主な沿革

history of UNITED EARTH since2002〜

様々な分野で活躍されている社会活動家や団体、企業様等、立場を越えた多くの皆さまに、
ご賛同・ご協力いただき、震災支援、次代を担う人材育成、海外支援、平和推進活動など、
「良心のネットワーク」を通して、より良い社会づくりに向けた活動に取り組んでおります。

2002

2006

・中国四川省涼山の子どもたちへの自立支援活動を開始 (16 名を支援）
※2013 年 支援生の一人が日本留学を実現！

10 月

・NPO 法人神戸国際ハーモニーアイズ協会設立

11 月 ・国連本部「コモンヒューマニティー会議」にて代表世話人の渕上がスピーチ

2007

2 月 ・社会貢献専門映像サイト「Wajju」を開局

ワールドハーモニ賞受賞の模様

・神戸にて「Wajju フェスティバル」を開催

・代表世話人 渕上が国連 NGO マーティン・ルーサー・キング Jr. 財団より
「ワールドハーモニー賞」を受賞

2008

4 月 ・海外支援のためのチャリティーイベントを多数開催
5 月 ・ベラルーシ（チェルノブイリ原発事故被害の子どもたち）支援
8 月 ・ガーナ支援（学校修復）

2009

5 月 ・環境イベント「1 万人のゴミ拾いウォーク」を開催。世界 25 カ国、延べ 15,000 人が参加
7 月 ・社会貢献専門音楽レーベル「ハーモニーアイズレコード」を設立
8 月 ・チャリティーコンピレーション CD「catch the peace!- 絆 -」をリリース
11 月 ・ケニア支援開始（自立支援及び食料、医療、教育支援、植林など）
・カンボジア支援開始（井戸の設置、食糧支援など）
UE studioALTA

2010

1月

・社会貢献共同体ユナイテッド・アース始動
・新宿スタジオアルタにて社会貢献・市民の集い「UE studio ALTA」を開催
以後継続実施（延べ 1000 人動員）
・社会貢献専門映像サイト「Wajju」Youtube 公式パートナーとして Google と契約（NPO としては東アジア初）

5 月 ・環境イベント「10 万人のゴミ拾い運動」実施（約 10 万人参加）
8 月 ・平和への祈りとアクションを拡げる「絆ピースウィーク 2010」開催（約 22 万人参加）
9 月 ・アメリカニューヨークにて「日米交流ゴミ拾いカルチャーツアー」実施（約 50 人参加）
10 月

・大阪万博記念公園にて「ユナイテッドアース

フェスティバル」開催（約 5,000 人動員）

11 月 ・平和への祈りを込めたフラッグを各地で掲げ、想いをつなぐ「レインボーフラッグプロジェクト」をスタート
（約 5,000 人参加）

・TSUTAYA コーズブランド DVD「人生の役割に出会う ! そして、世界が変わる !」
全国の TSUTAYA 店舗でレンタル開始
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2011

3 月 ・和歌山県田辺市にて、潜水士 渋谷正信さんと「海の再生プロジェクト」を開催

３月 11 日

東日本大震災発生

・東日本大震災 絆「KIZUNA」支援プロジェクト始動
※すぐに宮城県へ入り支援活動を開始！
・産業の復興と雇用の創出に向けて

南三陸町へ義援金 1000 万円を寄付

・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
【主な物資支援】自転車約 50 台、業務用冷蔵庫 8 台、パソコン 80 台、
タンクローリー、2 トンダンプ、絵本や詩集コミックなど約 1 万冊を寄贈

4月

第２回福興市の模様

・宮城県南三陸町にて地元産業の復興と活性化を願う「福興市」開催 （以後毎月継続的に実施）
・被災体験を語り継ぐ「語り部」プロジェクトを提案・運営サポート

6月

・震災復興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）

・東北の産業復興、交流人口増加に向けて、「福興市ボランティアツアー」、
「企業 CSR ボランティアツアー」を企画・運営
7 月 ・「FNS27 時間テレビ 2011」生中継 復興スマイルライブ 現地アドバイザー担当
9月

・被災地の子どもたちの為に T ポイントカード募金を原資とした
「児童館」設立を企画、設立

10 月 ・宮城県南三陸町にて今井絵理子さん（元 SPEED）の講演会を開催
11 月

南三陸町に設立された児童館

・全国各地 1 万人からの復興応援メッセージを集めた
「絆レインボーフラッグ 2011」を制作
・47 都道府県、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
・国連本部「ヒューマンライツ・人権会議」にて復興支援活動のスピーチ

絆レインボーフラッグ

・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
12 月 ・産業雇用創出プロジェクトとして、岩手県大槌町と大船渡市で TSUTAYA 店舗運営スタート

2012

2月

・コンテナ名店街が「志津川福興名店街」としてオープン ( 約 1600 ㎡に３２店舗が出店）

3 月 ・新宿スタジオアルタにて震災復興祈念イベント「UE studio ALTA」開催
・被災地の今を伝える「復興学びのプログラム」を開始
４月

・特産品開発プロジェクトの「おやき」登米風土博覧会で特別賞を受賞

志津川福興名店街

７月

・登米市メガソーラー事業の調印式開催

9月

・産業雇用創出のため全国から南三陸で働く人を募集する「復興応援バイト」を開始
・宮城県南三陸町にて「ヨコミネ式教育法」セミナーを開催
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10 月

・宮城県登米市にて復興と再生に向けて、語り合い、絆を育む、
「ＵＥカフェミーティング in 登米・南三陸」を開催

1１月

・市民が共に学びつながり社会貢献を実践する
「UE カフェ」を TSUTAYA 戎橋店で開催

UE-cafe in 登米

代表世話人・渕上と社会活動家・小田まゆみさんのトークセッションを実施
12 月

・「UE カフェ」を Yahoo JAPAN 本社で開催
・宮城県登米市のＣＭ映像が「みやぎふるさとＣＭ大賞」で銅賞を受賞
・南三陸町仮設住宅でのゴスペルライブを開催
・気仙沼市にてドキュメンタリー映画「うたごころ」上映会開催
・宮城県、岩手県にて復興応援ライブを開催

2013

1 月 ・全国各地にて、震災体験を語り継ぐ「出張語り部プロジェクト」を開始
２月 ・「よこはまショートフィルムフェスタ」OMOIYARI 部門優秀賞を受賞

講談社「ストーリー 311」

３月

・各誌で活躍中の漫画家有志による、震災を語り継ぐ
漫画プロジェクト「ストーリー 311」の情報提供及び取材に協力

4月

・天理大学にて社会起業家を育成する授業「ソーシャルアントレプレナー実践学」
を開始！
【主な活動実績】カンボジアの農村への井戸５基を支援 、
ケニアの家庭にソーラーランタン７台を支援、フィリピンの被災地域に仮設住宅を１棟建設、
ガーナの孤児院に蚊帳と食料を 50 名分支援、宮城県南三陸町の保育所へ紙芝居を 20 冊寄贈

6 月 ・復興応援プロジェクトとして、南三陸町内にひまわりを植える
「ひまわりプロジェクト」を開始
・兵庫県西宮市

ソーシャルアントレプレナー実践学

西宮えびす神社にて「UE-Cafe」を開催

7月

・震災復興支援と新しい社会モデルの創造をテーマに
新宿スタジオアルタで「UE-Cafe」開催

8月

・平和への祈りとアクションをつなぐプロジェクト、
「Peace Flame Movement 〜戦後 68 年間 燃え続けた原爆の残り火を全国一斉に灯す〜」を実施

PeaceFlameMovement
（ピースフレームムーブメント）

（24 都道府県 51 会場 2,015 名が参加）

10 月 ・宮城県南三陸町
11 月

佐藤町長と復興応援バイトとの交流会を開催

・東北から循環型の新しい社会モデルの発信を目指す全国初の取り組みとして
宮城県登米市にて「市民オーナー発電所」プロジェクトを始動
・同志社大学にて「ソーシャルアントレプレナー実践学」社会人コース・学生コース開始
・TSUTAYA 住吉店

メティスさんチャリティライブをプロデュース

12 月 ・世界に誇る日本の POP カルチャーと社会貢献の融合！「OSAKA MINAMI プロジェクト」始動
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2014

１月 ・山口大学との連携プログラム「ソーシャルアントレプレナー実践学入門」合宿開催
4月

・東北の復興を願い、宮城県唯一のフルマラソン
「東北風土マラソン」を宮城県登米市で開催
東北風土マラソン

5 月 ・公開シンポジウム

「目指すべき未来社会と望ましい人材育成政策〜スポーツとアートの可能性〜」を共催
（同志社大学ハーディーホールにて）

7 月 ・カンボジア支援（トイレを建設寄贈）
8月

・平和への祈りとアクションをつなぐプロジェクト、
「Peace Flame Movement 2014 〜戦後 68 年間 燃え続けた原爆の残り火を全国一斉に灯す〜」
を実施（47 都道府県 69 会場、約 1200 名参加）
・滋賀県東近江市にて同志社大学社会人コースの合宿を開催
・「登米市市民オーナー発電所」プロジェクト

第 1 号が運転開始

9 月 ・阪神競馬場にて宮城県登米市の郷土料理「はっと汁」チャリティー販売実施
・ケニア支援（井戸を建設寄贈）
10 月 ・宮城県登米市にて「脱出ゲーム
11 月

2015

ZERO からの挑戦状」開催

・カンボジア支援
（株式会社マルエイ様のご支援により、ティアクセン小学校に図書館を建設
当日の模様がカンボジア国営放送で放映される）

１月 ・宮城県登米市にて 脱出ゲーム 第３弾 を開催
ディアクセン小学校に寄付された図書館

２月 ・ソフトバンクの「かざして募金」をスタート
4 月 ・同志社大学にてシンポジウム「ソーシャルビジネスと信頼を基盤とした社会の構築」を開催
５月 ・二子玉川ライズにて東北復興イベント「トウホクトモニプロジェクト２０２０」を開催
６月 ・立命館守山高校にて在校生徒向けに、特別授業を開催
8 月 ・平和への祈りとアクションをつなぐプロジェクト「Peace Flame Movement 2015」を実施
１２月 ・台風

18 号で被害を受けた常総市のブラジル人学校に寄付支援を実施
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2016

３月 ・アシックスジャパン本社で開催された「東北復興あすへの集い

in Tokyo」を運営協力。

当 NPO 理事長の渕上が基調講演を行いました。
・カンボジア支援
（株式会社コマニー様のご支援により、プレイクラン村に 6 基の井戸を寄付）
・登記法人名を神戸国際ハーモニーアイズ協会からユナイテッド・アースへ変更

４月

・熊本地震支援開始
すぐ熊本に入り、阿蘇市の支援を開始
緊急支援物資（2 トントラック約 10 台分）を熊本に輸送

５月 ・熊本支援

産業復興支援チームを結成

６月 ・阿蘇復耕祭〜奇跡の

1000 人田植え〜開催協力

8 月 ・Peace Flame Movement 2016 を実施
10 月

・ダイアログ・ネットと熊本地震復興支援チャリティイベント
「 Super 30 Choir 」を開催

2017

４月 ・熊本地震から１年、阿蘇で復興祈念イベントを開催
３月 ・ワールドビジネスサテライトで「東北あいターン」が特集される
５月 ・NHK

クローズアップ東北で「東北あいターン」が特集される

７月 ・九州北部豪雨で被害を受けた福岡県朝倉市の支援活動を開始
８月 ・Peace Flame Movement 2017 を実施
１１月 ・カンボジア支援

２棟目の図書館が完成！

（株式会社マルエイ様のご支援で２棟目の図書館が完成しました）

2018

1 月 ・カンボジア支援

３棟目の図書館完成！図書館と井戸を寄付。

（株式会社コマニー様のご支援で３棟目の図書館が完成。
イノチオホールディングス株式会社様、
コマニー株式会社様のご支援で井戸を寄付）

・災害復興メンバープログラム開講！
経営を通じて社会問題の解決を目指すソーシャルイノベーションを活学し、
ユナイテッド・アースが培ってきた有事の際に必要な復興支援活動のメソッドを学べる
少人数制の合宿プログラム
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２月 ・台湾東部地震緊急募金開始
６月

・台湾地震・花蓮市を支援
花蓮市内の２つの民間団体（黎明教養院と老人家庭關懷協會）に 100 万円ずつ総額 200 万円を寄付

７月 ・平成

30 年 7 月豪雨発生（西日本豪雨災害）
愛媛県宇和島市吉田町の支援を開始！

９月 ・北海道胆振東部地震の支援金受付開始
台湾支援の模様
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