子ともたちと楽しい時間を

過ごしました。さらに、大島の子どもたちとの 2 年間に及ぶ学習支援によって関係を育んだ学生た

ちが、仮設住宅のクリスマス会に大島の子どもたちを呼び、世代間交流の機会をつくることができま

した。当日の集会所はたいへん明るい雰囲気に包まれました。 

※活動の詳細は、別添の資料をお読みください。           ＜資料 1.2＞ 

 

3月には、大島小学校の卒業式と、父母会主催の「6年生を送る会」に参加しました。通常なら大

学生が招待されることはない卒業式という場に、校長先生自らご招待していただけたことで、こ

れまで培った関係性の深さを実感することになりました。校長先生はこの卒業式を最後に、自身も

退職されるため、非常に感慨深い様子で、前日の「校長先生を囲む会」では、立教生の歌う懐メロ

や送る歌に、ギターの伴奏をつけながら涙を流されていました。退職後、校長先生には、本活動の

現地コーディネーターをお引き受けいただくこになるため、こちらも想いをしっかりと受け止め大島

の復興を共に考え歩んでいきたいと、改めて決意する機会となりました。 

子どもたちと大学生の関わりの面では、現地の先生・保護者の方から、子どもたちにとっては毎

月訪れる立教生がより身近な大人のモデルとなって子どもたちに良い刺激を与えている、と言って

いただいています。学習支援やレクレーションに参加してくれる子どもたちの中には、毎回来る子

どもも多数いて、月に 1回の立教生との交流を楽しみに待っていてくれていることを実感します。 

3 月はほかにも、保護者と子ども達、そして校長先生を招いて、島内ピクニックを実施しました。

子ども達から島の好きな場所を紹介してもらったり、また歩きながらいろんな話しをすることで、いつ

も以上に交流を深めることができました。 

また、石巻と同様、ご退職された校長先生にも、4月 30日に「コミュニティ福祉から考える震災復

興支援」に登壇頂くことなども決まり、前日には、校長先生を交えて、プロジェクト教員・スタッフ・リ

ピーター学生とともに「大島を考えるワークショップ」を開催することも決定しています。 

 

３）南三陸町 

南三陸町での活動は現地コーディネーターの確保や交通手段の不便さ、拠点確保の難しさ等

により、持続的な活動としてではなく、夏季等の長期休暇期間に限った活動を行っています。夏季

の活動の際、被災地の復興の第一線で活動している現地の専門家から意見を頂くことを通して、

現地の人々が思う復興と復興支援の形と意味を再認識することができました。震災からまる 2 年が

経て、復興支援に対する思いが風化している中で、復興支援を学生自ら考え、次の復興支援に参

加する切口になった活動でした。  

No． 時期 内容 

最終報告 8月 6～8日 

資料 3 

入谷地区田んぼの視察 

「被災地のこれまでとこれから」講演会・懇親会 

Ｙｅｓ工房、宮城大学南三陸復興ステーション、等 
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※活動の詳細は、別添の資料をお読みください。     ＜資料 3＞ 

 

４）陸前高田 

研究休暇中の本学松山教授が、活動拠点として借りている民家(陸前高田サポートハウス)に毎

月半月以上滞在し、地域の人との交流を積極的に展開する土台作りを行ってきました。 

学生とのプログラムでは、仮設住宅を毎月訪問し、食事を一緒に作り食べる、郷土のおやつ

の作り方を教えてもらい作って食べるなどの交流を継続しています。さらに訪問した学生は後日必

ず写真付きの手紙を出すことにし、交流を長く続けることを強く意識しています。現地で交流をさせ

ていただいている Y さんからは「学生との文通は生き甲斐。毎月学生が来てくれる生活が出来るよ

うになるとは思わなかった。次に来てくれる日を数えて待っている。本当に楽しい。仮設住宅で一

番の幸せ者です。」という言葉をいただいています。イベントの主催・大きなプログラムを組むことな

どはせず、その時々の出会いなどを取り入れる柔軟な活動により、仮設住宅の方と学生という、被

災者-支援者との枠組みを超えた個別化の関係を築き、最近では、こちらが交流を持つ人同士の

繋がりへと広がりつつあります。 

 ※活動の詳細は添付の資料をお読みください。     ＜資料 4＞ 

 

5）その他 

① 健康教室(気仙沼大島) 

10 月の活動以降、気仙沼大島での仮設住宅の方々健康維持、精神的な安定と交流のために

行われている健康教室は参加者の方々から非常に好評を得ています。会を重ねるにつれ参加者

も増えて、バランスボール等の道具を使用した体操には年齢を問わず皆明るい笑顔で活動に参加

しました。 

※活動内容の詳細は、別添の資料をお読みください。     ＜資料 6＞ 

 

②Zeroバス 

何か活動をしたいと思っても、どこから始めればよいか分からない 1年生・2年制を対

象に、被災地に足を運び、被災者の方々と交流を持つことで、次の復興支援の第一歩を踏み出

すことができる「第０歩」という意味の Zeroバスツアーを、学生が主体となった復興支援活動として

行いました。 

今回、活動を行った陸前高田市は、本プロジェクトの拠点になる高田サポートハウスでの持続的な

活動によって、地域の方々とは馴染の関係になっています。その関係の下に、仮設住宅で生活送

っている方々から震災直後の避難生活の様子を伺ったり、震災当時の状況を疑似体験する活動

を行いました。 

※活動内容の詳細は、別添の資料をお読みください。     ＜資料 7＞ 

 

② HPの更新 
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本助成金により、本プロジェクトのホームページを全面的にリニューアルすることが出来ました。

ホームページは、活動情報の取得のために活用する本学教員・職員・学生のみならず、本プロジ

ェクトが関係を育んでいる被災地域の方々も目にします。今回のリニューアルにより、見やすくなっ

たことで、毎月拠点ごとに展開するそれぞれの活動を丁寧に紹介・掲載し、大学全体の復興支援

活動の継続並びに研究等に役立てていきたいと思います。 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/csc/index.html 

                   

３． 活動の成果 

 １）総合的成果 

2012年度の復興支援活動の参加者は、のべ 756名でした。その内、本助成金を使って、7月か

ら 11 月の 5 ヶ月間、被災地と近隣都県で 115 名（助成金対象者のみ）の学生が参加して復興支

援を展開することができました。夏季に入り、長期休暇で学生参加者が増加する時期に合わせて、

より多くの現地活動の展開が可能となったと思います。 

夏季の活動に参加した学生は本助成金以降の活動にも継続的に参加して活動全体のリーダー

的な存在になっています。また、学生本人が関わるだけでなく、学内で回りの友人に声をかけ、新

しい学生が復興支援に関わるきっかけを作っています。10 年以上かかると思われる復興支援に必

要な人材の育成・確保・継承に繋がりつつあると実感しています。 

そして、継続的に関わる学生によって馴染みの関係が形成され、①定期的な現地訪問 ②被災

地からの要請による訪問 ③教員の専門性・学生の特性を活かした活動 として馴染みの関係が

形成されることにより、被災地へのニーズの寄り添い、大学が行う学生対象の各拠点被災地

活動プログラムが質的に充実してきています。例えば、大島での活動においては、定期的な訪

問により馴染みの学生が現れ、その学生たちがクリスマス会を開催することで、仮設住宅に住んで

いる高齢者と子どもたちの交流するチャンスを作ることができました。また、教員はクリスマスの間、

不安を抱えている被災者の方と接し、相談に乗ることが出来ました。仮設住宅で閉じこもりがちの方

への支援のための糸口を作ることができ、教員の専門を生かした支援になったと思います。陸前高

田においては、学生や教員と関わりを持った仮設住宅の方同士が繋がりをもち、買い物に行けな

い方に対して車の運転が可能な方が買い物の時期を合わせて一緒に買い物に行くという、被災者

同士の助け合いの架け橋として本プロジェクトの成果が出てきています。 

 

２）拠点ごとの成果 

■陸前高田ブログラム 

毎月 1 度、学生が訪ねることを心待ちにしてくださっている仮設住宅の方からは、「学生が来てく

れて話しをすることが出来るようになって嬉しい。いつも一人で誰とも話さないから。次に来るのが

待ち遠しい」という言葉を頂き、訪問のみならず、毎週届く手紙も大切に保管され、訪ねるたびに見

せて下さいます。今後も長期に定期的に会いに行き、手紙や写真を送ることを続けていく予定です。 

この度の活動での最大の成果は、仮設住宅の方、地元の方が「してもらう立場」から「してあげる

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/csc/index.html
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立場」に転換する萌芽がでてきたことです。仮設住宅に住む環境は変わらないものの、自分の持

っている能力を使い、人のために動くことができるようになったことは、自分の生活を取り戻して行く

過程であり、新しい生活を自分で創っていく力を持って下さったことになると思われ、本プロジェ

クトの目的に近づいているといえます。また、仮設を離れ、プロジェクトで所有している高田サポー

トハウスで食事作りや会食をすることも、お招きしている人同士の関係が深まり、仮設住宅で互いに

訪問したり、一緒に仕事をするようになるなど、地元の力の発揮、自分たちでの問題解決を図る下

地になればと願っています。また住民同士が出会い、新しい関係を築いていくことを目的として活

動し、その活動が住民同士の支え合いを生みだし、「コミュニティの再生」に繋がっていくと思われ

ます。 

 

■石巻市プログラム 

これまで、現地の要請に基づいたイベントの手伝いを中心とした活動（石巻市開催の川開き祭り 

「めだかの楽園」主催のクリスマス会、「めだかの楽園」が地域と協働で行った 3.11慰霊祭、等)を継

続して行ってきた成果として、震災後に再開した「めだかの楽園」がもう一度新しい地域での関係を

形成し、地域に溶け込む仲介的な役割を果たすことができたといえます。 

石巻の中心部は、我われが関わっている３つの地域の中では、「復興」が最も進んでいると言え

るかもしれません。しかしながら、ハード・ソフト面の両面において、まだまだ伴走的支援が必要で

す。活動の組み立てを、徐々に現地の方に任せていくことで、現地の自立をこちらがサポートする

という方向に展開しつつあり、コミュニティの再生につながる方向で進んできています。 

 

■気仙沼大島プログラム 

離島の大島は、震災後、更に少子高齢化が進行し、住居・職の確保など島での将来の生活設

計を描くことが困難となり、子どもの進路や夢にも影響しています。そこで、子ども達が島にはいな

い大学生と交流することを通し、多様な大人のモデルを提供すると共に、子どものエンパワーメント

を醸成できます。また、継続的な島民との関係形成により、島の暮らしの活性化の一助となり、コミ

ュニティの再生を支援します。 

今回、20 期で小学校の卒業式に招待されたことは、大島小学校と培った信頼関係、子ども達と

の繋がり、そして父兄の方の理解などが確認できた貴重な機会であり、活動の成果といえる。また、

３月で退職した校長には、来年度以降本プロジェクトの現地コーディネーターを務めてもらうことに

なっています。これも成果ということができます。 

今後とも、島の方々と、島ならではの復興・子どもたちの未来を考えながら、学習支援・仮設住宅

訪問による心のケア等を継続していきます。 

 

４． 現状認識と今後の方向性 

 １）現状認識 

 東日本大震災からの復興は仮設住宅等での生活支援の段階に入り、表面上は、日々の生活が
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ある程度と取り戻されてきたように見えます。そのため、マスメディア等の報道は、その中から「サク

セス・ストーリ」のような話題を取り上げ、いかに頑張っているかを強調するようになっています。 

 しかし、現地で実際に見聞きする限り、「サクセス」した人の後にはものも言えない多数の人々が

います。例えば、被災地のある高齢者女性は、「夫はすでに亡くなっています。また、夫ともに築き

上げてきた家は流されてしまいました。今の収入源は僅かな年金だけ。家を再建することなどとても

考えられません。これからも仮設住宅に住み続けるしかありません。仮設住宅がなくなったら、復興

住宅に行くか、それもできなければ施設に行くしかないのです。毎日、生き残ってしまったことを悔

いています。と言って死ぬこともできません。」と語っています。このように、明日の希望をまったく持

てない状況にある人々が無数にいます。同様に、子どもたちも、ポツポツと同級生が転校していく

姿を見て、自分の住んでいる地域が今後どうなっていくかを不安に思っています。このように、近く

に仕事が無いため、遠方の地に移転する人が後を絶ちません。一方、仕事を得られない人たちは、

仮設住宅に終日いて、することもなく過ごしています。このようなことを考えるならば、私たちの支援

活動は、今後、どこに焦点を当てていくことが大切なのでしょうか。答えは明白です。こうした人

たちに、少しでもいいので、「生きていてよかった。」と感じてもらえるような支援が必要です。「目立

つ」ことは必要ないし、もはや求められてもいないのです。 

 以上の現状認識のもと、そうした「無告の民」が、僅かながらでも「明日の希望」をもてるように、寄

り添い関わり続けることがもとめられているのではないでしょうか。そのためには、そうした一

人ひとりと「馴染みの関係」を構築した学生が、繰り返し訪れ交流を重ねることが求められます。「次

はいつ来てくれるのだろうか。今度の手紙はいつだろうか。手紙を心待ちにしています。」すでに交

流を深めている仮設住宅の住民の言葉です。実際、仮設住宅を訪れ、居住者と話をすると、「この

瞬間が楽しい。また来てほしい。忘れないでほしい。」と口々に言われます。 

 以上を踏まえるならば、今後はますます「1 対１」の関係性を作り継続するような働きかけが必要だ

と考えられます。そして、これらの 1対 1の関係が結びつきあって、コミュニティ再生に至る道筋を、

ともに歩んでいくことが大切なのだろうと考えます。 

 

 ３）各拠点ことに目指すもの 

①石巻市 

これまで行ってきた、現地の方の要請に基づいた、イベントの手伝いを中心とした活動（川開き、

クリスマス、慰霊祭など）を継続することで、より深い関係を築いていきます。その上で、被災地・被

災者自らがプログラムの企画や実施ができる力量をつけ、それらを実施する体制の整備につなが

るような支援、つまり「自立」や「コミュニティの再生」につながる活動を組み立てていきます。 

 

②気仙沼大島 

離島の大島は、震災後、更に少子高齢化が進行し、住居・職の確保など島での将来の生活設

計を描くことが困難となり、そのような現状は子どもの進路や夢にも影響しています。そこで、子ども

達が島にはいない大学生と交流することを通し、多様な大人のモデルを提供すると共に、子どもの
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エンパワーメントを醸成することができます。また、継続的な島民との関係形成により、島の暮らしの

活性化の一助となり、被災地でのコミュニティの再生を支援します。 

 

③陸前高田 

 仮設住宅を離れサポートハウスで食事やおやつの作り方を学生に教えながら作ることが、支援さ

れる側から自分の力を発揮する側に立つ機会となり、結果的に精神的ケアとなっています。また、1

対１の関係を構築した人同士の関係が深まり、仮設住宅で互いに訪問したり、一緒に仕事をするよ

うになるなど、外部の支援だけでなく自分たちの問題解決を図れるようになっています。また、プロ

グラムも被災地の方が立案するようにしていくことで、次第に自立して生活できるようになるのでは

ないかと考えています。 

 

5.  最後に 

  本助成金対象金である震災 1～2年が経過した 2012年度は、今後の長期的な活動が実際に組

み立て可能かどうかを見定めるうえで、非常に重要な期間でした。 

この期間は、緊急支援機関の支援活動を支えた多くの NPO・NGOが撤退しました。さらに、ガレ

キ撤去等の手作業を行うボランティア活動を中心に展開していた多くの復興支援団体が、災害ボ

ランティアセンターの閉鎖に伴い、活動休止・停止を余儀なくされています。 

そんな中、震災後の設立当初から、コミュニティ福祉学部として「仮設住宅入居後の孤立化防止、

心のケア、生活支援、生きがいづくりのための継続的伴走支援を目指す」との長期見通しを立て、

被災地との信頼関係づくりを行ってきた本プロジェクトの活動は、まさにこれからの期間のための基

盤づくりをしてきました。 

しかしながら、特定被災地との信頼関係を育み、馴染みの間柄となり、地域に溶け込んでいくた

めには、教員・スタッフ・学生たちが何度も何度も足を運び顔を合わせる必要があり、そのための最

大の課題が「学生への旅費補助の確保」でした。 

この度の助成いただきましたお蔭で、この最大の課題を解消し、それによって次世代を担う学生

達のなかに多くのリピーター・復興支援活動リーダーを育成することができました。実際に卒業生が

一名、被災地の NPOに就職しました。 

今回助成いただきました成果を、今後の 5・10 年へとつながる被災地との交流へと繋げ、震災復

興・コミュニティ再生へとよりいっそうの寄与をしていくことをお伝えして感謝の言葉とさせていただ

きます。ありがとうございました。 


