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調布から！復興支援プロジェクト  2011年 3月～2012年 3月活動報告  

2011年 3月 ■3月 19日緊急物資搬送 

横山泰治、水田征吾 2名  

発災から 8 日後、調布から列車で新潟へ、救援物資は新潟県佐渡島

新潟市で購入し車両に乗り換え。新潟県から山形県経由で宮城県石

巻市へ。東京からの南北の経路の混雑回避と新潟県での手配による

不足物資の確保を実現。石巻市長、社会福祉法人石巻社会福祉協議

会常務理事兼事務局長と報告・打合せを行った。 

■3月 28日緊急物資搬送 

大須賀浩裕、鈴木宗貴、板橋栄次 3名 

石巻市役所の物資ニーズ確認、調布市部課長会、市民活動推進協会

に依頼、提供いただく。 

2011年 4月 ■4月 2日緊急物資搬送 

原島 秀一（（社）調布青年会議所）、渡邊 弘樹（（社）調布青年会議

所） 

2011年 5月 

 

■5月 25日支援物資搬送 

仮称）調布から！東日本大震災復興プロジェクト、横山 泰治、大須賀

浩裕 2 名 今後の復興支援活動内容について、石巻市、石巻市商工

会議所、石巻市観光協会、石ノ森萬画館と打合せを行った。物資は味

の素スタジアムの調布市被災者支援ボランティアセンター物資と国立

大学法人電気通信大学有志で用意。救援物資マッチングサイト「ボラ

ンティアプラットフォーム」でニーズ確認。 

2011年 6月 ■6月 18日石ノ森萬画館グッズ販売支援開始 

リカー＆フーズやまぐち屋で初日キャンペーンを行った。 

初日売り上げは 200,000円以上。 

■6月 26日（日）福島応援物産展 にて石ノ森萬画館グッズ販売 

調布青年会議所主催イベント売上（募金含む）￥120,000   参加ボラ

ンティア 7人 

■6月 27日支援物資搬送及び 写真洗浄取り組み視察 

仮称）調布から！東日本大震災復興プロジェクト、大須賀浩裕、板橋

栄次、石川浩、小林孝 

前回までの交流ある団体、個人にニーズ確認の上、食糧、ボックスティ

ッシュ、蚊取りグッズなど物資搬送。石ノ森萬画館で報告後、市役所に

て「思い出の品物」持ち主探しプロジェクト打合わせを個なった。商工

会や避難所、仮設住宅など視察。 

2011年 7月 

 

 

■調布市国領の居酒屋「さくらい」より譲り受けた厨房器機及び食器を

運び出し、梱包、洗浄。 

■７月１７日 厨房機器、食器搬送 

居酒屋「さくらい」より譲り受けた厨房器機及び食器を支援物資として

宮城県石巻市へ搬送。 
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■7月 3日（日）中央商店会・朝顔祭りにて石ノ森萬画館グッズ販売 

売上￥20,075 参加ボランティア 6名 

■7 月 17 日（日）国際交流協会チャリティーフェスティバルにて石ノ森

萬画館グッズ販売 

売上￥16,860 参加ボランティア 7名 

 ■7月 18日（月）～20日（水）「思い出の宝物を持ち主に返そう」プロジ

ェクト 

アースディ東京タワーの取り組みに協力し、石巻市内で流失したアル

バムから写真を洗浄、乾燥、保管する作業に参加。参加 6名。 

■7月 28日（木） 29日(金）30日（土）調布発！サッカーで福島の子ど

も達に元気をプロジェクト 

福島県須賀川市内の小学生 68名が在籍する岩瀬 F.Cチームを調布

に招待。小学 5、6年生 30名とコーチ、保護者 4名が参加。Jリーグの

FC東京のトップ選手との交流、コーチによるサッカークリニックの実

施、調布選抜チームとの交流試合、プール、バーベキュー、深大寺散

策、温泉などを楽しんでもらった。 

2011年 8月 

 

■8 月 1 日（月）～3 日（水）仙川商店街のおらほせんがわ夏祭りにて

石ノ森萬画館グッズ販売 

売上 3日間トータルで￥163,290 参加ボランティア 27名 

■8月 17日（水）～19日（金）「思い出の宝物を持ち主に返そう」プロジ

ェクト 

参加ボランティア 20名。7月との 2回で写真洗浄・乾燥約 2,000枚 デ

ータ撮影保存約 3,500枚 

■8 月 26 日（金）祇園寺の祇園精舎の法灯会（ほうとうえ）にて石ノ森

萬画館グッズ販売 

売上￥4,775 参加ボランティア 8名 

■8 月 28 日（日）調布よさこい、上布田ご縁の市会場にて石ノ森萬画

館グッズ販売 

売上\21,685  参加ボランティアは 6名 

販売と共に、子ども向けアトラクションとして復興支援くじを実施。１本５

０円のくじを１００本。くじにはプロジェクトのチラシをつけてＰＲ。 

2011年 9月 

 

■9月 9日（月） チャリティーレジ袋販売開始 

支援メッセージ入りのレジ袋をプロジェクトでまとめ購入。市内商店な

どに販売し、1枚につき、0.5円プロジェクトの活動支援金に充てる。 

■9月 23日（金）布田天神社・例大祭にて石ノ森萬画館グッズ販売 

売上\22,443 参加ボランティア 5名 

2011年10月 

 

■ファンヒーター(中古）募集、購入資金寄付受付 

■10 月 9 日（土）調布市社会福祉協議会主催国領わいわい祭りにて

石ノ森萬画館グッズ販売 

売上 \20,450  参加ボランティアは７名 

■10月 15日（土）マニュライフ生命が特別協賛している「わくわくチャリ
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ティラン＆駅伝 2011にて石ノ森萬画館グッズ販売 

売上 ￥35,405 参加ボランティア 11名 

■10 月 16 日（日）調布飛行場で行われた調布飛行場まつりにて石ノ

森萬画館グッズ販売 

売上 ￥51,045 同時に復興支援くじを 1本５０円で販売。 参加ボラン

ティア７名 

■10月 29日 ファンヒーターなど搬送 

石巻市狐崎浜の大畑仮設住宅への物資（石油ファンヒーター含む）搬

送、石巻市伊原津地区（自宅避難）への物資搬送、石巻市みなと応援

村）への物資搬送、石ノ森萬画館への支援販売の成果による萬画館

復興義援金（6～9月販売分の収益 120,000円）寄付を行った。石巻市

蛇田丸井戸地区熊谷様訪問、ニーズ把握。石巻市観光協会会長後藤

様との今後の打合せを行った。 

2011年11月 ■毛布募集、購入資金寄付受付 

■11月 29日 毛布送付 

狐崎浜の大畑仮設住宅の皆様 28世帯 70名に毛布現物寄付。20枚

を世田谷のボランティアの方に搬送依頼搬送。毛布現物として足りな

い分は、寄付、募金で購入。石巻で津波の被害を受け休業、最近再開

したキムラふとん店様で購入し、メーカーより仮設住宅へ直送した。 

2011年12月 

 

■12月4日（日）浜食株式会社で行われたバザーにて石ノ森萬画館グ

ッズ販売 

売上 ￥31,171  参加ボランティア 6名 

■クリスマスプレゼント募集、寄付受付 

■12月 22日クリスマスプレゼント搬送 

さをり織り販売支援打合せ、石ノ森萬画館、街づくりまんぼう 販売支

援打合せ及び支援販売の成果による萬画館復興義援金（6～9月販売

分の収益 120,000 円）寄付、石巻市狐崎浜の大畑仮設住宅への物資

（クリスマスプレゼント）搬送、みなと応援村への物資（クリスマスプレゼ

ント）搬送を行った。寄付金により、お菓子、クリスマスツリーを購入。

各団体と交流を重ねているため、コミュニケーションが円滑になりはじ

めた。 

2012年 1月 

 

■1月 5日（木）石巻市地域活動支援センターこころ・さをり事務・支援

員 都甲マリ子様と販売支援打ち合わせ 

■1 月 22 日（日）石巻焼きそばを食べながら調布でできる復興支援ボ

ランティア ウエルカム！報告会＆説明会 

新たなボランティア参加の巻き込みを図りながら、末永い活動 をする

ための活動報告会＆交流会を開催した。 

■1月 22日（日）石巻各地で洗浄した思い出の品の展示を行っていた 

が、終了 

デジタル保存し閲覧できる仕組みを構築中。 
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 2012年 2月 

 

■2月 3日（金）深大寺節分会豆まき式にて石ノ森萬画館グッズ販売 

売上 ￥30,685  参加ボランティア 12名 

■2 月 7 日（火）やまぐち屋、ぬくもりステーションでさをり織りグッズを

委託販売開始 

主に小銭入れなどの小物。国領のブティック玉喜屋さんは買取、販売

をすべて行う。 

■2月25日(土)26日（日） 全国絆タウン 46開催協力、食器棚、食器、

古 Tシャツ等搬送 

9 名参加。出店活動、移動の際に物資を搬送。中古食器棚、食器寄付

のお申し出があり、石巻へ搬送。食器は大畑仮設住宅の談話室など

に寄付。ママサポータズに古着Tシャツ118枚搬送。マサポーターズは

高齢の女性たちの仕事、孤立防止、やりがい創出として古着Ｔシャツ

から布草履を作り、販売する仕組みを運営。 

■2月 26日（日） 一般社団法人つむぎや 多田知弥さんとミサンガ販

売支援打ち合わせ 

2012年 3月 

 

■2月 25日（土） ～3月 11日（日）全国絆タウン４６（AKT46） 

石ノ森萬画館を運営する株式会社 街づくりまんぼうは中小企業庁の

被災地支援事業・地域商業活性化支援事業の追加採択に「空き店舗

を活用した被災地外の商店街との連携による復興物産市の実施」事

業を申請し採択された。東京都、千葉県、神奈川県の 3都県の商店街

と連携し、事業実施を計画。当団体へ協力要請があり、全国絆タウン４

６の協力主催を行った。双方での各地域の物産販売。スカイプ(テレビ

電話）による交流。双方へそれぞれボランティアスタッフが赴き、2 日間

ずつご当地料理を実演販売。キャラクターの握手会も行った。 

調布においては、布田天神社境内にて、マンガ灯ろうを灯し、コンサー

ト開催。 

■3月 1日（木） 調布から！復興支援プロジェクトオリジナルデザイン

のチャリティーレジ袋完成 

市内の商店に購入し、使用してもらい「震災」「復興支援」が風化しない

よう、消費者にアピールする。1 枚につき、0.5 円プロジェクトの活動支

援金に充てる。 

http://www.man-bow.com/


 

 

 


