
 

■活動報告書（中長期）               記入年月日  2013年 4月 19日 

団体

名 

学校法人 立教大学 東日本大震災復興プロジェクト 

 

代表

者名 

役職名 氏名（ふりがな）   もりもと よしき 

プロジェクト委員長 森本 佳樹 (コミュニティ福祉学部福祉学科教授) 

所在

地 

〒  352 ― 8558 

埼玉県新座市北野 1-2-26 立教大学コミュニティ福祉学部 

（団体専用・個人宅→    様方） 

記入

者名 

役職名 氏名（ふりがな）  おき なおこ 

プログラム・コーディネーター        沖 直子 

記入

者連

絡先 

TEL: 048-471-6967 FAX:  

携帯:  メールアドレス:  

助成

決定

番号 

8B-111 

活動

名 
 被災地・被災者の生活再建支援とコミュニティ再生のための継続的活動 

プログ

ラム種

別 

 1.緊急救援活動  2.生活支援活動 ○ 3.復興支援活動  4.その他 

助成

決定

額 

    294   万円 

活動

期間・

日数 

1.活動期間（2012年 11月 17日～2013年 3月 31日） 2.活動日数（ 133   日） 

活動し

た人

数 

1.スタッフ（のべ   50人） 

3.ボランティア（のべ   169人） 
2.ボランティアリーダー（のべ  37人） 

協力・

連携し

た団

体や

機関 

1. 陸前高田市役所 企画部企画政策課・社会福祉課 ※災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰとの協力・

連携が無い場合は 1 は記入な

し 

※災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ以外の協

力・連携団体がある場合は 2～

5に記入 

2. 石巻市小規模多機能型居宅介護事業所「めだかの楽園」 

3. 気仙沼市立大島小学校・児童館 

4. NPO たがた八起 (陸前高田モビリア仮設) 

活動し

た場

所や

拠点 

1. 岩手県陸前高田市小友町西下 52－1 「立教大学・高田サポートハウス」 

2. 宮城県気仙沼市高井 気仙沼市立大島小学校 

3. 宮城県石巻市元倉 小規模多機能型居宅介護事業所 「めだかの楽園」 

（都道府県名・市区町村名・地区名・拠点名等が分かるよう、具体的に記入してください） 

活動

の対

象者 

 

1. 陸前高田市 小友地区の方、モビリア仮設の方、大船渡市大豆沢仮設住宅の方 

2. 気仙沼市大島 小学校・中学校・高校生とご父兄、大島中学校仮設住宅の方 

3.  石巻 介護事業所利用の在宅高齢者、大橋団地仮設住宅の方 



活動した

内容 

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

る。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 700名以上が参

加している。 

以下、第８期ボラサポ募金によって行われた、約 5か月の活動について報告する。 

 

1．気仙沼大島 

【立教大学 べんきょうお手伝い隊】(子どもへの学習支援・交流活動) 

気仙沼市立大島小学校(在籍数 81 人)を拠点に、島の子どもたちへの学習支援と交流活動を中心

に活動をしている。17 期では児童館と仮設住宅で学生が主体的に企画しクリスマス会を実施した。 

仮設住宅でのクリスマス会は子どもとともに準備し、子どもも当日参加することにより、高齢者・子ど

も・大学生という世代を超えた交流が実現できた。仮設住宅から参加した 10 名の高齢者からは、立教

大学の継続的な活動への期待の言葉が多く寄せられた。19 期では小学校行事である清掃活動に参

加するとともに、保護者と教員・大学生の交流会を校内で実施し、保護者のニーズを把握するとともに

今後、保護者とともに活動を考えていく契機とすることができた。こうした経緯の結果、20 期では大島

小学校から卒業式に招待していただき、学生・スタッフを含め総勢 27名で気仙沼大島を訪問した。 

また、勉強お手伝い隊のプログラムには、大島中学校仮設住宅の住民や地域の方から話を聞く機

会をできる限り設け、震災前の暮らし、発災時、その後いままで、これからなど、様々な話を伺ってい

る。これらの方々はおおむね高齢者が多いが、クリスマス会では、学生が高齢者と子どもとの橋渡し

をすることができ、その結果、島の人たち同士の交流も深まる契機となった。 

リピーターが全体の 6 割を超える継続的な関わりを積み重ねてきた経験をふまえ、今後も、より実り

のある交流の促進とともに、島の住民の主体性を尊重した活動の展開を図っていきたい。 

 

■主な活動内容 

・16期(11/17,18): べんきょうおてつだい隊・クリスマス会話し合い 

・17期(12/14～16): べんきょうおてつだい隊・クリスマス会の企画運営 

・18期(1/5,6):べんきょうおてつだい隊 

・19期(2/23,24): べんきょうおてつだい隊・保護者との交流会 

・20期（3/18～20）:べんきょうおてつだい隊・卒業式参列・子どもと島探検ピクニック 

 

■参加人数一覧 

時期     参加数 学生 

引率 

大学 

院生 

教員・ 

スタッフ 

べんきょうおてつだい隊に 

参加しにきてくれた 

現地の子どもたち 

16 期(11/17,18) 7 2 3 計 41人(小 24人 中高 17人) 

17 期(12/14～16) 10 2 3 計 60人(小 37人 中高 23人) 

18 期(1/5,6) 6 1 3 計30人(小  9人 中高21人) 

19 期(2/23,24) 20 1 3 計 68人(小 44人 中高 24人) 

20 期（3/18～20） 20 3 4 計 27人(小 15人 中高 12人) 

合計(のべ) 63 9 17 226人(小 105人 中高 80人) 

 



■特筆すべき内容: 

 気仙沼大島での活動は毎月一回というペースで持続してきたことにより、現地の小学校、子どもた

ち、保護者の方々との関係が深まってきている。通常なら部外者が呼ばれることはない卒業式という

場に招待していただけたことはこうした関係づくりの一つの成果であった。 

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

だいている。また、活動に参加してくれる子どもたちの中には毎回のように参加してくれる子どもも多

数おり、立教生と話をするのを楽しみにしてくれている。保護者と交流会やピクニックを通して交流を

深めることができている。 

学内での広がりに関していえば、19 期、20 期は開催時期が春休みに重なったこともあり、参加人

数が大変多かった。増加しているのはリピーターの学生のみだけではない。本プロジェクトを主管する

コミュニティ福祉学部に限らず他学部の学生の参加も増えつつある。復興支援にかかわる活動をした

いと思っても、情報不足で参加する機会をみつけられず、参加を見送ってきた他学部の学生が、ここ

半年ほど意識的に取り組んできた学内広報で本プロジェクトを知り、参加するようになっている。 

継続的な交流のため全学一丸となって、大島に訪れる学生を更に増やし、さらなる関係性を深めて

いきたい。 

 

■活動プログラム例:(18期の場合) 

 



【健康教室】 

教員 1名と本学大学院生 1名～2名で実施。仮設住宅での健康維持と心身のケアのため、栄養・スポ

ーツ専門の教員が担当している。(不定期開催) 

■気仙沼大島健康教室(①1/21～23②2/22～23) 

<1月> 

女性9名、男性１名参加。ロコモ体操などで楽しく時間を過ごす。自主的継続的に行うことを目的として

運動したらシールを貼れるように 1－3月のカレンダーを作成し、たいへん好評であった。 

<2月> 

女性 10 名参加。和気あいあいとした雰囲気の中、体を動かして時間を過ごす。運動を促進するため

のカレンダーは効果的に使われ、毎日運動してシールを貼っている人も多かった。カロリズム（活動量

計）を 10名、食事調査を 9名に実施。 

■写真 

 

 

左上から順番に下記様子。 

■クリスマス会 ■べんきょうお手伝い隊活動様子 ■卒業式様子 ■ハイキング ■集合写真 

 

2．石巻市 「めだかの楽園」 

 石巻市元倉にある小規模多機能型居宅介護事業所めだかの楽園を拠点に、地域での交流を重ね

ている。 

12月 22日、23日、24日それぞれ計三回開催したクリスマス会では、立教大学生作った「ホッカイロ

ケース」を、利用者全員分（108 個）届け、また立教高校からは、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し、関東から「忘れていない」というメッセージを伝えた。また

当日は、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、利用者の方へ笑顔を届け

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関わった。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」の着ぐるみをもってイベントを

盛り上げるなどしたが、訪問を重ねるごとに地域の方々との交流がますます深くなっていくことを改め

て感じることができた。 

 

■主な活動内容: 

10期(12/22～24):デイサービスへの参加、クリスマス会の企画・運営 

11期(3/9～12): 舞魂祭の企画・運営 

 



■参加人数一覧 

時期    参加数 学生 

 

引率 

大学院生 

 

教員・スタッフ 

  
10 期(12/22～24) 1 2 0 

11 期(3/9～12) 10 4 1 

合計 11 6 １ 

 

■特筆すべき内容: 

石巻市の中心部にあるめだかの事業所近辺は、ともすれば 2 年前に大きな災害があった場所とは

思えないようなにぎやかさを取り戻し、「復興」も進んでいるように見える。しかし、そこに暮らす人々の

心のなかには、まだまだ２年前のこと、それからの２年間のことが重なり合っていると感じることが多

い。とくに 11期では 3月 11日に合せて活動を行ったが、地震発生時の 14時 46分に全員で黙祷を行

った際に、めだかの関係者・利用者が話したさまざまな感想がそれを物語っている。このことは、ハー

ド的な「復興」とは別に、一人ひとりの生活に寄り添った「伴走的支援」がまだまだ必要であることを実

感させるものであった。 

今年度末には、もとの事業所があった南浜・門脇地区の人たちが蛇田地区へ集団移転し、それに

伴って事業所も移転する予定とのことであるが、蛇田地区に移ってからのコミュニティ再生に寄与でき

るように活動を組み立て直していく必要があると感じている。 

■活動プログラム例:(11期の場合) 

 3 月 9日（土）  宿泊先：めだかの楽園    

  8:13 集合 前発組出発（学生 5名、引率 3名） 

 12:16（30分遅延） 到着 石巻駅着→昼食後、めだかの楽園へ移動 

14:00 視察 視察（南浜町、門ノ脇小等。途中、犬を連れた男性と石巻やきそ

ば移動販売の Oさんからお話を伺う） 

 16:30 手伝い 翌日のイベント準備（芋洗い・皮むき等） 

 18:30～ 夕食 夕食 

 20:00～21:00 入浴 風呂 

 22:00～23:00 振返り 1日の振り返り 

3 月 10日（日）   

 7:00～8:30 起床 朝食準備、朝食、後片付け 

 10:00～12:00 他 団 体

イ ベ ン

ト 

①FMラジオの収録・放送 

②山梨の小学生と石巻の小学生との交流イベント→小学生と一緒

に作業を手伝う 

 12:00～13:00 昼食 昼食 

 13:30～ 手伝い 翌日の「舞魂祭」の準備（会場設営等） 

 14:30頃 視察 後発組合流、そのまま視察へ（南浜→門ノ脇小→日和山） 

 16:30～ 交流 めだかの楽園内で交流 

17:30～ 夕食等 打ち合わせ（翌日の流れ確認）、打ち上げ 

22:00～23:00 振返り 1日の振り返り 

3 月 11日（月）   

 7:00～8:30 起床 朝食準備、朝食、後片付け 

 8:30～10:00 手伝い 当日準備（テント設置、石巻やきそば・やきとり販売準備等） 

 10:00～15:00 イ ベ ン

ト 

「舞魂祭」参加、 

運営のお手伝い（立教生は主に外の出店を担当） 

 15:00～16:30 手伝い 片付け、前発組帰路へ 

 17:00～ 交流 めだかの楽園内で交流 

 18:00～ 夕食等 スタッフ打ち上げに参加 

22:00～23:00 振返り 1日の振り返り 

3 月 12日（火） 

 7:00～8:30 起床 起床、朝食、後片付け 

9:00～10:00 交流 めだかの楽園内で交流 

10:00～11:30 視察 リーダー・社長の案内で南浜、大曲地区等を視察 

12:00～13:00 昼食等 めだかの楽園を出、地元の食堂で昼食（石巻やきそば） 

13:30～17:00 視察 中心市街地のまちづくり活動を視察（ふれあい商店街→復興マル

シェ→喫茶・雑貨店→石巻２．０） 

17:15 終了 後発居残り組も帰路へ    

  



 

■写真 

 

■クリスマス会で出し物をしている様子(左) 

■舞魂祭にて新座市からお借りした新座市キャラクター「ゾウキリン」との一枚 (中) 

■鎮魂祭の様子 (右) 

 

3．陸前高田 

【仮設住宅住民等との交流活動】 

研究休暇中の本学教授松山が、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た。 

仮設住宅へ毎月訪問し、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る。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る。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る。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、徹底的に個別化した関係を築き、交流を続け

ている。 

 

■活動内容 

・13 期(12/7～10)：Ｓさん、Y さん宅訪問・Ｔさん病院へお見舞い等の地元の方との交流・東海新報社

訪問等 

・14期(1/19～20)：Ｓさん、Ｔさん、Y さん、Ｄさん宅訪問・交流等 

・15期(2/21～23)：Ｓさん、Ｔさん、Y さん、Ｇさん宅訪問・東海新報社訪問等 

・16期(3/12～14)：Ｓさん、Ｔさん、Y さん、らと交流・東海新報社・津波伝承館訪館等 

 

■参加人数一覧 

参加数            

時期 
学生 

引率 

大学院生 
教員・スタッフ 

13期(12/7～10) 2 0 1 

14期(1/21～23) 3 0 1 

15期(2/21～23) 6 0 1 

16期(3/12～14) 10 1 1 

合計 21 1 4 

 

■ 特筆すべき内容: 

最長 1 年以上毎月訪問することと、訪問後毎週順番に手紙を出すという交流を継続してきた。個別的



関係が深まり、学生は変わってもいつも楽しみに待っていて下さる。お招きして一緒に炊事と食事をす

ることができる家（サポートハウス）があることが最大の特徴となっている。一緒に買い物に行くことで、

材料を選びながら料理方法も教えていただき、一緒に作ることも楽しみにして下さる。「ボランティアに

何かをして貰う立場」ではなく、「自分の持っている力を発揮する」立場になっていただくことが出来て

いる。毎回生き生きと学生に作り方を教えて下さることで、エンパワメントができ、生活の力を取り戻し

ていただけていると思われる。夕食を食べながら、アルバムを一緒に見ながら話して下さる内容は、津

波からどうやって逃げたのか、避難所生活の辛さ、昔の子育てや庭に植えていた花のことなど多岐に

わたる。無口だったＴさんも、何度も訪問するにつれ、学生のためにお菓子を準備して待っていて下さ

り、若い頃の出稼ぎでの楽しい思い出などをたくさん話して下さるようになってきた。 

さらには、ＳさんとＴさんは同じ仮設住宅に居たが、元々知り合いでは無かった。一緒に食事をした

ことから関係が出来、今ではＳさん夫妻が一人暮らしのＴさん宅を訪ねて交流するようになり、車の運

転ができないＴさんのために買い物に一緒に行くようになってきた。住民同士が自分の持っている力を

発揮して下さるようになったことはこの活動の大きな成果といえる。 

このように、学生との交流を介してコミュニティ再生へと近づく試みとして、このプログラムの有効性

を認識し、今後も地域住民や仮設住宅の居住者との関係を継続していく必要がある。 

 

■活動プログラム例:(14期の場合) 

 



【健康教室】 

教員 1名と大学院生 1名～2名(スタッフ)で実施。生活不活発病予防のため、栄養・スポーツ専門の教

員が仮設住宅内の集会室にて、開催している。 

■陸前高田健康教室 (①1/24②2/24) 

<1月> 

●モビリア仮設住宅バランスボール教室 

大人 4名、子ども多数(自由参加のため)。基本動作・お遊戯的なもの、『ひょっこりひょうたん島』ダンス

を入れ、楽しみのなかで運動不足が解消できるようにし、参加者に楽しく満足してもらう。「次はいつ来

るの?」と催促の声も聞かれた。 

●健康教室 

毎回の食事を写真に撮り、カロリズム(活動量計)と共に、栄養・運動から健康チェックを測定。 

測定結果をわかりやすくアドバイスつきで説明する教室を開催した。 

<2月> 

●モビリア子どもバランスボール教室 

子ども 8 名、大人 4 名の参加。参加する子どもの年齢層と意識が異なっているため、一緒に行えるプ

ログラムの開発が今後の課題である。 

●モビリア子どもバランスボール教室 

大人 10名、子ども 4名の参加。筋トレ、コンディショニングなど様々なプログラムを実施。バランスボー

ルは非常に好評。 

 

■写真 

 

■サポートハウスで一緒に食事を食べている(左) 

■仮設住宅で、アルバムや色紙などを大切に飾っておられるのを見せて頂いているところ(中) 

■一緒に郷土のおやつ「なべやき」を作っている様子(右) 

 

■活動内容を掲載したウェブ 

立教大学東日本大震災復興推進室 http://www2.rikkyo.ac.jp/web/csc/content/report.html 

                    

活動の

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と嬉しい。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

う言葉を頂いている。訪問のみならず、毎週届くお手紙も大切に保管され、訪ねるたびに見せて下さ

る。今後も長期に定期的に逢いに行き、手紙や写真を送ることを続けていく。 

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「してあげる立

場」に転換したことである。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、この活動の目的に近づいているといえる。



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でも、

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る。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ていきたい。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る。 

 

■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（川開き、クリスマス、慰霊祭 

など）を継続して行ってきた成果として、事業所や NPO 団体との信頼関係が築かれたことが大きな成

果といえる。 

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

かもしれない。しかしすでに述べたように、心の「復興」と言う面からは、まだまだ伴走的支援が必要で

ある。しかし、一貫して先方の要請と企画に基づいたプログラムを側面支援してきたことで、事業所や

地域の力を取り戻し、コミュニティの再生につながる方向で進んできている。 

今後、もとの周辺住民と事業所が、新しい地域に移転することで、この動きが止まらないように、さら

なる関係づくりが求められる。 

 

■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、居住地・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る。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す

る。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・サポー

トを増進する。 

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いただくことになって

いる。これも成果ということができる。 

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く。 

 

 

 

寄付者

への 

メッセー

ジ 

４次に続き、８次でも助成いただいたため、前回の時点とはまったく違う成果をあげることが出来ま

した。４次の段階では、活動が軌道に乗りはじめた段階で、毎回毎回、丁寧な活動、信頼関係の構築

を心がけていた時期でしたが(11 年度・学生派遣数 166 名)、今回は、すでに基盤のある活動のなか

で、地元の自立へどう繋げていくのか、コミュニティの再生とは何なのかを共に考えるといった息の長

い伴走的な支援の在り方を模索していく段階でした(12年度・学生派遣数 461名)。しかし、その中で特

に、現地コーディネーターを退職した地元の校長先生に委嘱したり、また、本プロジェクトの一員であっ

た大学院生が、本年４月から地元の NPO に就職するなど、現地への関わり方を今一歩深めることが

できました。 

この基盤を大切にしつつ、今後も長期的な伴走的支援を続け、コミュニティの再生に寄与していきた

いと考えています。 

ご寄付頂きました方の想いを受け、活動を無事に終了することができたことをご報告し、感謝をお伝

えしたく思います。ありがとうございました。 



 

 

【記入上の注意・お願い】 

1. この報告書に記載された内容は寄付者や関心のある方などに対して広く公

表します。個人名または個人が明らかに特定される内容は記入しないでく

ださい。（記入者の連絡先は公開しません） 

2. 活動のことを初めて知る人が読んでもわかるように、なるべく専門用語を

使わず、イメージのわくような報告をお願いします。写真なども有効に活

用ください。（写真は公開の許可がとれたもののみ送付ください） 



（活動報告 別紙） 活動内容分類 

 

貴団体が実際に活動した内容で、以下の活動項目のうち当てはまるもの全てに○を付けてください。 

赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」助成プログラムの充実や寄付者への報告に活用します

（選考資料には致しません）。 

 

○印 

記入欄 

↓ 

 
活動項目 

○  1 在宅被災者の訪問・安否確認・物資の配達等 

  2 被災家屋の瓦礫等の片付け・物品の捜索等  

  3 行方不明者の捜索・連絡の支援 

○  4 仮設住宅等への引っ越しの支援 

  5 避難所の被災者の支援・避難所の運営支援 

  6 炊き出し 

  7 外出・通院・移送等の支援 

  8 入浴 

  9 理美容 

○  10 相談 

○  11 専門職としての活動 

  12 医療 

○  13 健康管理 

○  14 介護・介助 

  15 障害者・外国人等のコミュニケーション支援 

○  16 こどもの保育・学習支援 

○  17 レクリエーション・文化・スポーツ活動 

○  18 サロン活動 

○  19 孤立防止 

○  20 離散した被災者同士のつながりを支援する調査・情報提供・交流支援等 

  21 災害で中断した伝統・文化・地域活動等を復興する活動 

  22 ミニコミ・コミュニティ FM・サイト運営等情報・交流支援 

  23 新たな生活支援サービスの開発 

○  24 新たな地域活動の開発 

○  25 支援拠点の設営・ボランティア等のコーディネート・活動開発支援 

  26 その他（具体的に記入：                    ） 

※本応募書にご記入いただいた個人情報は、本助成金に関する事務手続きのみに使用いたします。 


