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１１１１．．．．実施概要実施概要実施概要実施概要 

 

【 開催日時 】 ２０１３年３月２日（土）、３日（日） １０：００－１６：００・・・仙川駅前公園での復興応援販売 

【 開催日時 】 ２０１３年３月１０日（日） １０：００－２０：００・・・調布駅前での展示・販売及びキャンドル献灯 

【 開催場所 】 ２０１３年３月２日（土）、３日（日） １０：００－１６：００・・・調布市 仙川駅前公園 

【 開催日時 】 ２０１３年３月１０日（日） １０：００－２０：００・・・京王線調布駅前広場、調布駅前公園 

【 主催 】 東日本大震災慰霊祭『あの日を忘れない。』実行委員会主 

公益社団法人調布青年会議所 

【後  援】調布市・調布市観光協会 

【協力団体】調布から！復興支援プロジェクト，調布市仏教会，カトリック・サレジオ調布教会，電気通信大学 U.E.Cast ， 

  白百合女子大学，調布中学校ボランティア部，調布第五中学校ボランティア部，ボーイスカウト調布協議会、 

  調布キャンドルナイト、亀山キャンドルハウス 

実行委員長： 高橋 裕二 （公益社団法人調布青年会議所） 

副実行委員長： 横山 泰治 （調布から！復興支援プロジェクト） 

 

 

２２２２．．．．イベントイベントイベントイベント概要概要概要概要 

 

� 本事業は、東北のための復興支援を続けること、自分の町は自分たちで守ること、失われた命を忘れないために、

今自分達ができることを行うことを目的に今年が第第第第２２２２回目回目回目回目のののの開催開催開催開催、、、、昨年昨年昨年昨年はははは 1000100010001000 基以上基以上基以上基以上のののの灯篭流灯篭流灯篭流灯篭流ししししを多摩川で実施。 

 

� 主催は調布青年会議所を中心に市内市内市内市内のののの団体団体団体団体がががが共同共同共同共同でででで企画企画企画企画、、、、実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会をををを組織組織組織組織し運営。実施３日間で延べ１７７１７７１７７１７７名名名名

ののののボランティアボランティアボランティアボランティアがががが参加参加参加参加 

 

� ３月２日（土）・３日（日）は仙川での気仙沼を中心とした東北物産販売東北物産販売東北物産販売東北物産販売をををを初初初初ののののプレプレプレプレ企画企画企画企画としてとしてとしてとして実施実施実施実施。 

 

� ３月１０日（日）は調布駅南口広場にて日中は東北支援物販・防災展・防災対策体験を行い、夜間には慰霊祭と

３００３００３００３００本本本本ののののキャンドルキャンドルキャンドルキャンドル献灯献灯献灯献灯を実施。参加費 (一口１１１１００００００００円円円円以上) で誰誰誰誰でもごでもごでもごでもご参加参加参加参加できるできるできるできるイベントイベントイベントイベントとしたとしたとしたとした。 

� 会場となった仙川駅前公園、調布駅南口広場では、市内団体市内団体市内団体市内団体やややや企業企業企業企業からのからのからのからの協賛金協賛金協賛金協賛金によるのぼりによるのぼりによるのぼりによるのぼりを設置。 

 

� キャンドル等の参加費の利益利益利益利益やややや寄付金寄付金寄付金寄付金はははは女川水産加工研究会女川水産加工研究会女川水産加工研究会女川水産加工研究会にににに寄付寄付寄付寄付。（女川地区の若手水産加工業者の団体） 

 

� 東北物産販売では、岩手県、宮城県、福島県の東北東北東北東北 3333 県県県県のののの物産物産物産物産をををを販売販売販売販売しししし、、、、３３３３日間日間日間日間でででで２００２００２００２００万円以上万円以上万円以上万円以上のののの売上売上売上売上。 

各県の物産は全製品に放射能放射能放射能放射能のののの安全安全安全安全についてについてについてについて検査検査検査検査済済済済みみみみの商品を販売。 

� ３月１０日の会場では関係省庁、行政、市内大学や防災関連企業による防災体験防災体験防災体験防災体験・・・・展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナーを実施。  
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３３３３．．．．実施結果実施結果実施結果実施結果サマリーサマリーサマリーサマリー 

 

� 前回（２０１２年）より実施日を多く設定し、今回は前回と同様ののべ１９００名様の参加を記録、１３万円近くの寄付金を集

めた。震災から１年後の昨年と比べ、慰霊だけではなく自分達ができる支援や防災を考える、調布市の誇れるイベントと

して成長していると感じる。 

� 公益社団法人調布青年会議所を中心として、市内の団体、ＮＰＯが実行委員会に参画。今年は新たに２団体の加入があ

った。当日運営ボランティアを含めた総勢は１７７名。実行委員会では緊密に、連携／分担して準備を実施。この共同体

験により、従来の団体の枠を超えた実行委員のネットワークが形成され、他の事業または地域での大規模災害時の連携

等に生かされることが期待できる。 

� 昨年の灯篭流しの事業から発展し、今年度は前週のプレ企画と当日の東北の復興応援販売や関係省庁、行政、市内大

学による体験、展示ブースを設置することでより多くの市民への意識喚起になったと考える。 

� 運営面においては、強風などの荒天の時間帯があったにもかかわらず事故はなく、かつ参加者の満足度も事後のメール

などから察するに好評であったと思われる。今後より客観的な参加者満足度向上のためのアンケートや万足度調査が必

要である。 

� 実行委員会の準備不足により、一部協賛者様ののぼりへの未掲載、並びに事前の協賛者へののぼり配布を行うことが

できなかったことなど、運営に関しての課題が残ったことを含め、事後フォローと来年度に向けた運営改善のためのアク

ションが必要である。 

 

主要主要主要主要インデックスインデックスインデックスインデックス （数値および考察の詳細は後述） 

 本年度本年度本年度本年度ススススコアコアコアコア 対前年比 

イベント参加者数 約 1,900名 + 400 

募金総額 144,021円 ― 

復興応援販売総額（3日間合計） 2,732,173円 ― 

ボランティア総人数 177名 + 127 

支出総額 1,029,010円 ＋27,229 

 

全体全体全体全体スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））於於於於：：：：調布駅南口広場調布駅南口広場調布駅南口広場調布駅南口広場    

07:00 設営・会場準備 

10:00 開場 ●東北支援販売 

       ●防災展 

    ●防災対策体験 

16:00 慰霊祭への準備開始 

17:30 キャンドル受付開始 

18:00 慰霊祭･キャンドル献灯 

20:00 終了・撤収 

21:30 会場撤収完了 

23:30 備品返却完了 

３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））・・・・３３３３日日日日（（（（日日日日））））於於於於：：：：仙川仙川仙川仙川駅駅駅駅前公園前公園前公園前公園    

08:00 設営・会場準備 

10:00 開場 ●東北支援販売 

16:00 販売終了 

17:00 会場撤収完了 

18:30 備品返却完了 
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４４４４．．．．実施結果実施結果実施結果実施結果詳細詳細詳細詳細 

 

� 一般参加者総数は約１９００名。内訳は３月２日（土）５００人、３月３日（日）４００人、３月１０日（日）日中７００人、夜間は

強風にも関わらず３００人。 

 

� 募金総額は１5万円弱。復興応援販売の売り上げは３日間で２7０万円以上。なかでも仙川で販売した気仙沼の物産の売

り上げは 20０万円に上った。 

 

� 岩手県遠野市、宮城県気仙沼市、石巻市、女川町、東松島市、福島県南相馬市の物産を販売。販売物は食品を中

心に仮設住宅でつくられた製品など５５品目を販売。販売統括は「調布から！復興支援プロジェクト」が行った。 

 

� 販売ボランティアは 30 人以上の市民が参加。福島県の物産は調布市立調布中学校の生徒が販売。岩手県の物産は

調布市立調布第五中学校ボランティア部の生徒が販売を行った。 

 

� 調布中学校の生徒は福島県の民芸品「赤べこ」の絵付け体験、調布第五中学校の生徒は購入者に手作りのしおり

を配布するなど、それぞれの中学生が自分で考えた支援の形でも活動を行った。 

 

� 防災対策ブースでは消防庁、調布消防署、調布警察署、調布市総合防災安全課の展示のほか星野総合商事(株)、

船山(株)による防災商品の展示を行った。 

 

� 会場内では電気通信大学 U.E.Cast がワンセグ放送を利用した、次世代ライフラインを紹介、午後に発生した煙霧

現象やその後の急激な気象の変化に関する情報も放送した。 

 

� 実行委員会ではアルファ化米の炊出し・試食のほかＪＣ－ＡＩＤ（２人が２日間生き延びるための基本的な物資

と、その発送方法までも一つのパッケージにしたシステム）の広報を行った。 

 

� 協力者と協力内容詳細は次の通り 

■調布から！復興支援プロジェクト（実行委員）、 ■調布市仏教会（実行委員）、 

■カトリック・サレジオ調布教会（追悼時賛美歌合唱）、 ■電気通信大学ボランティア（実行委員）、 

■電気通信大学 U.E.Cast（実行委員）、  ■白百合女子大学（実行委員）、 

■調布第五中学校ボランティア部（600 個の手作りしおり製作、物販販売）、 

■調布中学校ボランティア部（福島の販売物選択、＠仙川・当日販売）、 

■ボーイスカウト調布協議会（追悼時、警備）、 ■調布ｷｬﾝﾄﾞﾙナイト（キャンドル設置）、 

■亀山ｷｬﾝﾄﾞﾙハウス（備品協力）、   ■星野総合商事株式会社（保存食等の展示） 

■調布消防署（調布消防署の消防署隊員が被災地の救援に向かった際の写真展示、福島第１原発に赴いたものと同型

屈折放水車の展示、救命講習、家具転倒防止）、 

■調布警察署（ロープの結び方、広報、震災に関するパネル展示）、 

■船山株式会社（震災対策の工具・発電機等の展示）、 

■調布市総合防災対策課（調布市防火マップの展示・配布、水、アルファ米提供 
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５５５５-２２２２．．．．決算報告決算報告決算報告決算報告（（（（本会計分本会計分本会計分本会計分）））） 

 ■収入 

  

賛助金 1,080,000円 調布青年会議所様 800,000円 

調布市仏教会様 50,000円 

のぼり協賛個人法人様 230,000円 

寄付金 144,021円 ３日間募金合計 

総合計                         1,224,021 円円円円 

■支出 

広報費 191,050円 ブログ製作、パンフレット、ポスター 

備品 153,039円 腕章、のぼり、その他 

通信費 32,908円 送料、郵便代 

交通費 24,700円 駐車場代 

会場費 16,565円 会議室利用料ほか 

消耗品 379,298円 キャンドル、当日設営費 

食事代 55,525円 ボランティアスタッフ分 

諸費 10,500円 ごみ処理代 

手数料 3,465円 振込み手数料 

商品 209,060円 在庫 

寄付金 144,021円 千葉Ⅰ商事、女川水産加工研究所あて 

総合計                      1,220,131 円円円円 

      

収支残高収支残高収支残高収支残高     

209,060円分の商品と 3,890円は次回の活動に活かします。  
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７７７７．．．．総括総括総括総括 

高橋高橋高橋高橋    裕二裕二裕二裕二    （（（（実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長 ／／／／ 公益社団法人調布青年会議所公益社団法人調布青年会議所公益社団法人調布青年会議所公益社団法人調布青年会議所）））） 

 東日本大震災慰霊祭 2013においてはみなさまのご協力のもと、無事執り行うことができました。当日の急な気温の変化や

花粉の影響のなかご来場いただいたお客様や、お手伝いいただいたボランティアスタッフそして実行委員会のメンバーには心

より感謝しております。 

 さて、今回の事業の目的は 3.11を忘れないこと。被害の大きさやその悲惨さを伝えることはできないけれどその時抱いた『誰

がために自分に何かできないか』という想いこそ本当に風化させてはいけないものだと学ぶことができました。 

 また、自分や自分の地域を自分たちで守るという意識を再度喚起することも目的のひとつでした。この点については、まさか

の煙霧と呼ばれるかつて見たこともない黄色い世界が会場を覆い、後の雨予報や強風と幸か不幸か、非常事態が起きました。

3.11の津波からの教訓として『まさか』『～だろう』との想定が足かせとな多くの犠牲者が出たにも関わらず、私自身、想定外だ

ったため準備していなかったことをとても後悔しております。 

 そして、多くの亡くなられたいのちを偲ぶ場所をつくり、震災後の新たな３．１１も心に刻んでもらうために追悼式を行いました。

結果はイメージ図のような綺麗な絵にはなりませんでしたが、何度強風で消えても、何度転倒しても諦めず点火を繰り返すみ

なさまの姿を見て、出来ることならぬりかべにでもなって風をさえぎりたい！と柄にもなく本気で思いました。 

 みなさまにとってはどんな日だったでしょうか。出来れば次回開催時に今回の反省点やもっとよくなるアイデアがあれば持ち

寄ってください。みなさまとの交流が今後も続いていけば本望です。 

横山横山横山横山    泰治泰治泰治泰治    （（（（副実行委員長副実行委員長副実行委員長副実行委員長 ／／／／ 調布調布調布調布からからからから！！！！復興支援復興支援復興支援復興支援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト）））） 

 今回、市内の復興支援活動として実行委員会に参加させていただきました。休日、更に荒天の中ご来場いただいたすべての

皆さまと、事前・当日とそれぞれの生活の時間を割いて準備をし、運営にご協力いただいたボランティアの皆さまに心より感謝

いたします。 

 この事業が、長く、その年かかわった市民の皆さんの無理のない範囲で続いていくことが、今も復興に向けて進む東北の皆

さま、調布で暮らす我々全員の為に必要だと強く感じました。せっかくできたこの「絆」を大切にこれからの事業実施に向けて今

年関わってくださった皆様と来年度の事業に向けて新たな一歩を踏み出していきたいと考えおります。 

 「絆」とは糸に半分と書きます。東北と調布、参加者と運営側、実行委員とボランティア、行政と民間すべての関係において互

いを尊重し、思いやりながら事業を続けることで、より広い範囲にこの事業の成果が感じられるようになると思っております。 

 最後に、もう一度、事故も大きな混乱もなく無事終えることができ、安全管理に当たっていただいた皆様、運営をいただいた

事務局の皆さまに心より感謝申し上げます。 

細川細川細川細川    真彦真彦真彦真彦    （（（（実行委実行委実行委実行委員員員員 ／／／／ 調布市仏教会調布市仏教会調布市仏教会調布市仏教会）））） 

悪天候に見舞われた慰霊祭でしたが、それでも足をとめ、キャンドルを献じ、哀悼の心を重ねて下さった皆様に感謝します。読

経と聖歌の声が響く中で、冷たい風に凍えながら、今なお深い悲しみと厳しい現実の渦中にある被災地の方々に思いを馳せ

ました。この「あの日を忘れない」という行事の趣旨は、地域の諸団体が垣根を越えて開催したことで、より意義深いものになっ

たと確信します。あえて言えば、追悼の時間は１時間くらいの方が適当でした。次年度以降の検討課題です。 
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６６６６．．．．協力企業協力企業協力企業協力企業・・・・団体団体団体団体一覧一覧一覧一覧（（（（2013年年年年 3月月月月 11日現在日現在日現在日現在）））） 

 

ご協賛いただきました 

  企業様、市民の皆様へ 

 

 この度は、東日本大震災慰霊祭「あの日を忘れない」

へ多大なるご協賛と深いご理解、そして温かいご協力

をいただき誠にありがとうございました。 

 

 皆様のお志をいただき、事業を無事に終えることが

できたことを、実行委員会全員、深く感謝申し上げま

す。皆様からいただいた協賛金とお気持ちに応え、継

続的な事業にすることが我々の使命と思い、今後の事

業につないでまいります。 

 

 ご協賛いただきました皆様におかれましては、私ど

も実行委員会の不手際により、ご協賛いただいたにも

かかわらず「のぼり」や「チラシ」などで大変失礼い

たしましことを心よりお詫び申し上げます。 

 

 改めて、皆様に心より感謝申し上げます。 

 どうか今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【東日本大震災慰霊祭「あの日を忘れない」 

         ご協賛者様】（順不同） 

 

レディスファッションレディスファッションレディスファッションレディスファッション玉喜屋玉喜屋玉喜屋玉喜屋    様様様様    

相田文具店相田文具店相田文具店相田文具店    様様様様    

有限会社有限会社有限会社有限会社    トキワロックトキワロックトキワロックトキワロック    様様様様    

リカーリカーリカーリカー＆＆＆＆フーズフーズフーズフーズやまぐちやまぐちやまぐちやまぐち    様様様様    

うつわうつわうつわうつわ和季和季和季和季    様様様様    

宮沢設備工業株式会社宮沢設備工業株式会社宮沢設備工業株式会社宮沢設備工業株式会社    様様様様    

株式会社山田屋本店株式会社山田屋本店株式会社山田屋本店株式会社山田屋本店おおおお米館米館米館米館    様様様様    

タウンタウンタウンタウン情報誌情報誌情報誌情報誌 182ch182ch182ch182ch    様様様様    

宮永会計事務所宮永会計事務所宮永会計事務所宮永会計事務所    様様様様    

えのえのえのえの木駐車場木駐車場木駐車場木駐車場    様様様様    

（（（（二口二口二口二口のごのごのごのご協賛協賛協賛協賛ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます））））    

株式会社株式会社株式会社株式会社モアモアモアモア・・・・コンストラクションコンストラクションコンストラクションコンストラクション    様様様様    

株式会株式会株式会株式会社社社社エスケーリースエスケーリースエスケーリースエスケーリース    様様様様    

四季彩調風四季彩調風四季彩調風四季彩調風    様様様様    

多摩電設工業株式会社多摩電設工業株式会社多摩電設工業株式会社多摩電設工業株式会社    様様様様    

JMKJMKJMKJMK    様様様様    

アイザワアイザワアイザワアイザワ電器電器電器電器    様様様様    

月兎月兎月兎月兎ソースソースソースソース株式会社株式会社株式会社株式会社    様様様様    

株式会社株式会社株式会社株式会社アーバンリファインアーバンリファインアーバンリファインアーバンリファイン    様様様様    

株式会社鈴清土木株式会社鈴清土木株式会社鈴清土木株式会社鈴清土木    様様様様    

株式会社戸井田製作所株式会社戸井田製作所株式会社戸井田製作所株式会社戸井田製作所    様様様様    

有限会社調布清掃有限会社調布清掃有限会社調布清掃有限会社調布清掃    様様様様    

株式会社株式会社株式会社株式会社グローバルグローバルグローバルグローバル設計設計設計設計    様様様様    

アライアンスアライアンスアライアンスアライアンス社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人社会保険労務士法人    様様様様    

そばそばそばそば処若松屋処若松屋処若松屋処若松屋    様様様様    

公益社団法人調布青年会議所第公益社団法人調布青年会議所第公益社団法人調布青年会議所第公益社団法人調布青年会議所第 43434343代理事長嵐祐子様代理事長嵐祐子様代理事長嵐祐子様代理事長嵐祐子様    

有限会社戸井田金物店有限会社戸井田金物店有限会社戸井田金物店有限会社戸井田金物店    様様様様    

株式会社深光園株式会社深光園株式会社深光園株式会社深光園    様様様様    

男爵亭男爵亭男爵亭男爵亭    様様様様    

暮暮暮暮しのしのしのしの衣料松沢屋衣料松沢屋衣料松沢屋衣料松沢屋    様様様様    

調布銀座商栄会調布銀座商栄会調布銀座商栄会調布銀座商栄会    様様様様    

おおおお茶茶茶茶のののの田中園田中園田中園田中園    様様様様    

上布田商栄会上布田商栄会上布田商栄会上布田商栄会    様様様様    

（（（（有有有有））））まるよしまるよしまるよしまるよし    様様様様    

    （（（（二口二口二口二口のごのごのごのご協賛協賛協賛協賛ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます））））    

和酒厨房和酒厨房和酒厨房和酒厨房ばさらばさらばさらばさら    様様様様    

有限会社勝文堂有限会社勝文堂有限会社勝文堂有限会社勝文堂    様様様様    

株式会社伊藤園株式会社伊藤園株式会社伊藤園株式会社伊藤園    様様様様    

そばそばそばそば処中島屋処中島屋処中島屋処中島屋    様様様様    

台北飯店台北飯店台北飯店台北飯店    様様様様    

TPTPTPTP’’’’SCAFESCAFESCAFESCAFE    様様様様    

メガロスメガロスメガロスメガロス調布調布調布調布    様様様様    

千代富清風堂千代富清風堂千代富清風堂千代富清風堂    様様様様    

丸仙青果株式会社丸仙青果株式会社丸仙青果株式会社丸仙青果株式会社    様様様様    

渡邊渡邊渡邊渡邊    尚彦様尚彦様尚彦様尚彦様
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８８８８．．．．イベントイベントイベントイベントのののの写真写真写真写真    

３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））・・・・３３３３日日日日（（（（日日日日））））於於於於：：：：仙川仙川仙川仙川駅駅駅駅前公園前公園前公園前公園    

    

 ↓気仙沼復幸マルシェの皆様   ↓調布出身者の乳製品   ↓赤べこ絵付け体験 

   

 ↓販売テント東側より撮影   ↓販売テント西側より撮影   ↓調布中の中学生 

   

３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））於於於於：：：：調布駅南口広場調布駅南口広場調布駅南口広場調布駅南口広場    

    

 ↓東京消防庁スーパーポンパー   ↓東北３県復興応援販売テント  ↓防災用品企業展示 

            

 ↓調布警察署     ↓調布消防署    ↓調布消防署災害派遣展示 
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 ↓販売テント西側より撮影   ↓販売テント東側より撮影   ↓電気通信大学 U.E.Cast  

            

 ↓キャンドル献灯受付テント   ↓メッセージ付きキャンドル   ↓キャンドル献灯  

            

 ↓電気通信大学 U.E.Cast   ↓キャンドル献灯      ↓キャンドル献灯  

            

 ↓キャンドル献灯      ↓キャンドル献灯     

        

 


