2011 年ユナイテッド・アース震災支援活動記録
※2011 年 3 月～2011 年 12 月まで

【主な活動】

●産業の復興と雇用の創出のために 南三陸町へ義援金 1000 万円を寄付
●日本再生のモデルとなる発信基地「コンテナ名店街」設置計画を提案・プロデュース
（2012 年 2 月 25 日「志津川福興名店街」としてオープン／約 1600 ㎡に 32 店舗が出店）

●将来世代を担う子ども達のために「児童館」設立を企画
T ポイントカード募金を原資として設立 （2011 年 9 月 5 日竣工）
●地元産業の復興と活性化を願う「福興市」を商店街の経営者の方々と共に開催
（2011 年 4 月～毎月最終日曜日に継続開催／各回約 2 万人来場）

●南三陸町・登米市に４つの拠点とベースキャンプを構え、現地に根ざした活動を展開
（現地に派遣したボランティアは延べ 6,500 名）

●現地の状況や支援活動をリアルタイムに届ける「南三陸町復興応援サイト」を運営
●近畿日本ツーリストと連携し「福興市ボランティアツアー」を実施（延べ 270 名が参加）
●大手企業数社を含む十数社の企業 CSR ボランティアツアーの実施
●被災体験を語り継ぐ「語り部ガイド」プロジェクトを企画・運営
●アーティストとの連携により、海外にも支援を広く募る 「ARIGATO プロジェクト」を展開
●「FNS27 時間テレビ 2011」生中継 復興スマイルライブ 現地アドバイザーを担当
●コミュニティ作りの支援のため、仮設住宅集会所横にカフェスペースをオープン
●全国各地 1 万人からの応援メッセージを込めた「絆レインボーフラッグ 2011」
47 都道府県と世界 26 カ国 44 都市で同日に「福興カフェ HOPE シェアリング」を開催
こうした町の皆様、民間団体・企業、ボランティアの連携による取り組みが評価され、
南三陸町が 2011 年度「地域づくり総務大臣表彰」の大賞に選ばれました！！

【その他活動】
・南三陸町災害ボランティアセンターを立ち上げ（自治体

社会福祉協議会と連動）

・ベイサイドアリーナ（災害対策本部）に集まる物資の仕分け・管理・分配を担当
・龍馬プロジェクトの協力により、大分市、福岡県苅田町、鎌倉市から自転車約 50 台を寄贈
・コンテナ名店街の設立にあたり、福島工業株式会社様の協力により、業務用冷蔵庫 8 台を寄贈
・株式会社メディエイター様との連携により、パソコン 80 台を寄贈
・漁業復興のため、竹内グループ様の協力によりタンクローリーを提供、タコや銀鮭漁のサポートを行う
・企業との連携により 2 トンダンプを寄贈
・美容師ボランティアによるチャリティカットを実施
・避難所での映像上映会を実施（歌津中学校など）
・心が元気になる図書館として、絵本や詩集、コミックなど約 1 万冊を寄贈
・登米市「復興祭」の開催をサポート（ゲストの招聘やステージ運営などを担当）
・カゴメ株式会社様との連携により志津川小学校にて地元住民の方々と共にトマトの苗植えを実施
・子ども達の遊び場、学び場として仮設住宅集会所に「プレスタ（Play and Study）
」を開設
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2011 年 3 月～の歩み
震災後直ちに被災地へ入り、宮城県南三陸町・登米市に拠点を置き支援活動を開始

※ベイサイドアリーナ

※ベースキャンプ

※登米市 オフィス

社会福祉協議会と連動し、南三陸町災害ボランティアセンターの立ち上げをサポート。また、物資の仕分け・管理・分配を行う
搬入搬出センターの統括、および総合受付を担当しました。

南三陸町佐藤町長との会談 復興計画について対話 （南三陸町へ義援金 1000 万円を寄付）

「福興市」開催 （第 1 回 2011 年 4 月 29 日・30 日～計 10 回開催）

「福がおこる市」＝「福興市」は、一商店街だけではなく、行政機関である町と地元経営者の方々、地元小中学校の子供たちやご家
族、NPO、ボランティアが一丸となり創り上げている催しです。第 1 回「福興市」は志津川中学校で開催し、2 日間で約 15000 人が
来場。大盛況のもと感動と賑わいに満ちた場になりました。その後も毎月末の日曜日に開催し、回を重ねる毎に地元からの出店数が
増え、全国から約 2 万人が訪れる催しになっています。

TSUTAYA の T カードポイント募金を原資として「児童館」を設立 （2011 年 9 月 5 日竣工）

カルチュアコンビニエンスクラブ様より T ポイント募金の支援内容のご相談を受け児童館の設立を提案。町との協議により設立計
画の実行が決定しました。7 月 7 日七夕に実施した着工式では、志津川小 1 年生の子どもたちが「児童館にほしいもの」をテーマ
に描いた絵を発表し、願い事を書いた短冊の飾り付けも行いました。昨年 9 月 5 日に竣工。子どもたちにとって希望や夢が育まれ
る場所になることを願っています。
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被災体験を語り継ぐ「語り部ガイド」活動を提案・サポート

多くのメディアに、被災者が「語り部」として、震災体験を語り伝える活動の先駆けと報じられた南三陸町の語り部プロジェクト。
月１回開かれる「福興市」に昨年５月から設けられている語り部コーナーにて、津波の体験を来場者に語るお手伝いをしています。

龍馬プロジェクトの協力により、大分市、福岡県苅田町、鎌倉市より自転車約 50 台を寄贈

仮設住宅の集会所横にカフェをオープン

仮設住宅には抽選で入居するため、隣近所の方を知らないという方がたくさんおられます。仮設住宅の方々が気軽に集い、繋がり合え
る場所を作りたい、という想いから仮設住宅の集会所横にカフェをオープンしました。今では、自然に町の方々が集まる場所になり、
子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで温かい笑顔に包まれた憩いの場になっています。

子ども達のためのプレスタ（Play and Study）を開設

まだまだ安心して遊べる場所、自由に体を動かせる場所が少ない中、子ども達が集まって遊んだり勉強したりできる場所として、志津
川小学校仮設住宅の集会所をお借りし、
「プレスタ（Play and Study）」を開設しました。

株式会社メディエイター様との連携により、パソコン 80 台を寄贈

就業や日常の情報収集にも必要なパソコンを町の希望者の方々へ寄贈しました。
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今井絵理子さん講演会開催 （2011 年 10 月 22 日）

南三陸町 PTA 連合会から企画依頼を受け、被災地の大変な環境の中頑張っておられる親御さん達に少しでも勇気や元気を届けられたら
と、SPEED の今井絵理子さんに出演をお願いし、講演会を開催しました。絵理子さんを囲んでのライブ、握手会も感動と温かい空気
に包まれ、素晴らしい時間となりました。

絆レインボーフラッグ２０１１

全国各地 1 万人以上からのメッセージを虹色のフラッグに込めて…全長 111 メートルの巨大なフラッグを、震災から 8 ヶ月、そして世
界平和記念日でもある 11 月 11 日に南三陸町で掲げました。また、同日全国 47 都道府県と世界 26 カ国 44 都市で一斉に「福興カフェ
ＨＯＰＥシェアリング」を開催！震災復興、新しい町づくりに向け今何が必要か？私達にできることは何か？熱い想いを交流しました。

産業・雇用創出プロジェクトを開始 （登米市緊急雇用創出事業）

東日本大震災の影響で離職した被災者の方々を雇用し、将来の起業家を育成する支援事業として登米市から認可されました。緊急雇用
創出事業の一環として、パソコンスキルからビジネスマナー等幅広く起業に必要な知識・ノウハウをお伝えしています。

クリスマスイベント

「みなサンタ２０１１in 南三陸町」 開催

南三陸町の若者らと協力して、帰宅時の会社員や子どもたちに「明るい気持ちになって元気を出してもらいたい」と企画。宮城県南三
陸町の防災対策庁舎近くの空き地には、７千個のＬＥＤで飾った高さ６メートルのクリスマスツリーを設置しました。また 12 月 24 日
はベイサイドアリーナにて、６ｍのロールケーキ、そしてＴ－ＢＯＬＡＮの音楽ライブが行われました。
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国連本部「ヒューマンライツ・人権会議」にて被災地の状況、復興支援活動を報告（2011 年 11 月）

代表世話人の渕上がニューヨークの国連本部から招聘を受けて「ヒューマンライツ 人権会議」にてスピーチの機会をいただき、東日
本大震災の現状や、ユナイテッド・アースの復興支援活動を報告してまいりました。国や民族を越えて多くの方々が震災の痛みを分か
ち合い、心からのエールを送ってくれていることに、本当に大きな可能性と勇気を頂く時間となりました。

支援先 宮城県南三陸町が平成 23 年度地域づくり総務大臣表彰で大賞を受賞
平成 23 年度地域づくり総務大臣表彰の大賞を南三陸町が受賞されました。受賞理由にある、毎月１回開催している南三陸町福興市や、
地域ガイドの取り組みとして実施している「語り部ガイド」は、ユナイテッド・アースがこれまで継続的にご支援させていただいてい
る活動になります。

※総務省ホームページ「平成 23 年度 地域づくり総務大臣表彰 受賞者の概要」pdf ファイルより
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全世界一斉 復興カフェ ～HOPE シェアリング～について（2011 年 11 月 11 日スタート）

東日本大震災から半年が過ぎた 2011 年 10 月以降、震災の報道が少しずつ減っていく中、被災地に「全国で被災地のことを考えている
仲間がいることを届けるために、全都道府県で一斉に共同作成した 111 メートルの「絆レインボーフラッグプロジェクト」。
そのプロジェクトと並行し、大震災 8 ヶ月目の 2011 年 11 月 11 日より１年目を迎える 2012 年 3 月 11 日まで、毎月 11 日に全国各地で
被災地のことを語り合い支援の在り方を考えるイベントとして全世界一斉 復興カフェ ～HOPE シェアリング～実施しました。
実施後、
『改めて東北に向かって何ができるかを考えることができた』
『本当に絆がいっぱい生まれた期間』
『今後もこの輪をどんどん広
げていきたい』など、たくさんの声をいただいています。
今後も被災地に対する思いを忘れず、震災で学び合った「絆」「当たり前にあることへの感謝」「助け合い」の精神を皆で高めあい、被
災地だけではなく、各地域のコミュニティ形成と社会貢献意識の高まりを促していけるものとして呼び掛けてまいります。
●日本 全国 47 都道府県／世界 26 カ国 44 都市
復興カフェ総会場数：283 ヵ所／延べ人数：約 2500 人／復興カフェリーダー数：200 人
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下記サイトもぜひご覧ください
◆ユナイテッド・アース 公式ＨＰ
ユナイテッド・アース

⇒検索!! http://united-earth.jp

◆南三陸町復興応援プロジェクト ＨＰ
南三陸町復興応援プロジェクト

⇒検索!! http://united-earth.jp/minamisanriku/

※南三陸町での支援活動を日々ブログで紹介しています

◆facebook・twitter にて 日々、情報発信しています！ぜひご覧ください！
1 ）UE オフィシャルページ
https://www.facebook.com/united.earth.official

2 ）震災支援プロジェクト
https://www.facebook.com/united.earth

３）UNITEDEARTH
https://twitter.com/united_earth_jp

7

