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  <活動報告>  石巻めだかボランティア 
 

コミュニティ福祉学部 

 コミュニティサポートセンター 

       東日本大震災復興支援推進室 
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宮城県石巻市 被害状況 

地震・津波による被害 
   死者           3,282名 
   行方不明者       669名 
   住家全壊     約28,000棟 
 
震災当初 約5万人が避難所にて生活 
    避難所   10月11日を以って全て閉鎖 
    仮設住宅 約7,000戸以上建設 
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石巻市 被害状況 

港湾病院 

石巻市立病院 

石巻文化センター 南浜町 
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めだかの楽園 

高齢者介護事業所 
  （石巻港近郊南浜町を拠点に 
         地域の在宅高齢者の生活を支援） 

震災当日 
  事業所にいた利用者・近隣住民は職員と避難 
  事業所は２階上部まで津波にのまれる 
 

避難所（中学校体育館）での数日 
  職員は利用者の介護を続けるが、 
            介護度の高い利用者は施設へ 
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めだかの楽園 
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石巻めだかボランティア 

 １期（７月３１日～８月２日）   

   「第８８回石巻川開き祭り」灯篭流しのお手伝い 
 

 ２期（９月１３日～９月１７日） 

   生きがいデイサービスのお手伝い 

   仮設住宅でのサロン活動のお手伝い 
 

 ３期（９月２２日～２４日） 
 

 ４期（１１月２２日～２４日） 

   芋煮会・冬服配布のお手伝い 
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石巻めだかボランティア 

 ５期（１２月２２日～１２月２５日）   

   利用者とのコミュニケーション・冬服配布 

   クリスマス会のお手伝い・被災地視察 

 ６期（２月１５日～２月１８日） 

   生きがいデイ・傾聴ボランティアのお手伝い 

   利用者とのコミュニケーション・被災地視察 

 ７期（３月１０日～３月１１日） 

   シンポジウム準備お手伝い  

   全国コミュニティFM特別番組KIZUNA STATION 

   会場（めだかの楽園）のお手伝い  
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第１期 石巻めだかボランティア 

参加者：学生６名、 

      RA２名、教員１名 

【左】  被害状況の見学 

【左下】灯篭の組み立て 

【下】   灯篭流し準備 
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第１期 石巻めだかボランティア 

【左】  流灯手伝い 

【左下】川開き祭り灯篭流し 

【下】     〃 
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第１期 石巻めだかボランティア 

【左】  引越しのお手伝い 

【左下】事業所開設入魂式 

【下】       〃 
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第２期 石巻めだかボランティア 

参加者：学生２名、RA１名 
 

【左】  生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

【左下】    〃 

【下】  研修参加 
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第２期 石巻めだかボランティア 

【左】   仮設住宅集会所 

【左下】 傾聴ボランティアの 

        仮設カフェ活動 

【下】      〃 
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第３期 石巻めだかボランティア 

参加者：学生３名、教員１名 

          （ゼミ合宿） 

【左】  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ参加 

【左下】  被害状況見学 

【下】 台風後の清掃手伝い 
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第４期 石巻めだかボランティア 

参加者：学生３名、RA２名 
 

【左・左下】 冬服発送作業 

【下】 仮設住宅への 

     チラシポスティング 
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第４期 石巻めだかボランティア 

【左】    芋煮会準備 

【左下】  冬服配布 

【下】   芋煮会手伝い 
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第５期 石巻めだかボランティア 

【左】   クリスマス会手伝 

【左下】 利用者さんと 

【下】  被災地視察（女川町） 
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第６期 石巻めだかボランティア 

【左】  生きがいデイ 

【左下】  仮設カフェで手伝い 

【下】   女川町破砕選別場  
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第７期 石巻めだかボランティア 
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今後の予定 

活動は、受け入れ先（めだか）の要請に応じて、行
なう場合と、こちらの参加者の希望に合せて活動
を組み立ててくれる場合があります。 

 

後者の場合、参加希望者は復興支援推進室に問
い合わせてください（○○の活動をしたい、など）。
また、希望日程の３週間前までにご相談ください。 
（学生の希望する日程や内容を先方と相談します） 

 

 



 
 

めだかの楽園さんでの 
活動を通して 

めだかの楽園のみなさんとのつながり、 

参加してみての感想 

コミュニティ政策学科４年 
     荻生奈苗 



石巻めだかの楽園ボランティア 

 

1期、4～7期に参加させていただきました＊ 



めだかの楽園 
～利用者さんとのつながり～ 













めだかの楽園 
～スタッフさんとのつながり～ 



めだかのスタッフの皆さん 



 



 



参加してみての感想 

私たち学生を家族のように迎えてくれる温かさ 

 「よく来たね」「また来てね」 

  孫のように可愛がってくれる利用者の皆さん 

  石巻の方々にとって大切な日に「よそ者」の私たちを 

  迎え入れてくださった3月11日 
 

石巻の方々の「前向き」な想い 

  明るく私たちを迎え入れてくれる利用者さん、 

  スタッフさんも1人1人が被災されている 

    それでも前向きに頑張っているめだかの皆さんに 

  私たちが元気をもらっている 
 

 

 



参加してみての感想 

私たちにできること 

 「学生さんが来てくれると、利用者さんの表情          

  が明るくなるんです」 

   専門的な技術や知識がない私達にも 

     できることはきっとある 
 
 

石巻やそこにいる人たちが好き、だから 

    行きたい 

 「何かしたい」という想いが、何度も訪れる 

    うちに、「石巻が好き、だからまた行きたい」 

    という想いに変わる 

 



参加してみての感想 

石巻の方から聞いたお話 

 「あなたたちが結婚して、子どもができてお
母さんになったら、また必ず石巻に来てほしい。
そして子どもたちに、昔この場所でどんなこと
が起きたのか、あなたたちが伝えていってほし
い」 

「わたしたちが今していることは、復興の
『礎』にすぎない。復興の主役は、これから大
人になるあなたたちなんだよ。」 

 



一緒に石巻に行きましょう(^0^)!! 

 



 東京都避難者等の孤立化防止事業 
 

福島県等からの避難者支援ボランティア 

 新宿区社会福祉協議会  練馬区社会福祉協議会 



• 同じく被災された方なのに世間の注目は低い 
• 避難者の方々も「知られたくない」という意識が強かった 
• 「知らない」「知られたくない」の構図で避難者の方々の孤立化が進む 

２０１１年３月１１日から数日後、各地に避難 
・津波による家屋の流失 
・原子力災害 
   ↓ 
・県内避難 
・県外避難（＝広域避難） 
 東京・埼玉・千葉・神奈川 
 およそ２万人 
 東京は９千人 
 
 
 
 
 
 
 
 
   （東日本大震災復興対策本部事務局  
           H.23.12.21発表） 
 



 東京都への避難 

 新宿区社会福祉協議会  練馬区社会福祉協議会 

 避難所生活 
 家族・親族・友人 
の家での生活 

 都営団地 

在宅避難者への 
①交流イベント支援 
②個別訪問支援 

都営団地集会所で 
①遊び支援 
②学習支援 
③イベント開催 



 練馬区社会福祉協議会 

 ボランティア募集 

春に「としまえん」で 
イベントを開催。 
 
夏にファミリー向けの 
イベントを実施予定。 

イベント準備の様子 
家族や子ども達と一緒に 
としまえんを楽しむ 

イベント後の社協さんとの 
ふりかえり 



 ボランティア募集 

 新宿区社会福祉協議会 

学生支援局Three-S（立教大学） 
Frontiers（立教大学） 
Keep in mind 3.11（早稲田大学） 
早稲田レスキュー（早稲田大学） 
学生ボランティアセンター（東洋大学） 
つながるわキャンペーン（学習院女子大学） 
東日本復興支援学生本部（文教大学） 
チームオレンジ（法政大学） 
文明塾（慶応大学） 

 参加学生団体 

毎月  第２・３土曜日 
 
【場所】 
高田馬場駅近くの都営団地 
【時間】 
１部 １１時半～１６時 
２部 １５時～１８時 
 
７月に「夏祭り」を開催予定 
テーマは「東北×地域」 

他大学との協働で実施 集会室での活動の様子 活動やイベントの企画会議 


