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「いわき市災害救援（復興支援）ボランティアセンターブログ」は、韓国共同募金会から寄せられた寄付金が活用されています。



ま え が き

　本市は、平成23年３月11日の東日本大震災によって沿岸部

を中心に甚大な被害を受けました。また、福島第一原子力発電

所の事故による影響は計り知れないものとなっています。

　このような中、いわき市社会福祉協議会では、延べ６万人近

いボランティアの方々とともに、避難所等での見守り、被災家

屋内外の片付けや土砂除き、仮設住宅等からの引越し、集会所

でのイベント･サロン活動などの支援活動に取り組んできました。

　このブログ本は、混乱の中、いわき市災害救援ボランティア

センターを立ち上げ、ボランティアの皆さんとともに活動した

軌跡（平成23年４月24日～９月30日）を綴ったものです。

　あの日、あの時のスタッフの、ボランティアさんの、そして

被災された方々のみんなの想いを綴ったブログ本です。



�

ボランティアさん募集
平成23年3月��日に発生した東日本大震災の被災者支援や被災地復興に向け、“いわき
市”・“いわき市社会福祉協議会”・“災害ボランティアいわき”の連携により、3月�6日
「いわき市災害救援ボランティアセンター」を開設しました。

活動していただける方は直接、いわき市災害救援ボランティアセンターまで来所してくださ
い。

なお、当日、活動を紹介できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
また、雨天の場合は、安全上の理由から屋外でのボランティア活動を中止とする場合があり
ますので、あらかじめご了承願います。

※ボランティアは自己完結が基本となりますので、宿泊・食事等
については、ご自分で準備願います。
※服装・くつ等は、安全性を考慮したものを準備願います。

------------
　▼活動内容
　　　　　(�)避難所での生活支援など
　　　　　(2)被災家屋内の片付け・清掃など
　　　　　(3)災害救援ボランティアセンター運営のお手伝いなど

　　　▼問合せ先
　　　　　〒970－8026
　　　　　いわき市平字菱川町�番地の3
　　　　　いわき市災害救援ボランティアセンター（いわき市社会福祉協議会内）
　　　　　◆問合時間 ： 午前9時～午後3時（土曜・日曜・祝祭日も受け付けております。）
　　　　　◆電　　　話 ： 0246－22－550�
　　　　　◆Ｆ　 Ａ　 Ｘ ： 0246－22－55�4

ボランティアに関する日々の情報についてはtwitterからも配信しています。
URLは『http://twitter.com/iwakisaigaivc』です。

�日の流れ
ボランティア参加時のおおまかな�日の流れです。

(�)受付
(2)オリエンテーション(※初参加の方のみ受講)
(3)マッチング(作業していただく内容の決定)
(4)送り出し(決定した作業内容の詳細説明など)
　 資材貸出
　　　↓
(5)活動場所へ移動・活動開始
　　　↓
(6)ボランティアセンターへ戻り、資材返却・活動報告を行う

20��.04.24 (Sun)
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------------
初めての方も2回目以降の参加の方もボランティアセンターへいらっしゃったら受付をしても
らいます。

その後初めての方にはオリエンテーションをうけてもらっています。
ボランティアとして活動するにあたっての心構えやご注意頂きたいことの説明です。
所要時間はだいたい�0分前後です。
(※2回目以降の方は受付終了後、そのままマッチング待機場所へ移動していただきます。)

オリエンテーション終了後にはマッチング(お仕事の決定)を行います。
そこで作業チームやチームのリーダーを決め、作業内容の詳細説明を受けます。

その後必要な資材を借り、作業現場へと移動します。

------------
作業終了後は全員で�6時までにボランティアセンターへ戻ってください。
そして資材を返却後、完了報告場所で今日の活動がどうであったかという報告をチームリー
ダーにお願いしています。

何か気がついたことや気になることがあればお気軽にお申し出ください。

参加についてのQ&A
Ｑ＆Ａ

≪活動内容について≫
Q:多く寄せられる要望（ニーズ）はなんですか？
A:被災家屋内外の片づけ・清掃。
　　→泥かき、畳あげ、家財道具の片づけ
　地域美化活動。
　　→公園、公共施設等の片づけ・清掃。

≪センター運営時間や期間について≫
Q:受付時間は何時から何時までですか？
A: 9時から�5時までです。
　　しかし、活動時間が�6時までなので、出来るだけお早めにお越しください。ご協力よろ
しくお願いいたします。

Q:雨天中止ですか？
A: ボランティア受付は行いますが、屋外での活動は中止となる場合があります。

Q:土日祝日は運営していますか？
A:平日と変わらず運営しています。
　
≪募集地域・活動地域について≫
Q:県外からボランティアに行きたいのですが。
A:可能ですが、ボランティアは自己完結が基本となりますので、宿泊・食事等については、
ご自分で準備願います。

≪持ち物について≫
Q:ボランティアの活動で必要なものはありますか？
A:雨具・マスク・タオル・昼食・飲み物・長靴・軍手・その他必要と思われるものを各自ご
持参ください。また、ゴミ袋を持参いただき食事のゴミ等はお持ちかえりください。

Q:物資の支援で何か持って行ったほうがよいものはありますか？
A:当センターでは現在、個人からの支援物資の受け入れは行っておりません。
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≪宿泊・野営について≫
Q:日帰りが難しいのでホテルや旅館、車中泊をする場所、テントを張る場所等を紹介しても
らえますか？
A:宿泊先等のご紹介はいたしておりませんので、事前に宿泊先等の確保をお願いします。

≪移動方法について≫
Q:センターがある場所の地図はありますか？
A:こちらをご覧ください。
http://www.iwaki-shakyo.com/map/index.htm
詳細な地図（グーグル地図）はこちら。

Q:最寄りの駅はどこですか？
A:いわき駅です。いわき駅からの道順は地図をご参照ください。

Q:高速道路を使って行く場合、どこで降りれば良いですか？
A:常磐道のいわき中央インターで降りてください。

Q:東京から高速バスで行く場合はどうすればよいですか？
A:東京駅八重洲南口からいわき駅行きのバスが毎日出ています。

≪問い合わせ先について≫
Q:センターがある場所の住所を教えてください
A:〒９７０－８０２６
福島県いわき市平字菱川町１番地の３

Q:センターの電話連絡先を教えてください
A:TEL:0246-22-550�　お問い合わせ受付時間：9時～�6時
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今日はたくさんのボランティアさんが来てくれました。
今日もたくさんのボランティアさんが来てくれました。

初めて会った人同士が協力し合えるというのは、ボランティアなら
ではではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日もボランティアで地域貢献活動！！
一生懸命頑張ってます！！

20��.05.04 (Wed)

20��.05.07 (Sat)
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郷ヶ丘自治会と二丁目婦人会の皆さんありがとう！！
地域の方からの愛のプレゼント（トン汁とおにぎり）
でボランティアさんのパワー充電完了！！

5月�5日（日）　快晴
お天気に恵まれ、絶好のボランティア日和となった本日は、４５０
名以上のボランティアさんが活躍してくださいました。

いわきは多くのボランティアさんの支えがあり、一歩ずつ着実に復
興へ向かっています。

そんなボランティアさんに感謝の気持ちを込めてスタッフがおにぎ
りを握りました。

今日のおにぎりが明日以降の“熱い力”になれば嬉しいなと思いま
す。

本当にいつもありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

がれきリレーでうまれた絆
今日からまた新しい�週間が始まりました。
月曜日でしたが、２５０名ものボランティアさんがいわき市のため
に汗を流してくださいました。

この現場では、３０名ほどのボランティアさんががれきの山からト
ラックまでのバケツリレーで効率よく活動を進めてくださっていま
した。
お互いに声を掛け合いながら、協力して作業に励んでくださってい
る姿を見て、がれきの山が小さくなっていくと同時に仲間同士の絆
が強くなっていくというのは素敵だなと思いました。
今日の活動で生まれたこの笑顔と絆が他のボランティアさんに広が
り、被災者のみなさんに広がり、少しずついわき市が、いわき市の
みなさんが元気になれば良いなと思います。

明日もよろしくお願いいたします！！！

20��.05.�5 (Sun)

20��.05.�6 (Mon)
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浦安カレー
悪天候が危ぶまれていましたが、午前中はお天気に恵まれ、昨日同様２５０名以上のボラン
ティアさんが活動してくれました。午後は雨が降ってきてしまったので、屋外で活動してい
るチームには活動を中止して戻ってきてもらいました。
今日は、津波ごみの移動・清掃を行っていたボランティアさんの写真を撮りました。ボラン
ティアの皆さんは、泥・木材・ブロック塀はもちろん、タイヤや電柱なども運んでいまし
た。
ボランティアではなかなか手が付けられなかった地域ですが、少し
ずつ片付いてきて、ボランティアの力が必要とされる段階に差し掛
かってきたように感じます。
多くの方の力で少しずつ復興に向かっているいわき市ですが、まだ
まだボランティアさんの力が必要な地域はたくさんあります。
今後も多くの方が来てくださることを心よりお待ちしています。
いわき市は多くのボランティアさんに支えられているだけではな
く、ボランティアさんを支えるボランティアさんにも恵まれていま
す。
今日は、毎日頑張っているボランティアさんを励まそうと、浦安市
災害ボランティアセンター有志団体の方々がカレーの炊き出しを行
うために浦安から来てくれました。
ボランティアのみなさんは突然の雷と雨にみまわれ、体力も普段以
上に消耗したようでしたが、浦安カレーで体力が少し回復したので
はないでしょうか。
雨に降られてしまったボランティアの皆様、風邪をひかないように
温かくしてお休みください。
明日以降も、皆様の力が必要です。
ご協力よろしくお願いいたします。

また行くからね！
5月の初めから本格的に更新し始めたこのブログですが、だんだんと見てくださっている方が
増えているようで、うれしい限りです。
先日、初コメントをいただいたので、紹介させていただきます。

題名：また行くからね！！

先日、初めてボランティアに入らさせていただきました。
ずっと「何かできることがあるならしたい」と東京で思い続け、
遅ればせながらも現地の方のお手伝いをすることができて良かったと思います。
それと、センターの皆さん、若い人たちが結構多くてしかも、とてもしっかりされている姿
に頭が下がりました。
また直ぐ!とはいかないかもしれませんが、再びお手伝いできればと思っています。
皆さん、体調に気を付けて、日々をお過ごしください。
応援しています。
みーんなで、がんばっぺ！
いわき市災害救援ボランティアセンターに来てくださり、そしてコメントをしてくださり、
ありがとうございます。
遠方から駆けつけてくださる方々の存在は、被災者のみならずいわき市内のボランティアさ
んや私たち運営スタッフの励みとなっています。
多くの若いボランティアさんが運営スタッフとしてこのセンターを支えてくれており、とて
も心強いです。
いわきのこと思い出して、ぜひまた来てください。
今後もいただいたコメントをご紹介させていただく場合があります。
応援よろしくおねがいします。

20��.05.�7 (Tue)
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新しい名札ができました！！
いわき市災害救援ボランティアセンターに新しい名札がきまし
た！！

今までは首からかけるタイプの名札とガムテープの名札を使ってい
ましたが、首からかけていると作業の邪魔になり、ガムテープだと
他のセンターのボランティアさんと見分けがつかない、という問題
がありました。
しかし、この新しい名札は作業の妨げになりませんし、一目でいわ
き市災害救援ボランティアセンターのボランティアさんだというこ
とがわかります。
紙ではない丈夫な素材を使っていて、はがれにくいので、名札を気
にすることなく活動できると思います。
かっこいい、丈夫、邪魔にならない、など大好評をいただいている
この名札をつけて、今日も多くのボランティアさんが晴天の下で活
躍してくれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水分補給
今日は、350名近い方が晴天の下で活動してくれてました。

最高気温30度と言われていただけあって、とても良いお天気で汗ばむ１日となりました。
これからだんだんと暑くなっていき、一生懸命ボランティア活動を行ってくださるみなさん
が体調を壊さないか心配です。
今日は、そんな暑い中活動し疲れて帰ってきたボランティアさんた
ちに、受付のボランティアをやってくださっている方々が、冷たい
お茶を振舞ってくれていました。
今後も暑い日が続くと思いますので、定期的な休憩や水分補給の徹
底をボランティアさん一人ひとりにお願いしたいです。
コメント欄で質問をいただいたのでこの場をかりてお答えさせてい
ただきます。
ボランティアに１人で行っても役に立てますか？
１人で来ている人はいますか？
１人で来て下さってる方は大勢います。
出発時は不安そうでも、センターに帰ってくるころには一緒にボランティアをしたメンバー
さんたちと笑顔になっているという光景をよく目にします。
是非一度、いらしてみてはいかがでしょうか。
お待ちしております。
最後に、センターからもう一つお願いです。
当センターでは、ごみは各自持って帰っていただくようお願いしています。
最近、空き缶や空きペットボトルの放置が目立ち、お掃除をしてくださっている方が困って
います。
ご面倒でもお持ち帰りいただくようお願いいたします。

いつもありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。

20��.05.�9 (Thu)

20��.05.�8 (Wed)
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熊本からのエール
今日も昨日同様、お天気に恵まれ、262名のボランティアさんが活動してくれました。
とても暑い１日でしたが、体調不良などもなく、水分補給などが徹底されているなと感じま
す。
今後も引き続き、各自での健康管理をよろしくお願いします。

最近は初参加の方よりも2回目以上来てくれる方のほうが圧倒的に多く、安心すると同時にと
てもうれしくなります。
当センターに来てくれるボランティアさんの背中を押すかのように、熊本から大きなフラッ
グが届きました。

�00名以上の子どもたちの気持ちがこもった大きなフラッグは、ボ
ランティアさんが毎日必ず入る、受付ルームの天井に張らさせてい
ただきました。
ボランティアさんには、熊本からの熱い思いを被災者の方々に活動
を通して伝えてくれたらと思います。
明日からもよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そうめんとお稲荷さんで疲労回復！！
今日は、ボランティアさんを応援しようと、いわき市社会福祉協議会ホームヘルプセンター
有志団体が炊き出しを行ってくれました。
メニューは冷たいそうめんとボリューム満点のお稲荷さん。
そうめんで疲れを癒し、お稲荷さんで明日への活力を蓄えられたと思います。

今日来てくれたボランティアさんは合計６００名以上でしたが、そ
の中の約２０名はブラジル人の方々でした。この中には、ブラジル
からはるばる日本を応援に来てくれた方もおり、驚きました。
お話を聞いてみると、ニュースを見ていたらいてもたってもいられ
なくなって日本に来た、とおっしゃっていました。
昨日は熊本からの応援フラッグをご紹介しましたが、日本国内から
ではなく、世界各国から応援してもらっているのだなと、改めて感
じました。
こんなにも世界中の多くの人が応援してくれるのは、今まで日本人がどんなときでも謙虚に
ひたむきに頑張ってきたからではないでしょうか。
多くの方が応援してくれていることに感謝し、これからも復興へ向けてますます頑張ってい
きましょう。

がんばっぺ、いわき！！！

遠くから応援してくれてるみなさん、いつもありがとうございます。
今後も応援よろしくお願いします。

いつもボランティア活動に来てくれてるみなさん、本当にありがとうございます。

明日は夕方から雨という予報ですが、午前は晴れるようです。
ご協力よろしくお願いします！！

20��.05.2� (Sat)

20��.05.20 (Fri)
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いわきボラセン 5月以降も継続決定！！
今日は５００名のボランティアさんが活動してくれました。
午後からはあいにくの雨に見舞われてしまったので、屋外の活動は中止となりました。

当初の予定では5月3�日閉所だったいわき市災害救援ボランティアセンターですが、5月以
降についても継続延長が決定しました。
これまでに「のべ１５，０００人以上」のボランティアさんが活動してくれました。今後も
引き続きご協力をお願いします。

完全復興までは長い道のりになるかとは思いますが、みんなの「熱い力」を合わせて一歩ず
つ進んでいきましょう。
これからもご協力お願いします！！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日で50日目！！
いわき市災害救援ボランティアセンターは本日で50日目を迎えました。まだまだ、不慣れで
ご迷惑をおかけしていると思いますが、ここまで運営できたのもボランティアの皆さんのお
かげと思います。
これからも全ての被災者のために全力で取り組んでいきます。そのためには、ボランティア
さんと「熱い力」と「優しい言葉」が必要です。一緒にいわき市を・・・いわき市の復興の
ために前に進んでいきましょう。 

20��.05.23 (Mon)

20��.05.22 (Sun)
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土のう袋入れマシンの完成！！
今日は、２３１名のボランティアさんが登録してくれ、延べ２５４名の方がいわき市復興の
ために「熱い力」を発揮してくれました。
そんな中、一人のボランティアさんが、廃材やアルミ缶を使い、「土のう入れマシン」を
作っていただきました。
一人で土のう袋に土砂を入れるのは難しかったと思いますが、このマシンがあれば、一人で
も土砂を土のう袋に入れることができます。活動の幅が広がること間違いありません。今
後、地域の側溝ニーズが増えてくると予想されますので、新しい戦力として期待が持てま
す。

そして、いつもたくさんのボランティアさんに来ていただき、本当にありがとうございま
す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

より良いボラセン運営のために！！
本日もたくさんのボランティアさん（２６９名の登録）の協力により、少しずつではありま
すが、いわき市が復興に向っています。ボランティアさんの「力」があるからこそ、ボラン
ティアセンターがあり、いわき市の未来はあると思っています。被災者（地域）とボラン
ティアの皆さんといわき市災害救援ボランティアセンターが「つながり」を持てるように、
毎日、スタッフミーティングを行っています。
まだまだ、被災者の方やボランティアの皆さんには、ご迷惑やご不便をおかけしていると思
いますが、どうぞよろしくお願いします。

お詫びと訂正
先日、ご紹介しました「土のう袋入れマシン」の使い方が間違っていたようです。
正しくは、ドラム缶の中に土のう袋を入れ、最後にドラム缶をスルッと抜く。これが正しい
使い方となります。
ボランティアのみなさま、大変ご迷惑をおかけしました。(>_<)

20��.05.25 (Wed)

20��.05.24 (Tue)
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本当の使い方！！
今日もたくさんのボランティアさん（２００名超）が活動してくれました。いつもありがと
うございます。
さて、先日「土のう袋入れマシン」の使い方をご紹介させていただきましたが、重大な間違
いだったことに深く反省し訂正させていただきます。
本日は、１号～４号が活動したようで、きっとボランティアさんは、正しい使い方で活用し
てくれたと思います。
なお、今回は、改めて正しい方をご紹介させていただきます。
①底なしアルミ缶の中に土のう袋をセットします。
②そこに土砂を入れます。
③土砂が溜まったら、土のう袋の口を閉じます。
④底なしアルミ缶を土のう袋から抜きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行茶
今日は、避難所でお坊さんたちによる「行茶」が行われました。
被災者の方に美味しいお茶（コーヒー）を振る舞い、共に時間を過ごす。その中で、お話し
をしたり、聞いたり、被災者の方が少しでもホッとできるよう、少しでも笑顔になるよう、
支援活動が行われました。
今後も、お坊さんによる「行茶」は継続し、少しでも被災者の方の心の隙間を埋めることが
できればと思います。

いわき市災害救援ボランティアセンターとしては、様々な活動を通
して「復興のための活動支援」をしていきたいと思います。
がんばっぺ！！いわき　
がんばっぺ！！ふくしま　
がんばっぺ！！日本

20��.05.27 (Fri)

20��.05.26 (Thu)
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きずなリレー
今日は、雨にもかかわらず、たくさんのボランティアさんがいわき市を応援しに来てくれま
した。（登録２５０名、活動者１９７名）いつもありがとうございます。

本日の活動場所は、雨の影響もあり屋内（被災者宅の室内や閉所し
た避難所の片付け・清掃、物資等の搬送、マップ作りなど）のみと
なり、来ていただいたボランティアさん全ての方に活動場所を紹介
することができませんでした。せっかく来ていただいた方には大変
申し訳なく思います。
そんな中、ボランティアさんと運営スタッフによる物資搬入の活動
があり、一緒に活動することで、「きずな」が生まれたのかぁと感
じました。この「きずな」を大切にしていき、みんなに愛されるい
わき市災害救援ボランティアセンターにしていきたいと思います。

明日、５月２９日（日）は台風の影響で大荒れの予報が出ています。
屋内のみの活動となりますので、活動場所を紹介できるのは、５０名程度と予想していま
す。よって人数が多い場合は、活動場所を紹介できない場合がありますが、ご了承願いま
す。
なお、５０名を超えても受付・登録は行いますので、よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雨の中・・・

今日は、 にもかかわらず、たくさんの方が、いわき市復興のためにいわき市災害救援ボ
ランティアセンターへ駆けつけてくれました。本当にありがたいことです。そんな皆さんの
「熱く優しい気持ち」に応えられるように、ミーティングを重ね、より良いセンターにして
いきたいと思います。
ボランティア活動がなくても、「ボラセンに行ってみようかなぁ」「時間があるからちょっ
と寄ってみようかなぁ」と思っていただけるような、アットホームなボラセンを目指しま
す。

明日も雨の予報で、屋内のみの活動となり、全ての方に活動場所をご紹介できないと思いま
すが、ぜひ、ボラセンに寄って、「応援メッセージ」や「ボランティアノート」に感想や意
見、メッセージをご記入いただければと思います。

いわき市災害救援ボランティアセンターは、みんなに愛されるボランティアセンターを目指
します。

20��.05.29 (Sun)

20��.05.28 (Sat)



�3

みんなで つながっぺ！！
今日は、１０２人のボランティアさんが登録され、延べ１０７人が活動されました。
ボランティアセンターには、全国各地からたくさんのボランティアさんが集まってくださっ
ています。
今回、そんなボランティアさんたちがどこから参加されたのか、日本地図を作ってもらいま
した。
みなさん、ご自分の出身地にシールを貼って、日本地図をボランティアさんの輪でうめま
しょう！！
この日本地図は、角が立たないように・・・そして日本人が持っている優しさを曲線で表現
されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熱いパワー

皆さん、いつもありがとうございます
強風に見舞われた１日でしたが、今日も述べ２０８名の皆さんが力をかしてくださいまし
た。

活動場所で何かあったときは、センターに電話を！と、日々ボランティアさんを送り出して
いるわけですが、
「もうすぐ、終わるので、次お手伝いできることはないですか？」と連絡が入ることが多く
なりました。

そんなとき、とてもうれしくなります。

電話口から、ボランティアさんの熱いパワーがひしひしと伝わってきます。

極力、近くの活動場所を見つけて、案内するわけですが、
どんな活動内容でも、「はい！いってきます！！」と快く皆さん引き受けてくださる姿勢
に、
心の底から感謝の気持ちでいっぱいになります。

顔なじみになるくらい継続できてくださるボランティアさん、
１度だけでも参加したいと熱い想いをもってきてくださる新規のボ
ランティアさん、
熱いパワーを「いわき市復興」のためにありがとうございます！

20��.05.3� (Tue)

20��.05.30 (Mon)
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力強い応援

皆さん、今日も一日ありがとうございました
今日は述べ１９８名のボランティアの皆さんに協力していただきま
した。

昨日に引き続き、強風と寒さに見舞われた一日でしたが、南２支部
社協と浦安市災害ボランティアセンターのメンバーたちによるアツ
アツのたこ焼きパワーで、明日も頑張れる「力」をもらったようです。
味の方ももちろん最高でした！

浦安の方たちも今回の震災で被害にあわれたわけですが、全国各地
からの応援と元気をいただいたので、その恩返しとパワーを分けた
いという心意気には感動しました。
私たちも復興した際にはその「心意気」を見習っていきたいなと改
めて思いました。

話は変わりますが…

ボランティアさんの中に活動が終わってから一輪車を修理してくだ
さっている方がいらっしゃいます。
だいぶガタがきていた一輪車も、これでまた明日から新品のように
使えるようになりました。
いわき市ボラセンは、ボランティアさんの皆さんに支えられている
ことを強く感じました。

明日も力をあわせて頑張りましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コミュニケーション

今日はあいにくの雨にも関わらず、１７２名の方が活動に参加してくれました

塀の撤去やガレキの搬送、物資の仕分け、室内清掃など、各地で様々な活動をしてくださ
り、一歩ずついわきが復興へ向かっているのだなと感じることができました。

これからいわきも梅雨入りし、雨で活動ができない日が増えるかもしれません。また、湿気
でジメジメした日や気温の高い日も増え、体調を崩しやすくなるかもしれません。これから
活動に参加される方は、体調等に十分気を付けてください。

また、今日は９名のお坊さんが避難所で「行茶」をしてくださいました。行茶とは、お茶や
コーヒーを飲みながらコミュニケーションを取る、といった活動です。
コミュニケーションは遠い昔から必要不可欠なものとして存在して
きました。本当に重要なものであるからこそ、今でも大切にされて
いるのですね
これからもコミュニケーションを取りながら、一歩ずつ復興に向
かっていきたいですね。

20��.06.02 (Thu)

20��.06.0� (Wed)
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被災者のために
今日は、述べ１９９名のボランティアさんが被災家屋内外の片付け・清掃やブロック塀のい
片付け、側溝の土砂除き、被災地のマップづくりそして思い出の数々（写真など）の洗浄を
などの活動をしていただきました。

マップづくりは、「どこで手助けを待っている人がい
るのか」「どこの地域が困っているのか」を確認す

ることができ、ボラセンとして、スムーズな、そしてスピーディな

支援を行うことができると考えます。また、被災者の方が少しでも

喜んでいただけるように、汚れてしまった写真や思い出の品々をき
れいにし、公民館や支所等にお届けしています。

一人の力は小さいかもしれませんが、みんなが集まれば力は大きく
なるはずです。みんなでつながろう！！

つながっぺ！いわき
つながっぺ！ふくしま
つながっぺ！日本

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

笑顔発信所！！
今日は延べ６５９名の方が活動してくれました。

日焼けをして汗をかきながらセンターに戻ってきた姿を見て、本当
にボランティアの皆さんは今日も頑張ってこられたのだなぁと感じ
ました。たくさんの参加、ありがとうございました

また、今日はホームヘルプセンターの職員よる炊き出しも行われ
ました。どのメニューもすごくおいしかったです！冷えたバナナ
ジュースも格別でした。

そしていわき市災害救援ボランティアセンター（いわき市社会福祉
センター）のご近所のお花屋さんでも、私たちを応援してくれてい
ます。

私たちはいろいろな方たちに支えられているのですね。本当に感謝
しています。ありがとうございます。

みんなが笑顔で集まって、笑顔を発信していける場であれるよう、
これからもよろしくお願いします。

20��.06.04 (Sat)

20��.06.03 (Fri)
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ボランティアの輪

皆さん、今日も一日ありがとうございました
暑い中、延べ６３８人のボランティアさんが、ガレキ撤去、運搬、土砂除き、室内清掃など
の活動に参加されました。
皆さんの「熱い思い」で、センター内も熱気あふれる一日となりま
した。
以前、ボランティアさんの輪を広めようと作成して頂いた日本地図
についてご紹介しましたが、その日本地図に、昨日より、なんと、
地球儀が入りました！！
先日ご紹介した時には白紙だった日本地図ですが、少しずつ色づい
てきました
また、海外からのボランティアさんも活動されています。
本当に、たくさんの方々の「熱い思い」に支えられていることを
日々実感致します。
日本中から、そして、世界から
　　つながっぺ！にっぽん！！
　　つながっぺ！とうほく！！
　　つながっぺ！ふくしま！！

　　つながっぺ！いわき！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地元いわきの思い

雨もあがり、青空の一日となりました
本日も、延べ２３６名の皆さんの協力を得て、復興への第一歩を踏むことができました。
毎日、全国各地から、たくさんのボランティアさんが来てくださっているわけですが、
そのなかには、もちろん、地元いわき市民のボランティアさんもいます。
自分も被災したけれど・・・
生まれ育った地元のために、できる限り力になりたくて参加する方。
地元の仲間とチームを組んで、全国の方とつながりながら、避難所
支援を続けたいという方。
長期間ボランティアに参加できる地元の方においては、受付や誘
導、電話の応対等の運営スタッフとして
毎日、地元のためにボランティアセンター運営にかかわっています。
地元いわき市からのボランティアさんは、地元は地元なりの熱い思
いと、市外から来てくれるボランティアさんへの感謝の思いを持っ
ていることを実感しました。
センター内に設置したご意見ノートでも、
市外からのメッセージに、地元のボランティアさんが「ありがと
う」と返事を書いたり…
つなっがってますね
地元、いわきのボランティアの皆さん、ありがとう！
そして、市外のボランティアの皆さん、本当にありがとう！！
明日も、地元いわき市出身と市外からのボランティアさんの「出逢
い」がたくさん生まれますように
最後に、今日の一枚。
毎日、資材班を担当してくださっているボランティアさんです。
資材スペースが移動になり、チーム一丸となって、資材を運んでく
ださいました。
感謝、感謝です。

20��.06.06 (Mon)

20��.06.05 (Sun)
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心機一転

皆さんお疲れさまです
今日は述べ２６４名の方が活動してくださいました。
最近、暑い日が続いています。
熱中症対策として、ヘルメットの中に冷却ジェルを入れたり、首に濡れたタオルを巻くなど
しっかり対応をしていきましょう！

今日はスーパーハウスが拡大して最初の受付でした。
今後、体制が整い次第、資材を入れたり、活動報告をスーパーハウス内で行っていく予定です。

ボラセンも日々変わっていきます。
もちろんより良い方向に変えていきたいと思っていますので、皆さ
んからのご意見をお待ちしています。ボラセン内に設置されている
ボランティアノートなどを通してでも構いませんのでぜひお聞かせ
ください。

それから、最近つながっぺいわきのシールが増えてきました！
本当にいろんなところからお越しいただいて、全国の皆さんに支え
られていることを感じます。

明日からもまたよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

笑顔あふれるいわきへ
今日は２５２名の方が参加してくれました。
暑い中お疲れさまでした。
今日も６月とは思えないほどの暑い日差しに負けないくらい、熱い方々が頑張ってくれました！

▼活動現場にて
いつもありがとうございます。良い笑顔ですね！

▼いわき市社会福祉センター前にて
被災現場活動の前後に、車の誘導もしてくれています。

本当に暑い中ありがとうございます。皆さんが日焼けをして帰って
くる姿を見て、今日も頑張ってきたんだなぁ・・・と、嬉しい気持
ちになります。そして私たち運営スタッフも、皆さんに元気では負
けていられないなぁという気持ちにもなります。いつも元気をあり
がとうございます！
現地を復旧することも大切ですし、それと同時にみんなの笑顔があ
ふれる明るいいわきを取り戻すのも、とても大切なことです。
みんなでコミュニケーションをとりながら、夏の太陽のように明る
く元気にやっていきたいですね！
これからどんどん暑い日が増えてきます。体調には気を付けてください。
明日も本日同様、被災家屋内外の片付け・清掃や側溝の土砂上げ、ブロック塀の撤去・運
搬、田んぼ内のガレキの片付けなどを予定しています。男女関係なく、「熱い力」があれば
大丈夫です。
それでは、明日も一日がんばっぺ、いわき！！

20��.06.08 (Wed)

20��.06.07 (Tue)
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応援のカタチ
今日は２２１人の方が参加してくれました。暑い中お疲れ様でした！

嬉しいニュースがありました。
福岡の身体障がい者の方から、千羽鶴ならぬ万羽鶴をいただきました。
目が不自由で何もできませんがせめて、と手紙に書いてあったのですが、ひとつひとつ丁寧
に折ってあって
すごく私たちのことを考えながら折ってくださったんだろうなと嬉しくなりました。
お気持ち、伝わりましたよ！
ありがとうございました

最近、半袖で活動される方が多いようです。
明日以降も長袖、マスク、手袋、長靴等をきちんと着用の上での側
溝の泥だし、清掃作業お願いします。
暑いとは思いますが、安全・衛生管理のためにご理解ください。

それでは明日もよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なんと・・・

今日は２４３名の方が参加してくれました。今日も暑い中お疲れ様でした 

うれしいお知らせです。今日はなんと、当センターの「被災者見守り隊」の記事が、毎日新
聞の夕刊に乗りました！
被災者見守り隊

当センターに来てくれるボランティアさんたちには、その存在をあまり知られていないと思
いますが、被災者見守り隊は被災された方のそばに寄り添って活動を行っています。たとえ
ば避難所生活で遠慮してしまってなかなか「困っている」と言えない方からお話をうかが
い、そのお困りごとに対応できるところへとつなぐ。
行政や区長さん、民生委員さん、その他さまざまな関係機関、団体とつながりながら、被災
された方たちの声にならない声を拾い上げ、寄り添うような活動を行っています。

その被災者見守り隊も、ボランティアさんが中心となって構成されています。本当に感謝の
気持ちでいっぱいです。
当センターは、現場での活動だけでなく、運営もボランティアさんたちによって支えられて
います。今日も遅くまでボランティアスタッフさんが頑張ってくれていました。みんないわ
きの復興のためにと、自分の大切な時間を削ってまで来てくれています。皆さん本当にあり
がとうございます！
皆さんの想いが、必ず震災前以上のいわきを生み出してくれると信じています。

明日も暑くなるとは思いますが、皆さん体調には気を付けてください。スタッフ一同、心よ
りお待ちしています！！

20��.06.�0 (Fri)

20��.06.09 (Thu)
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前を向いて・・・！！

今日は延べ４０４名の方が参加してくれました
朝方はぽつぽつと雨が降り、屋外での活動が危ぶまれましたが、雨雲も遠のいてくれたよう
で・・・蒸し暑くなりました。。皆さん汗で輝きながら、素敵な笑顔で帰ってきた姿が印象
的でした

ちょうど３ヶ月前。３ヶ月前のあの日の出来事は、一生忘れることはないでしょう。
あの日多くの人が亡くなり、多くの大切なものが失われました。今でも信じられない、信じ
たくない気持ちでいっぱいです。
前を向いて歩くことが大切だと頭ではわかっていても、どうしても前を向けないときもあり
ます。
そんなとき、前を向けないほどつらい思いができる自分は生きていて、同時に生かされてい
るのだと気付かされます。

ただ生きることが、こんなにもすごいことなのかと思い知らされました。
今は本当につらい時ですが、どんなにつらくても、今私たちが生きているということは間違
いありません。
どうか皆さん、生きましょう。
あの日の出来事は忘れませんが、それでも笑える日が来るように、一緒にがんばりましょう。
微力ではありますが、私たちスタッフも、できることを精いっぱい行います。
どうかご協力お願いします。

最後に、このたびの震災でお亡くなりになられた方へ、心よりご冥福お祈りいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビタミンで元気！！　orange
今日も、暑い中、延べ６００人の方が活動に参加されました。

活動を終えてセンターに戻ってきた方のために、運営ボランティア
の方が、オレンジを剥いて振る舞ってくださいました

水分補給と共に、ビタミン補給にもなりました。素晴らしい心遣い
に感謝感謝です

いわき復興のためには、皆さんの「熱い力」と「優しい思い」が必
要です。
その為にも、皆さんが無理のないようにして頂きたいと思います。

明日も、いわきの空は、皆さんの「熱い思い」で晴れることでしょ
う

20��.06.�2 (Sun)

20��.06.�� (Sat)
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熱中症予防

今日は１８９名の方が参加してくれました 朝方は雨が降っていましたが、無事に止んで良
かったですね 
最近は段々と夏が近づいてきたことがわかります。日差しも強くなり、気温も高くなりまし
た。
夏になると恐いのが“熱中症”です。どんなに体力や気合があっても、休憩をこまめに取ら
なかったり、水分・塩分が足りないと、熱中症になってしまいます。
当センターでも熱中症予防のため、出発の際に塩飴、活動後も梅干
しや冷たい飲み物を準備しました。

こちらで準備しているものはあくまで最低限度のものですので、皆
さんも活動に出られるときは準備をお願いします。
これから暑くなりますが、ケガ・事故なしでいきましょう。
明日もがんばっぺ、いわき！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤスムコト
皆さん、きちんと休んでいますか？

今の被災地の状況を考えたり、実際現場に行くと、
なんとかしたいという思いばかりが募り、
休む間もなく活動しているのではないかなぁ…と思います。

ヤスムコトで、カラダもキモチもリフレッシュできます
ヤスムコトで、新しいチカラがわいてきます
あるボランティアさんから教えていただきました。

「続けたいなら、ヤスムコトも大事」

そのとおりだなぁ…としみじみ思いました。

ボランティアの皆さん、
ボランティアを依頼される被災者の皆さん、
そしてスタッフの皆さん、
どうか、休めるときにキチンと休みましょうね
お昼休憩も同じですよー。
限られた時間内で、ゆっくり、じっくりヤスムコト。

そうすることで、キモチに余裕ができ、笑顔もうまれます
朝から、ぽつりぽつりと降り出した雨

センター内は、やみますように！という思いがあふれていました。
その願いが届いたのか、徐々に青空が見えはじめ、
延べ１６２人の方が活動してくださいました

今日も、あたたかいチカラを、本当にありがとうございました 
きちんと、身体をヤスメテ、明日を 笑顔 でむかえましょう！！

20��.06.�4 (Tue)

20��.06.�3 (Mon)
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活動場所をまわって

皆さんお疲れさまです
今日は延べ２４１名の方に参加していただきました。

最近、また暑い日が続くようになりましたね。
気温が２０度以上の日にはボランティアさんのお力を借りながら、熱中症予防の対策の一つ
として水分補給し隊を結成しまし、今日、数ヶ所の活動場所に出動しました。以前は、作業
に没頭して水分補給をあまりしなかったというお声が多かったので心配しながらまわってい
たのですが、リーダーさんの声掛けの甲斐もあって、水分をこまめにとっていただいている
様子を見てすごく安心しました。
汗をかくと塩分も不足しますので、塩飴等もお持ちください。

私たちスタッフは、ニーズ調査やボランティアさんとともに活動場
所に出ることも多いですが、３カ月経ってもまだ残っているガレキ
等も多く、復興への力添えを少しでもしていけるようにと改めて気
を引き締めたところです。
また、明日もよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お引越し
今日も暑い中、３５０人のボランティアさんが活動に参加されています。いつもありがとう
ございます。

さて、みなさんにお知らせがあります

いわき市災害ボランティアセンターは、現在１階にてオリエンテーション等を行っておりま
すが、明日より５階に引越しします。
受付は、今まで通り外のプレハブにて行いますが、その後のオリエンテーション、マッチン
グ（活動先の紹介）、送り出しを５階にて行うようになりますので、よろしくお願いしま
す。

さらに、お知らせがあります。

６月１８日・１９日は、いわき市内各地で合同の慰霊祭が予定されています。
その為、ボランティアの受け入れを制限することもあるかもしれませんので、その旨ご了承
ください。

明日は、センターが５階へ引越しての初日となるので、スタッフも心機一転頑張ろうと思い
ます。
みなさんの「熱い力」と「優しい思い」で、いわき復興に向けて力を貸してください 。

20��.06.�6 (Thu)

20��.06.�5 (Wed)
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仲間
今日は、熱き心を持った１８２名のボランティアさん（延べ活動者１９７名）が被災地域で
活動をしてくれました。

早いもので、いわき市災害救援ボランティアセンターが立ち上がって、今日で９４日目を迎
えました。（いわき市社会福祉センターに拠点を置いてからは、６５日目です。）
その間、九州をはじめとする社会福祉協議会職員やさまざまな関係機関団体の方たち、現場
等で活動してくれたボランティアの皆さんは、いわきの早期復興のため、被災者支援のため
に「熱い力」と「やさしい気持ち」で、暑い日はは汗だくになりながら、寒い日は、首にタ
オルを巻いて頑張ってくれました。
これまで応援してくれたすべての仲間たち・・・

来てくれて ありがとう

明日もいわき市災害救援ボランティアセンターをよろしくお願いします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

空へ
曇り空の朝
午後から振り出した雨・・・
今日の雨はいろいろな想いのこもった涙のようでした。
今日と明日は、豊間・薄磯地区、久之浜・大久地区のでの合同慰霊祭（供養祭）
震災で亡くなられた皆さまのご冥福をお祈りいたします。
しとしと降る雨を見つめ、いろいろな想いを受け止めました。
やまない雨はありません。
明日は、空も心も晴れますように・・・。
今日、ボランティア活動をしていただいた延べ７１４人の皆さん
活動場所を紹介する際に長くお待たせしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
明日も慰霊祭が予定されておりますので、ボランティアの活動場所を紹介できないことがあ
るかもしれませんが、ボランティアの受付は行います。にこっと素敵な笑顔を見せに来てく
ださい。
皆さんの、その「笑顔」がいわきを元気にしてくれます。

いつもありがとう。

滋賀県彦根市の「高宮の心を東北へ」の皆さん
とても美味しく愛情たっぷりの焼きそば、フランクフルト、そして女性ボランティア限定の
ひこちゃんストラップをありがとう！！

ボランティアの皆さん

来てくれて・・・ありがとう

20��.06.�8 (Sat)

20��.06.�7 (Fri)
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つながり
２日間にわたり、ココロあたたまる炊き出しを振る舞ってくださった
滋賀県彦根市「高宮の心を東北へ」の皆さま

活動を終えたボランティアさんや、運営スタッフに、
元気いっぱいの言葉かけと、疲れを癒す焼きそばやフランクフルト…

２日間、ごちそうさまでした！

ありがとうございました。

なぜ、滋賀県から？とお聞きしたところ、
以前、いわき市から滋賀県のほうに仕事で行かれていた方がいて、
その方とのつながりをへて、いわき市と彦根市の有志で集まった方々とのこと。

昔の出逢いがつながって、今日がある。

強いつながりを感じました。

みなさんの優しくてあたたかい姿、一生忘れません。

本当にありがとうございました。

最後に、本日のボランティア活動をしていただいた延べ６７５人の皆さん、
今日もいわき市復興のために、たくさんの力をありがとうございました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

基本的なことから…
今日は２０３名の方が活動に参加してくれました  皆さん、ありがとうございました！

最近は暑い日が続いていますね。水分・塩分補給については伝えていますが、暑い日に活動
する場合はそれ以外にも気を付けてもらいたいことがあります。

①お昼ご飯
夏は食べ物が傷みやすく、たった半日でも放っておくとかなり傷んでしまいます。保冷剤を
使用したり、日蔭の涼しい場所で保管するなど、工夫しましょう。

②活動後
汗をかいたままにしておくと、体を冷やしてしまい、風邪を引いてしまいます。しっかりと
汗を拭きましょう。

これらは基本的なことではありますが、基本的なことこそ大切にしましょう。皆さんのしっ
かりした体調管理が、結果的に復興につながっていきます

汗を拭いて、涙も拭いて。

明日もよろしくお願いします！

20��.06.20 (Mon)

20��.06.�9 (Sun)
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一生の宝物

お疲れ様でした
今日は延べ２４９名の方が活動に参加してくださいました！

最近思うことですが、ボラセンに来てくださった皆さんに一番最初に書いていただいている
「受付カード」は、社協職員としても、いわき市民としても、本当に私たちの宝物だなと感
じます。
震災で私たちは多くの大切な人、モノを失いました。
しかし、こうして遠方からも、もちろん地元からもボランティアとしていわき市の復興に力

を貸してくださる方が毎日たくさんいるということは、すごく励み
になります。
受付カードは、社会資源の把握という目的のみならず、目に見える
皆さんからの「励まし」だと思っています。

毎日たくさんの励ましを受けながら、スタッフ一同明日も頑張ります。
また、皆さんのお力を貸してください
明日もたくさんの方が来てくださるのをお待ちしております
m(__)m

↑皆さんが書いてくださった受付カードの一部です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

声
今日は、延べ１８０人のボランティアさんが、暑い中被災地復興のために力を貸してくださ
いました。

ボランティアセンターには、被災者から「ボランティアさんをお願いしたい」という声をた
くさんいただきます。
電話をくださる方、実際に来所して被害状況など説明してくださる方・・・。

被災され、「自分で頑張ったけれども、疲れてしまった。なんとか手伝って欲しい・・・」
ボランティアセンターでお手伝いさせていただくことをお話しすると、涙ながらに「これで
やっと眠れます」とお話しされた方もいます。

ボランティアさんが活動される先には、依頼者である被災者がいらっしゃいます。

ボランティアセンターからボランティアさんに活動を説明する時には、「ニーズ票」という
一枚の紙になります。
その「紙」に活動内容が書かれていて、わたしたちスタッフは、それをボランティアさんに
手渡しして、その日の活動を紹介しています。

その「紙」の裏側には、「助けて欲しい」という、被災者の生の声があることを、スタッフ
含めて忘れないようにしていきたいです。

20��.06.22 (Wed)

20��.06.2� (Tue)
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梅干し
今日は延べ２０４名の方が参加してくれました
朝は天気が崩れたにも関わらず、ありがとうございました！
熱中症対策に持ち運び用「梅干し」が加わりました。
これまでは活動終了後に準備していましたが、これからは活動中に
も食べられるようにタッパーに入れて携帯していただきます。
どんなに体力や気合いがあっても無理をすると熱中症になってしま
います。夏場は特に体力を奪われますので、休憩をこまめにとって
ください。
夏場の活動は、水分・塩分の補給をしっかりと。
日差しよけのためにもヘルメットや帽子またはタオルを巻きましょう！！
東北地方も梅雨入りしたようです。雨の日が増えたため、特に土砂除きの活動などは土砂が
水分を含んで重くなっています。ボランティアの皆さんも自分の体と相談しながら、無理の
ないようにお願いします。

明日もケガ・事故なしでいきましょう よろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初心
「がんばろう」「がんばりましょう」と声をかけられて、
そのたびに、「はい、がんばります」と返しています。
でも、みんな心は本当に疲れ果てているんだよ。
あたりまえだった、ご近所同士のあいさつもいきかわなくなり、
人通りがめっきり少なくなった家の前をみつめながら、
被災された方が、ポツリと言われた一言。
それでも、私はこの街に住みたい。
たくさんの想いがめぐりめぐっている被災地。
そこで活動されているボランティアの皆さん、
そして、スタッフの皆さん、
今一度、初心に戻ってみませんか？
ボランティアに参加してみようと思ったキモチ
そのシンプルな心を、もう一度思い出して、明日を迎えられたらいいですね。
そして、明日また被災地で出逢う方々と、たくさんのコトバをかわしてほしいなぁと思います。
ボランティアの皆さんには、本当に感謝しています。
私たちのために、市内外から来てくれて、一生懸命な姿見ていると…
本当に、本当に、ありがたい気持ちでいっぱいです。

被災された方から、「ありがとう」のコトバもいただきました。
ボランティア先であたたかい会話をすることで、ニーズ票には記されていない、
みんな応援しているよ
という被災者の方々の心へ、エールが届く。
そして、お互いに心癒される…のかもしれませんね
今日も蒸したような暑さの中、延べ２２２人の方がボランティアに参加してくださいまし
た。
ありがとうございました。
ゆっくり休んでくださいね
いわき市災害救援ボランティアセンター開設から１００日が過ぎました。
また、明日からよろしくお願いいたします

20��.06.24 (Fri)

20��.06.23 (Thu)
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「熱いチカラ」と「優しいキモチ」
雨の中・・・４７３名の方がいわき市災害救援ボランティアセンターに足を運んでくれまし
た。そして述べ４８９名の方がさまざまな活動をしてくれてました。

昨日から、雨の心配があり、やっぱり・・・雨が降り出しました。
雨にも負けない、皆さんの「何とかしたい」「何かできるはず」といった「優しいキモチ」
がセンターまで来る「熱いチカラ」になっているのかなぁと思いました。

私たちスタッフは、そんな皆さんが大好きです。

雨降る中、遠く離れた和歌山県よりいわき市のために来ていただいたボランティアさん。そ
して、地元いわき市のボランティアさんとの交流・・・。

みんなの想いがつながるいわき市災害救援ボランティアセンター。

そして、以前、和歌山から来たボランティアセンタースタッフの忘
れ物が人と人をつなぐ。

あなたが笑うまで　走り出したくなる道がある
そんなコトバが人を・・・そして地域を笑顔にするのかもしれませ
ん。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お願い・・・
今日も、朝からあやしい雲に覆われていましたが、延べ４４９人のボランティアさんが活動
に参加されました。
お昼前から、各地で雨が降り始め、すっかり梅雨空になってしまいました。

これから、雨も多くなりますが、気温も上がってきます。
少しでも涼しく過ごしたい、というお気持ちもわかりますが、ここで、改めてみなさんにお
願いがあります。

ボランティア活動を行う際には、ケガ予防の為、長袖・長ズボン・帽子を着用してくださ
い。
暑くなってきて、半袖でセンターを訪れるボランティアさんが増えてきました。
肌が露出している分、ケガの危険性が高まります。
半袖で来て外での活動をされる方には、長袖・長ズボンに着替えを
頂いています。

グッズなどもあるといいですね 。

わたしたちの大好きな皆さんが、ケガなく活動から戻られることを
スタッフ一同願っております。

明日も、雨が上がることを祈りながら、「やさしい気持ち」を持った皆さんの「熱いチカ
ラ」をお待ちしています。

20��.06.26 (Sun)

20��.06.25 (Sat)
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光輝
今日は延べ９３名の方が参加してくれました。今日も活動お疲れ様でした

最近は雨の日が続いています。雨が降ると屋外での活動が中止になってしまうので、早く晴
れてほしいですね。

すでに活動をしたことのある方はお分かりかと思いますが、雨が降ったあとは注意が必要で
す。かき出す土砂は水分を含み重くなってますし、雨で濡れたものは滑りやすくなっていま
す。地面がぬかるんでいるところもあります。無理のない活動でお願いします。

また、今日は元気いっぱいのかわいい園児たちと向日葵の種を植え
るボランティア活動がありました

向日葵の花言葉は“光輝”。太陽に向かって真っすぐ伸びる向日葵
のような、光り輝くいわきのまちを取り戻しましょう

「ボランティア」と「被災者」という関係を超えて、「人」と
「人」とがお互いに支えあっていきたいですね。

雨が上がって大きな虹が架かることを願って！明日もよろしくお願いします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

向かい合って

皆さんお疲れ様でした！
今日は延べ１７１名の方がボランティア活動に参加してくださいました。

突然ですが、皆さんは人と人との「つながり」はどうやってできると思いますか。
インターネットなどで世界中の人と簡単につながれる今日ですが、ボラセンの業務に携わっ
てからは、特に「顔が見える」つながりの大切さをひしひしと感じます。
顔を覚える。そんな何気ないことでも、覚えられた方は無条件に嬉しいですよね。

信頼関係の第一歩はそこから始まると思うんです。

ボランティアに来たいけど、コミュニケーションも含めてどうしていいか分からない。
きっとそんな風に不安に思っている人もいると思います。
けれど、そんなに難しいことではないということを皆さんにお伝えしたいんです。

何気ない挨拶、何気ない会話、そして笑顔。

いわき市のボラセンにはシンプルで、でも温かい。そんな空気が流れています。
皆さんぜひ、ボラセンに来てください。

いわき市の復興に向けて…

明日もよろしくお願いします！！

20��.06.28 (Tue)

20��.06.27 (Mon)
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見守り隊
久しぶりの青空、
暑い、暑い一日となりました
本日のマッチング件数は、１５件。
活動をしてくださった延べ１８６名のボランティアさん、
本当に　本当にありがとうございました
もうすぐ７月。
被災者の皆さんは、徐々に仮説住宅・雇用促進住宅等へ移り、
自分たちの生活が再スタートします。
私たち、いわき市災害救援ボランティアセンター「見守り隊」は、
日々、避難所におじゃまして、被災者のみなさんとお話する時間を過ごしてきましたが、
それは、場所が変わっても、なくなることはありません。
避難所で出逢いをきっかけに、たくさんの「つながり」が生まれました。
この「つながり」は、ずっと　ずっと　つながっていきます
仮設住宅・雇用促進住宅等へ移られても、
今までとかわらず、一緒にお話できる時間を過ごしたり、
新しいご近所さんとのコミュニティー作りをお手伝いさせていただいたり、
これからも「見守り隊」は、被災者を見守っていきます！
今日来てくださったボランティアさんからのメッセージ。
「楽しむ気持ちを忘れない 」
どんなに辛いことがあっても、明るい未来を信じて。
少しでも、楽しいと思える時間が訪れますように…
追伸：いつも、ブログをみてくださってる皆さま、ありがとうございます
　　　ぱちぱちっっと拍手も、ありがとうございます
　　　全国からたくさんの方々に支えられているなぁと感謝の気持ちでいっぱいです。

　　　　　　　　「ありがとう」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

思い出しましょう
今日は３０３名の方が参加してくれました！皆さん暑い中、ありがとうございます

毎日たくさんのボランティアさんが活動に参加してくれていますが、復興したあとはどうな
るんだろう…と考えることがあります。今はみんなが応援してくれていますし、お互いに支
えあいながら生活しています。しかし何年、何十年後の未来まで、同じような気持ちをずっ
と持ち続けていられるのでしょうか？とても大切な想いや記憶でも、時間が流れたり周囲の
環境に影響されたりすることによって、忘れていったり薄れていくことがあります。“人間
は忘れていく生き物”であるといわれるように、忘れること、記憶が薄れていくことは仕方
のないことなのかもしれません。

それでも“思い出す”ことは大切だと思います。海を見て震災の恐ろしさを思い出す。古び
た靴を見てボランティア活動をしたことを思い出す。ふとした瞬間にそのときに感じたこ
と、考えたことなど、少しでも思い出していきましょう。今が未来へつながりますように

明日もよろしくお願いします

20��.06.30 (Thu)

20��.06.29 (Wed)
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あじさい
センター前の公園には、今あじさいが咲いています。

震災時は、まだ梅が咲くような寒い季節でした。
春になって桜が咲き、今はあじさいです。

以前、ひまわりを植える活動を紹介しましたが、夏になってひまわりも咲いてくれることでしょう。

季節が変わるにつれ、被災地も少しずつきれいになってきました。

被災者にとって、自分の見慣れた町が、ガレキやゴミで散乱しているところを見るのは、つ
らいものです。

少しずつでも、被災地がきれいになっていくことで、被災者の気持ちも少しずつ和らいでいきます。

今日は、延べ２３０人の皆さんが、被災地復興の為に、チカラを貸してくださいました。

明日も、いわきの空が晴れますように

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

復興祭
皆さんお疲れさまです！
今日は延べ４９２名の方が活動に参加してくださいました

昼ごろまでパッとしない天気が続き、梅雨という時期を考えると雨も心配されましたが、だ
んだんと晴れ間が広がりいわきの復興を象徴するような天気となりました。

復興といえば…！！

今日いわき市内各所で復興祭 がありました。

様々なイベントに、市内外から、そして海外からもたくさんの方が参加されていたようで、
たいへん盛り上がっていました

日本各地に、世界に、いわきの復興を共に願ってくださる方々がいること、本当に嬉しく思
います。

たくさんの温かいお気持ちを受けて、私たちは明日もまた頑張ります！

お力添えよろしくお願いします。

また、ボランティアバスの受付は７月１５日以降、しばらくの間、
見合わせていただきますので、ご了承願います。
なお、変更等があったときは、またブログでご案内させていただき
ます。

20��.07.02 (Sat)

20��.07.0� (Fri)
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心は熱く、頭はクールに
今日は、マッチング数（活動場所数）３５件、３６３名のボランティアさんが活動してくれ
ました。暑い中、本当にありがとうございました

ボランティアの皆さんの活動の様子を拝見させていただきました。

皆さん頑張って作業されていました。被災された方の努力やボラン
ティアの皆さんのお手伝いもあって、一歩ずつ復興に向かっていま
す

日差しが出ていたためか、活動後は日焼けをしている方が多かった
ですね。暑い夏の始まりを感じました。
外は暑く、復興しようという心も熱いからこそ、クールな頭を保ち
ましょう きっとそれがケガ防止や、適切な判断につながります。
明日もよろしくお願いします！

明日は、被災家屋内外の土砂除きや側溝の掃除、震災ゴミの分別や
運搬、田んぼのガレキ片付けなどがあり、マッチング予定数１４
件、約１２０名のボランティアさんの熱いチカラが必要になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５人の戦士たち

梅雨はどこへ行ってしまったのでしょう・・・

今日も３０度を超える猛暑の中、延べ１０４名の熱き心を持ったボランティアさんが、被災
家屋内外の片付けや土砂除き、震災ゴミの分別や運搬などの活動を行いました。

出身は違う大学の同級生が、いわきの地で集結し大活躍
みんなの優しいキモチと熱いチカラは、被災者や被災地域に必ず届
いているはずです。

ボランティアのみなさん　いつも笑顔をありがとう 　

明日は、被災家屋内外の土砂除きや側溝の掃除、震災ゴミの分別や
運搬、田んぼのガレキ片付けなどがあり、マッチング予定数１３
件、約１５０名のボランティアさんの優しいキモチと熱いチカラが
必要になります。

20��.07.04 (Mon)

20��.07.03 (Sun)
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笑顔になるまで・・・
暑い日が続いています。　
暑さに負けずに頑張っている姿を見ると、胸が熱くなります。
今日、あるボランティアさんがこんなことを言っていました。
▼スタッフ
　「いつもありがとうございます」
▼ボランティアさん
　「いやいや、僕には時間がありますから」
▼スタッフ
　「あなたような方がいるので、助かっています」
▼ボランティアさん
　「初めてボランティア活動したときに、被災者の顔を見て、何とかしてあげたいって思っ
てね」
▼スタッフ
　「ありがとうございます。〇〇さん。ところで、いつ頃までボランティア活動を続けるこ
とができるのですか？」
▼ボランティアさん
　「被災者の方が笑顔になるまで・・・」
そんな言葉を聞いて・・・ボランティアさんの優しいキモチが伝わ
りました。
ボランティアのみなさんの笑顔で、被災者の方を笑顔にしていただ
けませんか？
素敵な月が今宵もいわきを見守ってくれています。

すべてに感謝です。　ありがとう
今日は、延べ１４２名のボランティアさんが活動してくれました。
明日は、被災家屋内外の土砂除きや側溝の掃除、震災ゴミの分別や運搬、田んぼのガレキ片
付けなどがあり、マッチング予定数１６件、約１４０名のボランティアさんの優しいキモチ

と熱いチカラといが必要になります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深呼吸
青空の広がるすがすがしい朝。
日中には、気温もぐんぐん上がり、本日も暑い１日となりました
皆さん、夢中になりすぎたり、忙しすぎたりしていませんか？
朝起きた時には、深呼吸。
ボランティア活動中にも、深呼吸。
そして、夜眠る時にも、ゆっくりゆっくり深呼吸。
一息ついて、ぜひ、全国のみなさんとつながっている空を見上げてください。
想いはひとつ！！
つながっていますよ
どうか、こころにゆとりを持てますように・・・
延べ１６０名のボランティアの皆さん、
それから、ボランティアセンターに足を運べなくても、
心の中でいわきを想ってくれた皆さん、
今日も１日、ありがとうございました
明日のマッチング予定数は、１３件。
被災家屋内外のガレキの片付けや側溝掃除等になります。
約１００人のボランティアさんの「笑顔」を待っています

20��.07.06 (Wed)

20��.07.05 (Tue)
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★Ｓｔａｒ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ★

今日は、七夕ですね
織姫と彦星が、天の川を渡って出会えるという話は、皆さんご存知だと思います。
七夕の夜に雨が降ると、二人は会えなくなってしまいます。
そんな二人のために、どこからともなくかささぎがたくさん飛んできて、翼をつらねて橋を
作ってくれるそうです。
その為に、織姫と彦星は川を越えて会うことができるそうです。
そんな話を、県外からずっとチカラを貸してくださったボランティアさんから教えて頂きま
した。
かささぎは、困っている二人を放っておけなかったんですね。
まさに、熱いチカラと優しいキモチですね。
という言葉も一緒に頂きました。
まさに、被災者の方のために、チカラを貸してくださるボランティアさんならではの言葉だ
と思いました。
「かささぎ」が「ボランティアの皆さん」となると、「織姫と彦星」は、「被災者の方々と
その笑顔」になるでしょうか。
たとえ星が見えなくても、皆さんの「熱いチカラ」と「優しいキモチ」で、みんなが笑顔に
なるその日までつなげてくれる「架け橋」となってくださる皆さん。
いつも、ありがとうございます。
今夜は星が見えるでしょうか？
星が見えなくても、かささぎが「織姫と彦星」の架け橋となっていることでしょう。
今日は、延べ３００人の方が、被災者の方々の笑顔に活動されました。
明日も、みんなの笑顔のために、チカラを貸してください。
明日は、被災家屋内外の土砂除きや側溝の掃除、震災ゴミの分別や運搬、田んぼのガレキ片
付けなどがあり、マッチング予定数１３件、約１００名のボランティアさんの優しいキモチ

と熱いチカラが必要になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

きっと青空・・・
朝から小雨が降っていました。
雨のため屋外の活動を見合わせていると、だんだんと雨雲が流れていき、少しだけ青空 が
顔を出しました。
ボランティアさんの熱いキモチが雨雲を吹き飛ばしてくれたのかなぁと思います。
明日は、市内はじめ、全国からいわき市復興のために集まってきているボランティアのみな
さんの熱いキモチで青空にしてください
それから、今日、５週間続いた宮崎県のボランティア応援隊が終了しました。
黄色のビブスを身に着けて
いわき市のために・・・そして被災者のために・・・
ありがとうございました。
明日もいわき市災害救援ボランティアセンターは、いわき市の復興、そして被災者救援のた
めに全力で立ち向かいます。
よろしくお願いします

20��.07.08 (Fri)

20��.07.07 (Thu)
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元気です、いわき
今日は暑い中、延べ４５１名の方が参加してくれました 皆さん、ありがとうございました！

嬉しい出来事がありました  以前から継続してボランティアに来てくれていた方が、今日
久々にセンターにいらっしゃいました。なんと日本最南端の沖縄まで一人で行って学校やデ

パートを訪問し「いわきは元気です！」と数日かけてＰＲしてきたそうです！

真っ黒に日焼けしたところを見ると、本当にいわきのために一生懸命頑張ってきたのだなぁ
と、とても嬉しく思いました。いわきはボランティアの皆さんや、全国、世界各地の人たち
に支えられ、応援されているんですね！
いわきからどんどん元気を送り出していきましょう 明日もよろしくお願いします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャラララ♪
音楽を通じて被災地のみなさんを応援したい

そんな想いでいわき市を訪れてくださった「ａｗｓ」のみなさん
今日は『はま風喫茶』にて、
すてきなすてきなハーモニーを奏でてくださいました
『はま風喫茶』とは…
いわき市災害救援ボランティアセンターの「見守り隊」が毎週土曜
日に主催している、
仮設住宅や雇用促進住宅に住んでいる方々との交流の場のこと。
今回は、スペシャルＤａｙということで、日曜日にも開催！
トランペットがないのに、トランペットの音が！？
ドラムの音も聴こえてくるね。
音楽って、楽しいな
今日の『はま風喫茶』には、子とも達をはじめたくさんの方々の笑顔が生まれたようです。
その後、ボランティアセンターでもミニライブを開催してくださった、「ａｗｓ」のみなさ
ん。
今日は、本当にありがとうございました。
「シャラララ♪」と全員で奏でたメロディーは、みなさんとのつな
がりを感じることができました。
いわき市の空にむかって、やさしくてあたたいハーモニーが届けら
れたあの時間、
ずっと、ずっと忘れません。
またいつか、笑って歌えますように…。

「ａｌｗａｙｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｍｉｌｅ」

さて、本日は、震災以来はじめての津波注意報が発令され、
ボランティアのみなさんも不安な時間をすごされたことと思います。
大きな混乱もなく、みなさんが元気に帰ってきてくださって、安心しました。
今後、このような事態が、またいつ起こるかわかりません。
どうか、常に防災意識を高く持ち、ボランティア活動に参加してほしいなぁと思います。
本日も延べ４４３名の皆さん、たくさん汗をかきながらの作業、ありがとうございました。
明日は、マッチング１１件、１１０名のボランティアさんが必要です！
拾得物の整理、土砂除き、田んぼ等のガレキの撤去などの作業を予定しています。
なお、拾得物の整理については、朝一で３０名のボランティアさんが必要です！！
センターでお待ちしていますので、よろしくお願いします。 

20��.07.�0 (Sun)

20��.07.09 (Sat)
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心の手
被災者のみなさん
全国からのボランティアのみなさん
そして、ボランティアセンタースタッフのみなさん
みなさんを「点」にたとえると…
毎日、ボランティアセンターを通じて、たくさんの出逢いが生まれていますね。
「点」と「点」が、ボランティア活動を終える頃には
気持ちが通じ合って「線」になる。
「線」がつながる瞬間は、心の手と手をつないだとき。
それがやがて、大きな大きな「円」…「ご縁」となり、
ひとりじゃない、みんなでつながりあって生きていこうという希望の「輪」、
復興へつながる明日への「輪」になります。
未だ、行方不明者もいる中、今日で、震災から４ヵ月。
震災でお亡くなりになられた方への祈りと共に、
これからいわきを見守っていてくださいとの想いをこめて
ボランティアセンター内でも黙とうを行いました。
このボランティアセンターで生まれた、あたたかいのご縁に感謝し、
明日からまた、熱いオモイと優しいキモチの「輪」がたくさん生まれますように…
そして、たくさんの心の手と手がつながりあえますように… 
本日は、延べ１９０名のボランティアさんが参加してくださいました。
連日、猛暑の中のボランティア活動、本当にお疲れさまです。
明日は、被災家屋の片付け、避難所から毛布や畳等の搬出、ガレキの搬出など
マッチング８件、約８０名のチカラを必要としています。
今日も、１日、ありがとう

Ｐｅａｓｅ　ａｎｄ　Ｓｍｉｌｅ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シンプルに

本当に、暑い日が続いています
これから、もっと、もっと暑い日になります。
どうか、着替えをご持参ください。
現場では、長袖、長ズボンの着用をお願いします。
そして、帽子もお持ちください。
本当に、本当にお願いいたします
本日も延べ１３８名のみなさん、今日も暑い中ありがとうございました。
明日は、拾得物（アルバム等）の砂おとし、タタミやガレキの搬出、
側溝の土砂除き等、マッチング１１件、１１０名の熱いチカラととびっきりの笑顔をお待ち
しております！

20��.07.�2 (Tue)

20��.07.�� (Mon)
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向日葵が咲くころ
向日葵の苗が届きました。
その苗を植えるプランターが届きました。
みんなのキモチがつまった向日葵です。
この向日葵が大きくなって、みんなを笑顔に・・・
そしていわきを笑顔に・・・できるといいです。
ボランティアのみなさん、一人でも、車がなくても、活動経験がな
くても・・・
いわきボラセンに来てください。向日葵のような笑顔で、お待ちし
ています。
被災者のみなさん、困ったことがあったら連絡をください。
もちろんできること、できないことがありますが、お話を聞かせて
ください。
そして、向日葵が咲くころ、すべての方が笑顔になるといいですね。
向日葵が咲くころ、一緒に笑えるといいですね。
向日葵が咲くころ・・・
今日は、延べ１３５名のボランティアさんが活動してくれました。
暑い中、いつもありがとうございます。
７月１４日（木）は、被災家屋の片付けや側溝の土砂上げ等、マッ
チング件数７件、ボランティア数６０名の熱いチカラを必要として

います。向日葵のような笑顔も・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

感謝

皆さんお疲れさまです
今日は３０８名の方が活動に参加してくださいました。
最近、「また次もここのお宅で活動したい」とか「また今日と同じボランティアさんにお願
いしたい」という声をよく聞きます
大半の方は県外からで、またお一人で来ている方も多いのに、ボランティアさん同士はもち
ろんのこと、地元の方々ともすぐに打ち解けて、皆さんのコミュニケーション力の高さには
驚かされます！！
皆さんに、なかなかお伝えできる機会がないんですが、依頼者の方に依頼内容の確認の電話
をする際に「ありがとう。本当にボランティアさんに手伝っていただいて助かりました」と
いった感謝の言葉をいただきます。それもこれもホントに皆さんのチカラだと思っていま
す。
スタッフ一同、皆さんの優しいキモチに励まされて、また明日も頑張ります！
さて、７月１５日（金）は、主にガレキ撤去、ゴミの仕分け・運搬、家財道具の運搬、床下
の土砂除き等になります。マッチング数１０件、ボランティア予定数は８５名になります。
ぜひ明日もよろしくお願いします

20��.07.�4 (Thu)

20��.07.�3 (Wed)
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サクラ
日本人が最も愛している花、サクラ
春を代表する花、サクラ
今、季節は夏 真っ盛りですが・・・
来年の春にはたくさんの花が咲くますように・・・

たくさんのボランティアさんのキモチが入ったサクラ
たくさんのボランティアさんの愛が入ったサクラ
たくさんのボランティアさんの笑顔が入ったサクラ

そんなサクラが来年の春には満開になりますように・・・
今日は、延べ１３９人のボランティアさんが被災者のために、そしていわきのために汗を流
してくれました。
７月１６日（土）は、側溝の土砂上げ、畑の津波ゴミの片付け、震災ゴミの分別と運搬、倒
壊家屋の片付け等、マッチング数１９件、ボランティア数２４０名の熱いチカラと素敵な笑
顔が必要です。

よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SMILE to SMILE
今日も、暑い中、熱いチカラと優しいキモチをもった方が、延べ４０４人が活動してくれま
した。
今日は、マッチング２６件の活動がありました。その中から、２箇所の活動の様子をご紹介
したいと思います。
まずは、津波によって土砂が溜まってしまった側溝の土砂上げ作業
現場です。
みんなで協力して側溝のふたを上げ、中の土砂を次々と取り除くと
いう作業です。
街がきれいになるのが見えると、被災者の気持ちも明るくなりま
す。
土砂を土のう袋につめる作業には、以前ブログでもご紹介した「土
のうマシーン」が大活躍です
続いて、地震と津波の被害に遭い、全壊になった家屋から、家財の
運び出し作業をしているところです。
家屋が全壊になり、被災者もどうしたらいいのかもわからない状態
になっています。
そんな中、ボランティアのみなさんのチカラで、次々と想い出の品
が見つかっています。
「津波で流されてしまった位牌」や「大切なテーブルの足」など、
被災者が「見つからないから、もういいよ」
と、疲れて諦めてしまったものも、みなさんの熱いチカラと優しいキモチによって見つかっ
ています。
そんな時、被災者の方はとても明るい表情になります。
被災者の方が、明るい笑顔になる日が早くきますように。
７月１７日（日）は、側溝の土砂上げ、震災ゴミの分別と運搬、倒壊家屋の片付け、家具の
移動等、マッチング数２４件、ボランティア数３１０名が必要となります。
みなさんの明るい笑顔で、被災地復興の為にチカラを貸して下さい。

20��.07.�6 (Sat)

20��.07.�5 (Fri)
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つながり
今日は延べ３８１名の方が参加してくれました。
日差しが強く、気温も高い中ありがとうございました
こちらは朝のマッチングの様子です。
マッチングの段階では名前も知らない人同士でも、活動を終えて
帰ってくるとすっかり打ち解けているという光景がよく見られま
す。
普段なら会うことのないような方がこうして一日一緒に活動し、汗
を流す。
この出会いは不思議ですね！
この不思議な出会いから生まれたつながりを大切にしていきましょう
明日はマッチング件数１７件、ボランティア数２１０名となっています。
主な活動内容としては被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別や運搬、側溝の土砂上げ等で
す。
ぜひいわきの復興にご協力いただけたらと思います。スタッフ一同お待ちしています。

明日もがんばっぺ、いわき

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

離れていても

いつでも、空をみあげること

わかりあい、ゆるしあうこと

きらきら笑顔で、わらいあうこと

離れていても、できることは、たくさんあります
全国各地、それぞれの場所で、みなさんひとりひとりが
自分の生活をとりもどすことこそ、復興への第一歩
遠く離れた地にいる「なでしこＪＡＰＡＮ」にも、日本中のエールが届いたように
空を通じて伝わるものが、きっとあります
「いわき市復興」を想うキモチ
ちゃーんと、届いています
今日も、いわきを想うたくさんの方々に感謝
　　　「ありがとう」
本日は、連休最終日。
暑さに負けないくらいの熱いキモチで
延べ３５９名のボランティアさんが活動に参加してくださいました。
おつかれさまでした
明日の予定は、被災家屋のガレキ撤去・運搬、側溝の土砂除き等
マッチング１６件、約１５０名のボランティアさんをお待ちしています。

最後にお知らせ

　いわき市小名浜地区災害ボランティアセンターでは　7/�9(火)より
　ボランティアセンター 移転のためボランティアの受付を休止いたします。
　再開につきましては、後日ホームページにてご連絡いたします

20��.07.�8 (Mon)

20��.07.�7 (Sun)
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明日、天気になぁれ

台風の影響により、いわきは朝から雨・・・時折、強い雨と風にさらされました。

全国でも台風の影響により、住宅への床上浸水や街路樹が倒れたりと被害が広がっていま
す。

これ以上、いわきを、東北を、そして日本を痛めつけないでほしい。

早く、早く、雨がやんでほしい　日本列島から台風がなくなってほしい。

そして、雨があがり、風が止んだとき、心やさしいボランティアさんの笑顔を被災者へ、被
災地域へお届けしたいです。

今日、集まってくれた、１２７名の心やさしいボランティアの皆さん　
雨の中、風が強い中、本当にありがとうございした。皆さんが折ってくれた鶴は、きっと被
災者の心に届きます。

７月２０日（水）は、台風の影響により、屋内外すべてのボランティア活動を中止とさせて

いただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

てるてるぼうずだのみ
皆さんお疲れ様です。
今日は台風 ということで活動は中止させていただきました。

自然現象とはいえ、復興に向かって頑張っている被災者の方々の状況をさらに悪化させてい
く台風を黙って見ているのは本当に悔しく、もどかしい気持ちでいっぱいでした。

明日、台風は太平洋側にそれていく予定です。
晴れることを祈ってください！
せめて雨が降りませんように。

明日のニーズ件数は１６件、活動内容は被災家屋のガレキ撤去・運搬、土砂除き等になりま
す。
約１７０名のボランティアさんのお力が必要です。

たまには「てるてるぼうず」の力でも借りてみようと思います
明日天気になーれ！

20��.07.20 (Wed)

20��.07.�9 (Tue)
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架け橋

皆さん、てるてるぼうずを作って頂けたでしょうか

皆さんとてるてるぼうずの祈りのおかげで、いわきは朝から雨も上がりました

今日は、延べ１３７名のボランティアさんが活動に参加されました。
曇り空で過ごしやすい一日ではありましたが、風が強かったので、皆さんの活動も大変だっ
たと思います。
今日も一日お疲れさまでした

台風の影響で、２０日が活動できなかった分も、被災地復興の為にチカラを貸して頂き、あ
りがとうございました。

今日、ボランティアさんから、「ブログを見て、いわきに来ました」との嬉しい一言を頂きました
皆さんのそんな一言が、わたしたちスタッフを元気にしてくれます
このブログが、わたしたちスタッフとボランティアさんを結ぶ架け橋になれたら幸いです。

７月２２日（金）は、マッチング件数１６件、ボランティア数１４５名となっています。主な活
動内容としては、被災家屋のガレキ撤去・運搬、家財の運び出し、ブロック塀の撤去等です。

皆さんの笑顔で、被災地を明るくしていきましょう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大好きです
ボランティアセンターが立ち上がってから、今日で１２９日目です。

これまで、延べ４０，６５７人の方がいわき市復興のためにチカラ を貸してください
ました。
本当にありがとうございます。

皆さんの優しいキモチが、被災者はもちろんだと思いますが、私たちボラセンスタッフも胸
が、そして心が熱くなります。

私たちは、ボランティアの皆さんが大好きです。
皆さんと一緒に話せることが・・・
皆さんと一緒に過ごせることが・・・

そして、皆さんと一緒にいわきの復興のために活動できることが・・・　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大好きです。

今日は、曇り空の下、１９０名のボランティアさんが活動してくれました。

７月２３日（土）は、写真やアルバム等の洗浄、側溝の土砂上げ、震災ゴミの分別と運搬、
倒壊家屋の片付け等、マッチング数２４件、ボランティア数１８０名の熱いチカラと素敵な
笑顔 が必要です。

明日も皆さんの暖かい笑顔をお待ちしています。

20��.07.22 (Fri)

20��.07.2� (Thu)
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気を引きしめて
今日は延べ２７７名の方が活動に参加してくれました！皆さん、ありがとうございました

１３時３０分過ぎ、緊急地震速報が鳴り響きました。
いわきでは震度３でしたが、岩手県では震度５強という強い余震が観測されました。
震災が発生してから４ヵ月過ぎたとはいえ、まだ注意が必要です。
活動に入る前に避難経路を確認する、初回オリエンテーションの際に配布された資料を読み
返すなどし、もう一度気を引き締めていきましょう。

安全に気を付けることも、大事な活動です。

明日はニーズ件数２０件、必要なボランティア数２１０名を予定しています。主な内容とし
ては災害仮置き場への運搬、側溝の清掃、室内清掃、ガレキの分別作業などがあります。

明日もよろしくお願いします ！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いつの日か・・・
海を見ながら思うことがあります。

今の時期なら、浜辺や海沿いは、観光客で賑わっているはずなのに・・・

いわきには、たくさんの海水浴場や浜辺があるのに・・・

こんなに素敵 な海なのに・・・

これから、私たちがしなければならないのは、
今まで以上に、被災者に寄り添いながら傾聴活動を行い、
きめ細やかな被災者・被災地支援、コミュニティの再構築と考えます。

私たちは、ボランティアセンターのスタッフとして、社会福祉協議会の職員として、一人の
いわき市民として、
いわき市の復興に全力で立ち向かいたいと思います。

そのためには、ボランティアさんの笑顔が必要です。
みなさんの笑顔一つひとつが、被災者を、そしていわき市を元気にするチカラだと思ってい
ます。

いつの日かいわきの素敵な海岸で、たくさんの笑顔に出会えるといいな・・・

今日は、延べ３４１名のボランティアさんの笑顔が被災各地で輝きました。

明日はニーズ件数２１件、必要なボランティア数１８０名を予定しています。
主な内容としてはガレキの分別、災害仮置き場への運搬、側溝の土砂上げ、室内清掃活動な
どがあります。

皆さんの優しい笑顔をスタッフ一同、心からお待ちしています。

20��.07.24 (Sun)

20��.07.23 (Sat)
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なつかしさ
高校球児にも熱いチカラを感じる今日この頃。。。
各県で夏の高校野球が始まっています
福島県内では、次回、準決勝。

震災を乗り越えて挑む試合に、どこのチームもベストをつくしてほしい
その懸命なプレーも、大きな復興のチカラとなるはず。
そんなことを、強く強く信じます

思い返せば、センター立ち上がり当初。

市内の高校生が部活の仲間内で、毎日のようにボランティア活動に参加してくれました。
震災の影響で登校日が延期になり、その期間、毎日のように来てくれたのです。

野球部だけではありません。
バスケ部、サッカー部、剣道部…帰宅部だって、たくさん来てくれました。

その若いチカラが、キモチが、エガオが、とてもなつかしく思います。

今、その高校生たちは、どんな高校生活を送っているのでしょうか？

みんな、笑顔でいるでしょうか？

君たちのボランティア活動へのキモチは、今もなお、このボランティアセンターにありますよ。

ボランティアのみなさんの中には、地元のボランティアさんが少ないと感じている方もいる
かと思います。
その理由として、私たち被災者は、こうして、学校や職場に通えたり、休日にお出かけした
り、部活に専念できたり・・・徐々に本来の生活に戻りつつあることが、ひとつあげられま
す。

それは、今まで全国のみなさんからのボランティアという支えがあったからこそだと思って
います。

ですから、今日も感謝の気持ちを全国のいわき市を想うみなさんへ。

「ありがとう」

そして、いわき市民のみなさん、お時間があるときに、ボランティアセンターに足を運んで
ください。
今もなお、いわき市復興のためにチカラをかしてくださるたくさんの勇姿を見に来てくださ
い。
可能であれば、一緒に活動してほしいなぁ・・・とひっそり思ったりします 

本日は、延べ１７７名のボランティアさんが活動してくださいました。
センターに戻られたときにみられる、ボランティアさん同士の笑顔のふれあいに、
こちらまで、笑顔になってしまいました。
今日も、１日おつかれさまでした。

明日は、写真洗浄や側溝の土砂除き、被災家屋の片付け、ゴミの運搬等
ニーズ１８件を予定、１７０名のボランティアさんをお待ちしています。

20��.07.25 (Mon)
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水色の空
今日の空は、水色でした。
青い空と白い雲が空を覆っていて・・・
今日の空は、水色でした。
青い空のときもあれば、白い空のときもあり、そして、灰色の空
もあります。
今日は、水色の空でした。
そんないわきの水色の空を写してみました。この水色の空は、す
べての地域につながっています。
北海道　青森県　岩手県　秋田県　宮城県　山形県　茨城県　千葉県　栃木県　群馬県
埼玉県　東京都　神奈川県　新潟県　山梨県　静岡県　富山県　長野県　愛知県　石川県
岐阜県　福井県　三重県　滋賀県　奈良県　和歌山県　京都府　大阪府　兵庫県　鳥取県
岡山県　島根県　広島県　山口県　香川県　徳島県　愛媛県　高知県　大分県　宮崎県
福岡県　熊本県　佐賀県　長崎県　鹿児島県　沖縄県　世界の国々　そして・・・福島県
いわきは、すべての方々みんなと、世界のみんなと水色の空でつがっています。
いわきを応援してくれているすべてのみなさん　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございます。
今日は、１７６名のボランティアさんが水色の空の下で、
額に汗しながら活動してくれました。いつもボランティアの皆さんには感謝です。本当にあ
りがとうございます。
さて、７月２７日（水）は、ニーズ件数１９件、ボランティア予定数１２０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、アルバムや写真の
洗浄などの活動があります。

皆さんの素敵な笑顔と優しいキモチ、そして熱いチカラをよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

くもり のち はれ
昨日のいわきの空は、水色でした。
今朝のいわきは、くもり空 ・・・そして、雨が降り出していました
センター付近、かなり強い雨になっていたので、皆さんの安全も考え、屋外活動への送り出
しは見合わせていました。
早く雨が上がることを祈っていたところ、皆さんの想いが空に通じ、お昼前に雨が上がり、
きれいな青空になりました
今日は、１３７名のボランティアさんが青空の下、活動してくださいました。
わたしたちの大好きな皆さんが、安全に活動して頂けるよう、また、スムーズな送り出しが
できるようにしていきたいと思っています。
７月２８日（木）は、ニーズ件数 １５件、ボランティア予定者数 １５０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、アルバムや写真の
洗浄などの活動があります。

ここで、お知らせ　があります

７月２８日(木)～３０日（土）　　

センターにて汚水管工事があるので、普段ボランティア受付＆活動報告を行っているスー
パーハウスが使用不可になります。
ボランティア受付＆活動報告は、５階にて行いますので、よろしくお願いします。
また、明日も晴れますように・・・
そして、いわきとつながった皆さんのこころも晴れますように・・・。

20��.07.27 (Wed)

20��.07.26 (Tue)
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ささえ
「お手伝いしたいと思って、参加したボランティア活動でしたが、振りかえると、自分がみ
なさんに支えられていた からこそがんばれた…ということに気づきました。」
４月から、長期間にわたり運営スタッフボランティアとして、いわき市復興のため熱いチカ
ラをかしてくれた方から、いただいたあいさつのフレーズ。
センター運営について、たくさんのアイディアをくれた彼に、私たちも、ずいぶん支えても
らいました。
もちろん、今までこのいわき市災害救援ボランティアセンターにかかわった すべての方々の
熱いチカラ にも、いつも支えてもらっています。
「支えあう」 って大事ですね。
離れていても、ずっとずっと、支えあっていけますように…
この、ボランティアセンターという場所は、毎日、たくさんの出逢いと別れがある場所。

でも、そのぶんの 絆 がうまれている場所。

その絆を支えに、明日も笑顔でむかえましょう
今日も、いっぱいありがとう
本日は、朝の雨で、活動場所をなかなか紹介できず、待ち時間が長くなってしまい、申し訳
ありませんでした。
雨もあがり、延べ２３５名のみなさんが今日もいわき市復興のため、チカラを貸してくださ
いました。
今日は、久しぶりに、マップ作りの活動もおこない、着々とマップが完成に近づいております。
今後、あのマップが重要なデータとなります。
皆さんの想いがたくさんつまったマップ。大事にします。
本当に、ありがとうございました
７月２９日（金）は、ニーズ件数１８件、ボランティア予定数１５０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、河川敷のゴミ拾い、アルバムや写真
の洗浄、物資の仕分け

などの活動があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のんびり雨の日は…
今日はあいにくの雨でした。
明日から土日ということで、たくさんのボランティアさんに来ていただける絶好の機会なの
に、屋外の作業は出来ずじまいだったのが残念で仕方ありません。
でも、雨の日 だからこそ、出来ることってありますよね。
普段、晴れているときにはゆっくり見ることはないであろう「ボラセンの中」。
一回立ち止まって、全体・そして寄せ書きの細部に至るまで見てみませんか。
なにか発見があるかもしれません
そして、その発見をボランティアノートを通してでも構いません。皆さんの「気づき」を私
たちスタッフにも教えてください。
みんなでより良いボラセンにしていきましょう。
今日は雨の日にも関わらず、今日は延べ１５０名のボランティアさんが活動してくれまし
た。
７月３０日（土）はニーズ件数２５件、ボランティア予定数２３０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、アルバムや写真の
洗浄などの活動があります。
明日もがんばっぺ

20��.07.29 (Fri)

20��.07.28 (Thu)
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あいさつ
「オアシス運動」って、ご存じですか？
小学生のときに、よく耳にしたアレです

おはようございます

ありがとうございます

しつれいします（しつれいしました）

すみません（すみませんでした）

とっても基本的な一言ですが、実はなかなできなかったりしていませんか？

そもそも、あいさつを通して明るい社会になるように…とはじまった運動のようです。

日ごろから言えるように、あらためて心がけられたらステキですね。

そこに スマイル が加わると、さらにＧｏｏｄ

ここ、いわき市災害救援ボランティアセンターでも、日々多くのあいさつがかわされています。

お電話ごしに被災者の方々から、
活動に参加してくださったボランティアの方々から、
スタッフのみなさんから、
そして、このブログを見てくださった方々から…

これからも、たくさんの方々とあいさつのキャッチボールをしながら、ここでの出逢いを深
めたいです

おおきなこころで

あいをこめて

しりあったすべての方々と

すまいるキャッチボール

本日は、延べ３６２名のボランティアさんが活動してくださいました。
すまいるキャッチボールも、たくさんできました。
笑顔であいさつや、言葉をかわせると、心に元気がたまりますね。
今日も、ありがとうございました

７月３１日（日）は、ニーズ件数３０件、ボランティア予定数３２０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、防風林のゴミ拾
い、物資配布のお手伝いなどの活動があります。

明日も、たくさんのすまいるキャッチボールができますように
そして、晴れますように…

お知らせ

３日間、汚水工事の件でのご協力、ありがとうございました。

受付・報告が、明日から プレハブ に戻ります。

よろしくお願いいたします

20��.07.30 (Sat)
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つるつるのそうめん
曇り空の中、延べ３１０名のボランティアさんが活動してくれました。皆さんお疲れさまで
した
天候が大きく崩れることがなくてよかったです。

今日は内郷地区の雇用促進住宅にて、流しそうめん・おせんべい作り・すいか割りが行われ
ました

今日は、特にお子さんの参加が多かったです

初めての流しそうめんで「冷た～い」と叫びながらはしゃいでいる
子、すいか割りが上手にできて大喜びの子、自分なりのアレンジお
せんべいを楽しそうに作っている子など、たくさんの笑顔に出会え
ました

子どもたちの純粋な笑顔はキラキラ輝いていて、とても元気をもらえますね

純粋で素直だからこそ傷つきやすく、逆に良いことがあったら笑顔になる。
そして純粋で素直だからこそ人の痛みも感じ取れます。すごくシンプルですね。
純粋さを保つことは簡単なようで難しいことと思いますが、とても大切なことだと感じまし
た

つるつるのそうめんをはしゃぎながら食べた。そんな何気ない出来事が、楽しい思い出とし
て残ってくれたらなぁと思います。

おまけの写真

その後、ボランティアセンターでも、活動を終えたボランティアさ
んに、流しそうめんを楽しんでいただきました

８月１日（月）は、ニーズ件数 ２８件、ボランティア予定数 
２３０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂

除きなどの活動があります。

最後に、皆さんにお知らせが３つあります

１．ボランティアセンターにて、
　　資材の管理をしてくれているボランティアさんを募集しています。
　　活動に出るボランティアさんに、必要資材を渡したり、
　　貸し出した資材をチェックしたりする活動です。

　　ご協力頂ける方は、スタッフまでお声かけください。
　　よろしくお願い致します。

２．明日１３時より、センター正面玄関の階段工事が始まります。
　　センターに入る場合は、スロープをご利用ください。

３．お盆の８月１３日～１６日まで、お電話でのニーズ受付は行いますが、
　　ボランティア受付・活動はお休みになりますので、よろしくお願いします。

20��.07.3� (Sun)
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しっかり確認

皆さんお疲れ様です
今日は、延べ１４７名のボランティアさんが活動してくれました。
ありがとうございました！

今日から８月。
お盆が近づくにつれて、何とかそれまでには作業を終わらせてあげたいというボランティア
さんのお声を多く耳にします。

だからこそ、しっかり確認！！

休憩をこまめにとったり、
水分補給をしたり、
終了時刻を守ったりすること

本当に大事なんです

一生懸命になりすぎてケガをしたり、熱中症にかかってしまったら、いろんな方に心配をか
けてしまうことになりますよね

１６時センター戻りという理由は、被災者の方にも生活があり、ボランティアさんの帰宅時
間を考えてのこと。

「明日につなぐ」という選択肢があることを、どうぞお忘れなく。

ボランティア活動とは、コミュニケーションがまず第一にあります。

ぜひ、依頼者の方や同じチームのボランティアさんとコミュニケーションをとって、
よりよいボランティア時間を過ごしてくれたらいいな…と思います。

３つのしっかり確認！
本当に本当によろしくお願いしますm(__)m

８月２日(火)は、ニーズ件数２５件、ボランティア予定数１６０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、支援物資の仕分け
などの活動があります。

また、引き続き、資材の運営スタッフボランティアを募集しております。
ご協力いただける方、ぜひ、スタッフに声をかけてください。

明日も、ボランティアさんにお会いできるのを楽しみにしています。

20��.08.0� (Mon)
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おかえり

おかえりなさいのスマイル

長期的に運営ボランティアスタッフで来てくださっているボラン
ティアさんの姫と王子

小学３年生と５年生です！

夏休みを利用して、ときどきボランティアセンターのお手伝いに来
てくれています。

今日は、とびっきりの笑顔で、たくさんのボランティアさんを迎えてくれました。

「うがいぐすり、よかったらどうぞ！」

活動から戻られたボランティアさんへ、呼びかけてくれました。

最後は、バケツ洗いのお手伝い

本当に、本当にありがとう。

今日のＢＥＳＴ　ＳＭＩＬＥですね！

笑顔のバトン、明日へつながりますように…

今日は、１５８名のボランティアさんが活動に参加してくださいました。
平日にもかかわらず、毎日１００名以上のボランティアさんが来てくださって、本当にあり
がたいです。

また、ブログやツイッターをとおしてのつながりも同じく、本当にありがたいです。
「ブログみたよ！」と声をかけられたり、コメントや、ぱちぱちっと拍手をいただいている
ことが、どれだけ私たちの励みになっていることか…

感謝の想いと、つながりが、なによりのパワーです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

８月３日（水）は、ニーズ件数２５件、ボランティア予定数１３０名です。
主に被災家屋内外の片付け、災害ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、支援物資の配布など
の活動を予定しています。

引き続き、資材の運営スタッフボランティアを募集中！
資材を貸し出したり、できれば、ゴム手袋洗い等をお願いしたいと考えております。
どうかチカラをかしてください!！

20��.08.02 (Tue)
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がんばっぺ　いわき
あの震災から、早いもので１４５日が経過しました。

そして、いわき市災害救援ボランティアセンターも開所して、１４０日を経過しようとして
います。
今まで、４万人を超えるボランティアさんが、いわき市の復興のために熱いチカラを貸して
くださいました。
本当に感謝です。ありがとうございます。

本センターとしては、今まで休みを設けず、走り続けて来ましたが、
先日のブログで発表したとおり、お盆期間（８月１３日～１６日）は、お休みとさせていた
だきます。

その期間を利用していわき市のために・・・被災者のためにと、予定を組まれた方もいらっ
しゃると思いますが、発表が遅れたことで、ご迷惑をおかけしたかと思います。申し訳あり
ませんでした。

今回のお盆休みは、ボランティア活動を休むということよりも、被災者の方にも少し休んで
いただきたい・・・。そんな理由からのお盆休みです。

ある被災地域のお店の壁にこんなメッセージが書かれてます。

「がんばっぺ いわき」・・・休止中
店主に話しを聞くと、
「頑張ることに少し疲れたよ。だから、今は、がんばっぺを休止してるんだよ。」

ずっとずっと走り続けてきた被災者の方たちは、疲れているのかもしれません。
本センターとしては、これからも、今まで以上に、いろいろなカタチで被災者支援を続けて
行きたいと思います。

ボランティアの皆さん、これからも熱いチカラと優しいキモチ・・・
そして、素敵な笑顔をよろしくお願いします。

８月４日（木）は、ニーズ件数 ２３件、ボランティア予定数 １５０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝等の土砂除きなどの活動があり
ます。

 お知らせ 
お盆の８月１３日～１６日まで、お電話でのニーズ受付は行いますが、
ボランティア受付・活動はお休みになりますので、よろしくお願いします。

 お願い 
ボランティアセンターにて、資材の管理をしてくれているボランティアさんを募集していま
す。活動に出るボランティアさんに、必要資材を渡したり、貸し出した資材をチェックした
りする活動です。

ご協力頂ける方は、スタッフまでお声かけください。
よろしくお願い致します。 

20��.08.03 (Wed)
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気持ちも晴れに
皆さんお疲れ様です！
最近、くずれがちだった天気ですが、快晴にて一日を終えることができました。
運搬作業が進んで本当によかった！
今日のボランティアさんには晴男 ・晴女 が多かったのかもしれないですね
被災地でのニーズがガレキ撤去などの力が必要な活動から、被災者の生活支援に移っていく
につれ、被災者の心も照らしてくれるような方が今まで以上に必要になってきます。
いわきのボラセンに来てくれるボランティアさんは、そんな気持ちの面での晴男・晴女が多
い気がします。
スタッフ一同、本当にありがたいなと思う毎日です。
さて、今日は述べ１２６名のボランティアさんが活動してくれました。
８月５日(金)はニーズ１５件、ボランティア予定数１００名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、防風林のゴミ拾
い、物資配布のお手伝いなどの活動があります。
また、引き続き資材管理をしてくださるボランティアさんを募集しています。

 お知らせ
お盆の１３日～１６日は、電話でのニーズ受付は致しますが、ボランティアの受付・活動は
お休みとなります。

よろしくお願いします！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひんやりでスッキリ！
今日も一日お疲れさまでした
今朝は、曇っていた空 も、晴れ渡り 暑い一日となりました。
今日は、延べ１７３名のボランティアさんが活動してくれました。
暑い中、ありがとうございました
そんなボランティアさんに涼んでいただきたい、と大阪からきた方が、かき氷をふるまって
くださいました。
暑い中、活動を終えられたボランティアさんも、一息ついたひとと
きでした
素敵なひとときを、ありがとうございました
８月６日（土）は、ニーズ件数２２件、ボランティア予定数１７０
名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂
除き、仮設住宅での支援物資配布などの活動があります。
今日、「ブログを見て、資材班にきました」と言って受付に来てく
ださったボランティアさんがいました。
とても嬉しかったです。そして、ありがたいです
引き続き、資材管理をしてくれるボランティアさんを募集しており
ますので、よろしくお願いします。
また、活動に出る前に、センター前にて交通誘導をしてくれるボラ
ンティアさんも募集しています
併せてよろしくお願いします。

　お知らせ　
８月１３日～１６日は、お盆のため、ボランティアの受付・活動をお休みさせて頂きます。
なお、電話でのニーズ受付は行いますので、よろしくお願いします。

20��.08.04 (Thu)

20��.08.05 (Fri)
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聖光、最高！！

みなさん今日もお疲れさまでした
今日は延２７１名の方が活動してくれました。暑い中、本当にありがとうございました！
これまで活動したボランティアさんの延べ人数ですが、福島・宮城・岩手の３県だけで
６０万人を超えたようです。
ただ「６０万人」と数字として聞くとどれほどの規模なのかわかりづらいですね。
たとえば鳥取県の人口が約５８万人ですので、単純計算で鳥取県民が全員ボランティア活動
に参加したくらいの規模になります
世界に目を向けると、モンテネグロ共和国の人口が約６０万人です
ので、こちらは国民全員が活動したほどの規模になります。
ものすごくたくさんの方々が日本の被災地復興のためにボランティ
ア活動をしてくださったのですね
その中の強者 たちが、いわきにもたくさん来てくれています。
元気をありがとうございます！
もちろん、ボランティア活動以外の面から復興のために頑張ってく
ださった方も大勢います。
みなさん本当にいつもお疲れさまです！体には十分気を付けていきましょう。
８月７日（日）は、ニーズ件数１８件、ボランティア予定数１５０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、仮設住宅での支援
物資配布などの活動があります。　
　お知らせ
８月１３日～１６日は、お盆のため、ボランティアの受付・活動をお休みさせて頂きます。
なお、電話でのニーズ受付は行いますので、よろしくお願いします。
最後に、聖光学院が見事な逆転勝利を収めました 勇気をありがとう、聖光学院！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「また来たい」
「また来なきゃ」　というより　「また来たい」　と思いました。
初めてセンターを訪れる不安を抱きながら来てくれたボランティアさんが話してくれました。
「また来たい」
そんな言葉をいただいて、本当にうれしく思いました。
なぜなら、また来たいと思えるアットホームなボランティアセンター運営を私たちはずっと
心がけてきたからです。
日々、たくさんの出逢いがあるぶん、いろんな出来事があると思います。
いいことも、わるいことも、多かれ少なかれあると思います。
「また来たい」と思えない日もあったかもしれません。
でも、思い出してください。
みんなの想いはひとつ「復興」であることにかわりはないと思います。
時間をおいてでもかまいません。　また、いつか来てくれたらいいな。
いわき市を思い出すだけでもかまいません。　来たことを、思い出してくれたらいいな。
たくさんの気持ちがつながりあっていること。　忘れないでほしいな。
「また会いたい」
私たちは、いつでも、みなさんを待っています
本日も延べ２６０名のボランティアのみなさん、ご協力ありがとうございました。
８月８日（月）は、ニーズ件数１４件、ボランティア予定数１７０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、側溝の土砂除き、アルバム等の写真
洗浄などの活動があります。

20��.08.06 (Sat)

20��.08.07 (Sun)
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 お知らせ 

いわき市災害救援ボランティアセンターは、８月８日（月）から
　　　　　　　　　　　　　　いわき市復興支援ボランティアセンターに変更になります。
今後は、今まで以上に被災者に寄り添いながら、生活支援や地域コミュニティづくりなどを
通して、
「誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮らし続けることができる地域社会」
を目指してまいりますので、変わらぬご協力をお願いします。

「また来たい」　「また会いたい」　そんなボラセンを目指して・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新たなスタート
いわき市災害救援ボランティアセンターは、本日、８月８日（月）から　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　いわき市復興支援ボランティアセンターに変更になります。
これから、今まで以上に被災者に寄り添いながら、生活支援や地域コミュニティづくりなど
を通して、
「誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮らし続けることができる地域社会」
を目指してまいりますので、変わらぬご協力をお願いします。

はじめの一歩
今日は、立秋。
あの日から、春、夏、そして秋と季節は移り変わってきました。
暦の上では秋の始まりですが、外は夏真っ盛りです。
暑い中、生活をする被災者や被災者支援活動をしてくださるボランティアさんの体調が心配
になります。
本センターは、８月８日からいわき市復興支援ボランティアセンターに名称と機能が変更に
なりました。
私たちに「できること」をさらに考え、いわき市の復興に向けて、被災者とボランティアさ
んといわき市民とそして全国の皆さんと共に上を向いて歩んで行きたいと思います。

どうぞ、これからも皆さんの熱いチカラを・・・
どうぞ、これからも皆さんの優しいキモチを・・・
どうぞ、これからも皆さんの暖かい笑顔を・・・

今日は、１６３名のボランティアさんが活動してくれました。暑い中、ありがとうございました。
そして、８月９日（火）は、ニーズ件数９件、ボランティア予定数９０名です。
主に、被災家屋内外の片付け、震災ゴミの分別・運搬、アルバム等の写真洗浄などの活動が
あります。

20��.08.08 (Mon)
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ずっとここに
生まれ育った家が…
念願のマイホームが…
住み続けたい居場所が…
３．１１の思いもよらなかった事態で、生活感あふれていた場所が、変わり果てた姿になっ
てしまった。
その先には…「解体撤去」
どうやって、心の準備をしたらいいのでしょうか…
それを受け入れるまでに、どれだけの時間がいるでしょうか…
人それぞれ、心の準備も、時間も違って当然。
ゆっくりでいいんです。
いつでも大丈夫です。
もし、私たちにお手伝いできることがあったら、ぜひ声をかけてください。
ボランティアセンターは、ここにずっとあります。
どうか、忘れないでください。
今日も、全国各地より、延べ１３９名のボランティアさんが活動に参加してくださいました。
暑い中、本当におつかれさまでした。

８月９日（火）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　７件　（７０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別　：　１件　（　５名）
側溝等の土砂除き　：　３件　（４０名）
アルバム等の写真洗浄　：　１件　（１０名）
引越し　：　１件　（　５名）
ニーズ件数１３件、ボランティア予定数１３０名です。
たくさんのボランティアさんに出逢えるのを楽しみに待っています
いつもいろんな想いをありがとう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その先にあるもの
解体予定の場所を片付ける理由
見つけ出したい、思い出の品を探したい。
今まで住んでいた、かけがえのない場所を、片付けたい。
解体することが決まっていても、その前にきれいにしたい。
様々な想いをうけて、日々たくさんのボランティアさんの力をお借りしお手伝いさせても
らっています。
被災家屋から、家財道具を出し、分別する活動は、とても根気のいる活動です。
分別は、細かく、判断が難しいのもあるかもしれません。
暑くて、暑くて、終わりが見えないとよけいにくじけそうになることもあるかもしれませ
ん。
でも、そのひとつひとつのきめ細かな活動が、地球をきれいにする活動につながるのです。
おおげさかもしれませんが、いつかは分別される運命にあるものを、今の段階できちんと分
別しておけば、処理されるまでの時間が短くなるのではないでしょうか。
結果、きれいな地球への第一歩となると思いませんか？
どうか、みなさんの優しい手で、いわき市を…、地球をきれいにしてください!!
透き通るような青い海と空、緑あふれる木々、飛び交う笑顔のバトン、取り戻したい自分の
まち、みんなで築いていきたい新しいまちへ…願いをこめて

20��.08.09 (Tue)

20��.08.�0 (Wed)
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よろしくお願いします
今日も、延べ１６０名のボランティアさんがいわき市復興への一歩のお手伝いをしてくださ
いました。
炎天下の中、本当にありがとうございます。
また、資材をはじめ、運営ボランティアスタッフのみなさんにも感謝しております。
運営ボランティアスタッフのみなさんがいるからこそ、活動場所へボランティアのみなさん
を送り出すことができます。
ボランティアのみなさん、きもちはひとつに、明日からもまた一緒にがんばりましょう

８月１１日（木）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（５０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別　：　２件（１０名）　
側溝等の土砂除き　：　３件（３５名）
アルバム等の写真洗浄　：　２件（１５名）
引越し　：　１件（　５名）
地域支援活動　：　１件（１５名）
ニーズ件数１３件、ボランティア予定数１３０名です。

お知らせ
８月１３日～１６日は、お盆のため、ボランティアの受付・活動をお休みさせていただきます。
なお、電話でのニーズ受付は行いますので、よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

復興のために・・・
肌寒い３月１１日。２時４６分・・・そして小雨、小雪が舞い始めた夕方。
私たちは、どうすることできなかった。
あの日から今日で５ヵ月が経過しました。
そして、今もなお、私たちは、様々な困難に立ち向かっています。
今日は、あの日と違い暑い日でしたが、被災地の復旧、そして復興に向けて延べ２１３名の
ボランティアさんが活動してくれました。
振り返ると、これまで、延べ４万４８３６人のボランティアさんが、いわきのために腕をま
くり、汗をぬぐい、活動してくれました。
「ボランティアセンター」がこれまで、運営できたのは、ボランティアさんの笑顔があった
からです。
「いわき」がこれまで頑張ってこれたのは、ボランティアさんの優しさがあったからです。
「被災者の方」がこれまで頑張ってこれたのは、ボランティアさんのチカラがあったからです。
　　　　　　　　　ありがとうボランティアの皆さん
そして、これからもどうぞ、被災者を、いわきを、福島を、支援してください。

８月１２日（金）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（３０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別　：　２件（１０名）
側溝等の土砂除き　：　２件（３５名）
アルバム等の写真洗浄　：　１件（１０名）
物資運搬　：　１件（　１０名）
地域支援活動　：　１件（１５名）
ニーズ件数１１件、ボランティア予定数１１０名です。

お知らせ
８月１３日～１６日は、お盆のため、ボランティアの受付・活動をお休みさせていただきます。
なお、電話でのニーズ受付は行いますので、よろしくお願いします。

20��.08.�� (Thu)
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ボランティアのみなさんへ
ボランティアのみなさん　温かいご支援　ありがとうございます

みなさんのおかげで　瓦礫の山が少しずつ小さくなってきました

みなさんのおかげで　土砂に埋もれた町が　少しずつきれいになってきました

みなさんのおかげで　ふさぎ込んでいた　わたしたちの心が　少しずつ明るくなってきました

みなさんの優しさには　ただ　ただ　頭が下がります

どうか過労や　熱中症には　くれぐれもご注意ください

無理はなさらないでください

ボランティアのみなさん　心からありがとうございます

「四倉・久之浜 絵手紙の会」から、いわきに来てくださったボランティアさんにメッセージ
が届きました。

また、一緒に「たんぽぽの会」より、スタッフヘのメッセージもい
ただきました。

優しく、温かい、素敵な、素敵なメッセージ、センターに飾らせて
いただきます。

ボランティアのみなさん、ぜひ、ご覧くださいね

さて、活動紹介をひとつ。

写真洗浄の様子。ハケを使って、丁寧に砂を落としていきます。

ボランティアセンターでは、被災地から見つかったアルバムや写真
等を、できる限り修復し、拾得した地域へ届けています。

本日も延べ２０３名のボランティアのみなさん、いわきに来てくださってありがとうございます。
みなさんのおかげで、今日もまた一歩、いわき市がきれいになりました。
心より、感謝いたします！

８月１３日～１６日まで、お盆休みになります。

ゆっくり休んで、また、１７日から、よろしくお願いいたします。

今日もまたひとり、長くチカラを貸していただいたスタッフとお別れ…

いつまでも

わすれない

きっとよくなる

いわきばんざい！！

素敵なメッセージを、いわきボラセンにチカラを、ありがとうございます。

20��.08.�2 (Fri)
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友のために・・・
３月１１日、いわき海星高校にも大きな波が押し寄せました。
ガラスは割れ、地面も陥没し、大量の土砂が校舎内外に入り込みました。
そんな高校を・・・高校生を救いたい想いで、これまで、延べ５８２名のボランティアさん
が土砂除きや廃材の撤去活動に取り組んできました。
そんな傍ら、高校生たちは、「じゃんがら念仏踊り」の練習に汗を流していました。
あの日、亡くなったクラスメイトのために、そして供養のために、「じゃんがら念仏踊り」
を捧げたい・・・という想い。
まだまだぎこちないかもしれないけど、友のために・・・そして、
自分たちのために・・・
一生懸命練習をして、私たちの想いが遠く離れた友に届くように。
いつもまでも友を忘れないために・・・。
忘れないでください。あの日のことを
忘れないでください。辛くても、悲しくても
忘れないでください。あの日のみんなの笑顔を
いわき市の復興に向けて、あの日のことは、決して忘れない。

お知らせ
いわき市復興支援ボランティアセンターは、８月１３日から１６日までお盆のためお休みさ

せていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

気持ちも新たに・・・
いわき市復興支援ボランティアセンターは、ただいまお盆休みとなっております。
８月１３日～１６日まで、電話でのニーズ受付は行っております
が、
ボランティアさんの受付・活動はお休みとさせて頂いています。
このお休み期間に、スタッフでできる事は何か
こちらです
皆さんが、活動場所まで移動したり、災害ゴミの運搬に使用するハ
イエース･･･
毎回活動後に清掃・点検はしていたものの、正直かなり疲れた状態
でした
お盆休み明けの１７日に、皆さんに気持ち良く乗って頂けるよう
に、スタッフがこころを込めて洗いました
いわきの空は、快晴です
適度な風も吹き、まさに洗車日和でした
皆さんが、また笑顔で活動できるように･･･
そして、皆さんのその笑顔で、被災者の方も笑顔になるように･･･
まずは、わたしたちスタッフが笑顔になりました
引き続き、１５日・１６日もお盆休みとなっています。
１７日に皆さんの笑顔に会えることを楽しみに、スタッフ一同でセ
ンターの環境を整えてお待ちしております

20��.08.�4 (Sun)

20��.08.�3 (Sat)
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向日葵
咲きました。
たった一輪ですが、咲きました。
待ちに待った向日葵が一輪咲きました。
きっと、ボランティアさんと会える８月１７日（水）には、もう少
し仲間が増えていることでしょう。
夏の太陽に負けないように・・・
みんなの夢と希望をもって・・・
いわき市復興支援ボランティアセンターの向日葵は上に、そして前
に進みます。

お知らせ

８月１３日から８月１６日までは、お休みとさせていただいておりますので、ご了承願います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明日へ向かって
被災地は、まだまだ大変かもしれません。
でも、大変だと思うのは、自分の望む方向に進めないから。
それなら、大変なことを、除けばいい。
「た」大変の「た」はその他の「た」。だから、そんなに気にしない。
「い」行動を起こすことで、良い方向に「い」へん（異変）が起こる。
「へ」「へ」ん（変）だなぁと思ったら、振り返りましょう。
「ん」そうすると、最後には「んー！！」いい街だなぁと、きっと思える。

そんなメッセージをいただきました。
明日へ向かって、また空を見上げよう。
そう、こたえは、ひとつじゃない。
ちょっと視点をかえると、ちがうひらめきがうまれたりする。
明日へ向かって、また歩き出そう。
きっと、いろんな道が広がっているはず。
明日へ向かって、気持ちを新たに！
このセンターには「お手伝いをしよう！」と行動を起こしてくださる方々がたくさん訪れま
す。
まだまだ、大変な街かもしれないけれど、必ずいい街に向かっているはず。
明日へ向かって。。。明日を信じて。。。
いよいよ明日から、「いわき市復興支援ボランティアセンター」再スタートです！
みなさんにお会いできるのを、こころより楽しみにしています
明日からまた、よろしくお願いします。

８月１７日（水）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（２０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別　：　１件（　５名）
アルバム等の写真洗浄　：　１件（１０名）
地域支援活動　：　１件（１５名）
ニーズ件数８件、ボランティア予定数５０名です

明日からまた、がんばっぺ、いわき

20��.08.�6 (Tue)

20��.08.�5 (Mon)
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ホッとして、元気に
本日は、延べ２１９名の方たちが、ボランティア活動に参加してくださいました。

平日にもかかわらず、たくさんの参加、本当にありがとうございました。

久しぶりのボランティア受付、マッチング。

いつも来てくださる常連ボランティアさんたちの姿に、
なんだかホッとして、
何か少しでもお役にたてれば・・・と新規のボランティアさんたちの姿に、
元気をもらって、
今日も１日の活動を無事終えることができました。

そして、本当に全国各地、たくさんの方々に支えられていることを実感いたしました。

あらためて、感謝、感謝。

本当に、本当に、ありがとうございます。

ニーズの調整がスムーズではなかったことや、
マッチングに時間がかかり、お待たせしてしまう状況もあったこと、
なかには、帰られた方もいらっしゃったことと思います。

休み明けということもあり、正直、運営面でバタバタしました。
ボランティアさんにご迷惑をおかけしたこと、心よりお詫び申し上げます。

明日からは、よりよいボラセン運営ができるよう、スタッフ一丸となってまたがんばりますので、
みなさんの熱いチカラを、どうか貸して下さい！

明日も暑くなります。
熱中症対策を万全にして、お越しくださいね 

８月１８日（木）の予定

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　５件（３０名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別　：　４件（４５名）

側溝等の土砂除き　：　３件（６０名）

アルバム等の写真洗浄　：　１件（１０名）

地域支援活動　：　１件（１５名）

ニーズ件数１４件、ボランティア予定数１６０名です。

息を抜く時間を忘れずに、ともに手をとりあって、

明日もがんばっぺ、いわきＶＣ 

 Ｐｅａｃｅ　＆　Ｓｍｉｌｅ 

20��.08.�7 (Wed)
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同窓会
今日も暑い中、延べ１８２人のボランティアさんが被災地復興のために活動してくいれました。
いつもありがとうございます。
５ヵ月前・・・
３月１６日にいわき市災害救援ボランティアセンターとして立ち上げ。
８月８日にいわき市復興支援ボランティアセンターとして、名称と機能の変更。
５ヵ月間たくさんのボランティアさん（延べ４万人超）がいわきボラセンに笑顔を見せに来
てくれました。
以前のブログ（６月２１日／一生の宝物）でご紹介した、「ボランティア受付カード」
このカードを書いていただいた、１万人を超える心優しきボランティアの皆さん。
ありがとうございます。
いつの日か、いわきボラセンに笑顔をくれた１万人を超えるボランティアさんたちと同窓会
をしたいですね。
いつの日か・・・きっと必ず。
それまでのあいだ、ずっとキモチは一緒ですよ。皆さん
さて、８月１９日（金）の活動予定は次のとおりです。
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（２０名）
側溝等の土砂除き　：　２件（３５名）
アルバム等の写真洗浄　：　１件（　５名）
ニーズ件数 ７件、ボランティア予定数 ６０名です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今までありがとう　そしてこれからもよろしく
いわき市復興支援ボランティアセンターからのお知らせです。
これまで、たくさんのボランティアさんの「チカラ」で被災家屋内外の片付けや土砂除きの
活動を行ってきましたが、今、被災地は復興に向けて、前に前に進んでいます。
本センターとしましては、これまですべての方を受け入れしてきましたが、ニーズ内容の変
化と減少に伴い、しばらくの間、新規ボランティアの受け入れを休止させていただきたいと
思います。
今後は、ボランティア活動経験のある方のみの受付とさせていただきますが、ニーズ内容の
変化と減少に伴い活動場所をご紹介できない場合もありますので、予めご了承願います。
また、８月２９日（月）をもって、いったん災害救援班のボランティア活動は休止とし、そ
れ以降のボランティア募集については、ブログ・ツイッター等でご案内させていただきま
す。
今日は、雨にもかかわらず、１３８名の方がセンターに笑顔を見せに来てくれました。皆さ
んの優しいキモチが心に響きます。
いつもいわきのために、「ありがとう」

８月２０日（土）の活動内容（予定）
　震災ゴミの分別・運搬（６件／４５名）
　側溝等の土砂砂除き（４件／７５名）
　ニーズ件数１０件、ボランティア予定数１２０名です。

明日はきっと晴れますね
皆さんの素敵な笑顔をお待ちしています。

20��.08.�9 (Fri)

20��.08.�8 (Thu)
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終わんないっぺ！
昨日のブログを見て、
「えっ、終わっちゃうの？」とびっくりされた方も多いかと思います。
中には、「そうかぁ、終わりかぁ…」と、なんだかさみしいキモチになった方もいるかもし
れません。
ボランティアのみなさん、
いわき市復興支援ボランティアセンターは「終了」ではありません。
あくまでも「休止」です。
ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者のみなさんからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００ま
で受付しております。
お困りごとのある方、または、近くにお困りの方がいる方、ぜひ、本センターにご連絡いた
だけたらと思います。
また、ニーズ内容の変化と減少に伴い、しばらくの間、新規ボランティアの受け入れを休止
させていただきたいと思います。
今後は、ボランティア活動経験のある方のみの受付とさせていただきますが、ニーズ内容の
変化と減少に伴い活動場所をご紹介できない場合もありますので、予めご了承願います。
本日も、延べ２５７名のボランティアさんが活動に参加してくださいました。
みなさんの、チーム力に感謝です！
おつかれさまでした

８月２１日（日）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　５件　（３５名）
側溝等の土砂除き　：　２件　（４５名）
引越し　：　１件　（　５名）
物資等の配布　：　１件（　５名）
地域復興活動　：　１件（１０名）
ニーズ件数１０件、ボランティア予定数１００名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください

終わんないっぺ、いわき
明日も、よろしくお願いします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まだまだ　続くべよ！！
まだまだ終わらない。
まだまだ終わっていけない。
そこに被災者がいる限り・・・。
これからも被災者に寄り添いながら頑張っていきます。
災害復旧から被災者の生活支援、そして復興へ
いわきボラセンは、まだまだ続くべよ！！
今日は、雨にもかかわらず、８２名の方がセンターに足を運んでくれ、被災家屋内での片付
けや救援物資の振り分け活動などをしていただきました。
ありがとうございました。

20��.08.20 (Sat)

20��.08.2� (Sun)
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20��.08.22 (Mon)

８月２２日（月）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（３０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：　２件（１５名）
側溝等の土砂除き　：　２件（５０名）
引越し　：　１件（５名）
物資等の配布　：　１件（５名）
地域復興活動　：　１件（５名）
ニーズ件数１１件、ボランティア予定数１１０名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

明日もよろしくお願いします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

細やかな心くばり
マッチングルームの出口にて。
活動へ出発するボランティアさんたちへ、熱中症予防の飴や救急
セットを…
そして、飲料水を…
ボランティアさんの送り出しやセンター内の清掃、物品の整理と管
理、拾得物等の洗浄、ニーズ票の地図作りなど、オールマイティー
に活動してくださるお二人です。
オールマイティーな上に、様々なところでの心くばりが…
例えば、消毒液の容器を、次の日も気持ちよく使用できるように、
毎日丁寧に拭いてくれたり…。
そういった、彼女たちの、優しくて、細やかな心くばりがあるから
こそ、毎日安心してボランティアさんを送りだすことができます。
いつも、ありがとう
続いて、湯本地区での物資の仕分けの様子。
少人数ながらも、フットワークが軽いチームで、てきぱきと進めて
くれたようです。
連日悪天候の中、ボランティアのみなさんには、ご協力いただき、
心より感謝しております。
本日は延べ４７名のボランティアさんが活動してくださいました。
途中、雨があがり、空が明るくなってきましたね。
明日は、久しぶりに晴れるでしょうか・・・

あーした　てんきに　なぁ～れ
みなさんの「ボランティアパワー」お待ちしております

８月２３日（火）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　５件（４０名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：　１件（１０名）
側溝等の土砂除き　：　１件（３０名）
写真洗浄　　：　　１件（　５名）
物資等の配布　：　１件（２０名）
地域復興活動　：　１件（　５名）

ニーズ件数１０件、ボランティア予定数１１０名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承く
ださい。
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はじまりの一歩
災害救援班のボランティア活動が８月２９日をもって、いったん休止になることは・・・
それは、復興へのはじまりの一歩です。

終わりではありません。
私たちの活動は終わりません。

いわきに笑顔が戻るまで、私たちの活動は終わらないと考えています。

いわきには皆さんの笑顔とチカラが必要です。

今まで、調整不足や連絡ミス、段取り不足による待ち時間の長さ、
体力的にきつい活動、精神的にきつい活動などがあっても皆さん
は、「笑顔」で返してくれました。

私たちは、そんなボランティアさんが大好きです。

いわきボラセンはずっとありますよ。

今日は、延べ９７名のボランティアさんの笑顔を見ることができま
した。
明日も皆さんの笑顔が見たいです。

８月２４日（水）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　５件（４０名）
　　
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：　１件（１０名）

写真洗浄　　：　　１件（　５名）

物資等の整理　：　１件（２０名）

地域復興活動　：　１件（　５名）

ニーズ件数９件、ボランティア予定数８０名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

お知らせ
ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

20��.08.23 (Tue)
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＋１
「い」つまでも
「わ」すれない
「き」っとよくなる
「いわき」、ばんざい！！

こんなメッセージを、以前ブログでご紹介しました。

このメッセージを見て、「＋１」のメッセージをいただきました。

「い」つまでも
「わ」すれない
「き」っとよくなる
「し」んじてる
「いわき市」、ばんざい！！

このボラセンを通じて、たくさんの「＋１」があつまりました。

それが、大きな、大きな「チカラ」となって、復興への「ヒカリ」になりました。

この「ヒカリ」を灯しながら、これからも一歩、一歩「復興」へ歩んでいきたいと思います

本日は、延べ７２名のボランティアさんが活動してくださいました。
ありがとうございました。
まだまだ、いわきＶＣは続きます！

がんばっぺ、いわき

８月２５日（木）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　２件（２０名）
　　
写真洗浄　　：　　１件（　５名）

側溝等の土砂除き　：　１件（１０名）

物資等の整理　：　１件（２０名）

地域復興活動　：　２件（１０名）

ニーズ件数６件、ボランティア予定数４５名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

お知らせ
ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

20��.08.24 (Wed)
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いわき想って
朝、雨が降っていました。
それでも、いわきを想い、そして被災者を想って８２名（活動者は延べ８３名）の方が足を
運んでくれました。
いわきボラセンは、８月２９日（月）をもっていったん活動を休止しますが、終了ではあり
ません。
皆さんとともに、いわきの復興のために「全力」で頑張っていきます
これからいわきボラセンを、いわきを応援してください

８月２６日（金）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　４件（２５名）　
写真洗浄　　：　　１件（　５名）
ニーズ件数　５件、ボランティア予定数３０名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

お知らせ
ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みんなのオアシス
今まで全国各地から、たくさんのボランティアさんが被災地復興のために、来てくださいました。
本当にありがとうございました。
私たちは、被災者の皆さまの心のオアシス、そして地域のオアシスになればと生活支援相談
員として活動を始めたところです。
今まで、全国のボランティアさんの熱いチカラと優しいキモチを無駄にしないよう、私たち
「生活支援相談員」は被災者の皆さまに寄り添い、一緒に復興へ向けて前へ進んで行ければ
と思っています。
どうぞ、よろしくお願い致します。

８月２６日（金）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　７件（６０名）　　
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：　１件（１０名）
側溝等の土砂除き　：　３件（２５名）
ニーズ件数　１１件、ボランティア予定数　９５名です。
文字色雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

お知らせ
ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

再開するまで、しばらく間お待ちください。必ず、再開します

20��.08.26 (Fri)

20��.08.25 (Thu)
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支えられて・・・

曇り空で迎えた今日、途中雨模様にもなりました。

「いわきの空が晴れますように…」との皆さんの祈りが届き、午後からは元気な太陽が顔を
出しました

そして、今日もまた、皆さんの笑顔に逢うことができました
「一緒に頑張りましょう！」と声をかけていただきました

皆さんの笑顔、皆さんの一言に支えられていることに、いつも感謝しています。
わたしたちは、みなさんが大好きです

今日は、延べ２２９名の方が活動に参加してくださいました。

いつもいつも…
「来てくれて…、ありがとう」

８月２８日（日）の予定

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：　９件（８０名）
　　
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：　５件（４０名）

側溝等の土砂除き　：　１件（１０名）

地域支援活動　：　２件（６０名）

ニーズ件数　１８件、ボランティア予定数　１９０名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

お知らせ

ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

再開するまで、しばらく間お待ちください。必ず、再開します

20��.08.27 (Sat)
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明日もあるよ！

お知らせ

ボランティア活動の受付・送り出しに関しては、８月２９日（月）をもって、いったん「休
止」となりますが、
被災者の皆さまからのボランティア依頼の受付は、今まで通り、９：００～１５：００まで
受付しております。

再開するまで、しばらくお待ちください。必ず、再開します

ところで、今日は朝から久々の快晴でしたね
最近、天候の影響でなかなかゴミの運搬や分別が出来なかったのですが、一気に進めること
ができました。
午前中で終わりました！という報告もたくさんあがって、自分のことかのように喜んでしま
いました

明日でいったん休止になるわけですが、全然そんな気がしないというのが今の正直な感想で
す。
約半年、いろいろなことがありました。
たくさんのボランティアさんにお会いできたこと、その出会いが私たちスタッフ、そしてい
わきの宝です。
形として残るものではないですが、私たちの心には温かい思い出として確かに残るものとな
りました。
全国の、そして世界の方々に支えられていることを、いわきのこのボラセンで感じることが
できた半年でした。

少ししんみりしてしまいましたが、明日もボランティアさんの受付しますよ！

８月２９日（月）の予定

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：７件（４５名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：２件（２５名）

側溝等の土砂除き　：１件（５名）

写真洗浄：１件（５名）

地域支援活動　：２件（４０名）

ニーズ件数１３件、ボランティア予定数１２５名です。
雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。

20��.08.28 (Sun)
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来てくれてありがとう
来てくれてありがとう

ボランティアさんに伝えたい言葉、「来てくれてありがとう」

ボランティアさんとともに、泣いて、笑って、喜んだ１６６日間・・・。

無茶なマッチング（お願い）も笑顔で引き受けてくれましたね。

絶対、数人では無理な側溝の土砂上げも笑顔で引き受けてくれましたね。

どんな辛いことも、どんな困難なことも、どんな厳しいことも笑顔で引き受けてくれました
ね。

みんなカッコイイですよ。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　世界一のボランティアさんたち　　　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今日は、延べ１５２名ボランティアさんがいわきのために・・・。

ありがとう！！

いわきのために「ありがとう」

みんなと一緒に泣いて、笑って・・・笑顔で１６７日目を向かえた
いですね。

そのときまで、少しだけ充電させてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんな大好き

20��.08.29 (Mon)
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２２０名の奇跡
いわき市復興支援ボランティアセンターの災害救援班は、

九州の各県、群馬県などの社会福祉協議会からの職員派遣を受け、ボランティアセンターを
運営してきました。

とりわけ、九州からは、３月２６日から８月３０日までの１５７日間で、２２０名の協力を
いただきました。

本当にありがとうございました。　みんながいわきを想う暖かさが心に染みました。
そして、８月３０日をもって、九州から職員派遣の支援は終了しましたが、

２２０名が残した、愛と勇気と笑顔と・・・奇跡（軌跡）は決して忘れないし、私たちの財
産となっています。

みんな、いわきに「来てくれてありがとう」

　　　　　　　　　　　～九州最終クール（伝説の３７クール）～

いつの日か、青い空の下で「同窓会」をしたいですね。

今までいわきボラセンに足を運んでくれた方全員と・・・。

 お知らせ 

いわき市復興支援ボランティアセンターの災害救援班では、しばらくの間、ボランティアの
受付・活動をお休みさせていただきます。
ボランティアの募集については、ブログ・ツイッターにてご確認ください。

それまで、しばらく充電中となります。

必ず、再開しますよ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

再開に向けて・・・
再開に向けて着々と準備しています。

災害救援班は、駐車場にあるスーパーハウスに移転となり、若干スペースが狭くなってしまいまし
た。

きっと、ボランティアさんには、ご不便をおかけするかと思います。

・・・さらに、スペースの問題で、青空マッチングをすることになるかも（笑）

そのときは、拡声器を使ってマッチングしますから・・・。

　　　もう少し、もう少しだけ、充電させてください。

20��.08.30 (Tue)

20��.08.3� (Wed)
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お待たせ！！
長いことお待たせしました！！
いわき市復興支援ボランティアセンターは、９月８日（木）からボランティアの募集を再開
します。
また、皆さんとお会いできると思うと・・・
一緒にいわき市の復興に向けて「熱いチカラ」を発揮できると思うと・・・
自然に涙がにあふれてきます。
皆さんとともに・・・
皆さんの笑顔とともに・・・

お知らせ
今後は、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３回のボランティア受付・活動とさせていただ
きます。
また、ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありま
すので、予めご了承願います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

着々と・・・
着々と皆さんを迎え入れる準備をしています。
着々と被災された方への支援体制を整えています。
着々と被災地域への支援体制を整えています。
着々と・・・
皆さんの笑顔を待っています
これからは、ニーズの減少等に伴い木曜日・金曜日・土曜日の週３日間のみのボランティア
活動になります。
もちろん、被災された方の都合や天候などで、開所日で調整がつかないことがあるかもしれ
ません。
そのときには、被災された方と相談しながら、支援を行いたいと考えています。

お知らせ
９月８日（木）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：２件（１５名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：２件（１０名）
写真洗浄：１件（５名）
地域支援活動　：１件（１５名）
ニーズ件数６件、ボランティア予定数４５名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。

20��.09.0� (Thu)

20��.09.02 (Fri)
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途中経過

皆さん、こんにちは！
９月８日のボラセン再開に向けて、着々と準備をしていることをお伝えしてきているわけで
すが…
これがなかなか伝わらない！
８日以降は５Ｆにあった機能をすべてスーパーハウスに入れて運営していくということです
から、想像できないのも無理ありません。
なんせあの荷物 でしたから！！
さて、着々と準備が進んでいる今、皆さんがご存知のスーパーハウ
スはどんな状況なのか当然気になりますよね？
そこで、今回はスーパーハウスの途中経過を公開します！
どうですか！
少し雰囲気変わりましたよね
８日までまたどんなふうに変わっていくか乞うご期待！
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたが笑うまで
「あなたが笑うまで走り出したくなる道がある」

　　　　　　　　　　　こんな素敵な言葉を私たちにプレゼントしてくれた人がいました。

どんなに辛いときでも
　　どんなに苦しいときでも
　　　　どんなに泣きたいときでも

私たちは、あなたが笑うまで、寄り添います。
あなたが笑うまで・・・
きっとそんな意味が込められているはず。
９月８日（木）再開まで、着々と準備を進めていますが、再開当日は、きっとドタバタして
しまうと思います。
きっと、せっかく足を運んでくれたボランティアさんにご迷惑をかけてしまうと思います
が、どうぞよろしくお願いします。

９月８日（木）の予定
被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：２件（１５名）
被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：２件（１０名）
写真洗浄：１件（５名）
地域支援活動　：１件（１５名）
ニーズ件数６件、ボランティア予定数４５名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承ください。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。

20��.09.03 (Sat)

20��.09.04 (Sun)
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キャッチボール
「いくよーっ」

「オーライ」

そんな声をかけながら、キャッチボール をしてみたい。

季節が、夏から秋に移り変わっていく

いわきボラセン（いわき市社会福祉センター）近くの公園で

食後のお昼休みに

仕事（活動）が終わった夕方に

笑いながら、声を出しながらの、キャッチボール

映画のワンシーンのように・・・

　　そんな、キャッチボールをボランティアさんと一緒にやってみたいな。

 お知らせ 
９月８日（木）から原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティ
アの受付・活動を行います。

９月８日（木）の予定

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬　：２件（１５名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理　：２件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

地域支援活動　：１件（１５名）

ニーズ件数６件、ボランティア予定数４５名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承願います。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※事情により開所日が変更になる場合もありますので、予めご了承願います。

20��.09.05 (Mon)
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２つの班
本センターは、震災ゴミの片付け・運搬などをメイン活動とする災害救援班と

被災された方や地域に寄り添いながら相談活動をメインとする生活支援班の２つの班があり
ます。

災害救援班は、９月８日（木）のボランティア募集の再開に向けて準備を進めています。

生活支援班の生活支援相談員は、仮設住宅や公営アパートなどにお伺いし、相談支援やふれ
あいサロンの企画・開催など、被災された方の心のオアシスになるよう寄り添い活動を続け
ています。

訪問活動後は、「より良い支援はどうすれば・・・」など、毎日ミーティングを重ねていま
す。

「できること」は、チカラいっぱいさせていただきます。

「できないこと」は、何とか違う方法を見つけ、支援していきたい
と思います。

私たちは、いわきが大好きですから、被災された皆さんが、笑顔に
なるまで

熱いチカラと優しいキモチで支援し続けます。

 お知らせ 

９月８日（木）から原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティ
アの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

９月８日（木）の予定

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（２５名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理：２件（１０名）

仮設住宅等への引越し：２件（５名）

写真洗浄：１件（５名）

地域支援活動：１件（１５名）

ニーズ件数１０件、ボランティア予定数６０名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承願います。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※被災された方の日程調整などにより開所日が変更になる場合もありますので、予めご了承
願います。

20��.09.06 (Tue)
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不安な夜
９月８日から災害救援班は再スタートします。

久しぶりのボランティア受付、マッチング、資材貸出、送り出し、そして報告と・・・

スムーズに行くのか心配しています。

少ないスタッフでの再スタートです。

上手くボランティアさんを送り出すことができるのか・・・

明日、ボランティアさんが来てくれるのか・・・

今日は、そんな不安な夜 を送りそうです。

さて、９月８日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（２５名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理：２件（１０名）

仮設住宅等への引越し：２件（５名）

写真洗浄：１件（５名）

地域支援活動：１件（１５名）

ニーズ件数１０件、ボランティア予定数６０名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承願います。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※被災された方の日程調整などにより開所日が変更になる場合もありますので、予めご了承
願います。

９月８日（木）から原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティ
アの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.07 (Wed)
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みんなのボラセン
来てくれてありがとう

再開の前日は、不安な夜を過ごしました。

そんな不安を皆さんの笑顔が吹き飛ばしてくれました。

平日にもかかわらず、延べ５２名のボランティアさんが・・・。

来てくれてありがとう

そして、ごめんなさい・・・不安になった私たちが恥ずかしいです。

きっと皆さんは、来てくれる

みんなのボラセンに来てくれる・・・と信じてていれば良かったです。

９月９日（金）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：６件（３０名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理：２件（１０名）

土砂等の片付け：１件（１０名）

仮設住宅等への引越し：２件（１０名）

ニーズ件数１１件、ボランティア予定数６０名です。

※雨天時には、活動を見合わせることとなりますので、予めご了承願います。
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※被災された方の日程調整などにより開所日が変更になる場合もありますので、予めご了承
願います。

災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティアの
受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.08 (Thu)
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みんなカッコイイ
熱い想いが・・・

優しさが・・・

そして笑顔が溢れた一日でした。

皆さんとともに活動できることが・・・私たちにとってのチカラの
原動力

そんなことを再確認できた昨日、そして今日でした

優しき笑顔を持った延べ４３名のボランティアさん

今日もありがとう

　　　　　　　　　　　　　ボランティア活動の休憩中のひとコマ

９月１０日（土）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（４０名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理：４件（３０名）

土砂等の片付け：２件（２０名）

仮設住宅等への引越し：１件（５名）

地域支援活動：３件（２５名）

ニーズ件数１５件、ボランティア予定数１２０名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.09 (Fri)
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奇跡
太陽が憎かった

今日は、ぐんぐん気温が上がり、ボランティアさんたちの体力を奪っていった

それでも、ボランティアさんは笑顔で「平気だよ」って

どうしてそこまで、いわきのためにしてくれるんだろう・・・

きっと、みんなは「困っている人がいるからだよ」って答えるんだろうなぁ・・・

みんなカッコイイ です　みんな素敵 です　そして、みんな大好き です

延べ１０９名の優しきボランティアさん　ありがとう

今日は、いくつかの奇跡 がボラセン内で起こりました。

▼エピソード１

関東から来てくれたボランティアさん

マッチングのあと、お互いのワッペン（名札）を見てビックリ！！

なんと小学校の同級生

いわきのボラセンで何十年ぶりに奇跡の再会

▼エピソード２

資材倉庫に歩くスペースができました

▼エピソード３

軽トラックがピッカピカ

▼エピソード４

ボラセンのスーパーハウスのガラス窓がピッカピカ

みんなありがとう

いわきボラセンでつながったボランティアさん

みんなの笑顔がいわき元気にします。

いつも来てくれてありがとう

そして笑顔をありがとう

９月１５日（木）にまたお会いしましょう！！

20��.09.�0 (Sat)
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あなたと握手
手と手でかわした握手。
力強く握り返してくれましたね。
そのあたたかさが、私たちを強くさせます。
心と心でかわした握手。
手を握り合わなくても、心の手で握手できましたよね。
その笑顔が、私たちの宝物です。
声と声でかわした握手。
電話口で、「ありがとう」と言ってくれましたね。
その優しさが、私たちの心のエネルギーです。

震災から、半年。

こうした節目は、いろんなことを思い出させます。
いわき市では、ボランティアさんのおかげで、被災地が徐々に片付いてきました。
被災者の方々は、避難所からそれぞれの住居へ移りました。
そこでの新しいコミュニティでの生活が始まり、少しずつではありますが、まちづくりが始
まっています。
未来への光をたよりに、なんとか前を向こうと思う。
しかし、今もなお心のどこかに暗闇があることも忘れてはいけません。
失ったものは、人それぞれ、計り知れないほどある。
追い打ちをかけるように、先の見えない不安が、今まで以上に被災者の生活にのしかかりは
じめた今日。

「震災さえ、起こらなければ…」

今日まで、何人もの人が、何度も、何度も思ったことでしょう。
そして、これからもきっと、何度も、何度も思うと思います。
それでも、少しずつ、少しずつ、気持ちを未来にむけていかなければなりません。
そんなとき、この半年間、かわしあってきた様々な握手を、どうか思い出してほしいです。
被災者の方々も、いわきを想うボランティアの方々も。
このボラセンを通じて出逢った、たくさんの方々との「つながり」を忘れないでほしいで
す。
決して、ひとりじゃない。
みんな支えあって生きていこう、これからもずっと

震災から、半年。

みなさんは、今、何を思い出していますか？
そのオモイが、明日へつながります。 どうか、たくさん、いろんなことを思い出してくださ
い…ね。

☆お知らせ☆
明日１２日、災害救援班でのボランティア受付・活動は お休み になります。原則的に、

毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。な
お、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.�� (Sun)
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ブログ
最近、ブログへのコメントと拍手が増えたような気がします。

いや、気のせいじゃないですね。

確実に増えています。

スタッフにとって、これほど嬉しい ことはありません。

たくさんの人が、このブログを通して、少しでも「いわきボラセン」のことを知ってもらえ
たら・・・

たくさんの人が、このブログを通して、少しでも「いわきの被災状況」のことを知ってもら
えたら・・・

たくさんの人が、このブログを通して、少しでも「いわきの美しさ」のことを知ってもらえ
たら・・・

そんなことを考えながら、ブログを作り続けていきたいと思います。

このいわきボラセンのブログから日本各地へ、そして全世界へ

つながっぺ　いわき！！

お知らせ

９月１５日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（２５名）

土砂等の片付け：２件（１５名）

写真等の洗浄：１件（５名）

地域支援活動：１件（５名）

ニーズ件数９件、ボランティア予定数５０名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.�2 (Mon)
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青い空へ
皆さんの反応がすごいです

コメント・拍手ありがとうございます

皆さんからいただいたコメントは、ちゃんと読ませていただいています。

なかなかすぐに返答できなくて申し訳なく思っています。

最近のコメントは、「日曜日に受付してほしい」「未経験者はダメですか」というものが多いです。

９月８日の再スタートから、ニーズの変化や減少などによりボランティア受付・活動につい
て、ある程度の枠を設定させていただきました。

①ボランティアの受付　
　⇒　原則、災害ボランティア経験者
※現在は、ニーズ件数や受け入れ態勢などから、災害ボランティア未経験者のオリエンテー
ションの実施を見合わせています。ですが、状況は日々、変化します。受け入れ態勢などが
整った場合は、ブログ・ツイッターでご案内させていただきます。

②ボランティア活動日　
⇒　木曜日・金曜日・土曜日
※被災された方の日程などにより、日曜日など他の曜日で受付・活動する場合もあります。

これまで延べ４万７千人を超えるボランティアさんが、熱いチカラをいわきのために発揮し
てくれました。

本当に感謝です。

これからもよろしくお願いします。

青い空と白い雲、そして真っ直ぐな道

この道のように、私たちも復興に向って頑張ります！！

お知らせ

９月１５日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（２５名）

土砂等の片付け：２件（１５名）

写真等の洗浄：１件（５名）

引越しのお手伝い：１件（５名）

地域支援活動：１件（５名）

ニーズ件数１０件、ボランティア予定数５５名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。

20��.09.�3 (Tue)
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コスモス～cosmos～
夏の太陽に向かって咲いていたひまわりの季節が終わろうとしています。
センター近くの川沿いには、ひまわりに代わってコスモスが咲き始めました。
コスモスといえば、秋の風に揺られて静かに咲いているイメージですが、
台風などで倒されても、茎の途中から根を出し、また立ち上がって
花をつけるほどに強い植物だそうです。
静かに咲きつつも、何度でも立ち上がる強さを持つ・・・
きっとコスモスは、ひとりじゃなくてみんなで咲いているからなの
かな、と勝手に思いました 。
わたしたちも、みんなに支えられているからこそ、また立ち上がろ
うという気持ちになれるのだと思います。

明日からまた、災害救援班の活動が始まります。
水曜の夜は、やっぱり不安になります
明日の朝、みんなは来てくれるのか・・・
「きっと、来てくれる  」そう思いつつも、やっぱり心配してしまいます。

明日もまた、みんなのチカラが必要です。

明日もまた、みんなの優しさが必要です。

明日もまた、みんなの笑顔に会えますように・・・

 お知らせ 

９月１５日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（２５名）

土砂等の片付け：２件（１５名）

写真等の洗浄：１件（５名）

引越しのお手伝い：１件（５名）

地域支援活動：１件（５名）

ニーズ件数９件、ボランティア予定数５５名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。

①ボランティアの受付について　　⇒　原則、災害ボランティア経験者
※現在は、ニーズ件数や受け入れ態勢などから、災害ボランティア未経験者のオリエンテー
ションの実施を見合わせています。ですが、状況は日々、変化します。受け入れ態勢などが
整った場合は、ブログ・ツイッターでご案内させていただきます。

②ボランティア活動日について　⇒　木曜日・金曜日・土曜日
※被災された方の日程などにより、日曜日など他の曜日で受付・活動する場合もあります。

今後については、ブログ・ツイッターにてご案内させていただきますので、よろしくお願い
いたします。

20��.09.�4 (Wed)



80

ミステリー球根

皆さん、今日も暑い中お疲れ様です
また皆さんの温かいご支援に励まされながら、復興へまた一歩近づくことができました。

ところで・・・
ちょっとだけボラセンに楽しみがふえたんですが、何だか分かりますか？

実は、前にひまわり が植えられていたところに新しい種をまいたんです。
種というか球根なんですが。

植えてくださったビューティーペアのお二人です

いつ芽がでるのか、果たして何の球根だったのか・・・
それは芽が出てからのお楽しみということで

では、明日のニーズをご紹介します。
９月１６日（金）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３０名）

災害ゴミの分別・整理：１件（１０名）

土砂等の片付け：３件（３０名）

写真等の洗浄：１件（５名）

地域支援活動：１件（５名）

ニーズ件数１１件、ボランティア予定数８０名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

それでは、また明日もよろしくお願いしますm(__)m

20��.09.�5 (Thu)
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おかえりなさい

朝、みなさんの笑顔に元気をもらいます

昼間、暑い日が続いています
そんなとき、みなさんの体調が心配になります。

水分はとっているかな？
塩分は足りているかな？
休憩はとれているかな？
ケガはしていないかな？

・・・数えあげればきりがないほどです。

夕方、みなさんが無事にセンターに戻ってきた姿をみると、とてもうれしくなります

限られたスタッフのことを思ってか、自ら資材を洗い、返却までセルフで行ってくれるみな
さん。

一日活動してきて、疲れているのに、嫌な顔も見せずに報告にきてくれるみなさん。

わたしたちは、そんなみなさんが大好きです

だからこそ、元気に帰ってきてほしい。

だからこそ、無理をしないでほしい。

そして、明日へつなげることは、つなげていきましょう

今日は、述べ６３名のボランティアさんがいわきのためにチカラを貸してくださいました。

明日もまた、みなさんのチカラが必要です。

９月１７日（土）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３５名）

災害ゴミの分別・整理：２件（２０名）

土砂等の片付け：２件（２０名）

引越し：１件（５名）

ニーズ件数　１０件、ボランティア予定数　８０名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.�6 (Fri)
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素敵な仲間たち
みんなの優しさが心に響いた日でした

みんなの熱い思いが届いた日でした

みんなの笑顔が見えた日でした

みんなの暖かさにふれた日でした

そして、たくさんのボランティアさん（１３４名、延べ活動者
１５６名）に会えた日でした

　　　受付中

　　　マッチング中

　　　資材運搬中

　　　活動中

　　　資材洗浄中

　　　活動報告中

わたしたちの心のオアシス・・・それは、ボランティアさんの笑顔
です

ずっとずっと一緒に活動したいです

ずっとずっと一緒に過ごしたいです

そして、一緒にいわき復興を目指したいです

本当に・・・来てくれてありがとう

お知らせ

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させてい
ただくことがありますので、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３
日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご
了承願います。 

20��.09.�7 (Sat)
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２２名のチカラ
いわきのボラセンは、原則、木曜日・金曜日・土曜日の週３回を活動日と設定しています
が、被災された方からの希望などで、設定日以外に活動する場合があります。

それが、今日（９月１８日）

２２名の熱き心と優しき心を持った若者・・・ 　いや・・・

２２名の熱き心と優しき心を持った中高年の仲間たち

来てくれてありがとう

被災された方の心を

被災した地域のために

ご協力いただきありがとうございました

※この日は、前日の夕方に被災された方の希望により急遽、活動す
ることが決まったため、ブログ等での告知はせず、その時間帯（夕
方）に残っていたボランティアさんに声かけをして、集まっていた
だきました。

お知らせ

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させてい
ただくことがありますので、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。 

20��.09.�8 (Sun)
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マジシャンがやってきた！
生活支援班では、仮設住宅や雇用促進住宅等の集会室にて、地域交
流を兼ねたイベントやサロンを定期的に開催しています。

今日は、栃木県より、はるばる３名のマジシャンが来てくださいま
した。

栃木・宇都宮マジシャン　代表の沢田さん

あれっ、コップが…!?　　わぁ～、ハトが！！！

なんと、国民文化祭最優秀賞受賞している、すごいお方でした！

次々と繰り広げられるマジックに、みんなくぎづけ…

今までみたこともなかった、紙に描いてあるスプーン曲げ。すご～
い♪

こちらは、割り箸を２本作ったマジック。

みんなも、割り箸マジックに挑戦!!　　上手にできたかな？

子どもたちをはじめ、大人まで充実した時間を過ごすことができま
した。
「また、来るよ～」と代表の沢田さんからありがたいお言葉を。
今日もまたひとつ、素敵なつながりができました
栃木・宇都宮マジックのみなさん、不思議で楽しい時間をありがと
うございました！

最後に…数字のマジックをひとつ…  

１～９までの数字で、１つ数字を思い描いてください。
その数字に「１」を足してください。
その数字に「２」をかけてください。
その数字に「４」を足してください。
その数字を「２」で割ってください。
最後に、その数字から「最初に思い描いた数」をひいてください。

さて、いくつになりましたか？

つづきは、明日のブログで…

お知らせ

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させてい
ただくことがありますので、予めご了承願います。

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３
日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。

なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご
了承願います。 

20��.09.�9 (Mon)
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ずばり！！
ずばり！！

「３」

昨日の、 数字のマジック

みなさんの「こたえ」は「３」ですね

実は、昨日の公式に「タネ」があるようです…

ぜひ、みなさん覚えて、まわりの方を 「えっ!?」 とビックリさせてくださいね

生活支援相談員では、地域交流も含め、こうしたイベントやサロンを企画しています。
現在、仮設住宅や雇用促進等の集会室をお借りしての活動が中心ではありますが、どなたで
も参加できます。
なかなか開催のお知らせがみなさんに行き届かなかったりと、ご不便をおかけしていると思
います。
申し訳ありません。
ご近所のみなさんや、お知り合いの方にもお声をかけていただいてかまいません。
いろんな方々が交流できるような時間が過ごせるよう、私たちもミーティングをかさねてい
きたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。

お知らせ
※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。

なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.20 (Tue)
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台風といわき
みなさんこんにちは。

台風がだんだん近づいているのを雨の激しさで実感しています。

さて、明日の天気ですが…

やりました！

お昼に見たヤフーの天気予報では見事に晴れ の表示となっていました

ちょっとハッピー な出来事でしたね。

ところで、私たちの住むいわき市ですが、

雪も年に２回降るか降らないかの、東北にしては寒さの厳しくない住みやすい場所なんで
す。

「東北の湘南」なんて言われています

そして、なんといってもいわき市民の「人柄」ですよね！

ぜひ、いわきにお越しいただいて、その良さを少しでも分かっていただけたらなぁと思って
います。

これから、そんな話も含めて皆さんにお伝えしていきますので、チャンネルならぬブログは
そのままで！

９月２２日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（２０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数　５件、ボランティア予定数　２５名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.2� (Wed)
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笑顔でポーズ！
昨日のブログにて、いわきを「東北の湘南」とご紹介しましたが、
東北の湘南いわき市の魚といえば「目光（めひかり）」です。

そんなめひかりポーズを考えてくれたみなさん。

活動後に明るい笑顔をみせてくれたみなさん。

いつもいつも、ありがとう
みなさんのおかげで、いわきの笑顔も増えました

本当にありがとうございました

そして、明日もみなさんの笑顔とチカラが必要です

９月２３日（金）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（２５名）

土砂除き：１件（２０名）

引っ越し：１件（５名）

ニーズ件数　７件、ボランティア予定数　５０名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

20��.09.22 (Thu)
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想うこと
今日は秋分の日。お彼岸ですね。

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われていますが、いわきもすっかり秋の風が吹いています

そんなお彼岸に咲く花といったら「彼岸花」ですが、別名をリコリスといいます。
これは、花がとても美しいことから、ギリシャ神話の海の女神「Lycoris」からとったそうで
す

その美しい花ですが、花が咲くときには、葉はないんです。
そして、葉が育つときには、花は見られないんです。
そんなことから、「花は葉を想い、葉は花を想う」といわれているそうです。

お互いがお互いを想う…そんな気持ちをたいせつにしたいですね 

今日は、ご先祖さまに感謝をする日です。

たくさんの想いがあると思います。

そのひとつひとつの想いをたいせつに、みんなが笑顔になれる日が早く来ますよう
に・・・。

９月２４日（土）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（３０名）

被災家屋内外における災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

引っ越し：１件（５名）

ニーズ件数　６件、ボランティア予定数　４５名です。

※ボランティアの必要予定数を超えた場合は、受付を終了させていただくことがありますの
で、予めご了承願います。
※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

 お知らせ 
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターはお休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があ

ります。

ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.23 (Fri)
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笑顔にありがとう
今日も、朝からたくさんの方がセンターに来てくれました。

拡声器を使ってのマッチング

みなさんを送り出すのに、なかなかスムーズに送り出せないところ
もありました。
わたしたちの反省点も多々ありました

そんな中、みなさんの笑顔にいつも助けられます。

暑い中、活動中のみなさん

活動中に電話をしても、明るく返してくれたり・・・

疲れて帰ってきたのに、資材の洗浄をしてくれたり・・・

このブログで何度書いても書き足りないくらいに、

いつもいつもありがとう

そして、

来てくれて、
ありがとう

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３日間、災害ボランティア
の受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご了承願います。

 お知らせ 
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターはお休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があ

ります。

ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.24 (Sat)
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おなかも こころも
ハイサイ
今日から３日間、沖縄県から、「エイサー」を披露してくださるボ
ランティアさんが来ています。
実は、いわき市と沖縄県は、踊りを通じて、遠い昔からご縁があっ
たようです。
その踊りが、いわき市伝統の踊り「じゃんがら念仏踊り」と「エイ
サー」
今日は、好間地区での披露でした。

婦人会の方の演武
沖縄クイズターイム
沖縄大学エイサー部の演武
最後は、みんなで、踊る、踊る

アツアツのたこ焼きをとおして、心もホットに
今日は、震災以来、ずっといわき市を応援してくれている、たこ焼
きタコポンの方々も、来てくださいました

みんな、いい顔
仮設住宅と地域の住民とが約７０名集まってくださり、とっても
とっても素敵な地域交流の場となりました。

おなかも こころも 満たされた１日
ここに、集まってくださったみなさん、沖縄のみなさん、タコポン
のみなさん、今日も、みなさんに、感謝・感謝です。

「来てくれて、ありがとう」

※昨日のブログに掲載せず、すみません。

９月２４日は、述べ１３７名のボランティアさんが活動してくださ
いました。
暑い中、おつかれさまでした。今日は、休めていますか？ご自分の
休養も忘れずにとってくださいね

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３
日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご
了承願います。

 お知らせ 
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターは
お休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承くだ
さい。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！い
わき　復興祭」があります。

ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.25 (Sun)
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音・人・心

 めんそーれー 

沖縄県からの「エイサー」披露２日目。
本日は、２カ所の仮設住宅の場所をお借りしておこないました
生演奏は、直に響きます

「てぃんさぐの花」
　　ホウセンカの花は爪先に染め　親の言うことは心に染めなさい
　　天の群れ星は数えようとすれば数えられるが　親の教えたこと
は数えきれないものだ
　　夜走る船は北極星を見ている　私を生んだ親は私を見ている

「てぃんさぐ」とは「ホウセンカ」のこと。
この曲の歌詞の意味を、手話を交えて教えてくださり、披露してく
ださいました。
今日は、実際に楽器を触っていただく場面も。
参加者の中には、実際に太鼓をやられている方が、いらっしゃって
…たたいてもらいました
こちらの音色にも、みなさんくぎづけ
今日も、２カ所あわせて約９０名近くの方々が、来てくださいまし
た。
仮設住宅で工事をしていた作業員や、近隣の小学生たちも遠巻きに
見ていたり…、
生の音が響き渡ると、人がどんどん集まって…。

まさに、音が人を呼び、心をつなぐ

にふぇーでーびる
沖縄弁で「ありがとうございます」
自然と手拍子をはじめ、笑顔で観覧する姿がみれて、今日も素敵な
時間を過ごせたなぁと思いました。
明日も、たくさんのココロに響きわたりますように

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３
日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご
了承願います。

 お知らせ 
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターは
お休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承くだ
さい。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！い
わき　復興祭」があります。

ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.26 (Mon)



92

たくさんの仲間とともに
今日は、秋晴れとはいえませんが、過ごしやすい日となりました。

震災があった肌寒い３月 ・・・

さくらが咲く季節

新緑の季節

太陽がまぶしい季節

そしてウロコ雲が空を覆う季節

季節の移り変わりとともに延べ４７，９３５人の方がいわきの復興のために優しいキモチと
熱いチカラを・・・

本当にみなさんの優しいキモチと熱いチカラには感謝です

そして、ボランティアのみなさんとともに活動をしてくれた仲間がいます

今日は、その仲間をご紹介します

軍手です

災害復旧において、一番活躍したアイテムではないでしょうか

４７，９３５組の軍手が、ボランティアさんの手とふれあい、汗を
吸い込み、時には涙をふいて・・・

洗えば、まだまだ使えますね

大切な災害復旧活動のアイテム・・・仲間です

※災害救援班は、原則的に、毎週、木曜日・金曜日・土曜日の週３
日間、災害ボランティアの受付・活動を行います。
なお、災害ボランティア活動経験のある方に限りますので、予めご
了承願います。

 お知らせ
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターはお休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があります。
ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.27 (Tue)
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大丈夫だよね
毎週水曜日は、不安な夜 を・・・

そんなブログを書いてきました

でも・・・

きっとみなさんは、「おはよう」って

きっとみなさんは、「今日の活動はどんなのあるの？」って

きっとみなさんは、「今日も頑張るよ」って

きっとみなさんは、素敵な笑顔 でいわきボラセンに来てくれる

信じてる

９月２９日（木）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（３０名）

土砂除き：１件（５名）

写真洗浄：１件（５名）

地域支援活動：１件（１０名）

ニーズ件数　７件、ボランティア予定数　５０名です。

おまけ

９月２５日～２７日までの３日間、活動をしてくださった沖縄のみ
なさん
いわきに元気を　そして笑顔を　ありがとう!!!

 お知らせ
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターはお休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があります。
ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.28 (Wed)
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「いわき」のルーツ

お疲れ様です
今日は延べ５１名のボランティアさんが活動しました。
本当に暑い中、ありがとうございました！
そんな皆さんに、今日の疲れを癒してもらいたいとこのコーナー
題して「あんまり知られていないけれど、実はすごいいわきの歴史」です！
とびきり感謝の気持ちをこめてお送りします
さて、皆さんはいわきに「平」という場所があるのをご存じでしょうか。
このいわきボラセンがあるのも平という場所なんですが、今から１４３年前まで「平城」と
いうお城があったんです。
正確には「磐城平城（いわきたいらじょう）」という名称ですが、関ヶ原の戦いの後、岩城
氏という人物が鳥居忠正に飯野平城（いいのたいらじょう）（現在の好間）を追放され、岩
城の岩の字を変え、立てたのが磐城平藩。そこで、約３００年前に１２年かけて建てたのが
磐城平城というお城なんですね。
と、なんだか難しいことを並べてしまったんですが、そんなわけでいわきの由来になってい
たり、昔からここに住んでいるという方で、「岩城さん」「平さん」ってお名前の方がい
らっしゃったりします。
お城はもうないんですが、お城があった場所が「旧城跡」という住所になったりしていて、
ちょっとかっこいいんですよね！

ではここで、皆さんのボランティア活動の、そして観光の拠点、いわばお城となる宿泊施設
案内をしたいと思います。お問い合わせは次のとおりです。

①いわき湯本温泉旅館協同組合　☎０２４６－４３－３０１７
②いわき鉱泉温泉旅館組合　☎０２４６－２７－３９３９
③平旅館ホテル組合　☎０２４６－８８－７１１５
④小名浜旅館ホテル組合　☎０２４６－５４－４２２０
⑤泉旅館組合　☎０２４６－５６－６２５８
⑥磐城旅館組合　☎０２４６ー５３－６５３７
⑦勿来旅館組合　☎０２４６－６４－７５４０
⑧常磐藤原旅館組合　☎０２４６－４２－２５６７
⑨内郷旅館組合　☎０２４６－２６－３６８４
⑩久之浜旅館組合　☎０２４６－８２－２００４

今日は長くなってしまいましたね 。
明日に影響しないよう、ここらへんで明日のニーズをご紹介します
９月３０日（金）の予定は次のとおりです。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：３件（１５名）
家具の移動：２件（１０名）
物品整理：１件（５名）
ニーズ件数　６件、ボランティア予定数　３０名です。

 お知らせ
１０月１日（土）は、諸般の事情により、ボランティアセンターはお休みになります。
よって、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があります。
ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html

20��.09.29 (Thu)
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みなさんの善意(^ ^)

今日は、４６人の笑顔に会うことができました
みなさんの笑顔で、元気になれました。
実は、ボランティアセンターの資材のプレハブのガラスに、だいぶ前からヒビが入っていま
した
それを静かに直してくださった方がいました。
きれいなガラスになり、新たな気持ちで資材を入れられるようにな
りました
本当に本当に、ありがとうございました
もうひとつ、新たなアイテムが・・・
よく見てください
ホースの先が二股になっているんです
これも、ひとつしかないホースで不便そうなわたしたちを見て、取
り替えてくださった方がいたんです
ミステリー球根に、仲良く水やりです。
わたしたちは、本当にみなさんに支えられています。
そのことを毎日感じることができるわたしたちは、本当にしあわせ
だと思います
わたしたちは、みなさんにとってオアシスのような存在になりたい
です。
ここにくると、みなさんが落ち着くような・・・そんな存在でありたいと思います。
今日は、いわきのオアシスをご紹介したいと思います。
①いわき湯本温泉旅館協同組合　☎０２４６－４３－３０１７
②いわき鉱泉温泉旅館組合　☎０２４６－２７－３９３９
③平旅館ホテル組合　☎０２４６－８８－７１１５
④小名浜旅館ホテル組合　☎０２４６－５４－４２２０
⑤泉旅館組合　☎０２４６－５６－６２５８
⑥磐城旅館組合　☎０２４６ー５３－６５３７
⑦勿来旅館組合　☎０２４６－６４－７５４０
⑧常磐藤原旅館組合　☎０２４６－４２－２５６７
⑨内郷旅館組合　☎０２４６－２６－３６８４
⑩久之浜旅館組合　☎０２４６－８２－２００４

 お知らせ 
１０月１日（土）から全国一斉に赤い羽根共同募金が展開されます。
中央・各都道府県共同募金会は、３月１１日に発生した東日本大震災で被災した方々や被災
地で活動を行う団体への支援活動を行っています。本センターも赤い羽根共同募金から多く
の支援を受けて災害復旧及び復興支援活動に取り組んでおります。

自分の母校じゃないけれど、
地元の高校をつい応援してしまう。
赤い羽根共同募金は、
そんな気持ちに似ています。
じぶんの町を良くするしくみ　赤い羽根。
よって、赤い羽根共同募金（街頭募金）運動のため、１０月１日は、ボランティアセンター
はお休みになり、ボランティアの受付・活動も行いませんので、ご了承ください。

なお、１０月１日（土）・２日（日）は、「がんばっぺ！いわき　復興祭」があ

ります。

ぜひ、復興祭に足を運んでいただけたらと思います。
詳しくは・・・
商工観光部　観光物産課ホームページまで
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/0�2429.html 

20��.09.30 (Fri)
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