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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。

第２弾



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10月1日～平成24年3月31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。
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2011.10.１ (Sat)

赤い羽根共同募金
突然ですが、今日は何の日かご存知ですか？

「法の日」「土地の日」「メガネの日」…と、いろんな記念日が考えられるわけですが、

正解は…赤い羽根共同募金が始まる日です。

ヨーロッパのある村で、一人の牧師が道端の樫の木に「与えよ、取れよ」と書いた箱を吊るし
ておいたところ、余裕のある人は箱にいくらかのお金を入れ、困っている人が必要なだけのお
金を引き出して役立たせたそうです。

この「たすけあいの心」が共同募金に受け継がれたといわれています。

他にも、赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子供たちなどへの、地域の様々な福祉活動
を支援する募金です。

そして、いわきボラセンをはじめとする被災地で復旧・復興支援活動をしている団体は、赤い
羽根共同募金会より支援を受けています。

　　　　　今年、支えあうことの大切さを知った。

赤い羽根共同募金会の今年のスローガンです。

初めにこれを読んだとき、震災が起きてからボランティアさんに支えられた日々を思い返し、
涙が出そうになりました。

本当にボランティアさんありがとう！

また、「がんばっぺ！いわき復興祭」明日も続きます。

ぜひ、会場におこしください。

詳細は、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/012429.html 

お泊りのご相談は

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
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お知らせ

※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。
  

 2011.10.2 (Sun)

たくさんの仲間とともにⅡ
肌寒い日となりました

暑かったあの夏の日 が嘘のように・・・

今日は、肌寒く、長袖を１枚、２枚と着込みながら・・・

せめて、被災された方の心は、ポカポカになるように

そんな優しさを

そんな暖かさを

笑顔になるような支援をしていきたい

さて、以前、私たちの仲間をご紹介しましたが

もうひとり（ひとつ）紹介したい仲間が

マスクです 
 

こちらも災害救援活動で活躍したアイテムではないでしょうか

４８，０４３個以上のマスクが、みなさんの言葉を・・・

ありがとう「マスク」

ありがとう「防じんマスク」

※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。 
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2011.10.3 (Mon)

秋の香り
今日、外を歩いていたら、どこからともなくいい香りがしてきました。
懐かしいような、この香りは・・・。

キンモクセイでした。 

キンモクセイの花言葉、聞いたことがありますか
「謙遜」「真実の愛」「変わらぬ魅力」「初恋」などいろいろあ
りますが・・・。

花言葉のひとつ「謙遜」は、人を引き込む魅惑的な甘い香りをもちながら、花は意外と地味な
ことからだといわれているそうです。

キンモクセイのような、人を引き込むセンターでありたいと思いました
そして、引き込んだ皆さんに、今週の活動日の紹介をしたいと思います。

災害救援班の活動は、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・活動を行っていますが、今週については、１０月６日（木）・７日（金）・８日
（土）・９日（日）で行う予定です。

９日（日）については、被災して子供たちが避難していた小学校が再開するので、避難してい
た小学校から、もとの小学校へ学用品などを運搬する、という活動になります。
この１件のみ、１５名のチカラが必要となります。
募集方法など、詳しくは後日ブログにて。

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。

まずは、１０月６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（３５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　４０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。
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2011.10.4 (Tue)

壁紙
さわやかな季節となりました

東北にしては暖かいとはいえ、東京などに比べ気温は低い。
けれど、すがすがしい秋晴れ がみられるのが、いわきの特徴です！

ところで・・・

壁紙変わったの分かりましたか？

「いわきの秋晴れ」ではありませんが、この猫のようにのんびり過ごしたい！

そんな季節ですよね。

いわきボラセンに来ていただくボランティアさんにも、活動が終わったらこんなふうにのんび
りしてもらえるような場所でありたいなと思っています。

と、いうわけで
１０月６日（木）の予定をアナウンスさせていただきます。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３５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　４０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。

災害救援班の活動は、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・活動を行っていますが、今週については、１０月６日（木）・７日（金）・８日
（土）・９日（日）で行う予定です。

９日（日）については、被災して子供たちが避難していた小学校が再開するので、避難してい
た小学校から、もとの小学校へ学用品などを運搬する、という活動になります。
この１件のみ、１５名のチカラが必要となります。
募集方法など、詳しくは後日ブログにて。

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。
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2011.10.5 (Wed)

てるてるぼうずだのみⅡ
朝から心配はしていたんです。
午後から・・・やはり降ってしまいました・・・雨です

ボラセンのスタッフとして携わるようになってから、雨が降るとがっかりするようになってし
まいました。

雨が降ると、ボランティアのみなさんを送り出すところが限られてしまうから。
そして、被災者のみなさんのお手伝いができなくなってしまうから。

以前のブログで、てるてる坊主をつくってお願いしましょう！と書いたことがありました。

みなさんの想いとわたしたちの想い、ひとつになって晴れるといいなぁ・・・。

ここで、明日１０月６日（木）のニーズをご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（２７名）

物品整理：１件（５名）

地域支援活動：１件（８名）

ニーズ件数　６件、ボランティア予定数　４０名です。

晴れることを前提とした予定です。

もし、雨が降ってしまったときには・・・。

ニーズ件数　３件、ボランティア予定数　１８名となっています。

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。

１０月９日（日）の小学校での活動についてのボランティア募集は次のとおりです。

前日の土曜日（１０／８）午前９時ごろにボラセン前で募集します。

※小学校着：９時および募集人数：１５名となることから、混乱を避けるために前日マッチン
グをすることとなりました。ご了承ください。



6

2011.10.6 (Thu)

つなぐこと 
それぞれの想いがあります

自分が住んでいる地区だから

自分よりも大変な人がそこにいるから

ただ、困っている人を救いたいから

いろんな想いがいわきボラセンに集まっています。

                                

また、活動場所には違う想いを持った方もいます。 

片付けしたい。でも思い出がありすぎて・・・前に進めない

そんな複雑な想いを抱きながら、ボランティアさんを見つめる方も・・・

いろんな想いをみんなで共有したい

切ない気持ちは受け止める。そんなボランティアセンターでいたい

被災された方とその地域の方、そしてボランティアのみなさんを「つなぐ」

そんな「つなぎ役」をこれからもずっと・・・ね

明日１０月７日（金）のニーズ紹介

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：４件（１０名）

物品の整理：１件（５名）

物資運搬：１件（５名）

小学校の学用品運搬：１件（２０名）

ニーズ件数　７件、ボランティア予定数　４０名です。

【お知らせ】

１０月８日（土）小学校の学用品（机・椅子など）の運搬活動

１０月９日（日）小学校の学用品（机・椅子など）の運搬活動

両日とも、８時３０分にボラセン集合となりますので、前日にマッチングしたいと思います。
ぜひ、みなさんの熱いチカラをお願いします。

～いろいろな想いがつまった
トン袋～
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2011.10.7 (Fri)

欲来 
皆さん、今日も一日お疲れ様です

突然ですが、いわきには「勿来（なこそ）」という場所があるのをご存じでしょうか。

勿来の関という松尾芭蕉も訪れた関所跡もありまして、いわきの観光名所となっています。

なんで、いきなりこんな話をするかというと・・・

むかーし、むかし、東北は野蛮人が住む、それはそれは怖い土地だと考えられていました。

ま、未開の土地 だったことは確かですが・・・。

そんなこんなで、これより北には進んではいかん！ってことで今の勿来（来る勿かれ）という
意味をこめて、この地名となったと言われています。

しかし！！

もう皆さんは、このいわきの素晴らしさを分かっているとはと思いますが、あえて言いたいと
思います！

いわきに来て欲しい！

と、いうことでタイトルの意味は分かりましたね

これでスッキリぐっすり眠れるはずです

では、１０月８日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３９名）

物品の分別・整理：２件（１２名）

家屋清掃：１件（３名）

小学校の学用品運搬：１件（３０名）

ニーズ件数　１０件、ボランティア予定数　８８名です。

【お知らせ】

１０月９日（日）小学校の学用品（机・椅子など）の運搬活動

８時３０分にボラセン集合となりますので、前日にマッチングしたいと思います。ぜひ、みな
さんの熱いチカラをお願いします。
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2011.10.8 (Sat)

目標・道標
今日は、昨日の久之浜中学校の学用品運搬に引き続き、小学校の学用品運搬がありました。

それの一端をお手伝いしたのが、うちのボラセンのボランティアの皆さんです。

いわきボラセンに来てくれるボランティアさんは多岐にわたって活躍されている方たちです。

私たちスタッフを影から支え、いわきの復興のために力を尽くしてくれている。

私たちから見ても太陽のような存在でありますが、まして子どもたちの目には、

ヒーロー さながらにうつっていたのではないでしょうか。

自分もこんな人になりたい。

こんな職業につきたい。

そんな目標をボランティアさんたちは、子どもたちに与えてくれたのではないかと私たちは思
います。

いわきの子どもたちに夢をありがとう。

大人として、人として大切なことは何か。

そんなことを改めて思いおこさせてくれるボランティアさんたちは、私たちのいわきの誇りで
す

このご縁がいつまでも続きますように・・・

では、１０月９日（日）のニーズをご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：２件（１３名）

被災家屋内外における災害ゴミの分別・整理：１件（１０名）

小学校の災害ゴミの搬出：１件（１０名）

小学校の学用品運搬：１件（２０名）

ニーズ件数　５件、ボランティア予定数　５３名です。

※急きょ、被災者の要望により、小学校以外のニーズもあげています。

よろしくお願いします。
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2011.10.9 (Sun)

こどもたちのために・・・ 
今日は、３連休の真ん中にも関わらず、５５名の方がチカラを貸してくださいました

今回、被災した小学校・中学校の再開の準備ということで、学用品の運搬等の依頼があり本日
の活動となったわけですが、みなさんの想いとチカラによって、予定よりも早く活動を終わら
せることができました。

また、被災した小学校が再開するにあたり、「きれいにして、こどもたちを迎えたい」との先
生からの依頼で、学校の片づけも行ってもらいました。

小学校にて、分別作業中です。

その他、依頼者さんとの調整の中で、急きょ本日活動することに
なったところにも、チカラを貸していただきました。 

みなさんから、いつもチカラをもらっています。

みなさんから、いつも元気をもらっています。

そして、笑顔も・・・。

センターやスタッフのことまで気遣ってくれるみなさん

みなさんに支えられてセンターが成り立っていることを実感した一日でした

みんな、ありがとう

災害救援班、次回の活動日は、１０月１３日（木）となっています。
予定ニーズ件数やボランティア人数など、詳しくは後日のブログにて。

2011.10.10 (Mon)

ささやかな時間
あるサロンでの一コマ。

ヘアーブローをしてくださる機会がありました。

女性ならみんな秘めている、
いくつになっても、綺麗でいたいというキモチ。

それが、叶うささやかな時間。
「気持ちまで、あかるくなったわ」

容姿以上に、気持ちがあかるくなったことを喜んでいた、参加者のみなさんでした。
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「音楽が好きでねぇ…」

普段聴けない、生演奏のささやかな時間。

「本当に楽しかったよ、ありがとう」

いつも、あまり自分から外出しないというお父さん。
音楽が好きだからと、今日は窓から聴こえてきた音楽に誘われて来たようです。
ご夫婦で、仲良く参加してくださいました。

さまざまな「ささやかな時間」を過ごせる、サロンイベント活動。

そんな時間を、よりたくさんの方々に届けたい。

そして、それがみなさんの「笑顔の時間」になりますように…

サロンイベント活動にご協力いただいているボランティアのみなさまに、
あらためて、感謝申し上げます。

ささやかな時間を　ありがとう

お知らせ

※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。

2011.10.11 (Tue)

つながること
あの日から７ヶ月が経ちました。
「あの日」について想うとき・・・。
ことばでは表せない想いがあると思います。

震災は、起らないほうがよかった。

それは、誰もが思うことだと思います。

でも、起こってしまった。

復興のために、わたしたちは、みなさんと出逢い

想いをひとつに

そして、つながることができました。

このつながりを大切に、いわきの、東北の、そして日本の復興のお手伝いをしていけたらと思
います。
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ここで、１０月１３日（木）の予定をご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３５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　４０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。

2011.10.12 (Wed)

色
今日の青空 を見ていて思い出したことがあります。

高校生の頃、新聞で読んだ「各県のイメージカラー特集」があったんです。

東京が活気にあふれた赤とか、京都は抹茶の緑とか。

当然のことながら、自分の県もわくわくした気持ちで見るわけですね。

福島、何色だったと思いますか？

あの頃は、「いやー、福島って案外木がたくさん生えてるし緑かなぁ。京都とかぶっちゃうの
かなぁ 」とか、「いやいや、海があるしな。青って路線も捨てられない。」

なんて思ってたわけです。

ところが、現実は厳しかった！

まさかの「茶色」ですよ

がっかりしましたね～。まず、カラフルじゃないと。

でも、大人になるにつれ茶色の素敵さ にも気づけてはくるんですが、やはり思春期まっさ
かりなこの頃の私にはちょーっとだけ残念な思い出なんですよね。

と、いうわけで、あれからだいぶ月日もたち、街の様子も変わった今、ボランティアに来てく
ださった全国の皆さんの福島のイメージは何色なのかなぁなんて思ったりしました。

福島、そしていわきに住むすべての皆さんに、今日の空みたいに素敵な未来を予想してもらえ
るようなイメージカラーの街にこれからしていきたいなと心に誓いつつ・・・
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重大発表をさせていただきます！

いわきの復興のために力を貸してくれたボランティアさんに・・・！

感謝の集いを開きます！！！

活動写真の上映会や、パネルディスカッション、スペシャルコンサートや炊き出しなどを企画
しています。

今だから言えるボランティア中のあんなことやこんなこと。

そして涙なしには語れない、そんな話があふれる時間にしたい！

とにかく、みなさんとゆっくり話し合い、感謝を言いたい。

そんな企画です。

日時は１１月１２日（土）１３：３０～１５：３０

場所はいわき芸術文化交流施設アリオス　中劇場にて！

来ていただける方はぜひ盛大な拍手を！

ブログの最後のボタンに込めて、スタッフにお届けください

申込みは次のとおりです

Ｅメール、ＦＡＸまたは直接、ボランティア受付時にお申込みください。（お名前・電話番号
を忘れずに明記してくださいね）

Ｅメール：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ：0246-38-6632

遅くなりましたが・・・

１０月１３日（木）のニーズをご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：５件（３５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　４０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。
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2011.10.13 (Thu)

不安じゃない夜 
いわきの空も、すっかり秋になりました

今日は、４２名のボランティアさんがチカラを貸してくれました。

以前から、ブログにて「水曜の夜は不安になります」と言い続けてきたかと思います。
「不安にならないで」「みんな、来てくれるよ」
そんなコメントもいただきました。

わたしたちが不安に思うことで、みなさんに心配をかけてしまったかと思います

「きっと、みんなは来てくれる」そんな思いで今日を迎えること
ができたのも、みなさんのおかげです

昨日のブログにて発表したとおり、ボランティアのみなさんへの

感謝の気持ちをこめて、感謝の集いを開催します。

ボランティアセンターに来所した際にも申し込みができます。
今日も、活動に参加されたボランティアさんが申し込みをして
くれました。

開催日時：２０１１年１１月１２日（土）１３:３０～１５:３０（開場予定：１３:００）
開催場所：いわき芸術文化交流施設アリオス　中劇場
メニュー：１３：３０　　　開会

　　　　　　　　１３：３０　　　主催者あいさつ
　　　　　　　　１３：３７　　　主賓あいさつ
　　　　　　　　１３：４５　　　活動写真の上映会
　　　　　　　　１３：５５　　　ボランティアさんによるパネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　今だから言える「あんなこと、こんなこと」
　　　　　　　　１４：５０　　　スペシャルコンサート（３０分程度）
　　　　　　　　１５：２５　　　閉会
　　　　　　　　１５：３０　　　中央公園またはボランティアセンターにて炊き出し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※メニューは、変更になる場合があります。
申し込み方法　
　　　ボランティアセンターにて来所するか、ＥメールまたはＦＡＸにて申し込み願います。
　　　　その際に、名前・電話番号をご記入願います。
Ｅメールアドレス：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ番号：0246-38-6632

みなさんと一緒に、すてきな時間を過ごすことができたら・・・と思います。

ここで、１０月１４日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋内外における災害ゴミの分別・運搬：６件（４５名）
写真洗浄：１件（５名）
家具の移動：１件（５名）
ニーズ件数　８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。

※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。

活動後に資材を洗うみなさん。
いつもありがとうございます。
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2011.10.14 (Fri)

思い  
できることなら、「何とか助けてあげたい」

そんな気持ちになります。

活動場所で被災された方とお会いすると

必ずそんな思いになります。

ボランティア活動は、困っている人が

「自分でできるものは自分で」

そして、「できないところをお手伝いする」

そんなカタチがボランティア活動なのかなぁと思います。

でも、そこに被災されて方がいて困っていれば、

「すべてを助けてあげたい」そう思ってしまう。

そう思ってしまうから・・・。

被災された方のために

いわきのために

頑張りたいと思います。

どうか、もうしばらくの間、チカラをかしてください。

１０月１５日（土）のニーズをご紹介します

被災家屋内外での災害ゴミ等の分別・運搬活動：３件（１０名）

被災家屋内外での災害ゴミ等の分別活動：４件（３０名）

土砂除き活動：２件（１０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。ま
た、雨天時は屋外での活動を見合わせる場合もありますので予めご了承願います。
※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。

１１月１２日（土）は、ボランティアさんへ感謝の意をこめて「感謝の集い」を開催します。
ぜひご参加ください。詳しくは、昨日のブログをチェック！！



15

2011.10.15 (Sat)

ごめんなさい 
先日、公開しました、Ｅメールアドレスに間違いがありました。

誤　：saigai-vc@iwaki-syakyo.com

正　：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
大変ご迷惑をおかけしました

ぜひ、ボランティアのみなさん、「感謝の集い　～ボランティアのみなさん来てくれてありが
とう～」にご参加ください。みなさんの素敵な笑顔に会えることを楽しみにしています

開催日時：２０１１年１１月１２日（土）１３：３０～１５：３０（開場予定：１３：００）
開催場所：いわき芸術文化交流施設アリオス　中劇場
開催内容：１３：３０　　　開会
　　　　　１３：３０　　　主催者あいさつ
　　　　　１３：３７　　　来賓あいさつ
　　　　　１３：４５　　　活動写真の上映会
　　　　　１３：５５　　　ボランティアさんによるパネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　今だから言える「あんなこと、こんなこと」
　　　　　１４：５０　　　スペシャルコンサート（３０分程度）
　　　　　１５：２５　　　閉会
　　　　　１５：３０　　　中央公園またはボランティアセンターにて炊き出し

　　　　　　　※内容は、変更になる場合があります。

たすけあいの日
毎日いろいろな記念日があるものです。

そして、今日は「たすけあいの日」です。

日常生活での助け合いや、地域社会へのボランティア活動を積極的に呼びかける日として、
１９６５年（昭和４０年）に全国社会福祉協議会が制定したそうです。

被災者のことを想い、被災地の復興のためにチカラを貸してくれるみなさんにとっては、
毎日が「たすけあいの日」ですね。

今日は、５３名のボランティアさんが「たすけあい」の手を差し伸べてくれました。

ちなみに…、昨日は３８名のボランティアさんが集まってくれました。
（昨日、載せ忘れてしまったので… ）

原則木・金・土曜日に行っている災害救援班の活動ですが、
本日の雨のためにできなかったニーズがあり、
急きょ明日（１０／１６）も災害救援班の活動を行うこととなりました。

１０月１６日（日）のニーズ
被災小学校の清掃活動：１件（２０名）
土砂除き活動：１件（１０名）
被災家屋での震災ゴミ等の分別・運搬活動：１件（２０名）
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ニーズ件数　３件、ボランティア予定数　５０名　となっています。

※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。
また、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。

１１月１２日（土）は、ボランティアさんへ感謝の意をこめて「感謝の集い」を開催します。
ぜひご参加ください。
内容や申し込み方法の詳細は、１３日のブログにてチェック
ですが、ごめんなさい
Ｅメールアドレスが間違っていましたので、訂正いたします。
ご確認よろしくお願いします。

誤　：saigai-vc@iwaki-syakyo.com

正　：saigai-vc@iwaki-shakyo.com

大変ご迷惑をおかけしました。
みなさんの参加を心よりお待ちしております。

2011.10.16 (Sun)

すべてにありがとう
延べ５５名の優しきボランティアさんの

力強い行動力には脱帽です。

いわきボラセンは、今日で７ヵ月を迎えました。

お盆休みや災害救援班の休止期間等もありましたが、７ヵ月が経ちました。

こんなに災害復旧に時間がかかるとは・・・

延べ４万８千人を超えるボランティアさんの「チカラ」が必要になるとは・・・

あのとき、あのボラセンを立ち上げた３月１６日に誰が予想できたでしょうか

こんなにも長い間、運営できたのは・・・

福祉施設で介護支援活動をしてくれた

避難所で被災者支援をしてくれた

ボラセンの運営を手伝ってくれた

災害現場で活動してくれた

そして災害復旧にチカラをかしてくれた

全てのボランティアさんのおかげです。

そして、ボランティアさんを受け入れてくれた
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全ての地域に「ありがとう」と伝えたい。

そして、これからもいわきボラセンへのご支援とご協力を

お願いいたします。

この青い空と白い雲のように・・・早く素敵ないわきを取り戻す
ために

お知らせ
①災害救援班は、明日（１０月１７日）も急きょ活動を行うこととなりました。
災害ゴミの運搬活動の１件（８名）のみとなっておりますので、前日マッチングをさせていた
だいております。
よって、１０月１７日（月曜日）のボランティア募集は締め切りとさせていただきますので、
ご了承願います。

②※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。

2011.10.17 (Mon)

しあわせ 

お疲れ様です
今日は月曜日でしたが、被災された方からの依頼がありましたので、延べ２１名の方に活動を
していただきました。

ところで、皆さんにお会いするたび、お話をするたび、笑顔を見るたび、毎回思うことがあり
ます。

それは、「私たちは恵まれている」ということ。

ボランティアさんの中には、いわきに縁もゆかりもない方がたくさんいらっしゃいます。

けれども、なんの見返りもなくいわきの復興に力を貸してくれる。

被災者だけでなく、私たち運営スタッフ側にも気を配ってくれる。

お会いできて本当によかった。

幸せの意味であるめぐりあわせのよさを実感せずにはいられません。

だから、また笑顔でボラセンにきてください。

感謝の集いも来てください。

詳しい内容は、１０月１２日（水）のブログにて発表しています。

スタッフ一同、心よりお待ちしています！



18

＝お知らせ＝
お泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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

※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。

 2011.10.18 (Tue)

シャプラニールとともに 
いわき駅前「ラトブ」２階に、災害発生直後からいわき市復興支援ボランティアセンターに支
援してくださっていた、ＮＰＯ法人シャプラニールが被災された皆さまのための「交流スペー
ス」をＯＰＥＮしました。

この交流スペースは、いつでもどなたでも、好きな時に立ち寄ることのできるスペースです

◇ 生活情報、支援情報、イベント情報を知りたい

◇ 困っていることなどを相談したい

◇ お友達と集まっておしゃべりがしたい

◇ 編み物や刺しゅうなどの教室やミニ講演会などに参加したい

　　　　　　楽しい企画が盛りだくさんですよ。

※詳しくは、ブログをご確認ください。　http://ameblo.jp/sniwaki/

このような交流スペースを通じて、

よりたくさんの「つながり」が生まれますように・・・

お知らせ
※１１月１２日（土）は、ボランティアさんへ感謝の意をこめて「感謝の集い」を開催しま
す。ぜひご参加ください。詳しくは、１０月１３日のブログをチェック！！

※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。
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2011.10.19 (Wed)

出ました！ 
みなさん、覚えていますか？
９月１５日のブログにてご紹介した「ミステリー球根」

実は、だいぶ前から顔を出していたんです

 
でも、どんな成長を遂げるのか、まだまだわかりません。
いつの日か、きれいな花が咲くのか？見守ってくださいね

明日からの災害救援班の活動に向けて、センター前でみなさんをお待ちしています

さて、１０月２０日（木）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）

被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数　８件　ボランティア予定数　４５名となっています。

※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。

いつもわたしたちにチカラを貸してくれているみなさんへ

日頃の感謝の気持ちを込めて、１１月１２日（土）「感謝の集い」を

開催します！

詳しくは、１０月１３日のブログをチェック！！

2011.10.20 (Thu)

まだまだ終わらないっぺⅡ 

皆さん、お疲れ様です

今日は３７名の方が活動してくれました。

ところで、今日は皆さんにお知らせがあります。

３月１６日から開設されて以来、皆さんと歩んできたいわき市復興支援（災害救援）ボランティ
アセンター災害救援班ですが、１０月２９日（土）をもちまして閉所することとなりました。

今まで本当に本当にありがとうございます！

ですが・・・

まだ、ニーズが少なからず存在するのも事実で。
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毎週というわけにはいきませんが、ニーズの状況を見つつ、事前にブログ・ツイッターをとお
して広報、事前マッチングをはかっていきたいと思います。

ですので、閉所だけど終わりじゃないですよ。

皆さんのお力を必要としています。

と、いうわけで、

はりきって１０月２１日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（２５名）

被災地域での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

土砂除き：１件（３名）

引越し活動：１件（６名）

支援物資の荷降ろし：１件（８名）

被災家屋の片付け・清掃：１件（３名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数　１１件　ボランティア予定数６０名となっています。

※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。

そして！いつもわたしたちにチカラを貸してくれているみなさんへ！
日頃の感謝の気持ちを込めて、１１月１２日（土）「感謝の集い」を開催します！

詳しくは、１０月１３日のブログをチェックしてくださいね！！

2011.10.21 (Fri)

うれしかったこと
今日は、延べ６１名のこころ優しき方たちがいわき復興のためにチカラを貸してくれました

昨日、ボランティアさんに活動してもらった依頼者さんからとてもうれしい一言をいただいた
ので、
みなさんにご紹介しますね。

「今まで生きてきた中で、一番うれしかった」

わたしたちのところには、みなさんへの感謝の声がたくさん届きます。
そのすべてをみなさんにお伝えできないのが残念ですが、依頼者の気持ちを代わりに…

いつも、ありがとう！
明日もまた、いわきボラセン前にて、みなさんの笑顔をお待ちしています
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そして、いわきでのお泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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

ここで、１０月２２日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：８件（５５名）

被災地域での災害ごみの分別・整理：３件（１５名）

引越し活動：１件（５名）

ニーズ件数：１２件　ボランティア予定数：７５名となっています。

※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。

最後に、みなさんへの感謝の意を込めて「感謝の集い」を開催します！
詳しくは、１０月１３日のブログをチェックしてください

2011.10.22 (Sat)

雨の土曜日
いわきの朝は、激しい雨からのはじまりでした。

「雨でも被災者の方は待っている、そんな方たちを助けてあげたいなぁ」

そんなことを考えながら、ボランティアセンターに来てみると・・・

そこには、５９名（延べ活動者７８名）のボランティアさんの笑顔

屋内の活動でも「活動場所まで行くのに濡れてしまう・・・」そんなことをつぶやいている
と・・・

「雨に濡れてもいいと思っている。みんな、そう思っているよ。だから安心してマッチングし
なよ。」って・・・

そんな熱いこと言われたら、泣いちゃいますよ。

みんな来てくれてありがとう

　　　　　今朝の雨は、私のうれし涙。

～お知らせ～
※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
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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。 
※いわき市復興支援（災害救援）ボランティアセンター災害救援班ですが、１０月２９日
（土）をもちまして閉所することとなりました。１１月からのボランティア募集については、
ブログ・ツイッターでお知らせしますのでよろしくお願いいたします。

2011.10.23 (Sun)

カウントダウン
いよいよ１０月２９日がある週に突入です。
これまでいろいろなことがりました。

１階から５階への引っ越しや５階から外のスーパーハウスへの引っ越し。
いろいろカタチを変えながらボランティアのみなさんとともに歩んだ２２２日。

被災地を想い涙してる顔

重いガレキを一生懸命運んでいる顔

ケガをし痛みをこらえている顔

仲間と楽しそうに話をしている顔

いわきを想う顔

そして優しい笑顔

みんなの笑顔が大好きです。

みなさんと出会えたことに「ありがとう」

そしていわきの復興にチカラをいただいたことに「ありがとう」

いわきを想ってくれた方すべてに「ありがとう」

そんな「ありがとう」を伝えるために、１１月１２日（土）に感謝の集いを開催します。詳し
くは、１０月１３日のブログで！！

～お知らせ～
※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。 
※いわき市復興支援（災害救援）ボランティアセンター災害救援班ですが、１０月２９日
（土）をもちまして閉所することとなりました。１１月からのボランティア募集については、
ブログ・ツイッターでお知らせしますのでよろしくお願いいたします。
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2011.10.24 (Mon)

希望の絵画 
雇用促進住宅に住んでいる方を、訪問したときのこと。

あるお宅の一室に、一枚の絵画が飾ってありました。

「娘が描いてくれたんだ。」

色鉛筆でていねいに描かれた、一軒家。

全壊したお家が、一枚の紙の上でよみがえっていました。

「なーんにも、なくなっちまったからなぁ・・・。」

ぽつり、ぽつりと、震災当時の状況をお話ししてくださったお父さん。
毎日、空と海を眺めながら、現在は、再建にむけて考えはじめたとのこと。

娘さんが、どんな想いで、この絵を描いたのでしょう…
まさに、希望の絵画
一枚の絵画が、家族を見守り、支えているんだなぁと感じた時間でした

～お知らせ～
※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。 

※いわき市復興支援（災害救援）ボランティアセンター災害救援班ですが、１０月２９日
（土）をもちまして閉所することとなりました。１１月からのボランティア募集については、
ブログ・ツイッターでお知らせしますのでよろしくお願いいたします。

いつもわたしたちにチカラを貸してくれているみなさんへ
日頃の感謝の気持ちを込めて、１１月１２日（土）「感謝の集い」を開催します！

詳しくは、１０月１３日のブログをチェック！！

2011.10.25 (Tue)

心配かけました・・・。
いわき市復興支援（災害救援）ボランティアセンター災害救援班ですが、１０月２９日（土）
をもちまして閉所することとなりました。

・・・というお知らせをしたところ
「完全閉鎖ですか？」「ニーズの受付もしないんですか？」
という質問がきました。

みなさんに、心配をかけてしまったようですね

現在も、被災者の方から「みなさんのチカラを貸してほしい」と
いう電話が入ってきます。
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今後は、被災者の方と連絡調整をして、随時募集をしていきたいと思います。
ですから、まだ終わりじゃないですよ

１１月からのボランティア募集については、ブログ・ツイッターでお知らせしますのでよろし
くお願いいたします。
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

日頃の感謝の気持ちを込めて、１１月１２日（土）「感謝の集い」を開催します！

詳しくは、１０月１３日のブログをチェック！！

2011.10.26 (Wed)

興味をもって
今まで皆さんに、いわきの現状やお祭り、観光名所、いわきにまつわる様々な由来についてお
伝えしてきました。

ですが、正直なところ、地元民といえど、最初からいわきをこんなに知っていたわけではない
んです

震災が起きて、たくさんの被災者の方とお会いしたり、ボランティアさんが入る現場の確認に
行ったり、給水活動をしているうちに、地元をもっと知りたくなったというのが真相なんです
よね

今回の震災による影響で、さらに高齢化が予想されるいわきですが、こんなときだからこそ、
私たちのように若い世代でも同じような経緯から地元愛をもち、地元のために活動する人も少
なくないはずです。

何が言いたいのかというと・・・

興味をもてばなんでもできる！
体育会系ではない私が根性論 みたいなのを語るのは気が引けるのですが、復興には大事な
気持ちだなって思うんです。

好きの反対は無関心です。

いわきの皆さんには、もっと地元に関心をもって、これからに繋げられるいいところを探して
ほしい。

市外・県外の皆さんには、被災地が置かれている現状を「正確に」知り、出来るなら一緒に支
えてほしい。

そんな気持ちからこのブログを書かせていただいています。

と、いうわけで！

これからもスタッフ一同頑張りますよ！

応援よろしくお願いしまーす！！

それでは、１０月２７日（木）のニーズをご紹介します。
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被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（３０名）
被災地域での災害ごみの分別・整理：２件（５名）
土砂・ガラス等除き：２件（５名）
片づけ・清掃：１件（５名）
ニーズ件数：１０件　ボランティア予定数：５０名となっています。
※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。

また、少し早いですが、１０月２９日（土）と３０日（日）に物資配布のお手伝いを募集します。
開始時間の関係上、事前マッチングとさせていただきます。
２９日（土）１０名、３０日（日）２０名の予定です。
参加ご希望の方は、電話、もしくは直接スタッフまでお願いいたします。

電話：０２４６－３８－６６３１

最後に、みなさんへの感謝の意を込めて「感謝の集い」を開催します！
詳しくは、１０月１３日のブログをチェックしてください

2011.10.27 (Thu)

手と笑顔と言葉
これまでいわきを支えてくれたみんなの「手」

やさしくて、あたたかくて、ぬくもりがあって

母のような、父のような、兄弟姉妹のような、恋人のような、親友のような・・・

そんなみんなと握手がしたい

活動で傷つき、疲れて、汚れても・・・私は、

みんなの「手」が大好きです。

みんなの「笑顔」が大好きです。

みんなの「言葉」が大好きです。

みんながいわきを想ってくれている以上に、私は、みんなが大好きです。

いつまでも一緒に活動がしたい。みんなが想う以上に・・・私はそう想っています

今日は、５５名（延べ７５名）のボランティアさん来てくれてありがとう

お知らせ①
１０月２８日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（５０名）

写真洗浄等活動：１件（５名）

ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：５５名となっています。

※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。
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最後に、みなさんへの感謝の意を込めて「感謝の集い」を開催します！
詳しくは、１０月１３日のブログをチェックしてください

お知らせ②
いわきでのお泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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

2011.10.28 (Fri)

みんなの笑顔のために・・・。 
「春になったら、ボランティアさんとここでバーベキューするんだ」
うれしそうに話す被災者の方がいました。

何度もボランティアさんが活動し、少しずつきれいにしてきたお宅です。

みなさんのチカラを借りるとき、
「被災者の方とのコミュニケーションを大事にしてください」
とお願いしています。

被災して７か月が過ぎ、被災者の方も疲れています。
みなさんが活動することで、被災者のお宅がきれいになることもたいせつですが、
疲れた被災者の方の話を聴いて、コミュニケーションをとることも、
たいせつなたいせつなボランティア活動なんです。

みなさんがゆっくり話を聴くことで、被災者の方たちの笑顔が増えます

そんな時間が少しでも増えるように・・・。

今日は、６４名（延べ８４名）のボランティアさんがみんなの笑顔のために活動してくれまし
た。
みなさん、いつもありがとうございます

いよいよ最終日・・・１０月２９日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：５件（４５名）
物資配布：２件（１０名）
ニーズ件数：１３件　ボランティア予定数：８８名となっています。

※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。

最後に・・・、みなさんへの感謝の意を込めて「感謝の集い」を開催します！
詳しくは、１０月１３日のブログをチェックしてください
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2011.10.29 (Sat)

復活宣言 
ありがとう

来てくれてありがとう

今日は、延べ１９９名の方が活動してくれました。

「被災された方を救いたい」そんな想いでいわきボラセンが立上がり、それに応えるように県
内外からたくさんの優しいキモチと熱いチカラを持ったボランティアさんがこの地を訪れてく
れました。

これまで延べ４９，５９０名のボランティアさんが、いわきを、そして被災された方を暖かい
手で包み込んでくれました。
ボランティアさんのそれは、雲の上を歩いているような、夢を見ているような、そんな気持ち
にさせてくれます。

いわきのために「チカラ」を貸していただいた皆さんは、「仲間」です。

かけがえのない「仲間」です。

感謝しても感謝しても感謝しきれません。

そして、感謝を表すコトバが見つかりません。

今、言えることは・・・

「来てくれてありがとう」

いわきボラセンは終わらない。
そこに被災された方いて、助けを必要としている限り、何らかの
支援活動をしていきたいと思います。

これまで、かかわってくれた、すべての方に「ありがとう」

そして、これからも「よろしくお願いします」

みんなとってもカッイイです

お知らせ①
災害救援班は、復活します。
１１月４日（金）、（土）から再開します。
なお、これまで同様、災害ボランティア経験者のみとさせていた
だきます。
また、ニーズ件数も減少しており、活動場所をご紹介できない場
合もありますので、ご了承願います。

お知らせ②
１０月３０日（日）の物資配布会のボランティア募集は、定員となりましたので、締め切らせ
ていただきます。
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2011.10.30 (Sun)

一緒に・・・。
昨日、みなさんに復活宣言したいわきボラセンですが…。

今日は、４９名のボランティアさんが活動してくださいました

そのうち２９名は、事前マッチングでの物資配布会での活動でした。
朝早くから夕方まで、本当に本当にお疲れさまでした

そして、あとの２０名は…。

スーパーハウス内の片づけや資材の洗浄・整理などをお願いしま
した。

いわきボラセンは、何度も引っ越しを繰り返し、
１階のスーパーハウスにて活動を続けてきましたが、
スーパーハウス内もきれいにすることになりました。

こうなると、少しさみしい気もしますが…。

何度も言っていますが、もう一度いいますね。

終わりじゃないですよ

１１月４日（金）、５日（土）には、少しすっきりしたボラセン
で、みなさんの笑顔をお待ちしています。
なお、これまで同様、災害ボランティア経験者のみとさせていた
だきます。

今後についても、ブログ・ツイッターにて広報していきますので、みなさん、チェックしてく
ださいね。
そして、チェックした際には、ぜひ拍手 の方もお願いします

また、ニーズ件数も減少しており、活動場所をご紹介できない場
合もありますので、ご了承願います。

おまけ

スタッフもデッキブラシを持ってみなさんと一緒に活動しまし
た。
なかなか見れないショットだと評判だったので、載せてみました。

2011.10.31 (Mon)

ハロウィン
トリック・オア・トリート！

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

今日はハロウィン ですね。
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もし、今日がボラセンの活動日だったなら、ボランティアさんの中に仮装 して来た人がい
たんじゃないかなぁなんて思ったりしていたところです。

ハロウィンとは、もともと教会の催しなわけですが、日本人ほど色んな思想に寛容な国はない
とつくづく思います。

他にもバレンタイン やクリスマス

日本人はもともと楽しいことが好きなんですよね。

だから私たちはボラセンに来てくれるボランティアさん達が大好きです！

だって・・・

一緒にいて楽しい！

今はまだ大変な時期だけれど、どうせ乗り越えなければならないことなら楽しくいきたいじゃ
ないですか

これから、まだまだ皆さんの力を借りると思います。

けれど、心配はしていません。

これからも楽しく乗り越えていけたらいいな

そんなことを思った一日でした。

＝お知らせ＝
１１月４日（金）、５日（土）も災害救援班の活動を行います。

詳細は明日のブログにて。

2011.11.01 (Tue)

感謝の集い～お誘いふたたび 
「スーパーハウスが片づき、資材プレハブが片づき…
いいことなはずなのに、さみしいです 」
というコメントをいただきました。

また、先日の片づけの時に、きれいに机とイスが並んだ５階会議室（本当は、会議室だったん
ですよ）を見て、
「ここで座って待ってたなぁ…」
「こんなに広かったんだ」
という話を聞くこともできました。

いわきボラセン、たくさん引っ越しをしましたね。

１階から５階、そしてまた１階へ…。
それぞれの場所でたくさんの思い出があります
みなさんとの会話、さまざまなニーズ…。

みなさん一人一人と、
今までのこと、これからのこと…。
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話したいことがいっぱいです

１１月１２日（土）の「感謝の集い」へ、ぜひ参加してください。

内容や申し込み方法など詳しくは、１０月１３日のブログをチェック

そして、チェックした後は、拍手もよろしくお願いします

そして、やっぱり終わりません。
まだまだみなさんのチカラが必要です

では、今後の災害救援班の活動について、お知らせします。

１１月４日（金）のニーズ
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５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：２０名となっています。

※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。

2011.11.02 (Wed)

季節はめぐっても… 
みなさんが初めてボラセンに来たのは、いつごろですか？

４月当初、現在スーパーハウスがあるところに
テントを張ってボランティア受付を行っていたんですよ。
まだコートが手放せないほどに寒いころでした。

テントですから、風が吹きまくるなか、
みなさんの受付簿・受付カードが飛ばされないように気を遣いながらの受付でした。

それから…
暖かくなって、コートがいらなくなり
暑くなって、スーパーハウス内もクーラーをつけるようになり…

そして、また肌寒い季節がやってきました。

季節はめぐりましたが、
変わらないものがあります。

「みなさんが大切 」ってことです。

テントで、風から守り抜いた受付簿・受付カード。
そこには、みなさんのキモチがつまっているから…。

わたしたちの大好きな、大切なみなさんへ

１１月１２日（土）「感謝の集い」があります

まだ、席に余裕がありますので
みなさんぜひぜひご参加ください
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申し込み方法 　
　　　ボランティアセンターにて来所するか、ＥメールまたはＦＡＸにて申し込み願います。
　　　　その際に、名前・電話番号をご記入願います。

　　　Ｅメールアドレス：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
　　　ＦＡＸ番号：0246-38-6632

「感謝の集い」の詳しい内容は、１０月１３日のブログをチェックしてください

それでは、次回の活動日のニーズをお知らせします

１１月４日（金）のニーズ

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件（１０名）
土砂・ガラス等除き：１件（５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：３０名となっています。
※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。

2011.11.03 (Thu)

指おり数えて♪  
指おり数えて…ついに「感謝の集い」まで10日をきり、カウントダウンがはじまりました

また、震災がおきてから、もうすぐ８ヶ月という歳月をむかえようともしております。

様々な「オモイ」を胸に…

今まで出逢った「つながり」をより強く、あつくするため…

11月12日は、ぜひ、「感謝の集い」へお越しください

今までご支援くださったたくさんのボランティアさんとともに、ここ「いわき市」で、新たな
一歩を踏み出すためにも、スタッフ一同、心よりお待ち申しております

このいわきボラセンで出逢った仲間に、みなさんお声をかけあっていただけたら嬉しいです

よろしくお願いします

「感謝の集い」の詳しい内容は、１０月１３日のブログをチェックしてくださいね

１１月４日（金）のニーズ

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件（１０名）
土砂・ガラス等除き：１件（５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：３０名となっています。
※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。

あなたの拍手が、いわき市に届きます!!
こちらをポチッとな
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2011.11.04 (Fri)

再開しました！  
先週末の災害救援班閉所から一週間も経ちませんが…。
災害救援班、再開しました

「みんな来てくれるかなぁ…」「いや、きっと来てくれる」
そんな想いでセンター前に来てみると…
 
やっぱり、来てくれました

みなさんの笑顔がわたしたちを元気にしてくれます。

みなさんがいるから、わたしたちも頑張れる。

いつもいつも感謝の気持ちでいっぱいです。
だから、みなさんにぜひ「感謝の集い」に来てほしいです。

席にまだ余裕があります

開催日時
　　　平成23年11月12日（土）13：30～15：30（開場予定　13：00）

開催場所
　　　いわき芸術文化交流施設アリオス　中劇場

内容
　　　13：30　　　開会
　　　13：30　　　主催者あいさつ
　　　13：37　　　来賓あいさつ
　　　13：45　　　活動写真の上映会
　　　13：55　　　ボランティアさんによるパネルディスカッション
　　　　　　　　　　　今だから言える「あんなこと、こんなこと」
　　　14：50　　　スペシャルコンサート（30分程度）
　　　15：25　　　閉会
　　　15：30　　　中央公園にて炊き出し 　　　※内容は変更になる場合があります。

申し込み方法　
　　　ボランティアセンターにて来所するか、ＥメールまたはＦＡＸにて申し込み願います。
　　　　その際に、名前・電話番号をご記入願います。

　　　Ｅメールアドレス：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
　　　ＦＡＸ番号：0246-38-6632

当日、みなさんにお会いできることを楽しみにしています

その前に…
１１月５日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（２０名）
引越し：１件（５名）
ニーズ件数：５件　ボランティア予定数：２５名となっています。
※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。

また明日、センター前にて、みなさんの笑顔をお待ちしています
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2011.11.05 (Sat)

そんな間柄 
秋晴れの下、延べ５０名の方が活動してくれました。

朝、みなさんの顔を見るとホッとします。ありがとう

感謝の集い　～ボランティアのみなさん来てくれてありがとう～（１１月１２日（土）アリオ
ス中劇場／１３時３０分開会）

今、私たちボランティアセンタースタッフは、感謝の集いでボランティアのみなさんを迎え入
れるため、準備を進めています。

ゲストのみなさんが来ないと「ショー」は始まりません。

私たちは、いわきを変えてくれた、被災者を支援（救援）してくれたみなさんとともに、楽し
い時を過ごしたいと思います。笑顔でお会いできることを期待しています。

被災された方からボランティアセンターへ

ボランティアセンターからボランティアさんへ

ボランティアさんから被災された方へ

被災された方からボランティアさんへ

ボランティアさんからボランティアセンターへ

そして、ボランティアセンターから被災された方へ・・・と。

すべてを「つなぐ」そんな関係でいたい。いつまでもずっと・・・

～お知らせ～

１１月１０日（木）、１１日（金）、１３日（日）に災害救援班の活動を行う予定です。

詳細は月曜日（１１月７日）のブログにて。
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2011.11.06 (Sun)

一輪の向日葵 
ぐるっと いわきを一周・・・

むかし遊んだところ

地震でカタチが変わってしまったところ

津波でガレキに埋もれてしまったところ

ボランティアさんが一生懸命、片付けてくれたところ

そんなところに、元気に咲いている向日葵

１１月というのに、元気に咲いていた一輪の向日葵
向日葵も頑張っているなら、私たちも頑張らないといけないね

被災された方が少しでも向日葵 のような笑顔になるように

もう少し頑張りたいと思います。

ボランティアさんの笑顔とともに・・・

私たちの笑顔でいわきを向日葵 のような笑顔のまちに

そんなことを想った雨の日曜日。

～お知らせ①～
１１月１０日（木）、１１日（金）、１３日（日）に災害救援班の活動を行う予定です。
詳細は曜日（１１月７日）のブログにて。

～お知らせ②～
１１月１２日は感謝の集いがあります。ボランティアのみなさん全員集合！！
詳細は、１１月４日（再開しました！）のブログにて・・・。

2011.11.07 (Mon)

忘れてません。  
１１月１２日開催の「感謝の集い」には、お申込みしていただけましたか？
現在、着々と準備を進めている状況です。

久しぶりにお会いしたボランティアさんから、
「わたしが活動していたのは、少しだけだから…。」
「最近、ずっと活動してないし、忘れられちゃってるんじゃないかな。」
という声を聞きました。

ぜひ来てください

みなさんのことを覚えていますから
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４月のテントでの受付のころ、
学校や会社が休みになったのでボランティアに来た、という方がたくさんいました。

学校が始まり、会社が始まり…
ボラセンに顔を出せることがなくなった方もたくさんいましたが、
一人ひとりが、わたしたちの大切な仲間です。

数回の活動でも
ずっとボラセンに来てなくても
遠慮しないでください。

久しぶりに、みなさんの顔が見たいです。
久しぶりに、みなさんと話がしたいです。

ぜひぜひ「感謝の集い」に来てください。
詳細は、１１月４日（再開しました！）のブログにて・・・。

その前に、災害救援班の活動についてのお知らせです。
今週は、１０日（木）・１１日（金）・１３日（日）が活動日となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

１１月１０日（木）は、ボランティア予定数：２０名となっています。

※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。

2011.11.08 (Tue)

うつりません  

皆さん、こんばんは

ボランティアニュースの時間 です。

いわきボラセンスタッフの身の回りで起こる最新のニュースをいち早くお送りします！

ところで・・・

いわきといえば、車 ですよね

え？なんで車なのか分からない？

それは、いわきの被災地にボランティアに出かけるには車が必須ですし、車の塗装、ブレーキ
の工場なんかもいわきにあるんですよ

と、まぁ車の製造にいわきもちょっと活躍しているわけなんですが、

いわきナンバーで関東を走っていると追いかけられたり、車にイタズラされるという悲しい出
来事を最近よく耳にします。

いわきのボラセンに来るボランティアさんが優しい方たちばかりなので、にわかに信じられな
い話ですが、放射線の正しい知識がないがゆえに起こっていることなんでしょうね。

しかし！
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この状況を打破すべく、立ち上がりました！

ブログを書きながらインターネットで勇ましく検索、検索、検索・・・。

するとびっくり

情報の少ないこと

けれど分かったのは、主に専門家と呼べるのが放射線科医であること。

それが福島県内には６名、それに関する専門医が他４名の１０名ほどしかいないということで
した。

あとは放射線の危険性

それに対処するための食事くらいでした。

嫌がらせをする人に同情はしないけれど、もっと日本全体で勉強していかなければならない課
題だと思いました。

けど、これだけは言えます。

放射線はうつらないですから！

大事なことなので、２回言いますからね

放射線はうつりません！！

と、いうわけで、ボラセン隊員は今日も明日も皆さんにホットな情報をお届けすべく頑張りま
すよ
そんなボラセンスタッフに会いに、ぜひぜひ「感謝の集い」に来てください。
詳細は、１１月４日（再開しました！）のブログにて・・・。

その前に、災害救援班の活動についてのお知らせです。
今週は、１０日（木）・１１日（金）・１３日（日）が活動日となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

１１月１０日（木）は、ボランティア予定数：２０名となっています。

※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。

そして、番組の最後にスペシャルクーイズ

このブログの一番上にいる犬の種類はなーんだ！

正解者には・・・

それでは、また明日！
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2011.11.09 (Wed)

自然のチカラ 
みなさん、今年の紅葉を楽しんでいますか？

こちら、いわき市でも、山間の紅葉が見ごろになってきました

自然が生み出す紅葉のグラデーションは、とても美しく心が癒されます。

自然のチカラは、言葉では言いあらわせないほど神秘的だと感じました。

一方では、今年ほど、自然の恐ろしさを思ったことはありません。

３月１１日の大震災。

自然のチカラに恐怖感を覚え、今までにないすさまじさを思い知らされました。

今あらためて思うことは、
こうした「自然のチカラ」に、私たちは日々いかされているんだなぁ…ということ。

大震災で失ったことも数多くありますが、様々な出逢いや学びがあったことも事実。

そして、あんなに恐ろしいと思った自然のチカラを、
今は、紅葉という自然のチカラを感じて、心を癒されているという現実。

「自然のチカラ」それは、果てしない可能性を秘めているチカラなのかもしれません。

その「チカラ」をどのように感じ、いかすのかは、自分次第。

がんばることは、無理をすることではありません。

どうか、被災された方々、そしてボランティアのみなさんにとって、
「自然のチカラ」が、幸せな未来へつながる「チカラ」になりますように・・・

「感謝の集い」、まだまだ募集中！！
「感謝の集い」詳細は、１１月４日（再開しました！）のブログにて・・・。

１１月１０日（木）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（３５名）

被災家屋での災害ごみの分別・整理：１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：６０名となっています。

今週は、１０日（木）・１１日（金）・１３日（日）が活動日となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

※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。

この拍手が、みんなの「チカラ」に
ぽちっとな！
　　↓
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2011.11.10 (Thu)

緊急募集！ 
今日は、２３人の熱い想いをもったこころ優しき方々が、活動してくれました。
昨日のブログで、急きょ６０名必要というところを、２３名でお願いしたので、みなさん大変
だったと思います

でも、みなさんは、ひとりで何人分もの気持ちをもっているので、大丈夫と送りだしてしまい
ました
むちゃぶりなマッチングにも笑顔で応えてくれるみなさん
いつもいつも、ありがとうございます

１１月１２日の「感謝の集い」まで、あとわずかとなりました。
当日、皆さんの笑顔に会えることを楽しみにしています。

そして
緊急募集です

１１月１２日（土）「感謝の集い」の模様をビデオ撮影してくださる方を大募集いたします。
皆さんへの感謝の意を込めた「感謝の集い」ぜひ記録として残して頂きたいです。

我こそは！という方は、メールかファックスにてご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

　　　　Ｅメールアドレス：saigai-vc@iwaki-shakyo.com
　　　　ＦＡＸ番号：0246-38-6632

…と、その前に
１１月１１日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（１５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件（３０名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：７件　ボランティア予定数：５０名となっています。
※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。

今後の災害救援班の活動日は、１１日（金）・１３日（日）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

2011.11.11 (Fri)

晩秋  
晩秋の候、云々・・・

最近、こんな始まりで文書を書くことが多くなりました。

まだ冬ではないんですね

大人になり、時候の挨拶を使うようになるまでいつが春で、夏で、秋で、冬でなんて考えたこ
ともありませんでした。
けれど、季節は巡りましたね。



39

皆さんとお会いしてからもうすぐで１年となりそうです。

残りの季節「冬」ですが、冬の醍醐味はサンタ さんとお年玉 ですよね！

明日、皆さんにそれを合体させたくらいのサプライズと愛をお送りできるかなと思っていま
す！

でも、どうしても来れないって方もいると思います。

そんな時は愛のクリックを

ブログの左下に毎回存在する「拍手 」のボタン。

当日、来るよ って方もそうでない方も、クリック、クリック、クリック！

お待ちしています

2011.11.12 (Sat)

ありがとう 
ボランティアのみなさん来てくれてありがとう

関係者のみなさんありがとう

そして、ゴスペラーズのみなさんありがとう

みなさんに感謝したいから

みなさんにありがとうを言いたいから

みなさんの笑顔が見たいから

　　　感謝の集いを開催させていただきました。

いわき市でボランティア活動したみなさん

いわき市以外でボランティア活動したみなさん

全国の熱いチカラと優しいキモチをもったボランティアのみなさん

　　　ありがとう 　ずっと、仲間でいさせてください・・・。

本当にありがとう  

さてさて、明日のニーズをお知らせ!! 

ニーズ５件、 ６０名になっております 

内容は、震災ゴミの片づけ運搬 及び 
ボラセンの片づけです 

よろしくお願いします☆
〜爆笑のパネルディスカッ
ション〜

〜感動のゴスペラーズのライ
ブ〜
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2011.11.13 (Sun)

余韻・・・ 
昨日からの秋晴れ

日ごろの行いが良かったのか・・・とにかく秋晴れだった今日一日

昨日は、軌跡の活動写真上映と爆笑のパネルディスカッション
そして奇跡のゴスペラーズのコンサート
閉会後には、ホームヘルプセンター職員による愛情たっぷりのトン汁、おにぎりの炊き出
し・・・など。
私たちは、精一杯の感謝を込めて、ボランティアのみなさんをお迎えさせていただきました。

でも駐車場や段取り不足など、みなさんにはご迷惑をおかけしたかなぁと思います。
まだまだ、本センター職員は、修行が足りません

そのあと、ボランティアのみなさんは、夜の街に・・・聞いた話によると、午前２時や３時ま
で
交流があったとか、なかったとか・・・

それでも、朝、笑顔で会えたとき・・・

うれしさと感謝の気持ちで私だけ雨の空

それは、きっとうれし涙だよね

本日は、昨日の余韻を残したまま、延べ６１名の方が活動してくれました。

ありがとうございます

あっ！！　延べ活動者５万人突破！！　５万人目は、「か〇しま　し〇る」さんです

今度は、１１月１８日（金）１９日（土）にお会いしましょう！！

～尾木くんが受付・・・？～ ～みんな良い顔してます～ ～会場で笑いがおきてますよ～

～みんな頑張って作りました～～鍋でかっ～ ～少し寒いかな～
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2011.11.14 (Mon)

思い出の場所で 
初日の出が有名な場所だったんですね。

全壊になってしまった建物で、ずっと活動をしていたボランティアさんの言葉です。

海沿いにあったため、津波と地震の被害を受け、
どこから手をつけたらよいのわからないような状態でした。

そこから、みなさんの手によって、何もない状態まできれいになりました。

何もない、本当に何もない状態まできれいになりました。

すべてがきれいになってから、自分が活動を続けていた場所が
地元では、初日の出の絶好ポイントだったということを知ったそうです。

そんなボランティアさんが
みんなの思い出の場所に…
手作りのベンチを用意してくださいました

ノートも置いてあります。

ここに座ってみてください。
いろんな想いがあると思います。
それをノートに書いてみてください。

みんなの想いがノートいっぱいになった時、
みんなの笑顔もいっぱいになりますように…。

※災害救援班の活動日ですが、今週は１８日（金）、１９日（土）となります。
　ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
　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。

　詳しくは、明日のブログにて。

2011.11.15 (Tue)

紅葉 

だいぶ寒くなってきましたね
今年は、例年より時間の経過が早く、そして、暖かかったような気がします。
きっとそれは気温的なものというよりも、私たちの近くでボランティアさんがずっと支えてく
れていたからなのかなと思います。

４月、私たちを励ますかのように咲いていた桜ですが、あまり人に見られることなく終わって
しまいました。

と、まぁこんなこと言ってますが、花言葉の一つも知ないのはご愛嬌
いいんです。難しいことは置いておいても！
だって、そんなこと知らなくたって花は綺麗だし、秋になれば葉は色づくんです。
ここまで言えば何が言いたいか分かりますね？



42

そうなんです！

花見はなんだかんだで出来なかったけれども、紅葉はぜひ見にいってほしい！

おなじみ、いわきの（自称）観光大使が紅葉スポット をご紹介 （≧ω≦）

まず１つめ！
福島県唯一の国宝、「白水阿弥陀堂（しらみずあみだどう）」
紅葉のみならず、仏教のシンボル花でもある蓮も見事です。

２つめ！
観光大使なのに説明軽っ って思った方。
自称ですから気にしない

話を戻して・・・いわき市にはなかなか読みづらい地名が多いですが、これもその一つかもし
れません。

「四時川渓谷（しどきがわけいこく）」
いわきの名水が存在する場所です。
行ってみたい、歩いてみたい日本の遊歩百選にも選ばれています。

ラストを飾るのは「龍神峡」
水戸光圀候が訪れたと思われる古文書が残るロマンあふれる場所です。

さて、３つご紹介が終わったところで、前々々々回くらいの答え合わせです。

ブログ冒頭のワンコは・・・
「ジャック・ラッセル・テリア」でした

それでは、１１月１８日（金）のニーズをお知らせします！

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（３５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：４０名となっています。

※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。
今後の災害救援班の活動日は１８日（金）、１９日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

2011.11.16 (Wed)

合言葉は・・・ 
きれいに 片付けちゃいました。

プレハブも資材庫も・・・

色んなこと・・・ボランティアさんありがとう

何回も何回も災害救援班は、引越して・・・

１階から５階へ

５階から外のプレハブへ ▲一生懸命片付けてくれました
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そして・・・プレハブから復興支援ボランティアセンター本部へ

あっ！！　マッチングは青空ですけど

んっ！！　資材も青空か・・・

だから、晴れることを祈ります。

みなさんの笑顔があれば、必ず晴れます。

「活動日はいつも晴れ」を合言葉に

お知らせ

１１月１８日（金）のニーズをお知らせします！

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（３５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：４０名となっています。
※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。

今後の災害救援班の活動日は１８日（金）、１９日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

2011.11.17 (Thu)

希望のパン 
海のすぐそばのパンやさん

津波で、大きな 大きな被害をうけました

もう、営業は無理だろう…

当時は、廃業とも思ったそうです

そんなとき、知人から「災害ボラセン」のことを教えてもらいました

どんな作業も、丁寧に引き受けてくれたボランティアさん

嫌な顔ひとつせず、最後まで手伝ってくださったボランティアさん

そんなボランティアさんの姿が今でも　忘れられないそうです

そんなボランティアさんの想いが　今　パンを焼くエネルギーになっています

ボランティアさんがいてくれたから、

今こうして、子どもたちに「パン」を届けることができる

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
こんな話を、先日の感謝の集いで話してくださった依頼者さん

涙ながらに、当時の想いや、感謝の気持ちを聞かせてくださいました

▲いったいスコップは何丁
　あったんだろう
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ボランティアさんの想いがぎゅっとつまった「希望のパン」

これからも　たくさんの子どもたちに届きますように…

「ボランティアに行こう！」
そんなボランティアさんの熱いオモイと優しいキモチが、今こうして、いわき市復興のチカラ
になっていることを実感した１日でした

お知らせ

１１月１８日（金）のニーズをお知らせします！

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（３５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：４０名となっています。
※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。

今後の災害救援班の活動日は１８日（金）、１９日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

2011.11.18 (Fri)

今日の誕生花～ポインセチア 
今日は、１８名のボランティアさんが活動してくださいました。
寒い中の活動ありがとうございました。

最近本当に寒くなりましたね。

今日の誕生花、何種類かあるんですが、“ポインセチア”も今日の誕生花なんですよ。
“ポインセチア”といえば、“クリスマスフラワー” とも言われています。

そろそろサンタさん も、子どもたちへのプレゼントの準備に忙しくなってきたころでしょ
うか。

皆さんは、「世界中のこどもたちが」って歌をご存じですか

世界中のこどもたちが、一度に笑ったら、空も海も笑うだろう…って歌です。

子どもの笑顔は、元気をくれます
今年のクリスマス、子どもたちの笑顔でいっぱいになりますように…。

さて、クリスマスの準備はサンタさんにお任せして、
明日、１９日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（２８名）

引越し：１件（２名）
ニーズ件数：４件　ボランティア予定数：３０名となっています。

※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。

今後の災害救援班の活動日は、１９日（土）、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
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お知らせ
いわきでのお泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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

2011.11.19 (Sat)

第二のふるさと 
突然ですが、今日の活動でお疲れであろう皆さんに、田舎者の定石をお教えします

大抵の場合において、田舎者は田舎者であることを必死で隠そうとします！

例えば、都会でおっきな遊園地 に行ったとしますね。

すごいなぁ、と心の中では思っているのに、「いや、いわきにある○○の方がすごいし」と
か、「（ちょっと都会ぶって）いや、こっちによく来てたから、何回か来たことあるよ 」
とか強がりを言ってしまうわけです。

いわきの（自称）観光大使こと私も、お恥ずかしながら、かつてその例外ではありませんでした。

田舎だから都会より劣っている

そう思っていたんですよね。

しかし、ある時、友人から

「田舎があっていいなぁ。私は実家も東京だから」

こんな風に言われたんです。

驚きの一言でした。

私にとって田舎はみんなに当然あるものだと思っていたので

そして、自分に田舎がなかったとしたら、と考えたら少し寂しい気持ちになったのを覚えてい
ます。

離れて初めて分かるのですが、田舎には確かに都会ほどの華やかさはありません。

けれど、そこには都会にはない温かさがある。自然の癒しがある。安らぎがあるんですよね。

とある牧場で有名になった田中○剛さんも地元で脚光をあびることになりました。

田舎だから出来ないなんてことはないし、自分の田舎のことももっと知ってほしい、と思った
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出来事でした。

きっとボランティアさんの中には私の友人のような方も中にはいるのかなと思います。

もちろん、田舎あるよ、って方もいるでしょう。

でも、どんな方であろうと、ここで会ったのも何かの縁。

いわきに来た、それだけで、いわきは皆さんの第二のふるさとです。

これが、私たちいわき市民のために全力で力を貸してくれた方々へのせめてものお礼かなと
思っています。

いわきにまたお越しいただけたなら、笑顔でこたえますよ！

「おかえりなさい！！ 」
あ、今日の活動人数は３３名でした。

ありがとうございます！！

今後の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。

2011.11.20 (Sun)

社協  
今日は、北茨城で震度５強の地震がありました。

「あの日のこと」を頭の片隅に追いやっていたのに、また思い出しそうです

今年は、さまざまな災害があった年でした。
大地震・大津波・台風・豪雨・洪水・竜巻・・・そして原子力発電所の事故など

私たちはこれから、「何ができるのか」「何をしなければいけないのか」を考え、
「自分ができること」「自分がしなければいけないこと」を見つけることが大切なんだと思い
ます。

私たち社会福祉協議会の職員も「社協ができること」「社協がしなければならないこと」をも
う一度、見つめ直し、地域の復興支援活動に取り組んでいきたいと考えます。

そして・・・

　被災された方とともに
　地域の方とともに
　ボランティアさんとともに

　　　手をとりあって・・・

今後の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
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2011.11.21 (Mon)

こころの休息 

最近、寒い日が続いていますね
あさ、布団からでるのがつらくないですか

ところで、皆さんはきちんと休んでいますか？
人がエネルギーを消費するのは、身体的疲労と精神的疲労があるそうです。

身体的疲労については、とにかく食べて、とにかく寝る
そうして、人間は身体的エネルギーを充電するそうです。

精神的疲労は…
一番エネルギーを消費するそうです。
そして、簡単には充電できないエネルギーなんです。

そんなときは、とにかく食べて、とにかく寝る

そう どんなときも食べて、寝る。これが大切

一緒に、ゆっくり休む時間をつくりませんか？
一日のうち、少しでいいから、
身体を休めて、こころを休めて…

今後の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.11.22 (Tue)

うれしい反応 
いろいろなところで、「ブログチェックの後には、拍手を 」
とアピールしたのが良かったのでしょうか？

最近、ブログの拍手が増えてきました
そんな反応が、毎日とてもうれしいです。

わたしたちは、毎日こうしてみなさんにいわきやいわきボラセンについて広報しているわけで
すが、
皆さんに伝えたいことがたくさんあります。

「こんな言葉づかいで、みんなに伝わるかな？」
「こんな風に言ったら、みんな来てくれるかな？」

いろんなことを考えながらブログを書いています。

そして、皆さんの反応がわかるのが、
「拍手 」と「コメント 」なんです。
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わたしたちが落ち込んだブログを書いていると、
「大丈夫だよ」とコメントをしてくれたり。
そんなところでも、皆さんとのつながりを感じることができて、とってもうれしいです

皆さん、ブログを見たらぜひ「拍手」をクリック
そして、ぜひぜひ「コメント」も

では、ここで次回活動日２５日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）

被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：４５名となっています。

※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。

今週の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

２５日（金）は、かなり皆さんのチカラが必要になります。
青空マッチングにはなりますが、皆さんの笑顔とチカラをお待ちしています。

さあ！２５日に「行ける！」という方も、「この日はちょっと…」という方も、
拍手 拍手 拍手  

2011.11.23 (Wed)

社協マン 
これまで、ボランティアさんとともに災害復旧活動をしてきました。

これまで、ボランティアさんとともに地域復興支援活動をしてきました。

これまで、ボランティアさんとともに相談活動をしてきました。

これからも、ボランティアさんとともに被災者支援活動をしていきたい。

今、必要なのは、さまざまなカタチのボランティアさんのチカラであり、ともに活動する私た
ち職員の「熱いチカラ」と「優しいキモチ」ではないでしょうか。

これまで、「熱いチカラと優しいキモチをお願いします。」とボランティアさんたちに向けて
メッセージを送ってきました。
もしかすると、このメッセージは、自分たち社協職員にも送っていたのかもしれません。

もちろん、私たちは、自分たちが思う「熱いチカラ」と「優しいキモチ」でこれまで被災者支
援活動をさせていただきましたが、「熱すぎるチカラ」と「優しすぎるキモチ」のような感覚
が必要なのかもしれません。

最近は、寒さ も増しています。
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私たちの「暖かさ」で被災者を・・・被災地域を・・・そしてボランティアさんを包み込みたい。

そんな社協マン （ボラセンマン）であり続けたい。

１１月２５日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：４５名となっています。

今週の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.11.24 (Thu)

ロマン 
今朝方みた夢のお話

舞台はいわきにある「アンモナイトセンター」

化石が掘れることで有名なこの場所で、口ヒゲを生やしたちょっと渋い方達 とひたすら化石
を掘り続ける、そんな夢でした。

たったそれだけなのに・・・

すごく楽しい！！

そうそう、ロマンってこうだよなぁ

第一に自分が楽しくて、一生懸命になれて、他人に理解されなくたって自分の思う道を進んで
いく、みたいな。

起きてからふと思ったのは、これってまさしくうちに来ているボランティアさんたちでは！？
ってこと。

楽しくっていうのは活動内容的に語弊がありますが

少なくとも、ボランティアさんたちは常に前向きで、一生懸命で、信念を持ちながら活動して
くれているのが伝わってくるんですよね

だから憧れずにはいられない

社協マンになってロマンを感じながら仕事ができるのは、これもやはりボランティアさんのお
かげなんだなぁと改めて思った一日でした。

今日は木曜日。

明日は活動日

ロマンを感じさせるボランティアさんの来所を心よりお待ちしています！
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＝お知らせ＝

１１月２５日（金）のニーズは、

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（４０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件（１５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：６０名となっています。
今週の災害救援班の活動日は、２５日（金）、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

２５日（金）は、かなり皆さんのチカラが必要になります。
青空マッチングにはなりますが、皆さんの笑顔とチカラをお待ちしています。

2011.11.25 (Fri)

つづけること  
最近、よく思うのは、「つづけること」が大事なんだなぁということ。

「熱いチカラ」と「優しいキモチ」でうまれた、たくさんの「つながり」

これから必要になってくるのは、つながりつづけること。

メールや電話というツールももちろんですが、やはりキモチがなにより

被災されたお宅を訪問していて、留守のためお会いできないことがあります。

元気かなぁ…、困りごとはないかなぁ…と心配です。

そんなとき、ご近所どうしの「つながり」や、
親戚や友人、そしてボランティアさんとの「つながり」があるかなぁと思います。

「お久しぶりです」　「元気ですか？」　「また会いましょう」

そんなキモチのキャッチボールが　できていたらいいなぁ。

今まで支えあってきた「つながり」がつづいていれば、安心。

どうか、今でも　いろんなつながりがつづいていますように…

それが、これからもずっと、つづきますように…

「うちの地区が災害にあったら、助けにきてね」

「はい、もちろんです！」

今日そんな会話を、県外から来ていただいているボランティアさんとかわしました。

もちろん本心です

私は、みなさんと、ずっとずっと「つながり」つづけたい。
そう思っています。
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ずっと、ずっと、つながっぺ、いわき☆
みなさ～ん、つながりつづけましょうね！！！

＝お知らせ＝

１１月２６日（土）のニーズは、
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：５件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件（１０名）
引越し：２件（１０名）
ニーズ件数：９件　ボランティア予定数：５０名となっています。

今週の災害救援班の活動日は、２６日（土）となっています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

本日は、のべ４２名のボランティアさんが活動してくださいました。
みなさん、寒い中、本当にありがとうございました
今日も、みなさんに感謝
来てくれて　ありがとう

2011.11.26 (Sat)

支えあうことの大切さ 
今日は、驚きました！！

なんと災害救援班では５４名（延べ活動６８名）　⇒もちろん「被災家屋等の片付け」ですね。

さらに、生活支援班では２１名　⇒お坊さんたちによる寄り添い活動「行茶 」など

　２つの班を合わせると７５名の方がボランティア活動

してくれました。

ボランティアに参加される方の気持ちや想いはさまざまだと思いますが、「いわきボラセンに
来てくれた」ことが私たちにとっては、とても「ありがたいこと」です。

社協 （社会福祉協議会を略すと社協と言います） は、その「ありがたい」とい気持ちを忘れる
ことなく、いろいろな団体や機関、そして個人・団体ボランティアさんたちとともに協働し支
援することが、被災された方への本当の支援になるのかなぁと思っています。

「支えあうこと・・・」今年の赤い羽根共同募金 のスローガン

　「今年、支えあうことの大切さを知った。」

私は、このコトバを合言葉したい

お知らせです
今後の災害救援班の活動日は、２日（金）、３日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
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社協マン

始まりは、明治４１年。
熱きチカラと優しいキモチを持ち、どんなときも逃げず隠れない。それが社協マン
全国にいる社協マン（職員数）の数は約１１万人・・・つづく

2011.11.27 (Sun)

前を向く心 
あるボランティアさんからいただいたメッセージ。

「前を向く心を大切に」

今回、今までに経験したことのない災害にあった私たちにとって、
希望のコトバだなぁと心に響きました。

災害から、来月で９ヶ月。

被災されたみなさんの心も、ボランティアのみなさんの心も、
日常生活において、毎日が前向きなわけではないと思います。

ずっとずっと　がんばってきた心には、疲れはもちろんのこと、
絶望や悲しみ、不安や迷い、怒りや葛藤が少なからず潜んでいるはずです。

喜怒哀楽があって、当然。

落ち込んで、後ろ向きになってしまうことだってあります。

だけど、それがずっと続くわけではないはず。

人それぞれ「前を向くきっかけ」があるはず。

今回は、このメッセージがきっかけになればいいなぁ…

なかなか前を向くことができなくても、
前を向く心を大切にすることを忘れなきゃ、きっと大丈夫。

「前を向く心を大切に」

その先には、あたたかく穏やかな明日が待っていると信じて…

お知らせ
今後の災害救援班の活動日は、２日（金）、３日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
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2011.11.28 (Mon)

ご意見ノート～皆さんからの声～ 
６月６日のブログ「地元いわきの思い」の中で、
ボランティアの皆さんからのご意見ノートについてご紹介していました。

皆さん、このノートを覚えていますか？

災害救援班の引っ越しに伴い、しばらく陰に隠れていましたが、
久しぶりに展示コーナーを作ってみました

このノートは、「ボランティアの皆さんからの声を聴きたい」という
わたしたちの思いから生まれました。
ノートの１ページ目は、４月１０日です。
震災から約１か月…。１階でマッチングしていたころですね。

今まで、皆さんから、センターへの意見・要望・応援メッセージなど
をたくさんいただきました。

皆さんの優しいキモチを知ることができる貴重な２冊でした。

今、災害救援班の活動日も少なくなりましたが、
皆さんの「優しいキモチ」と「熱いチカラ」は変わらないですね。

このノートを読んで、皆さんとのつながりを感じることができました。

皆さんが気持ちよく活動できるように、
また、被災者の方々のチカラになれるように、
皆さんと被災者の方々とをつなぐ架け橋になっていきたいと思います

お知らせ
今後の災害救援班の活動日は、２日（金）、３日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.11.29 (Tue)

ボランティア活動 

ボランティア活動のことを昨日も今日も考えてちょっと思い出したことがあります

急に思い出したにしてはワールドワイドな話で、なんだかネタ切れのような雰囲気ですが(笑)

さて、海外 では、犯罪者にボランティアをさせて改心させるということがあるそうで、

他人に迷惑をかけたことに対して、皆が喜ぶ活動をして償うって、なんだか粋なはからいですよね。

ボランティアって奥が深い

目の前のことを手伝い、感謝されるだけじゃないんですよ。

活動する側の気持ちの変革すらしてしまう
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そんなたくさんの可能性を持った活動です。

そこに皆さんのアイディアとバイタリティが重なるわけですから、そりゃ無敵にもなりますよね。

今週もいわきの復興という夢を現実にして見せてくださいね

お待ちしてます

＝お知らせ＝

１２月２日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：４０名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.11.30 (Wed)

波立海岸のベンチ 
皆さん、こんばんは。

いやぁ、最近寒いですね

冬だから当たり前といえば当たり前ですが、生活再建に向けて頑張る被災者の心まで冷えてし
まわないことを祈るばかりです。

ボランティアさんの熱いキモチで、ぜひいわき市を盛り上げてくださいね。

あ、先日久之浜の波立海岸のベンチで座っている「女性 」を見かけました！

あれは、本…〇さん！？

ベンチの製作者さんも見たらきっとお喜びになるくらい絵になっておりました

今週は金・土曜の活動となります。

天気はきっと ！

お待ちしておりますm(__)m

＝お知らせ＝

１２月２日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：４０名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
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2011.12.01 (Thu)

冬の星空☆  
「最近、寒いですね」昨日のブログの書き出しですが…
今日はまた一段と寒いですね

今日から１２月・・・先生も走るほど忙しい（師走）一年の最後の月です。

そんな忙しい時こそ、ゆったりした時間を持ちたいものです。
最近、帰り道の星空がきれいで、つい立ち止まって上を見上げているわたしですが…
皆さんも、ぜひ見上げてみてください

寒い寒い帰り道も、こころが暖かくなりますよ

今、わたしたちが見ている星の光が、何億年も前の光だなんて不思議ですよね

わたしたちの未来にも、今見えているようなきれいな星空が見えることを祈りながら…

その前に、明日の活動日が晴れることを祈りながら、
みんなで夜空を見上げませんか？

みなさんのこころに、すてきな時間が流れますように…

お知らせ＝

１２月２日（金）のニーズをご紹介します。
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：６件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：８件　ボランティア予定数：４０名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.02 (Fri)

風と空気 
「風が痛い」「空気が冷たい」

そんな凍てつくような寒さの中、２８名のボランティアさんの笑顔が、いわきボラセンと被災
者宅と被災地域をポッカポカに

みなさんの笑顔が「優しい風」と「温かい空気」を運んでくれた気がします。

そして、いま、さまざまなカタチの支援が必要になってきています。

やっとの思いでいわきに戻ってきて、これから片付けをしようと・・・

仮設住宅等に引越しはしたけど、自分の家に戻るために再度、引越しをしたい・・・

地域でイベントをしたい・・・
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復興への・・・そして、生活再建にかける想いはみんなそれぞれ

私たちは、その想いに応えてあげたい。

そして、みなさんには、その想いを伝えたい。

＝お知らせ＝

１２月３日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：７件（３０名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：３件（１０名）
引越し：１件（２名）
ニーズ件数：１１件　ボランティア予定数：４２名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。

社協マン
１１万人いる社協マンが一致団結すると、あっという間に災害ボラセンが立ち上がる。
１１万人の社協マンを支えているのは・・・そう、地域のみなさん。
みなさんの「熱いチカラ」と「優しいキモチ」が社協マンを強くする。　　つづく

2011.12.03 (Sat)

心の声 
雨の土曜日・・・響きは良いけど、「降ってほしくなかった」
心のてるてるぼうずが泣いている

雨にもかかわらず、来てくれた４３名（延べ活動６４名）のボランティアさんに感謝。
そして、行きたくても来れなかった・・・でも、いわきボラセンに、いわきに来たいと想って
くれた方に感謝。

私たちは、いつも心の声で、

　来てくれてありがとう

　想ってくれてありがとう

　　　　　　　と叫んでいます

▼お知らせです
今後の災害救援班の活動日は、９日（金）、１０日（土）
を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

社協マン
みなさんのキモチが社協マンを成長させ、強くする。
もちろん、社協マンだけでも成長するし、強くもなる。
だけど、一緒に地域福祉活動をしたい。
社協マンは名わき役。
主役は、みなさん。　　つづく

～いわきの北から南まで優しい風と
温かい空気が吹き抜けた瞬間～

～活動後のレクリエーション／みん
なの笑顔～
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2011.12.04 (Sun)

パレット 
風が冷たい・・・というより風が強い一日でした。
街路樹の葉っぱ は落ち、道路は赤や黄色の絵具を落としたような風景となっています。

少しさみしいような気もしますが・・・。

さて、「感謝の集い」から早いもので、３週間が経とうとしています。
ボランティアさんから「感謝の集いで上映した、写真のＤＶＤ はないのですか？」
との問い合わせがありまして・・・。

みなさんのご要望（？）にお応えしたいと思いまして・・・。

今後の予定としては、みなさんから生ＤＶＤ をお預かりして、ダビング（コピー）をしたい
と考えておりますので、詳細が決定しましたら、ご案内します。

１２月に入り、寒さも厳しさを増してきます。これまで以上に社協マンパワーを発揮して、地
域復興支援活動に取り組みいわきのまちを色鮮やかなパレット のようにしたいと思います。
引き続き、みなさんの「熱いチカラ」と「優しいキモチ」をお願いします

お知らせです
今後の災害救援班の活動日は、９日（金）、１０日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.05 (Mon)

みなさんの日  

突然ですが、今日は何の日かわかりますか

今日は…「国際ボランティアデー」なんです。

『世界中の経済と社会開発の推進のため、ボランティア活動の貢献に対する認識を高め、社会
のあらゆる層からより多くの人々が、国内外においてボランティア活動に参加できる機運を高
める日 』

いわきを想い、被災者を想うみなさんにぴったりの日だと思いました。

「ボランティア」とひとことでいっても、いろいろな活動がありますが…。

ボランティア活動は、
１．自発(自主)性、２．無償(無給)性、３．利他(社会、公共、公益)性、４．先駆(先見、創造、
開拓)性
の４つの柱でできていると言われています。

そして、いわきボラセンでの柱といえば…
１．熱いチカラ
２．優しいキモチ
３．明るい笑顔
の３本柱ではないでしょうか
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この３つの柱をお持ちのみなさんをセンターにてお待ちしています

今後の災害救援班の活動日は、９日（金）、１０日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.06 (Tue)

流行語 

皆さんお疲れ様です

ここ最近になって知ったのですが、今年の流行語大賞決まったそうですね。

私たち、いわきボラセンスタッフが候補を出すなら

「ボランティア」とか「熱いチカラ」「優しいキモチ」「明るい笑顔」ですかね

流行語大賞は「なでしこＪＡＰＡＮ」が大賞で、「絆」とかも候補にあがったみたいですよ

でも、ボラセンスタッフの考えた流行語候補とか、流行語大賞の候補、「絆」とかいう言葉は流
行語にしたくないなぁなんても思います。

だって、流行じゃなくこれからもずっと続いていくものですから！

皆さんの今年の流行語はなんですか？

いわきボラセンの流行語大賞はいかに・・

来年も、ここで出来た皆さんとの繋がり、絆・・・

大切にしていきたいなぁとつくづく感じたボラセンスタッフでした(#^.^#)

＝お知らせ＝
今後の災害救援班の活動日は、９日（金）、１０日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.07 (Wed)

咲いちゃいました！ 
９月１５日にビューティーペアが植えて、
１０月１９日のブログにて「芽がでました！」
とご紹介していた“ミステリー球根”ついに秘密のベールを脱ぎました

春になったら咲くハズが…
もう、咲いちゃったんです
いわきの風は、日に日に冷たくなっていきますが、
ボラセンには、みなさんの「暖かいキモチ」がいっぱいなので、春だと思ったんでしょうね。
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“ミステリー”だった球根…
そう『水仙』だったんです。

『水仙』の花言葉は、「うぬぼれ」「自己愛」「愛に応えて」などがまず挙げられるのですが、
「尊重」「心づかい」なんていう花言葉もあるんですよ。
基本的にポジティブ思考のわたしは、ここはやはり「心づかい」を推したいと思います。

「熱いチカラ」と「優しいキモチ」でいっぱいのいわきボラセン。
みなさんへの「心づかい」を忘れずにいたいと思いました

お知らせ

１２月９日（金）のニーズをご紹介します。
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（２０名）
側溝清掃：１件（３名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：２８名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.08 (Thu)

つながっぺ！いわきVC 
今日もまた一段と寒い一日となりましたが、みなさん体調崩してませんか？

今日は、「事納めの日」です。
農業に使う道具をしまう日なんですって。

「納め」なんていうと、本当に今年も終わりなんだな～と思います。
ボラセンが立ち上がってから９か月・・・
みなさんとのつながりができてからも、９か月。

時々、みなさんから
「〇〇さんと待ち合わせてご飯行くんだ～」とか
「こんなメールが来たんだよ」
という話を聞きます。

そんな話を聞くと、とても暖かい気持ちになります。

離れていても、
活動日じゃなくても、
みなさんは、つながっているんですね

そんなつながっているみなさんへ
明日は、ボラセン活動日です

いわきは、明日も寒さが予想されますが、
みなさんの熱いチカラと優しいキモチと明るい笑顔をお待ちしています

お知らせ
１２月９日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（２０名）
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側溝清掃：１件（３名）
写真洗浄：１件（５名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：２８名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。

2011.12.09 (Fri)

ずっと忘れない  
冬本番といった感じですね。

ボランティアさんの服装を見ていると季節の移り変わりを感じます。

そして、ボラセン立上げ当初から活躍してきた仲間「資材倉庫さん」が本日、卒業しました。

山のように積んだスコップを強引に押し込んだあの夏の日
洗ったゴム手を干したあの雨の日
ゴミ箱代わりにしてしまったあの秋の日

そして、みんなで片付けたあの日曜日

暑い日も寒い日も、風の強い日も雨の降っている日も、ずっとあ
の場所で私たちを受け入れてくれた。

「資材倉庫さん」ありがとう。あなたのことは、忘れない。

ありがとう「資材倉庫さん」
３２名＋１名のボランティアさんありがとう

お知らせ１
１２月１０日（土）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：４件（１８名）
引越し活動：１件（１０名）
地域支援活動：１件（６名）
ニーズ件数：６件　ボランティア予定数：３４名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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２
感謝の集いで上映したＤＶＤをご希望の方は、空ＤＶＤをお持ちください。（郵送での希望の
方は、ご面倒でも返信用封筒に切手を添えてください ）

社協マン
主役は、みなさん。
それは、社協が行う全ての事業（活動）に言えること。
その事業・・・例えば、「高齢者ふれあいの集い」「子育てサロン」などなど。
それらに参加する地域住民が心から楽しめるような、参加して良かったなぁと思えるような・・・
そして、今度は、自分たちで企画・運営してみたいと思うような・・・寄り添い。
社協マンはわき役。
主役はみなさん。　つづく
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2011.12.10 (Sat)

社協だより 
今日も一日お疲れ様です

今日は最終的に８８名のボランティアさんが受付をし、７１名が活動してくれました

久々に会う方もいたりして、なんだかすごく嬉しかったです。

ボランティアでいい汗を流した後は、ちょっとお得な（？）耳より 情報！

今回の震災で、社協が「ボランティア」に関することをしている

と、いうのは広く皆さんの知るところとなりましたが

社協の事業はそれだけではないんです！

それに、災害救援から復興支援と名称を変更してからは、

毎週金曜・土曜と皆さんが活動している災害救援の活動以外にも

被災者の生活支援に関わる（仮設住宅や雇用促進住宅等への支援）活動も行っています。

そんな動向もいち早く皆さんにお届けするのが「社協だより」なわけですが、

いわき市民じゃないと見れないの？

なんてお困りの方

そんなことありませんのでご安心を！

「いわき市社会福祉協議会」とインターネットで検索していただくと本会のホームページが出て
きます。

そこに社協だよりが掲載されていますのでぜひ一度ご覧ください

皆さんの活動も載っているかもしれませんよ

それでは、また来週

2011.12.11 (Sun)

素敵な贈り物 
アツアツのたこ焼き が口に

力強くそして優しい歌声 が耳に

優しいキモチと熱いチカラと素敵な笑顔が磐城宿舎集会所に届けられました。

いわきを想ってくれる気持ちが「うれしい」です。
これまで何度、そんな気持ちになっただろう
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そして今日は、あの日から９カ月目・・・

いわきを想ってくれるみんなが、決して忘れられない「あの日」の
ことを少しでも癒してくれる。

いわきを想う・・・いわきを想ってくれている方々　すべてに感
謝

お知らせ

災害救援班の活動は、金曜日と土曜日となっております。
詳しくは、月曜日のブログにて～

2011.12.12 (Mon)

笑顔で風邪予防 
最近、風邪が流行っていますが、みなさんは体調崩していませんか？

今日は、みなさんに「風邪予防」についてお話したいと思います。

風邪の予防といえば、まずは、手洗い・うがいがあげられますが、
「免疫力を高める」ことも大切なんです。

そのためには、「血行をよくする・栄養補給をする・疲労回復する…」
ということが必要なんですが、もうひとつ画期的な対策方法があるんです

「ポジティブ思考」なんです。
生きがいを持つ。笑う。…これが大切なんですよ

「生きがいを持つ」などは、言葉にすると少し難しいですが、
「笑う」これならできそう
なんといっても、いわきボラセンには、「明るい笑顔」がいっぱいですから。

いわきが「笑顔」でいっぱいになりますように…。

お知らせ
今週の災害救援班の活動日は、１６日（金）１７日（土）となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。

ストリートコーナーシンフォ
ニーのみなさんによるアカペ
ラコンサート

浦安市社会福祉協議会の支部
社協のみなさんによる2,100
個 の愛情たっぷりのたこ焼き
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2011.12.13 (Tue)

いわきＶＣのボランティア力に迫る！！ 

皆さん、こんにちは

今朝方、新聞を見ていたんですが、「～力」の多いこと多いこと

語学力、国際力、パソコン力、精神力、行動力、体力・・・

それなのに！！

どこを探しても「ボランティア力 」がない！！

ならば作ってしまおうとボラセンスタッフ隊員、動き出しました

ボランティア力とは！

一に優しさ

二に熱いキモチ

三、四がなくて？

五に素敵な笑顔

を満たしている人ではないでしょうか

けれども、どれだけこのボランティア力を持っていても一人では限界があります。

ボランティア力の素晴らしさは、一人ひとりが持っているボランティア力＋α（冒頭で挙げた
「語学力、国際力、パソコン力、精神力、行動力、体力・・・」など）を合わせることで信じ
られないような奇跡を起こしてしまうことなのではないでしょうか。

今週も皆さんのボランティア力、お待ちしています。

＝お知らせ＝

１２月１６日（金）のニーズをご紹介します。

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：１５名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。
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2011.12.14 (Wed)

子どもたちのこころの中に… 
いわき市社会福祉協議会では、
「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、
地域のみなさんや関係機関などと協力してさまざまな事業を行っています。

今日は、その中のひとつ「青少年福祉体験事業」をご紹介します。
子どもたちに、高齢者疑似体験や車いす体験などを通して、福祉に対する理解を深めてもらお
うというものです。

例えば、小・中学生に実際に車いすを体験してもらい、
「車いすの人は、何が大変か？」「介助する人が気をつけることは何か？」
などを学んでもらいます。

授業が終わったあとの子どもたちの中に、
困った方に「手を差し伸べる」優しいキモチが残ってくれたらいいな
と思いながら子どもたちに話をしています。

ボラセンでみなさんの優しさに触れる度に、
子どもたちの未来が、みなさんの笑顔のように明るいことを願わずにはいられません。

わたしたちが教えた子どもたちが大人になったとき、
きっとみなさんのような「熱いチカラ」と「やさしいキモチ」と「明るい笑顔」をもったボラ
ンティアさんになって
手を差し伸べてくれることでしょう

では、今週のニーズをご紹介します。

１２月１６日（金）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：１５名

１２月１７日（土）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（２０名）

ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：２０名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます
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2011.12.15 (Thu)

冬模様 
最近、めっきり寒くなりました

ここで、皆さん心配されるのが「雪」なのではないでしょうか！

個人的には、いわきで雪なんて見れてラッキー くらいな気持ちなのですが、

ボランティア活動をするには、いろいろな面で悩みの種ですよね

そこで！

ついに装備いたしました！！

軽トラはもともとですが、ハイエース２台ともスタッドレス仕様です

これで皆さんの快適なボランティア活動をサポート！

明日はニーズ２件ですが、限定１５名の方

このスタッドレス搭載車で快適なボランティアライフをお過ごしくださいm(__)m

お待ちしています

＝お知らせ＝

１２月１６日（金）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（１０名）

写真洗浄：１件（５名）

ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：１５名

１２月１７日（土）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（２０名）

ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：２０名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます
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2011.12.16 (Fri)

あたらしい道へ 
今日の空は、雨からみぞれ に本当に寒い一日でした。

２６名の優しきボランティアマン

朝のタイヤ交換（パンク修理）
公民館での写真洗浄活動
全壊家屋の中からの震災ゴミの分別・運搬活動

いつもと同じ活動を、この寒さの中・・・ありがとう

いつの日だったか、ある海岸にベンチとノートをボランティアさんが置いてくれました。
優しいコトバが綴られたノート、これから綴られるはずだったノート

風の強い日があったのでしょう
ノートはいつの間にか、その場所からなくなっていました。

もしかしたら、そのノートは自分で自分の居場所を見つけたのかもしれません。
きっと自分が進む道を見つけ、歩き出したのかもしれません。

きっとそうだとしても・・・それでもやっぱり・・・あの場所にノートを置きたい。
いわき想う者たちが想いを綴るノート

　　　いわきを想う者たちのノート

１２月１７日（土）のニーズ紹介

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１７名）
被災家屋での災害ゴミの分別・整理：１件（１０名）

ニーズ件数：４件　ボランティア予定数：３０名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※災害ボランティア活動経験（いわき以外の活動の可）のある方に限りますので、予めご了承
願います。

お知らせ１
今年の災害救援班の活動は、１２月１７日（土）、１２月２５日（日）となっております。

お知らせ２
１２月２５日（日）のボランティア活動について
集合時間：８時１５分
現地到着：９時頃までに
活動内容：被災地の小学校の再開に向けた準備（片付け・清掃）
募集人数：５０名
　※参加できる方は、ボラセン受付窓口にある名簿に記入するか、メール又はＦＡＸにてお申
込みください。
メール　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ ０２４６－３８－６６３２
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2011.12.17 (Sat)

運営スタッフの活動 
今日も寒い中、活動してくれた５３名のボランティアさんたち。
いつもいつも、ありがとう

被災者宅での活動のほかにも、ボランティアセンター内で活動してくれているボランティアさ
んたちがいます。

みなさんの送り出しをしたり、ニーズのデータ集計をしたり、資材の管理をしたり…。

今日は、資材の整理をしてくれました

みなさんが活動に出るときに、必要な資材をスムーズに出せるよ
うに、
よく使うもの、最近使ってないもの…
資材班キャプテンの指導の下、みなさんを送り出してからみなさ
んが帰ってくる直前まで頑張ってくれました

表には見えないけれど、ボランティアセンターにとって欠かせな
い活動なんです。

外で活動してくれたみなさん、センター内で活動してくれたみな
さん、
いつもいつも、本当にありがとう

お知らせ
今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となります。
来年は、１月１３日（金）１４日（土）から再開となりますので、よろしくお願いします。

１２月２５日（日）のボランティア活動について
集合時間：８時１５分
集合場所：いわきボラセン
活動内容：被災地の小学校の再開に向けた準備（片付け・清掃）
募集人数：５０名（残り１０名となっております）
　※参加できる方は、ボラセン受付窓口にある名簿に記入するか、メール又はＦＡＸにてお申
込みください。
メール　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ ０２４６－３８－６６３２
なお、募集人数に達し次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。

2011.12.18 (Sun)

みんなでハッピー 
もうすぐクリスマスです

社協（いわき市社会福祉協議会）もこの時期はてんてこ舞いなんですよ。
子育てサロンや高齢者のためのいきいきデイクラブなどでクリスマス会を開催しているからな
んです。

クリスマス会を開催して、みんなでハッピー になろうってね！！

仲良く整理中。
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クリスマス会の開催なんて・・・そんな気持ちになれないっていう方も今年はたくさんいるか
と思います。
それでも、前を・・・上を向いて一歩を踏み出しましょう。

きっと空には満天の星が輝いています。
今は、空にオリオン座 がとても素敵に見えます。
真っ赤なお鼻のトナカイさんと白ひげのサンタさんがいるかも

お知らせ
今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となります。
来年は、１月１３日（金）１４日（土）から再開となりますので、よろしくお願いします。

１２月２５日（日）のボランティア活動について
集合時間：８時１５分
集合場所：いわきボラセン
活動内容：被災地の小学校の再開に向けた準備（片付け・清掃）
募集人数：５０名（残り数名となっております）
　※参加を希望する方は、メール又はＦＡＸにてお申込みください。
メール　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ ０２４６－３８－６６３２
なお、募集人数に達し次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。

2011.12.19 (Mon)

たくさんありがとう 
先日、お知らせしました１２月２５日（日）の小学校の再建に向けたボランティア活動です
が、みなさんから多数の応募がありまして・・・定員を超えてしまったため、申込みを終了さ
せていただきます。

みなさんの優しいキモチがとてもうれしく、担当者として、泣いてしまいました。いわきを想
うキモチ・・・ありがとう

でも、せっかく、申し込んでいただいたのに、お断りの電話やメールをすることになってしま
いそうです。

　　　ごめんなさい・・・。

活動は、ご紹介できないかもしれませんが、ぜひいわきに観光に来てください。

今になって 
震災から９ヵ月をむかえた１２月。

震災から今までずっと気丈にふるまっていた　お母さん。

半年過ぎた今になって、涙がポロポロ…。

涙もろい毎日が続いているそうです。

今までずっと　ずっと　気を張っていたんですね。

生きることに、必死だったんですね。
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知らず知らずに、ずっとずっと、走り続けてきたんですね。

がんばり続けた毎日だったことでしょう…。

生活支援班で、いろいろな方にお会いしますが、
今になってこのように、気持ちが落ち込んでしまう方が増えているように感じます。

いつかのブログにもかかせていただきました。
「ヤスムコト」
http://iwakisaigaivc.blog.fc2.com/page-38.html

がんばることをやすまなければ、きっと、いつかがんばれなくなる。

ゆっくりやすみましょう。

あたたかいコトバをかけながらの訪問を心がけて、
明日もまた、みなさんの心のドアをノックしていきたいと思います

お知らせ
今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となり、来年は、１月１３日（金）
１４日（土）から災害ボランティアの募集再開となりますので、よろしくお願いします。
１２月２５日（日）のボランティア活動については、受付を終了いたしましたので、ご了承く
ださい

2011.12.20 (Tue)

ボランティア講座 

皆さん、こんにちは

ボランティアニュースの時間です！

なんか、この出だし久々ですね（≧ω≦）

美男あるいは美女のニュースキャスターを想像してお伝えするこのコーナー。

今日は、社協で現在募集しているボランティアの講座についてお知らせしていきます

皆さん、いわき市社協だより臨時号は既にご覧になったでしょうか？

いわき市在住の方に限られてはしまうんですが、

「地域災害ボランティア講座」と「ボランティア入門講座」の開催を予定てしおります！

今回のような災害時に、私たちは組織だって地域でどのような動きをしていけばいいのか。

はたまた、ボランティアとは！？どうやって始める？どんなものがあるの？

などなど、ビックな講師の先生 をお呼びして、

皆さんのようなタフで心優しきボランティアマンになるための方法がもりだくさんです

詳しくは臨時号を！
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ボランティアといえば社協！

これからもよろしくお願いします

＝お知らせ＝

今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となり、来年は、１月１３日（金）
１４日（土）から災害ボランティアの募集再開となりますので、よろしくお願いします。

１２月２５日（日）のボランティア活動については、
受付を終了いたしましたので、ご了承ください

2011.12.21 (Wed)

冬の星空～プラネタリウム 
クリスマスまであとわずか…。
サンタさんも準備に大忙しのことと思います

１２月１日のブログで、「そんな忙しい時には、ぜひ夜空を見上げてみて 」とご紹介しま
した。

でも、星空が見れない時には…。
“プラネタリウム”に足を運んでみてはいかがでしょうか？

いわきには、「いわき市文化センター」６階に“プラネタリウム”があります。
今は、１１月～１２月のテーマとして、太陽系についての投影をしています。
ギリシャ神話「おうし座」と「プレアデス神話」についての物語も聞くことができますよ
平日は１５：００、土・日・祝日は１１：００と１５：００がプラネタリウムの投影開始時間
となっています。

“プラネタリウム”で星空を見ながら、ギリシャ神話を聞いてゆったりした時間を過ごしてみ
てはいかがですか？
そして、晴れた日には、夜空を見上げてみてください。

皆さんのこころが、冬の夜空のようにすっきりと澄み渡りますように…

＝お知らせ＝

今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となり、来年は、１月１３日（金）
１４日（土）から災害ボランティアの募集再開となりますので、よろしくお願いします。

１２月２５日（日）のボランティア活動については、
受付を終了いたしましたので、ご了承ください
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2011.12.22 (Thu)

for you・・・ 
好きな人や仲間たち、家族と過ごすいろいろなクリスマス
今年は、どんな人と、どんな想いでクリスマスを迎えるんだろう・・・

１２月２５日はあの震災の日から２９０日目
こんなに時間が経ったんだぁと思います。

混乱の中の災害ボラセンスタート
ゴールデンウィーク の１，０００人近いボランティアさん
暑過ぎる夏の日 のボランティア活動
休止と再開を繰り返した災害救援班
感謝の集いの開催
そしてクリスマスの日の活動（予定）

今年は、忘れられないことがある

今年は、忘れてはいけないことがある

みなさんと出会えたこと

みなさんがいわきを想ってくれてこと

すべてにありがとう

＝お知らせ＝

※今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となり、来年は、１月１３日（金）１４
日（土）から災害ボランティアの募集再開となりますので、よろしくお願いします。
※１２月２５日のボランティア活動については、受付を終了いたしましたのでご了承ください。
※１２月２５日は福祉センター駐車場の工事が行われますので、川沿いの福祉センター専用駐
車場をご使用ください。

2011.12.23 (Fri)

気持ちの変化 
お母さんのお宅は、津波の後、火災がおきた地区でした。

住み慣れた家があった場所に、戻りたい。
また、そこに家を建てて、住みたい。

それが、本心だと言います。

でも、本当にまたそこに住めるのか･･･
住めるのなら、いつになるのか･･･わからない。

そんな不安が、押し寄せる日々だったことでしょう。
その不安とともに過ごした時間の先に感じた一言。
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「いつまでも　とまったままでは　いられないからね」

そうおしゃって、新たな土地での生活再建に向けて動き出したことを教えてくださいました。

来春引越し予定。

気持ちの変化とともに、明るい未来への第一歩を踏み出したお母さんに、
心からエールを送りたいです。

私達、生活支援相談員は、日々の訪問先で
このような印象深いコトバやオモイに出逢う場面が多いです。

どんなコトバやオモイも受け止めながら、
被災されたみなさんと共に一歩　一歩　歩んでいきたいと強く思う今日このごろです

＝お知らせ＝

※今年の災害救援班の活動は、１２月２５日（日）で最終となり、来年は、１月１３日（金）１４
日（土）から災害ボランティアの募集再開となりますので、よろしくお願いします。

※１２月２５日のボランティア活動については、受付を終了いたしましたのでご了承ください。
　なお、２５日のボランティア活動に申し込んだ方は、
　上履きを準備されたほうが活動の幅が広がります！
　無理のない範囲で、ご準備くださいね
　「了解！」という方は、ポチッと拍手を･･･ぜひ！

※１２月２５日は福祉センター駐車場の工事が行われますので、川沿いの福祉センター専用駐
車場をご使用ください。

拍手はこちらでーす
　↓↓↓

2011.12.24 (Sat)

賛美歌109番 
今日はみなさんにこのメロディを・・・

清し この夜 星は光り
救いの 御子は 馬槽の中に
眠り給う いと安く

清し この夜 御告げ受けし
牧人達は 御子の御前に
ぬかずきぬ かしこみて

清し この夜 御子の笑みに
恵みの御代の 朝の光
輝けり ほがらかに

届けみなさんへ ハッピーメリークリスマス

お知らせです
明日、25日の活動は、事前申し込んだ方のみとなっております。
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2011.12.25 (Sun)

クリスマスの奇跡☆ 

皆さん、昨夜はサンタさんがきましたか

いわきボラセンにも、サンタさんが来ました

先日、ある海岸に新たにおいた「いわきを想う者たちのノート」

初代のノートは、自分の居場所を見つけ旅立った…と思っていましたが、
居場所が見つかりました

２代目のノートに「初代ノートは、警察署にいますよ」というメッセージが

今日は、クリスマス。
サンタさんが、皆さんの想いのつまったノートの居場所は、やっぱりココだろうと戻してくれ
たようです。

そして今日は、いわきボラセン災害救援班の今年最後の活動日でした。
事前申し込み制にさせていただきましたが、あっという間に定員に達しました。
５２名の皆さん、本当にありがとう
皆さんの熱い想いに感謝です

いわきを想う皆さんは、わたしたちのサンタクロースですね

次回の災害救援班の活動は、来年１月１３日（金）１４日（土）となっています。
ニーズ件数やボランティア予定数は、またブログにてご紹介したいと思いますので、今後も
チェックをお願いします

そして、チェックをしたら拍手も忘れずに

また来年皆さんの笑顔をお待ちしています。

2011.12.26 (Mon)

いわき万歳 
福島の祭りに「会津万歳」というものがあります。

そもそも万歳のルーツとしては、言霊信仰や神の意志を聞く託宣からはじまり、

娯楽的な要素が加わった芸能の一つとして出来たと言われています。

それが全国でブームとなり、先ほど挙げた「会津万歳」にはじまり、尾張万歳や、越前万歳、
伊予万歳、秋田万歳など各地で祭りとなっています。

さらにすごいのは、万歳師という職業すら存在していたようで、

７０年前にはワンシーズンで２千円ほどにもなったそうです。（※当時、質素な家なら３百円
で建ったとか）

と、まぁ、冒頭の「言霊信仰」の話に戻りますが、
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言葉のもつチカラというのはすごいですよね

私たちも、ボランティアさん達からお声をかけてもらって何度励まされたことか

笑顔になれる簡単な言霊「万歳」

新年を迎えるにあたって、来年はいい年になるようにの願いをこめて

いわき万歳！

2011.12.27 (Tue)

絆 
今日、今までのボラセンの活動写真を振り返ってみました。
センター前での記念撮影
ボランティアセンターには、いろんな場所からたくさんのボランティアさんが集まってくれて
います。
センターに来て初めて会った皆さんが、帰るときには「仲間」になっている…
そんな光景をたくさん見てきました。
センター前での皆さんの笑顔の写真には、そんな皆さんの絆が見えるようで大好きです

ボランティアセンターは、人と人とのつながりを感じることができる場所です。
いわきが、いつまでも皆さんの絆であふれる街でありますように…

お知らせ①

いわきでのお泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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②

次回の災害救援班の活動は、来年１月１３日（金）１４日（土）となっています。
ニーズ件数やボランティア予定数は、またブログにてご紹介したいと思いますので、今後も
チェックをお願いします
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2011.12.28 (Wed)

先見の明 
先見の目、とよく誤用されますが、正しくは先見の明

先のことを見通すチカラ、とかいう意味ですけれども

いわきボラセンのボランティアさんたちはこの先見の明がすごく備わっているなぁ と

今年を振り返ってしみじみ思ったところです。

１を言うと１０が返ってくる

そんなボランティアの皆さん

きっと経験だけでなく、被災者を思う優しいキモチがあるからこそ

１０の行動が出来るんじゃないかなぁと思います。

これからはガレキ撤去だけじゃない支援も必要になります。

来年もボランティアさんたちとまた二人三脚で歩んでいきたいですね

ボランティア講座もたくさん開催予定なので広報紙をぜひみてくださいね

2011.12.29 (Thu)

特別公開 
１２月２９日（木）から１月３日（火）までいわき市復興支援ボ
ランティアセンターは年末年始のお休みをいただいております

しかし！！ブログは続けます
だって、ボランティアのみなさんに情報提供できる唯一の手段だ
から

・・・だから、がんばります

先日、ボランティア講座のご案内をさせていただきましたが、広
報紙「社協だより臨時号」に詳しく内容が掲載されています。今
日は、このブログを見てる方だけに、特別公開したいと思います。
ここだけの秘密 ですよ！

ちなみに、「社協だより」や「社協の事業」などは、いわき市社
会福祉協議会ホームページに掲載されております。ぜひ、ご覧く
ださい



76

2011.12.30 (Fri)

奏〜かなで〜  
津波が直撃だった、中学校がありました。

体育館の壁を突き破られ、教室内には砂や備品が散乱。

そこにあったはずの中学生の声は消えていました。

そんな母校を何とかしたい。

ひとりの中学校ＯＢが立ち上がりました。

やがて、何とかしたいというオモイが広がり、３００人の人々が集結。

学年や世代を超えた卒業生たちが清掃し、母校を愛するキモチがひとつになりました。

そこに奇跡がおこります。

体育館の片隅にあった、グランドピアノ。

津波をかぶったにもかかわらず「ポロン」と音が鳴りました。

「みんなで校歌を歌おうよ」

奇跡の音色と、300人の歌声が胸に刻まれた１日だったことでしょう。

その日から、数ヶ月後…

地元いわきの方の手によってメンテナンスをうけることになったピアノ。

そんな奇跡のピアノが、このたび全国のみなさんのもとに届きます！

大晦日の定番番組にて、奏でられることになったようなのです
ぜひ、みなさん、耳を傾けてください。

そして、感じてください。

その音色に込められた、被災地の未来の音を。。。

津波をかぶっても、生き続けたピアノ。

たくさんの想いをうけ、時間をかけて修繕され、息をふきかえしたピアノ。

まさに、生きている音色は、復興への「みちしるべ」

このピアノの姿が、私には復興のモデルのように思えてなりません。

たくさんのみなさんのもとに、いわきの音色が届きますように…
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2011.12.31 (Sat)

ふくしま 
今年もあと残り僅か・・・
いろんなことがあった一年でした。

決して忘れられない・・・忘れてはいけない２０１１年。

ある映画のひとコマ

目で、耳で、心で感じる。

私たちも、目で、耳で、心で全てを感じ、そして、被災された方々へ「どんな支援」をすれば
よいのか考えたいと思います。

そんためには、「熱いチカラ」と「優しいキモチ」を持ったみなさんのチカラが必要です。

２０１２年ももう少し、チカラを貸してください。
Ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ　＆　Ｉ　ｎｅｅｄ　ｙｏｕ　ふくしま　

　ふくしまに　ふくしまに　ふくしまに
　置いてきたんだ　僕は　本当の自分を

　ふくしまで　ふくしまで　ふくしまで
　愛したいんだ　僕は　本当の君を

　明日から　何かがはじまるよ　ステキなことだよ
　明日から　何かがはじまるよ　君のことだよ
　

　明日から　全てがはじまるよ　君の日々だよ
　明日から　新しい日々だよ　君の日々だよ

　Ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ　ｂａｂｙ　ふくしま
　Ｉ　ｎｅｅｄ　ｙｏｕ　ｂａｂｙ　ふくしま
　Ｉ　ｗａｎｔ　ｙｏｕ　ｂａｂｙ　ふくしま</span>

　　　　ありがとう猪苗代湖ズ

この歌が私たちの勇気に、熱いチカラに、優しいキモチになりました。
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2012.01.01 (Sun)

２０１２年  
新年　明けまして　おめでとうございます

いわきの朝は雲が多く日の出は見ることができなかったですが・・・

でも・・・とても素敵な夕焼けを見ることができました。

見る方向によっては、海に沈む太陽

海面がオレンジ色に輝き

復興への道しるべのように見えました。

さて、２０１２年は、どんな年になるのか・・・

絶対に「最高の年」にしたいと思います。

２０１３年も、２０１４年も、２０１５年もずっとずっと・・・

ボランティアのみなさんとともに「最高にハッピーな年
に」

そして、みなさんへ届け私たちの想い

2012.01.02 (Mon)

恩返しのカタチ  
いわき市に避難されてきたお父さん。

住むところを紹介してくれたいわき市に心から感謝していると話してくれました。

そんな自分にできることは…と、３日に１度、近所の神社へ出かけては、

境内の階段を下から上まで、お掃除をしているとのこと。

それが、このお父さんのいわき市への恩返しのカタチなんだそうです。

きっと、心の中には、いろんなオモイを抱えているはずなのに…

２０１２年という新しい年を迎え、あらためて、

その謙虚さに、
　その生き方に、学ぶものがありました
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2012.01.03 (Tue)

夢のつづき 
さまざまな想いとともに２０１２年の幕が上がりました。

私たち社会福祉協議会（復興支援ボランティアセンター）の職員（スタッフ）は、

被災者の方々の
ボランティアの方々の
地域の方々の
関係者の方々の
全ての方々の想いを胸に地域福祉活動をしていかねばならない。

そう感じます。

私たちは、「誰もが住みな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」の
実現を目指します。

それが、社協マンである私たちの「夢」ですから

2012.01.04 (Wed)

仕事初めの日  
今日から、いわき市復興支援ボランティアセンター（いわき市社会福祉協議会）も仕事初めです。

年末年始６日間お休みをいただきましたが、皆さんはお休みとれましたか？
お休みだったという方、これからお休みという方、まだまだお休み…という方、
皆さんいろいろだったと思います。

毎朝、出勤後に机の上や棚を拭き掃除するのですが、
休み明け久しぶりに（いつもより念入りに）拭き掃除をしたら、気持ちもすっきりしました。
環境って、大事ですね
 
さて、仕事初めの今日、１月４日は、「石の日」だそうです。

「地蔵、狛犬、墓石など願いがかけられた石に触れると願いが叶う」と言われているそうです。

今年一番の願い事…
みんなが笑顔になることでしょうか。

残念ながら、私のまわりに願いがかけられた石がないので、今日は願掛けできそうにありませ
ん
皆さん、私の代わりにいっぱい触れてください ( 笑 )

皆さんの笑顔がいっぱいになるような一年であることを祈っています。

災害救援班の活動は、１３日（金）１４日（土）となっています。
ニーズ件数やボランティア予定数は、ブログにてご案内したいと思いますので、今後もチェッ
クをお願いします
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2012.01.05 (Thu)

年明けて 
今日で今年の仕事も２日目ですが

昨年よりも、いろんな方が来所されるなぁとしみじみ思います。

いい意味で「出会いの年」になりそうな予感です

ところで、今年は辰年ですが、皆さんは干支をすべて言えますか？？

お恥ずかしながら、私、（自称）いわきの観光大使は途中までしか言えません。

最近、周りで歳を干支でごまかされる！？方が多くて・・・

その人が一体いくつなのか、やはり見た目で判断 するしかないわけです

そんなこんなで、うちに来てくださっているボランティアさんには

歳を言われて驚いてばっかりです

やはり、目標があったり、熱いキモチを持って日々一生懸命にいれば

若々しくいられるということなのでしょう

また、今年もお会いできる日を楽しみにしています。

2012.01.06 (Fri)

振り返ってみました。 
４月２４日から公開を始めたこのブログですが、久しぶりに過去のブログを読んでみました。

当初は、ボランティアセンターの流れについてやボランティアさん募集などの情報提供を行っ
ていました。
現在のような毎日の更新になったのは、５月１５日からだったんですよ

ところで、今回のブログで何回目の更新になると思いますか

正解は…
　　248回目という中途半端な数でしたが

あらためて読み返して、毎日毎日の皆さんの活動を思い出すことができました。
そして、変わらずいわきを想っていてくれる皆さんには、やっぱりこの一言を…

いつもいつも、ありがとう

次回の災害救援班の活動は、１３日（金）・１４日（土）となっています。
ニーズ予定件数、ボランティア予定数などは、後日ブログにて発表しますので、もう少しお待
ちください。
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2012.01.07 (Sat)

エールを 

第９０回全国高校サッカー 準決勝

尚志（しょうし）高校・・・惜しくも国立で夢破れる
福島県勢として初めて国立のピッチに立ち、震災で練習場所も練習時間もない中、福島県民の
想いを胸に、一生懸命戦った

そんな尚志高校のイレブンに私はエールを送りたい

キミたちは、福島の誇りであり、福島の希望
胸を張って、福島に帰ってきてください

フレーフレー尚志高校

フレーフレー福島

フレーフレーいわき

私たち、いわき市社会福祉協議会（いわき市復興支援ボランティアセンター）は、頑張ってい
る人を応援したい

2012.01.08 (Sun)

支援のカタチ  
災害ボランティア活動というと、ガレキの片付けや、仮設住宅等への引っ越し、被災された方
への心のケア活動、復興イベントのお手伝い、支援物資の支援などが思い浮かびます。

でもそれだけが、活動ではないと思います。

「いわき」に遊びに来たり、被災地の情報をキャッチし家族や友人などに伝達することも立派
なボランティアだと思います。

そして、「いわき」のことを想い、考え、願うことだってそうだと思います。

どうか「いわき」を想い、考え、願ってください。

みなさんの想いは必ず届きます

みなさんの想いがいずれカタチとなって「いわき」に届きますよ・・・

でも、たまには、みなさんの顔は見たい・・・と思ってしまう今日この頃

そして、今日は、いわき市内の各地で成人式 が行われました。
新成人のみなさん　おめでとうございます。

一緒にいわきを盛り上げていきましょう！！
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2012.01.09 (Mon)

信じてる 
あの日から１０ヵ月が過ぎようとしています
今日、災害救援班はお休みでしたが、津波の被害があった場所に行ってみました。

そこは・・・その場所は、きれいになっていました。

５月の連休に・・・

暑い夏の日に・・・

秋風が吹く頃に・・・

ボランティアのみなさんの「熱いチカラ」と「優しいキモチ」が
あふれた場所

自然と涙があふれました。

でも支援する私たちが泣いてばかりいられません。

私たちが前を向いて、遠い先を見ながら、いわきの復興を考えな
くてはいけません。

もしも、心が折れそうになったときには、いわきを想ってくれる「熱いチカラ」と「優しいキ
モチ」を持ったボランティアさんが助けてくれる。

私たちは、そう信じてる。

　　　　　　　信じて・・・いいですよね？

2012.01.10 (Tue)

真似る 
皆さんにも経験が必ずあると思いますが、

小さい頃ってよく誰かの真似ごとをしましたよね？

テレビのなんとかレンジャーだったり、なんとかライダーだったり。

時にはお隣のお兄さん、お姉さんだったり。

そうして大切なことは覚えてきたような気がします。

今、こうしてボラセンスタッフとしてボランティアの皆さんと接しているうちに

何かせずにはいられない熱いキモチとか、見返りなく誰かに優しくすること。

そういったことを以前よりも強く必要だと感じる自分がいます。

いいことは真似る！
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ボランティアさんと私たちスタッフ

これからもお互いを高めあえるような存在でありたいなと思います

よろしくお願いします(#^.^#)

＝お知らせ＝

１月１３日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１６名）
写真洗浄：１件（２名）
ニーズ件数：３件　ボランティア予定数：１８名

１月１４日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（２０名）
ニーズ件数：１件　ボランティア予定数：２０名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます

2012.01.11 (Wed)

いつの日か・・・。  
あの日から１０か月が経ちました。
まだまだ寒い午後でした。

それから、暖かい風が吹き、陽射しが照りつけるようになり、過ごしやすい風が吹き、空気が
日に日に冷たくなり・・・季節はまた廻ってきました。

これまで、被災者の方々のいろいろな声を聴き、皆さんのチカラをたくさん借りました。

どんなに季節は廻っても、失ったもの、想いは変わりません。
でも、皆さんが被災者を、いわきを想うキモチが私たちを元気にしてくれます。

いつか、みんなで笑って話せるようになるまで・・・。

いわき市復興支援ボランティアセンターは、いわきが元気になるまで活動を続けていきます。

今週のニーズをご紹介します。

１月１３日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１６名）
写真洗浄：１件（２名）
ニーズ件数：３件　ボランティア予定数：１８名

１月１４日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（２０名）
ニーズ件数：１件　ボランティア予定数：２０名となっています。
※事前マッチングやボランティア活動の予約は行っておりません。
※当日、ボランティア受付者数が多い場合、活動場所をご紹介できないことがあります。
※災害ボランティア活動経験のある方（いわき以外での活動も可）に限ります。

　　制約が多くて申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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2012.01.12 (Thu)

頭文字 

皆さん、こんにちは

最近街を歩いていて思うのですが、何の略なのか謎 な単語って案外多いですよね。
英語のように見えて実は違った！
なんて、恥ずかしい体験をしたことも一度はあるのではないでしょうか

いわき駅を降りてすぐのところにある「Ｌａｔｏｖ（ラトブ）」もその一つかと思います。
いわきを愛する皆さんには簡単すぎるくらいのお題かもしれませんが、
この名前の、そもそもの由来は

いわきの頭文字は「ｉ（アイ）」

アイといえば「愛」

愛は「Ｌｏｖｅ（ラブ）」

ラブは「ラとブ」

「ラトブ」の完成、ってなわけです

いわきボラセンも、ちょっとカッコイイ頭文字の名前なんかついちゃたらどうしよう
なんて、ありもしないことを思った筆者でした！

熱いチカラ「ａ」

優しいキモチ「ｙ」

素敵な笑顔「ｓ」

タフな行動力「ｔ」…

ａｙｓｔ…？

自分で作っておいて、なんて読めばいいか分かりませんでした(^_^;)

おしまい

＝お知らせ＝

１月１３日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１６名）
写真洗浄：１件（２名）
ニーズ件数：３件　ボランティア予定数：１８名

１月１４日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（２０名）
ニーズ件数：１件　ボランティア予定数：２０名となっています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます
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2012.01.13 (Fri)

みんなの笑顔。  
今日は、今年最初の災害救援班の活動日でした。
たくさんお休みを頂いたあと、「どのくらい来てくれるのかな？」とちょっと不安になります。

今朝、センターに行くと、そこには素敵な笑顔の皆さんが・・・。
ほっとした瞬間でした。
　　２８名の皆さん、本当にありがとう

「年末年始は、ゆっくり休めましたか？」
「休んじゃうといろいろ考えちゃうから…。
　ここに来ているときの方が、元気になれる」
あるボランティアさんとのやりとりです。

皆さん、いろんなことを抱えながらもボラセンに来てくれるんですよね…。

私たちは、そんな皆さんからたくさんの元気をもらっています。

私たちも、皆さんに笑顔になってもらえるように頑張りたいと再度思う一日でした。

明日のニーズをご紹介します。

１月１４日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（３０名）
ニーズ件数：２件　ボランティア予定数：３０名となっています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
※ボランティア受付は、９時からとなります。

2012.01.14 (Sat)

コトバの意味 
寒い寒い小雪が舞った１月１４日（土）

地震により全壊し、解体を余儀なくされた被災者のお宅

５１名のボランティアさんがハンマー・バール・レーキ・ブルーシート・バケツ・テミ・トラ
ロープ・熊手・ちりとり・ほうき・ゴミ袋・土のう袋・ゴム手袋・・・・・そして熱いチカラ
と優しいキモチを携えて活動場所へ。

滅多に降らない小雪が空を舞う
北風が強い証拠。立っているだけで、身が凍る。

遠い昔、お世話になった先生から教えてもらったコトバ
ボランティアのみなさんにささげます。

　「偉人は嵐の中に立つ」

お知らせ
次回の災害救援班の活動予定日は、２０日（金）２１日（土）となっています。
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2012.01.15 (Sun)

スマイル・アゲイン 
今日は、植田と常磐の雇用促進住宅の集会所にてイベント活動が行われました

絵本をとおして、子どもから大人まで楽しめる時間を過ごしたい

ひとりひとりのココロに響いた時間

ほんわかしていて　あたたかくて　なつかしくて　やさしくて

そんな時間を　ありがとうございました

「えほんでスマイル・アゲイン」

参加された方々も　ボランティアさんも　にっこりスマイル

スマイルはみんなを幸せにしてくれる、最高の魔法ですね

本当にありがとうございました

お知らせ

次回の災害救援班の活動予定日は、２０日（金）２１日（土）となっています

そんな想いを胸に、ボランティ
アに来てくださった方々です

最後には絵本のプレゼントが

オカリナ演奏、手遊び、エプ
ロンシアター

楽しい　楽しい　絵本の読み
聞かせ

そして、かみしばい
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2012.01.16 (Mon)

自転車 
思い出してください。

補助なしの自転車に、乗れるようになったときのことを

あなたは、すぐに乗れましたか？

きっと、ほとんどの方がたくさん練習されたのではないでしょうか。

乗れるようになるまで、必死にもがき、何度も何度もチャレンジされたのではないでしょう
か。

すぐに乗れた方もいらっしゃれば、時間がかかった方もいらっしゃるでしょう。

チャレンジされた時期も、人それぞれかと思います。

でも、みんなに共通するのは、ひとりひとりが抱いた「乗りたい」というキモチ。

「乗りたい」と思わなければ、ずっと乗れないままの自転車。

「乗りたい」と思うキモチがとぎれなかったからこそ、いつの間にか乗れるようになる。

一生懸命、練習を続けることが、「きっと乗れる」という未来につながる。

被災地を、このように自転車に置き換えて話してくださった方がいらっしゃいました。

そう。
今は、まさにもがいている状況。

「復興しよう」と抱く時期や、かかる時間も人それそれでかまわない。

自転車のように、ひとりひとりが抱く「復興しよう」というキモチ。

「復興しよう」と思うキモチがとぎれなければ、いつの日か復興できるはず。

一生懸命、生き続けることが、「きっと・・・必ず復興できる」という未来へつながる。

強く、強くそう信じようと思います

だって、みなさん、自転車に乗ることにチャレンジしましたもんね

だから、そのキモチがあれば絶対　大丈夫 ・・・と信じています

 
お知らせ

次回の災害救援班の活動予定日は、２０日（金）２１日（土）となっています
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2012.01.17 (Tue)

ね、話そう  
17年前・・・阪神・淡路大震災にあわれた方から、こんなお話をお聴きしました

家が崩れ、燃え、何にも残らなかった

不安と絶望の中、仲間ととにかく「明日まで」と声を掛け合い、生きてきた

あのときに

たくさんのボランティアさんに支援され、

たくさんのボランティアさんと話しができたこと

言葉を交わせる相手がいたということ　本当に　救われました

「大丈夫」と言葉をかけてもらえることで　本当に　本当に　安心できました

だから、みなさんも話してください

どんな言葉でも　なげかけあいましょう

話すことで　本当に　生きようと思えるんですから

だから　今日までこうして　生きてこれたんですよ

時には涙ぐみ、最後は希望を感じる笑顔で話を終えた彼

阪神・淡路大震災から１７年

「ね、話そう」

まずは　近くの方と言葉を交わそう

だって言葉のチカラって大きいから

人の言葉って暖かいから

「ね、話そうよ　いわきの言葉で」

お知らせ

次回の災害救援班の活動予定日は、２０日（金）２１日（土）となっています
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2012.01.18 (Wed)

復興の詩  
最近、お茶 のラベルとか見て思うんですが

復興に関する俳句・川柳の多いこと多いこと

私個人としては、普段、俳句のたしなみなどありませんが

あの短い文字の集まりに並々ならぬ情緒を感じてしまって

日本人だなぁなんて再確認しているわけです

さて、そこでちょっと感動した川柳を一つ

「手を握る　私にできる　ボランティア」

いわき市在住、７０代女性の作品です。

ボランティアで年齢を気にされる方が意外と多いんですが

こういったちょっとした気遣いもボランティアなんですよね

温かい気持ちになれた作品でした。

皆さんも、素敵な句が出来たらぜひ教えてくださいね

＝お知らせ＝
次回の災害救援班の活動予定日は、２０日（金）２１日（土）となっています 

2012.01.19 (Thu)

乾燥注意報 
東京では、３４日間連続での乾燥注意報が出されていますね。
この季節の乾燥・・・
火事や風邪の流行などが心配されます

部屋の中の乾燥を防ぐ方法としては、「加湿」をするしかないのですが、
加湿方法にはいろいろあります。
一番早いのが「加湿器をつける」なんですが…。

わたしのおススメは…
「花を飾る」です

観葉植物を置くだけでも、部屋の湿度はかなり上がるんですよ
空気もきれいになりますし

植物に水をあげる、花瓶の水を取り換える…
そんなちょっとしたことで、気持ちにゆとりができるのかなぁと思います。

皆さんがすこしでもゆとりのある時間を持てますように。
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そして、この冬風邪をひかないように。

そしてそして、素敵な笑顔でいわきに来ていただけるように

＝お知らせ＝

１月２０日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１５名）

１月２１日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（４０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.01.20 (Fri)

アンチ 
自分の嫌いなものに対してよく使われるこの言葉ですが、

ほんとは好きで憧れているからこそ使うんだと思うんですよね

と、いうのも何を隠そう、私自身がかつてアンチボランティアだったからです。

ボランティアさんたちの遠くてもすぐにとんでいく行動力とか、

作業が危険で大変だと知りつつも果敢に立ち向かっていく、

そんな姿がまぶしかった

それが出来ない自分が悔しかった

ちょっと高校球児みたいな熱いノリになってきちゃいましたが、

ボランティアが世間に広く知れ渡るきっかけとなった

阪神淡路大震災のあった１月１７日から

ボランティアさんに向けてずっと言いたくて仕方なかったこと

１７年越しの想いを伝えることが出来て感無量です。

受けとめてくれてありがとう

明日もよろしくお願いしますm(__)m

＝お知らせ＝
１月２１日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（２０名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.01.21 (Sat)

大寒でも…  
今日は大寒
一年でもっとも寒い日とされています。

いわきも暦通りの寒い一日となりました。
そんな中、２８名の熱いチカラと優しいキモチと素敵な笑顔をもった皆さんが活動してくれま
した。

そして、活動ではありませんが、今日は、皆さんと話をする時間を持つことができました。
皆さんの想いを聞くことができる時間…とても貴重なすてきな時間でした。

皆さんの笑顔は、とてもとても素敵です
そして、皆さんがいるから、センター内はいつも暖かいです

災害救援班の活動は、また来週までお休みとなります。
皆さんの素敵な笑顔で、一緒にいわきを暖かくしていきましょう

災害救援班次回の活動日は、２７日（金）２８日（土）となります。

追伸
最近、走る練習をしている方をよく見かけます。
いわきサンシャインマラソン、頑張ってください

応援しています、なう。

2012.01.22 (Sun)

好き 
いわきの野菜が好き

いわきの魚が好き

いわきのお米が好き

いわきの果物が好き

いわきの海が好き

いわきの山が好き

いわきの建物が好き

いわきの公園が好き

いわきの街が好き

いわきの人が好き

いわきを想ってくれる人が好き
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いわきを応援してくれる人が好き

いわきの復興を願う人が好き

そして・・・
全国にいるボランティアのみなさんが大好き

みなさんの笑顔が大好き

だって「いわき」は私のふるさとだから・・・

～お知らせ～
災害救援班の活動は毎週金曜日・土曜日となっております

2012.01.23 (Mon)

パートナー  
いわきボラセンは、４月４日から被災家屋の片付け活動を行うべく、ボランティアさんの受付
を開始しました。

・・・が、私たちは、開設だけであっぷあっぷ

人と物を運ぶための手段など考えつかず・・・全てボランティアさんにおんぶに抱っこ

しばらくして、くるまの必要性を痛感し、やっと数台の軽トラとハイエースを装備

それでも足りなく 、ボランティアさんにおんぶに抱っこ

少しずつ、くるまを増やし・・・

軽トラ５台

ハイエース５台

２トンコンテナ車１台を装備。

それでも足りなくて、ボランティアさんの軽トラや
２トントラックを借りたっけ
　　　　　　　　　　

今は、ハイエースが２台だけとなりました。

色んなものを運んでくれましたね、くるまたちにわたしたちは感謝 です。

人、資材、ガレキ・・・笑顔、夢、希望、そして熱いチカラと優しいキモチも運んでくれました。

もう少し、２台のくるまたちにはお世話になるかなぁ・・・。

そして、ボランティアさんにももう少し、お世話になります

お知らせ
災害救援班の活動日は、１月２７日（金）２８日（土）を予定しています。詳細は、後日で

くるまがたくさんあったあの
夏
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2012.01.24 (Tue)

皆さんの活動が… 
４月４日にボランティアさんたちの受け入れを始めたとき、
皆さんの受付・マッチング・報告は社会福祉センター１階で行っていました。

その後、何度か引越しを重ね、現在はスペースが縮小されましたが、
また１階にて皆さんの受け入れ・送り出しをしています。

今日は、皆さんの活動がない平日、社会福祉センター１階スペースでは、
どんなことが行われているのかをご紹介したいと思います。

４月から６月中旬まで皆さんがマッチング待ちをしていたスペースでは、毎週月・火・木曜日
の３日間、
小さなお子さんと保護者の方たちの交流の場として、地域子育て支援事業“カンガルーひろ
ば”が開設されています。

５月の連休中、皆さんが「マッチングまだかな～ 」と待ちつづけたあのスペースでは、
今は小さな子どもたちがハイハイしたりすべり台をすべったり…笑い声があふれています

先日、いわきボラセンの軌跡や皆さんの活動写真などを展示した
コーナーを熱心に見ているお母さんがいました。
「いわきのために、こんなにたくさんの方が頑張ってくれている
んですね。ありがたいですね」
そう言って、赤ちゃんをぎゅっと抱きしめていました。

皆さんの活動を知って、お母さんの心にも皆さんの熱いキモチが届いたようでした。

＝お知らせ＝
今週のニーズをご紹介します。

１月２７日（金）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（２５名）

１月２８日（土）

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.01.25 (Wed)

今日は…  

毎朝のツイッターを読み返したら、毎日「寒い寒い」とつぶやいていましたね…
だって、寒いんですもの。
…と思っていたら、雪まで降ってきました

そんな今日は、「日本最低気温の日」なんです。
１９０２年の今日、北海道旭川市で－４０．０℃を観測したので制定されたそうです。

そして、「日本最低気温の日」をもとに作られたのが「中華まんの日」と「ホットケーキの
日」です。
どちらも、「寒い日は暖かいものを食べて温まりましょう」ということです。

いわきボラセンで制定するとしたら…
「熱いキモチの日」でしょうか。

いわきボラセンには、皆さんの熱いキモチがいっぱいなので、「日本最低気温の日」でも心は
いつも暖かです
そんな皆さんの熱いキモチで、いわきの毎日が「日本いつでも心が暖かい日」になりますように

＝お知らせ＝

１月２７日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（２５名）

１月２８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.01.26 (Thu)

まぶしい存在 
なんだか出だしからちょっと恥ずかしい内容を匂わせるものとなってしまいましたが

最近、よく言われることがあって

ぜひ皆さんにお伝えしたいなと

現在、原則金・土と活動を続けているボラセンですが、

そこでのボランティアさんと私たちスタッフとのやり取りを見た方から

「いわきボラセンのスタッフさんはうらやましいなぁ 」と羨ましがられること多数！

なんだか、自分のことのように喜んでしまいました（≧ω≦）
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そこで…

たまには？（いやいや、モチロンいつもですが）皆さんの心配を一つ

雪があまり降ったりしない、いわきですが

昨日降りました

すごく寒いです

ボランティアに来る際には、防寒着をお忘れなく！

また明日、元気に私たちの「まぶしい存在」にお会いできることを願って。

＝お知らせ＝
今週のニーズをご紹介します。

１月２７日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（２５名）

１月２８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.01.27 (Fri)

今日の「素敵な笑顔」 
今日は、冷たい風の吹く中、延べ３０人の熱いチカラと優しい想いを持った素敵な笑顔たちが
いわきのために活動してくれました。

今日、社会福祉センターでは、「ボランティア講演会」が開かれました。
以前ブログの“ボランティア通信”にてご紹介した「ボランティア入門講座」で、１００人を
超える方の参加がありました

これからボランティアをしようと考えている方への講演会だったわけですが、講演前に参加者
と少しだけ話をする時間がありました。

今回の震災で、津波で家も大切なものも流されてしまった…という方でした。
「今回、ボランティアさんにいろいろやってもらったから、今度はおれがやる番だと思って…」
そう話す笑顔は、本当に素敵でした

＝お知らせ＝

１月２８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１５名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.01.28 (Sat)

優しいキモチ 
今まで、自分たちで片づけてきた。
でも、いざ荷物を見てしまうと、ひとつひとつ手に取る度に、時が止まってしまう。
そして、片づけが進まなくて、どうしていいのかわからなかった。
皆さんに来てもらって、こんなにきれいにしてもらった。ありがたい。

今日、皆さんが活動してくれたお家の方の言葉です。

自分たちではどうしようもなかった荷物…。
ボランティアさんがチカラを合わせて片づけてくれました。

そして、皆さんは、ただ片づけていくだけではないんです。

今日活動してくれたお宅には、古い人形がたくさんありました。
木の箱にたくさん入った人形には、きっと思い出もあったと思います。
でも、処分しなくてはならない…。

「ごめんね。ひとつひとつお顔だけでも見てからにするわ」
そう言って、たくさんある人形をひとつひとつ片づけていました。

優しいキモチがいっぱいの活動現場でした。

皆さん、今日もありがとう

次回の災害救援班の活動は、２月３日（金）４日（土）となっていますので、よろしくお願い
します。

2012.01.29 (Sun)

つながりのはじまり 
「何年たっても　つながっているんだ」

そう感じさせてくれた、今日のボランティアさん。

ボランティアのみなさんの普段のお住まいは長野県、新潟県等々…甲信越地方
サックスフォンを中心とした音楽グループ「音だまくらぶ」のみなさんです

今回、音楽を届けにいわき市にボランティア活動に来てくださったのは、
１０年以上前、長野県でいわき市出身の方と出逢ったことがきっかけだそうです。

ボランティア活動をするきっかけは、人それぞれいろいろあるとは思いますが、
今回のように、いつかの出逢いがきっかけだった方も多いのではないでしょうか。

いつかの出逢いが、きっと永遠のつながりのはじまりなのかもしれません。

「ここに来て、よかった 」

今日の演奏の中にあったフレーズ。とっても、心に響きました。
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コンサート後に集まってきた子ども
たち。
ボランティアさんのご厚意で、コン
サート第二部の始まりです

楽器にもさわらせてもらって、笑顔
はじける時間でした

そして、今日は、音楽のほかにも、
お餅つきのボランティアさんも来て
くださいました

埼玉県草加市から、お餅つきの練習
をしての参加です！

住民のみなさんと笑顔の交流

おなかもココロも、あたたかい１日
となりました

今日も、みなさんに感謝です　　
「ありがとう」

お知らせ

次回の災害救援班の活動は、２月３日（金）４日（土）を予定しております。
よろしくお願いいたします。

2012.01.30 (Mon)

〇〇向け 
このブログのコンセプトとして

「ボランティアをしてみたい。今週のニーズは！？」

「今、どんな活動をしているの？」

などなど、ボランティアにまつわるご要望にお応えするべく日々更新しているわけですが、

先日、ある受験生をお子さんにもつお母さんが、

受験に関係するＴＶは見せるようにしてますよ

なんておっしゃってたんですね。

ちょっと展開がいきなりすぎて分かりづらかったかもしれませんが

ボランティアをするにしろしないにしろ、

子どもにも活動をこの機会に知ってもらうってのも大事なのかな、と。

と、すれば！
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このブログの末尾に、受験にまつわる問題なんかも入れちゃえば子どもも見てくれるかな

なんて。

よし、最初の頃の歴史ってどうだったかなぁ。

聖徳太子くらいからでしたっけ？

と、いうわけで、ちょっと恥ずかしいですがこれも子どもたちのため

歴史といえば語呂！

聖徳太子が摂政になった時の年を覚えてみましょう。

「聖徳太子はコックさん（５９３年）」（参考：http://soudan1.biglobe.ne. jp/
qa4534241.html?check_ok=1）

ネットで一生懸命探したんですからね！？

いわきＶＣで活動する皆さんからいい影響を少しでも受けてもらえるように

まずはブログを見るところから初めてみよう

今日はそんな取り組みでした

2012.01.31 (Tue)

未来へ 
『みんなー頑張っぺ』

そんな元気な声が聞こえてくる。

子どもたちは、円陣を組んで気合を入れる。

一つのボール を夢中で追いかける。

いっぱいいっぱい、空気を吸って、水を飲んで、転んでも立ち上
がり、またボールに向っていく。

私たち大人は、『子どもたちの未来を作らねばならない』と思う。

子どもたちが大きくなって、私たちが思ったように、『子どもた
ちの未来を作る』と思ってもらえるように・・・。

子どもたちの明るい未来のために、今できること。

一人ひとりが考え、行動する。そのチカラは必ず、大きくなる。

口下手なボランティアさんから教えてもらったこと、

『一人では無理だけど・・・みんながいれば何とかなる』

だから・・・チカラを合わせて、未来へ
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災害救援班からのお知らせです

災害ボランティア活動は、２月３日（金）、４日（土）を予定しています。詳しくは、明日の
ブログで

2012.02.01 (Wed)

シアワセ  
今日から2月『如月』ですね。
『如月』の語源を調べてみました。
寒さのために、更に衣を着る⇒『衣更着』
時気（寒気）が更に来る⇒『気更来』
この２つの意味から来ているそうです

…とにかく寒いってことですよね

そんな寒いときには、温かくなるような話を…。

先日、小さな子がニコニコしながら、「わたし、シアワセなんだよ 」と教えてくれまし
た。
ここにいることがシアワセなんだそうです。
その子にとって、安心できる場所があることがシアワセなんでしょうね。
子どもたちの笑顔は、心を温かくしてくれます

もちろん、皆さんの笑顔も私たちの心を温かくしてくれていますよ

小さなシアワセがいっぱいになるように、これからも皆さんのチカラを想いを笑顔を貸してく
ださいね。

それでは、今週のニーズをご紹介します。

２月３日（金） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

２月４日（土） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。



100

2012.02.02 (Thu)

「あるある」なのに「ない」話 
まず、最初に申しあげましょう！

金曜日はニーズが

ない！！

いや、いいことなんですけどね？

晴れ ているのに、嵐のように吹く冷たい風が吹き荒れる

今日みたいな日なんかは

ニーズが残っていると被災者を思って

いてもたってもいられない、

そんな日になってしまうわけですが、

なきゃないで金曜日がちょっと不安(^_^;)

もし、お越しくださる際には、

絶対に防寒着忘れないでください。

雪は降ってないけれど、

ほんとに寒いんで！

風邪をひかないようにしながら、明日はいわき観光をよろしくお願いします。

＝お知らせ＝

２月４日（土） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.03 (Fri)

りようしゃ多数！ 
今日は、ボラセン初（？）雨でもないのにニーズ０！

昨日はどうなるかと思いましたが

皆さん、いわき観光をしてくれたということで

なんとか無事、一日を過ごすことが出来ました

コメントが、そんなに多いわけではないので、

「詳細は、ブログ・ツイッターを！」

とか言っても、何人がこれに気づいてくれるかなぁ、

なんて思っていましたが、

今日の来所具合で、予想以上にブログ・ツイッターを見てくださっているんだなぁと

ちょっと感激したところです。

利用者多数

とっても嬉しいです

明日のニーズは１件、５名。

ご紹介できなかったらごめんなさい。

明日もよろしくお願いしますm(__)m

＝お知らせ＝

２月４日（土） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 
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2012.02.04 (Sat)

ようこそ、いわきへ 
毎週金曜日・土曜日と災害救援班の活動を続けてきたわけですが、
昨日のまさかのニーズ０には、正直「どうしよう…」と思いました。

この一週間、ずっと皆さんに「活動日は３日（金）と４日（土）です 」
って言い続けてきたのに…

ボランティアをするためだけに遠方からいわきに来てくれた方には、本当に申し訳なかったと
思います。
いやいや、ニーズがないのはいいことなんですけどね…。

そして、今日のニーズは1件、ボランティア予定数は5名…。
そんな中、今日は、28名のボランティアさんがいわきボラセンに来てくれました。

「じゃあ、海岸清掃にでかけよう 」
そんな提案をして行動する…皆さんはすてきです

皆さんの温かさが、すごくまぶしいです

そんな皆さんに…
ようこそ、いわきへ
来てくれて、ありがとう。

皆さんの熱いチカラと優しいキモチと素敵な笑顔によって、いわきはとってもあったかいです

＝お知らせ＝

次回の災害救援班の活動は、１０日（金）１１日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.05 (Sun)

こんなにも…  
いわきで生まれて、いわきで育ったわたしには、
いわきの海も山も、当たり前の景色としてあるものでした。

いわきという土地が身近すぎて、これまで、「いわきが大好きです 」
って言葉にすることは、なかなかありませんでした。

今回の震災で、改めて「いわき」を見るようになりました。

そして、ボラセンスタッフとして、被災者の声を聴いたり、皆さんと話をしたりするうちに、
「わたしは、いわきが大好きなんだ」ってことに気づきました。

いわきには、皆さんに見てもらいたい所がたくさんあります。

いわきを見て、学んで遊んで味わって…
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みんなにいわきの良さを知ってもらいたいです。

いわきの良いところ、好きなところをみんなに伝えてほしい。
それも、立派な被災地支援なんですよ

さあ！みんなでいわきに行こう
いわきでのお泊りのご相談は下記連絡先へ！

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　☎０２４６－５３－６５３７
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＝

次回の災害救援班の活動は、１０日（金）１１日（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.06 (Mon)

なくしたもの  
この震災で「なくしたもの」は数多くあります

大事な人・家・もの・時間・風景・・・

ほかにも、言葉にできないコトやモノがたくさんあるはず

それらを、種類や数、規模などというものさしなどでは、決してはかることなんてできない

それぞれの場所に住んでいる、それぞれの方の想いがあるということ

そしてそこには、それぞれの時間が流れているということ

それを私たちは、絶対に忘れてはいけないと思います

いつかの新聞に、こんな記事がのっていました

被災地は少しずつ、復興へと向かい始めている

その陰で、一人ひとりの悲しみは置き去りにされがちだ

大きな存在を失ったという事実をゆっくりと受け止めながら　それぞれの速度で前へと進む
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「大勢の犠牲あっての復興だということを、忘れないで」
大事な息子さんを震災で亡くされたお母さんからのメッセージです

＝お知らせ＝ 

次回の災害救援班の活動は、１０日（金）１１日（土）を予定しています。 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.02.07 (Tue)

ないた日 
人の暖かさを知る

先日、ある人がこんな話をおしえてくれた

旅先であまり天候に恵まれなかった

でも、その地で出会った人たちの暖かい心が

どんな歴史的建造物より、ダイナミックな自然より、

心のアルバムに刻まれたという。

声をかけるとやさしく応えてくれ・・・

困っているとそっと寄り添ってくれ・・・

雨が降っていれば、島津雨と・・・

そんな人の暖かさに出会えた旅だったと。

それは、きっとおもてなしの心

私たち社協職員（ボラセンスタッフ）もそんなおもてなしの心をもって復興支援に取り組んで
いきたい。

ありがとう

それでは、今週のニーズをご紹介します。

２月１０日（金） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１５名） 

２月１１日（土） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（１０名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 
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2012.02.08 (Wed)

出会うこと 
出会うまでの楽しみ
出会うことの喜び
出会ったことの嬉しさ
別れるときの淋しさ

そして、また出会えると思うこと

あの日がなければ、普通だった。
でも、あの日があったのは、事実。その事実は変えられない。

だから・・・
被災された人がいて
そこで困っている人がいて
助けを求めている人がいて
声なき声で助けを求めている人がいて

そして・・・
助けたいと思っている人がいる

人が出会うことで、風が流れる。
その風が復興への道をつくる。
そこに道があれば人はまた出会うことができる。
出会うことは、楽しみ　喜び　嬉しさ　淋しさ・・・

　私たちは、そんな出会いに感謝しています

＝お知らせ＝

２月１０日（金） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１０名） 

２月１１日（土） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１０名） 

※軽トラユーザーの方、災害救援班にお力をお貸しください。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.09 (Thu)

おもいっきり！  
みなさ～ん!!

～日本の復興を「いわき」から～

復興祈願　第3回　いわきサンシャインマラソン

いつかのブログでもご紹介しましたね

ついに、あと３日で当日をむかえますよ～!!!!

どの選手も、そして、どの応援者も「復興」という
きっと同じオモイを抱いているはず。

ゲストランナーでもある、
いわき総合高校出身　東洋大学の柏原竜二選手が、
箱根駅伝を完走した際、残したコメント。

「僕が苦しいのは一時間ちょっと。福島の人に比べたら、全然きつくない。」

故郷を思うキモチが、ひしひしと伝わってきたこと。

多くの方々が、彼の走りに心をうたれ、感動したこと。

そして、希望をもらったこと。

今でもずっと忘れられません。

きっと、「いわきサンシャインマラソン」でも
さまざまなオモイや、感動や、希望がたくさんうまれることでしょう

Let’s　run　!!!

選手のみなさん、おもいっきり走りましょう！

応援されるみなさん、おもいっきり声援しましょう！！

みなさんで、いわきの風をおもいっきり感じましょうね！！！

＝お知らせ＝

２月１０日（金） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１０名） 

２月１１日（土） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１０名） 

※軽トラユーザーの方、災害救援班にお力をお貸しください。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
※活動日の受付時間は9:00になっております 
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2012.02.10 (Fri)

なんだか、すごいぞいわきの名産 
自称観光大使からお届けする！

いわきの「すごい名産」コーナー

なんかコーナー名、前と変わってない！？

なんて、容赦ないツッコミをくれた方には

いわきＶＣブログ大使としての肩書きをプレゼント

それでは、さっそくご紹介。

私、いわきの観光大使を自称しておりますが、

おばあちゃん宅で出てきた「〇〇焼き」「〇〇鍋』「〇〇丼」「〇〇干し」には

びっくりさせれられた記憶があります。

気になる方はぜひ、検索してみてくださいね

では、明日はいわき「〇〇名産品」の話で盛りあがていることを期待して（笑）

明日もよろしくお願いします。

ちなみに・・・ってわけじゃありませんが、本日は１９名の笑顔が被災者支援活動に協力して
くれました。ありがとうございます。

２月１１日（土） 

被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１５名） 
地域復興支援活動（薄磯地区）：１件（５名）

※軽トラユーザーの方、災害救援班にお力をお貸しください。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
※活動日の受付時間は９:００になっております
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2012.02.11 (Sat)

あなたのそばにいる 
今日で震災があった日から１１ヵ月です。

１１ヶ月たった今でも、地震や津波の影響で片付けをされている方がいます。
長く険しい再建への道のりはまだまだ続きと思います。

私たちは、『被災された方』と『支援したいと想う方』の橋渡し役です。

私たちが、もっとしっかりしなきゃいけない。
もっともっと、しっかりして、頑張らなきゃ いけない。

だって、社会福祉協議会は、皆さんの支援で運営している団体ですから。

何かあったら『社協に相談しよう』
時間があるから『社協に寄ってみよう』
待ち合わせ場所は・・・『社協で』
こんな感じに、地域住民が交流できる、ボランティアが交流できる、そんな社協にならなく
ちゃ！！

あの日から、すべてが変わってしまったけど、『社協』はあなたのそばにずっといます。

社協は、あなたの心に寄り添いながら・・・

ずっとそばにいます。

そして、今日は延べ３１名の熱き心を持ったボランティアマンが活躍してくれました。
ありがとう・・・ボランティアマン

2012.02.12 (Sun)

復興というカタチ 
風が強い
風が冷たい
足が痛い

それでも走る
それでも走り続ける

だって声援が聞こえるから
だって優しく暖かい声援が聞こえるから・・・そんな声が聞こえた気がした。

ランナーからもらった勇気
スタッフからもらった勇気
沿道から声援する人からもらった勇気

その勇気を私たちは、復興というカタチに変える。
みんなの勇気がいわきを元気 にするんだ！！

第３回いわきサンシャインマラソン
過去最高の７，８０２名のランナー。そして１，５００名を超える運営ボランティアのみなさん
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感動をありがとう

勇気をありがとう

いわき市社会福祉協議会は、

頑張っている人を応援します

＝お知らせ＝

次回の災害救援班の活動は、１７日（金）１８日（土）を予定し
ています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合があり
ますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.13 (Mon)

太陽のような～キンセンカ～ 

昨日のサンシャイン とは、打って変わって、曇り空のいわきです…。

今日の誕生花は、キンセンカ。
漢字で書くと『金盞花』
太陽のような金色の盃を広げた形からきているんですって。
今日の天気は、残念ながら盃は隠れてしまいましたが、ボラセンには、皆さんの明るい笑顔が
いっぱいなので、いつもいつもサンシャインです

今日は、５名のボランティアさんが被災家屋の片づけの活動をしてくれました。
災害救援班は、基本的に毎週金曜日・土曜日とで活動をしているわけですが、被災者との調整
により、他の曜日にも皆さんのチカラを貸して頂くことがあります。

今日は、そんなニーズも含めてご紹介したいと思います。

＝お知らせ①＝
次回の災害救援班の活動は、１７日（金）１８日（土）１９日（日）を予定しています。※
ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

＝お知らせ②＝
２月１９日（日）のボランティア活動について
集合時間：８時１５分
集合場所：いわきボラセン
活動内容：被災地の中学校の再開に向けた準備（片付け・清掃）
募集人数：５０名
　※参加を希望する方は、メール又はＦＡＸにてお申込みください。
メール　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ ０２４６－３８－６６３２
なお、募集人数に達し次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。 
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2012.02.14 (Tue)

福の島より 
どんよりとした曇り空 の日

頻繁に地震が起きた 日

特別に災害ボランティア活動をした日（４名のボランティアさんありがとう）

寒さも揺れも日常になりつつあるが、そんな日常は好きじゃない。

春夏秋冬・・・暖かい日もあれば寒い日もある。
そんなことは分かっている。

津波や地震により仮設住宅やアパートに住んでいる方
補修しながら住み続けている方・・・

そんな方たちのことを想うと、少しでも暖かくなってほしいって思うんです。

私たちは、頑張っている人を応援します。

私たちは、頑張ろうと思っている人を応援します。

そして、私たちは頑張っている人を応援している人を応援します。

だから・・・みんなに届け
ハッピーバレンタイン

　　　愛を込めて・・・ｉｎ　福の島　いわきより

＝お知らせ①＝
次回の災害救援班の活動は、１７日（金）１８日（土）１９日（日）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

＝お知らせ②＝
２月１９日（日）のボランティア活動について
集合時間：８時１５分
集合場所：いわきボラセン
活動内容：被災地の中学校の再開に向けた準備（片付け・清掃）
募集人数：５０名
　※参加を希望する方は、メール又はＦＡＸにてお申込みください。
メール　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
ＦＡＸ ０２４６－３８－６６３２
なお、募集人数に達し次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。
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2012.02.15 (Wed)

振り返ると  
振り返ってみると

たくさんの団体、個人の方がいわきＶＣに来て力を貸してくれました

ここで出来たご縁を途切れることなく、

ずっと繋げていけたらいいな と思っているわけですが

今日開催された「福祉レクリエーションボランティア入門講座」もその一つ

健康体操や指体操、クラフトや踊り、ゲームなど五感をフルに使った活動で

高齢者の介護予防も出来るし、たくさんの方を笑顔にできる素敵なボランティアなんです

災害復旧活動のボランティアニーズは収束にあるけれど

復興支援活動（イベント活動等）でまた皆さんのお力をお借りする時があると思います

いわき市社協では、今後、このような講座を通じて被災者支援活動に力を注いでいきたいと思
いますので、

チカラを合わせていけたらなと思います

これからもよろしくお願いしますm(__)m

＝お知らせ＝

２月１７日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

２月１８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）

２月１９日（日）
被災した中学校の再建に向けた活動は、

定員になりましたので、２月１５日（水）

１７：００をもって受付を終了させていただきました。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.16 (Thu)

あの音色 
先日、ご紹介した豊間中学校再建に向けたボランティア活動

たくさんのお申込みをいただき、みなさんの優しいキモチが心に響きました。

津波で壊れたしまった豊間中学校のピアノ

地域の方々の協力を得て、年末の紅白歌合戦で奇跡のピアノとして復活しました。

あの音色・・・何気ないピアノの音かもしれないけど、音楽のことはよく分からないけど、

とっても心に響きました。

みなさんから、「豊間中学校再建のボランティア活動やるよ」

そのコトバも、あのピアノの音色のように心に響きました。

みなさんの「コトバ」が私たちを強くします。

　　　人っていいなぁ・・・

そんなことを感じた一日でした。

＝お知らせ＝

２月１７日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

２月１８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１３名）

２月１９日（日）
被災した中学校の再建に向けた活動：１件（５０名　受付終了）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.17 (Fri)

久々に 
地面が白くなるくらいの雪ですが、いわきで降りました

会津などに比べたら全然降ってないに等しいのかもしれませんが、

ほとんど雪なんて降らない、いわき市民にとってみれば

７割がまだノーマルタイヤだという話も聞きますから

会社へ行くのも買い物に出かけるにも渋滞してちょっと大変なわけです

子どもの頃は雪なんて降ろうものなら、喜んで外に出たのに

そんな気持ちになれないのは少し寂しい気もしますね(^_^;)

そんなこんなで、今日の災害救援班の活動は急きょ取りやめにさせていただきました。

皆さんにケガなんてあったらそれこそ大変ですから！

でもでも、明日も活動ありますので、

また皆さんのお力をお借り出来ればなと思います

今日お越しいただいた１６名のボランティアさん！

活動はご紹介できませんでしたが、本当にありがとうございましたm(__)m

気温は低く寒いですが、気持ちはとっても温かい一日でした

＝お知らせ＝

２月１８日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：３件（１８名）

★軽トラユーザーの方、災害救援班にお力を

お貸しください。

２月１９日（日）
被災した中学校の再建に向けた活動は、
定員になりましたので、２月１５日（水）１７：００をもって受付を終了させていただきまし
た。
活動予定の皆さんは８時１５分にセンター集合でお願いします。

★上履きを持参してください。お願いします。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.18 (Sat)

海の色 
今日のような、青空の日。

青空の色が、広い広い海の一面にうつる。

そこに、太陽の光がくわわり、波が立つ。

海の輝きは、こんなにも美しいものだったのかとハッとしてしまうほど

キラキラと光り輝く姿を見せてくれました。

そして、なんともいえないほどの、穏やかな海の色は、

そこで見ている私のココロまで、穏やかにしてくれました。

どうか、いわきＶＣをはじめ、このブログを通じてつながっているみなさん、

いつか、いわきの海の色を見にいらしてください。

一度、二度、三度と…何度でも…。

その日にしか見れない海の色が、きっと見に来た方のココロを穏やかにしてくれるはず。

それと同時に、３．１１の黒い色も忘れてはいけない色と教えてくれるはず。

忘れてはいけない何かを「海の色」が教え続けているのかも。

そんな風に私は、思います。

この穏やかなキモチが、１日でも長く続きますように…

そして、一人でも多くの方が、穏やかなキモチになりますように…

海を見て、空を見上げて、

今日は、あたたかく、つよい気持ちで祈りました。

今日は、のべ２５名のボランティアのみなさんが、青空の下、活動してくださいました。
冷たい風が吹く中、本当に本当におつかれさまでした。
そして、ありがとうございました

みなさんに、感謝の拍手

みなさんも、ぽちっと拍手 をお願いします

＝お知らせ＝

２月１９日（日）
被災した中学校の再建に向けた活動は、
定員になりましたので、２月１５日（水）１７：００をもって受付を終了させていただきました。

活動予定の皆さんは８時１５分にセンター集合でお願いします。

★上履きを持参してください。お願いします。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.19 (Sun)

TOYOMA  
子どもたちの姿が目に浮かびます

津波により被害を受けた中学校

子どもたちの学び場は、一瞬のうちに流されてしまいました。

あれから、もうすぐ１年・・・。

みなさんのチカラで、子どもたちは、同じ場所ではないが、同じ地名を持った小学校で学ぶこ
とができます。

「豊間」と書かれた場所で。

熱心に本を読む
難しい顔で数式を解く
恥ずかしそうに英語を話す
歯をくいしばって校庭を走る
そして笑顔で仲間たちと話をする

　　　そんな子どもたちの姿が浮かびます。

今日参加してくれた５０名のボランティアのみなさんありがとう
そして、今日来ることができなかったボランティアのみなさんありがとう

みなさんの「その想い」が復興へのチカラとなります。

やっぱり、人って温かいなぁ

そんなことを感じた、２月１９日

＝お知らせ＝

次回の災害救援班の活動は、２４日（金）２５日（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.20 (Mon)

いろとりどりの魔法 
お化粧をしてくれるボランティアさんが来てくれたときのこと。

たくさんの女性のみなさんが、参加されました。

ハンドマッサージやフェイスマッサージに続き、

チークやグロスを選ぶ表情も、自然と笑みがこぼれます。

「とってもおきれいですね。」

お化粧を終えた方に声をかけると、

「ありがとう。震災以来、はじめてお化粧をしたわ。」

美しく微笑んでこたえてくれたおばあちゃん。

「震災前は？」

「震災前は、毎日していたわ。でも、震災があってからは、ずっとする気になれなかったの。
　でも、このような機会があるのを知って、参加してみたの。参加してよかった、気持ちが少
しはれたわ。」

お化粧の魔法は、おばあちゃんの日常を取り戻してくれました。

いろとりどりの魔法が、いろんな方のもとにふりそそぐといいなぁと思います。

タイミングもあると思いますが、何がきっかけになるかわからないし…。

いろとりどりの魔法のひとつ。

まずは「わらおう」

笑顔は、幸せへきっと導いてくれるはず…
　

＝お知らせ＝

次回の災害救援班の活動は、２４日（金）２５日（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.21 (Tue)

表彰状！  
今日、うれしいニュースがありました。
いつも、運営スタッフとして活動をつづけてくれている方のお子さんが、「休みの日にボラン
ティア活動を頑張った！」として表彰されました

小学校の校長室で、うれしそうに賞状をもらう写真を見せてもらったのですが、写真の背景が
キラキラして見えたのは、表彰された姫と王子の笑顔が素敵だったから

今回は、2人の子どもたちが表彰されたわけですが、私たちは、いわきボラセンを支えてくれ
るみなさん全員を表彰したいです

いわきボラセンにて活動をしてくれるみなさんも
いわきを想って、自分のできることを考えてくれるみなさんも

みんな　みんな　大好きです

私たちの心の中には、いつでもみなさんへの「感謝状」があるんですよ。

＝お知らせ＝
２月２４日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名） 

２月２５日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.22 (Wed)

気持ちの宝石 
今日、全国から寄せられた応援メッセージを改めて読ませていただきました

日本各地から。

そして世界から。

本当にたくさんの人が、今回の震災に注目し、そしていわきのことを考えてくれた。

短いメッセージ

長いメッセージ

イラスト入り

写真入り
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様々な種類の気持ちの宝石たち。

あれから時が経つほどに輝きが増してる気がするんですよね。

まばゆいのに温かい。

そんな皆さんからのメッセージは、

私たちだけでなく、被災した方々すべての心の支えです。

皆さんの温かい気持ちを改めて受けて、これからもまた気持ちを新たに頑張ります！

いわきがずっと皆さんの第２のふるさとであるように。

これからも末永くお願いしますm(__)m

＝お知らせ＝

２月２４日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名） 

２月２５日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.23 (Thu)

SAKURA 
ここ数日の青空がウソだったかのような雨の一日でした。

昨日、気象庁が桜の開花予報を発表しましたね
今年は、平年並みか少し遅いようです。

桜前線とともに日本列島を北上したい夢をもつ私ですが、なかなか実現できずに毎年近所でお
花見をしていました。
ただ、去年だけは、いつの間にか桜の季節が終わってしまいました

去年の桜は、みなさんどんな気持ちで見たのでしょうか…。
言葉にはできない、たくさんの想いがあると思います。

今年は、笑顔でお花見ができる人が増えますように…

少しでも、皆さんが笑顔になるお手伝いができればと思います。

＝お知らせ＝

２４日（金）のニーズが変更になりました！
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２月２４日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名） 
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（５名）
地域支援活動：1件（１０名）

２月２５日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.24 (Fri)

フラダンス 
本日は、常磐にある雇用促進住宅集会所にて定期交流会が行われました。

定期交流会は、雇用促進住宅に以前からお住まいの方、被災されて雇用促進住宅に移り住んだ方、
そして、地域の方との交流の時間です。

今回は「フラダンス ＆たこやき 」交流会

前回の交流会の参加者の中に、常磐音楽舞踊学院1期生の方がい
らっしゃり、その方が、被災された方々と地域の方々と一緒にフ
ラダンスが踊れたら…と声をかけてくださったのがきっかけ。

アツアツのたこ焼きのボランティアさんとともに、あたたかい
時間を過ごしました。

少しずつ、被災された方と地域の方に「つながり」が生まれて
いることをうれしく思った１日でした

また、今日は１９名のボランティアさんがさまざまな場所で活
動してくれました。
みんなのチカラがいわきを元気にします！！

みなさん、フラガール気分 いっしょに楽しむ、おじいちゃん  

常磐音楽舞踊学院1期生
昔はおなかをだして踊ることに対しての冷たい視線が
痛かったようです。

生のフラガールの実話をお聞きすることもできました。

踊りを楽しんだあとは、フラダ
ンスの曲をBGMに、アツアツ
のたこ焼きを囲んで団らん。
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＝お知らせ＝

２月２５日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：３件（２５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.25 (Sat)

「そこ」から 
雨の土曜日・・・。

津波で被災されたお宅

地震で被災されたお宅

そこに住み続けたい・・・

そこにはもう住みたくない・・・

いろいろな想いがある中で、３９名のボランティアさんは被災された方と向き合っての活
動・・・。

今は、どんな想いで活動をするのだろう。

最近、私たち職員は、「忙しい」というコトバを理由に活動場所
に顔を出さなくなってしまった。

すべては活動場所から始まるのに・・・。

そこには、被災された方、
被災された方を救おうと思うボランティアさん
そして、地域の方々がいる。

すべては、「そこ」から始まる。

「そこ」にすべての想いがあるからこそ、私たちは、行かなければいけない。

＝＝お知らせ＝＝
次回の災害救援班の活動は、３月２日（金）、３日（土）、５（月）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.02.26 (Sun)

そばにいるよ 
災害救援ボランティアセンターとしてスタートしたボラセンも機能や名称を変更しながら、ボ
ランティアさんとともに歩んできました。

そこには、いろんな思い出がありました。

つらいこと、悲しいこと、うれしいこと、楽しいこと、励まされたこと、一緒に笑ったこと、
一緒に泣いたこと・・・数えたらきりがない。

ボランティアさんとともに歩んだ日々は決して忘れることができないよね。

きっと、みなさんもそうだと思います。

あの日、あの時、あの場所で、感じたこと、想ったことは決して忘れられるものではないです
よね。

だから、どこへ行っても・・・

いわきを離れても、福の島を離れても、日本を離れても、いわきボラセンは、ずっと心の中に
います。

あなたのそばにずっといるから。いわきボラセンはこれからもずっと

＝＝お知らせ＝＝
次回の災害救援班の活動は、３月２日（金）、３日（土）、５（月）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.02.27 (Mon)

春までもう少し 

晴れ たなぁ・・・風は少し冷たかったけど、いわきは快晴でした。

こんな日は、

のんびりする人、家事をする人、仕事をする人、ドライブをする人、日向ぼっこする人、ボラ
ンティアする人・・・。さまざまだろうなぁ

窓越しから

つぼみをつけてゆれる木々

マフラーを手に持つ人

手袋をはずす人

少しづつ春に近づいているね
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そんな春に近づいている日に、いつものようにボランティア活動をしてくれるボランティアさ
んたちがいる。

ありがとう

あなたたちがいるから、いわきボラセンは運営できているんです(^_^)

＝お知らせ＝

３月２日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

３月３日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名）

３月５日（月）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.28 (Tue)

思い出すこと 
最近、よく思い出します。

ついこの間までは、思い出したくてもなかなか思いだせなかったのに・・・。

３月１１日が近づいてきたから？
自分の中で、少しだけ整理ができてきたから？
時間が経ったから？

よく分からないけど・・・最近、災害ボラセン運営（ピーク時）のことを思い出します。

暑い日も、寒い日も、雨の日も、風が強い日も・・・
区長さんや民生委員さん、地域の方々、そしてボランティアさんにお世話になったっ
け・・・。

自分の家も「津波」「地震」で被災されているのに、困っている方のために、地域のために、
災害ボラセンと毎日連絡をし何かと「やりとり」をしたっけ・・・。

そして、現地調査までしてくれたっけなぁ・・・。

ボランティアセンターは、地域を、人を想う方々がいて、はじめて成り立っている。

こんなときだからこそ、あの日を思い出して、立ち上がらねば

　あなたが笑うまで・・・は。

今日、いわきボラセンから、ひとり卒業しました。８月から災害救援班をまとめてくれていま
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した。泣いたり、笑ったりしながら・・・。
ありがとう　あなたがいたからみんな頑張れたと思う

＝お知らせ＝

３月２日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）

３月３日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名）

３月５日（月）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.02.29(Wed)

本日、雪！  
こんにちは！

今日は、いわきでも雪が降りました

あれだけ、「いわきでは雪はあんまり降らないんです 」

なんて、東北の湘南アピールをしときながら、

今年はたくさん降る雪に、

いわきの観光大使としては、いち早く宣伝内容を変えなきゃかななんて考えて迷っている今日
この頃です。

そこで、雪が降っているのは分かったけれど、

一体どれくらい降ってるの？

いわきにボランティアに来る際の参考にしていただきたいのがこの写真

降ってもそんなに雪国ほど積もるわけではないんですよ。

なので、ガンガン遊び に来てくださいね

お待ちしています！

＝お知らせ＝

３月２日（金）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名）



124

３月３日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名）

３月５日（月）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.03.01 (Thu)

点検しましょう！
昨日の雪は、皆さん大丈夫でしたか？
今日から３月。
春の訪れを感じるような晴天の一日でした

さて、今日、３月１日は「防災用品点検の日」です。
３月１日、６月１日、９月１日、１２月１日の年４回あるんですが、「定期的に防災用品の点
検をしておきましょう」という日です。
震災から１年が過ぎようとしていますが、時々立ち止まって振り返る…そんなことが必要なの
ではないかな、と思います。

我が家の防災用品も点検しなくては…。
皆さんのお家では、いかがですか？

＝お知らせ＝ 

３月２日（金） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（６名） 
被災家屋での災害ごみの分別・整理：１件（１０名） 

３月３日（土） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名） 

３月５日（月） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
支援物資の搬入：１件（１５名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 
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2012.03.02 (Fri)

世紀の大発明！？
お疲れさまです

実は先日ある方から

「土のうマシンって、どこのボラセンに行っても人気らしいよ 」

って話を聞いたんですが・・・

土のうマシンって、いつから出来たんですかね

私もご寄付でいただいた、としか分からなくて

実際のところ、寄付してくださった方の発明なのか

他の方が発明したものか、分からないんですよね(^_^;)

ボラセンに存在する謎の１つ 、土のうマシン！

解明される日は来るのでしょうか

＝お知らせ＝

３月３日（土）
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：２件（７名）
被災家屋での災害ごみの分別・整理：２件(１０名)

３月５日（月） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.03 (Sat)

つながるバトン
定期的に甲信越地方からいわき市を訪れ、音楽を届けてくれているボランティアさん。

実は、ボランティア活動資金のほとんどが、甲信越地方の方々からの募金。

彼らは、甲信越地方の様々な場所でライブを開催し、そこでいわき市の現状や、支援活動の話
をする。

そうすると、いわき市に足を運ぶことはできないけど、何かしたいというオモイをもった方々
が集まる。

何かしたいというオモイが募金という形になり、キモチをつなぐバトンになる。
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らーめんの炊き出しをしてくれているボランティアさん。

こちらもボランティアの活動資金や炊き出しの材料費は募金。

自分のお店に募金箱を設置したり、提供したらーめんのお代が募金にくわわるフェアを開催し
たり。

「だから自分だけで炊き出しができるわけじゃない。一つひとつのらーめんには、たくさんの
方々のオモイがいっぱいつまっているんです。」

今日はもちろん（２９名のボランティアさん）、今まで活動してくださった災害救援班のボラ
ンティアさん。

熱いオモイや優しいキモチのバトンはもちろん、笑顔のバトンをたくさんつなげてくれました。

いわきボラセンを訪れる人たちは、みんな様々なバトンをもってきてくれます。

そして、帰るときにはいわき市からのバトンをもって帰ります。

その背景には、目に見えないあったかいオモイがたくさんこめられている。

そんな「つながるバトン」

私たちは、それを大事に受け取り、より多くの方々につなげていきたいと思います。

＝お知らせ＝

３月５日（月） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.04 (Sun)

いわきを救った人たちがいる場所
東日本大震災
いわきの｢学び｣と｢歩み｣展がいわきら・ら・ミュウにて開催されております。

ここには・・・

震災時の悲痛な叫び
途方に暮れる人たち

希望を持つことを思い出した人たち
勇気を持つことを思い出した人たち

頑張った人たち
いわきを想う人たち
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未来ある子どもたち
そして、いわきを救った人たちがいる

こんな素敵で意味のある企画展に写真や応援メッセージなど資料を提供できたことを誇りに思
います。

ありがとう
ちなみに、｢感謝の集い｣で上映したDVDも流れています

＝お知らせ＝

３月５日（月） 
被災家屋での災害ごみの分別・運搬：１件（５名）
支援物資の搬入：１件（１５名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.05 (Mon)

楽しむ気持ち忘れない
雨の活動・・・１７名の仲間が一生懸命、支援物資を運んでくれました。

半日はかかるだろうと思っていたけど、まさかの１時間半。

みんなの熱いチカラと優しいキモチがすごかった！！

久しぶりだった・・・みんなと一緒に過ごすのは。

たった１時間半という短い時間だったけど、何かとても素敵な
時間だった。こういう表現は良くないかもしれないけど、「楽しかった」。

これからもそのキモチを大切にしたい。

私たちが楽しまなければ、被災者へ「笑顔 」を届けることができないし、ずっと活動を続
けることができないと思う。

「楽しむ気持ち忘れない」
とても素敵なコトバです。

このコトバは、桜の木に書かれたメッセージ。

いったい誰が書いたのだろう・・・。

ありがとう 　素敵なコトバを♪

＝お知らせ＝

３月９日（金）
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被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名）
応援メッセージ等の展示補助活動：１件（３名）

３月１０日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（２名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.06 (Tue)

ひとしずく
このところの「いわき」は雨・・・空が泣いている。

あれから１年が経とうとしています。

震災の日、あの悲惨な状況を見て、涙が止まらなかった。

被災された方から話しを聞いて、涙が止まらなかった。

ボランティアさんの優しさ、暖かさ、心遣い、涙が止まらなかった。

全国の社会福祉協議会職員との出会いと別れ、涙が止まらなかった。

そして、今、ブログを書きながら、涙が止まらない。

あれだけ泣いたのに・・・

あれだけ泣いたのに・・・

あれだけ泣いたのに、涙は枯れない。

この涙は、希望へのひとしずく。

これまで流した涙は、復興への「道標」となっているはず。

だから、絶対にくじけない。今、空を見上げると、雲の上には星 が輝く。

その星 たちに誓うよ。「負けない」ってね！！

＝お知らせ＝

３月９日（金）
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名）
応援メッセージ等の展示補助活動：１件（３名）

３月１０日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（２名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.03.07 (Wed)

広がれ交流の輪！
生活支援班では、被災された方々と地域の方々のコミュニティづくりのため、
さまざまな交流事業をおこなっています

本日は、内郷雇用促進住宅の集会所にて「お茶のみ交流会」が開催されました。

今回で１６回目の開催となった内郷地区の定期交流会です。
　
開催当初から比べると、現在の参加者は倍近くになりました。

その背景には、地域の方々による「口コミ」があるようです。

今日は、過去最多の６０名近くの方々が参加し、笑顔あふれる時
間を過ごしていました

黒須野の雇用促進住宅付近にある集会所での「定期交流会」で
す。

三線の音色を被災地に届ける活動をしているボランティアさんの
協力のもと、
「三線コンサート」がおこなわれました。

歌ったり、踊ったり 皆さん、とっても楽しそう

どこの地区でも、定期交流会等の交流事業をとおして、
少しずつ被災された方と地域の方とのつながり「交流の輪」がで
きはじめてきました。

また、そこに全国のボランティアさんとのつながりができていることも確かです。

しかしその反面、まだ交流するキモチになれない方々がたくさんいらっしゃるという現実も忘
れてはなりません。

つながれるところから少しずつ…。

私たち生活支援相談員は、日々の訪問活動をとおして、被災された方々とお会いし話す時間を
大切にしながら、地域とつながっていきたいと思います。

＝お知らせ＝

３月９日（金）
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名）
応援メッセージ等の展示補助活動：１件（３名）

３月１０日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（２名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

こちらは、３月３日の交流事業
の様子
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2012.03.08 (Thu)

３．１１プロジェクト
もうすぐ、震災のあった３月１１日

あるボランティアさんが言っていた

「３月１１日は人生変わった日」

とても重くて、深いコトバだった

私たちにできることは限られているかもしれない

それでも何かがしたい

誰かとつながっていたい

だから、３．１１プロジェクト

これまで、みなさんに作っていただいた「千羽鶴」

これまで、みなさんに書いていただいた「応援メッセージ」

これまで、全国のみなさんから寄せられた「千羽鶴」

これまで、全国のみなさんから寄せられた「応援メッセージ」

これまで、みなさんが汗を流した「ボランティア活動写真」

これまで、みなさんが涙を流した「ボランティア活動写真」

展示します・・・。

３月１１日、いわき市復興支援（災害救援）ボランティアセンターに展示します。

みなさんとお会いできることを祈りつつ・・・。
＝お知らせ＝

３月９日（金）
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名）
応援メッセージ等の展示補助活動：１件（３名）

３月１０日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.03.09 (Fri)

一番下に…

今日は、活動日なのに朝から雨
そんな中、３０名の優しい笑顔たちが集まってくれました
皆さんの笑顔を見ていたら、冷たい雨も吹き飛んでしまうような、暖かいキモチになれまし
た。

先週、ブログの総拍手数が１万拍手を超えたと思ったら、あっという間に１万２００拍手を超
えていました
そして、コメントをくださる皆さん、いつもありがとうございます
返信もせずに読みっぱなしですみません
でも、皆さんのその反応がうれしいです。

いつも私たちに元気をくれる皆さんが、本当に大好きです
そしてそして、今まで「 拍手」の欄に気づかなかった方！
ブログの一番下の「 拍手」をクリックです

と、いうわけで、明日はいよいよ災害救援班の活動日です。
明日もまた、皆さんの熱いチカラと優しいキモチと素敵な笑顔をお待ちしています。

それから…
明日は、軽トラがあったらうれしいです

＝お知らせ＝
３月１０日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１３名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１０名）
応援メッセージ等の展示補助活動：１件（３名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.10 (Sat)

ここにいる意味
すべては、この日から始まった・・・

３月１１日　１４：４６

絶対に忘れられない日

絶対に忘れてはいけない日

ボランティアセンタースタッフとして、

社会福祉協議会の職員として、この時にこの場所にいたいと思う。

この場所から被災者支援が始まったから
この場所でボランティアさんと出会ったから
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いわき市災害救援ボランティアセンターは、３月１１日（日）９時から１６時まで開放されます。

みなさんの想いであふれるこの場所で。

「来てくれて　ありがとう」　そんなコトバを胸に秘めながら

今日は、４４名のボランティアさんありがとう。雨の降る中、寒い中、本当にありがとうござ
います。

＝＝お知らせ＝＝
次回の災害救援班の活動は、３月１６日（金）、１７（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.11 (Sun)

0246プロジェクト
２０１１年３月１１日　午後０２時４６分

すべてはこの日から始まった

２０１２年３月１１日　午後０２時４６分

そして、すべては今日から始まる

失ったものは、大きすぎる

だから、私たちは、支援し続けたい

あなたが笑うまでは。

被災された方のために

いわきのために

福の島のために

日本のために

世界のために

私たちスタッフは

今日、この場所で支援し続けることを誓った。

これまでいわきを支えてくれた方々の想いを乗せて｢３．１１プロジェクト｣改め「０２４６プ
ロジェクト」を開催しました。

これからもずっと「０２４６プロジェクト」を・・・

だって、大切なものを守りたいから
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2012.03.12 (Mon)

ギュッと抱きしめられたような
朝起きると、３月１２日だった。

不思議だった。

３月１１日の夜は、自然に眠りにつくことができた。

３月１０日の夜は、なかなか眠ることができなかったのに・・・。

被災された方々は、毎日が３月１０日の夜のように、なかなか眠ることができないでいるのだ
ろうか・・・。

もしそうなら、「なんとかしたい！！」

そう思うのは私だけでしょうか？
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きっと、みなさんもそう思っているよね

だって、あれだけの「応援メッセージ」を書いてくれたんだもん。

だって、あれだけの「鶴」を折ってくれたんだもん。

だって、だって、だって・・・。

だから、「０２４６プロジェクト」　

来年も開催したい。そんなことを思った３月１２日の夜

きっと、みなさんの「優しさに」包み込まれたから、ゆっくり眠れたのかも・・・

＝＝お知らせ＝＝

次回の災害救援班の活動は、３月１６日（金）、１７（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.13 (Tue)

ふくしまからはじめよう。
春っぽくなってきましたね
日差しが春ですよ

空を見上げて、桜が舞う頃に
その花びらはどこに行くんだろう・・・・

３．１１ふくしま復興の誓い　２０１２「ふくしま宣言」

「私たちは必ず、
美しいふるさとふくしまを
取り戻します。

私たちは、必ず、
活力と笑顔あふれるふくしまを
築いていきます。

そして私たちは
このふくしま復興の姿を世界へ、
未来へと伝えます。」

とても素敵なスローガンだと思います。

笑顔のふくしま（いわき）を築くためには「みなさんの笑顔」が必要です
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＝お知らせ＝

３月１６日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：３件（１８名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名）

３月１７日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.14 (Wed)

防災・減災

お疲れさまです

最近とくによく「防災」という言葉をよく耳にしますね。

ですが、「減災」という言葉もあるのをご存じでしょうか。

なんとなく、減災というと減らすしかできないイメージで、防災のほうが広く使われている理
由が分かる気がしますが、定義としては、防災の中にあるカテゴリの一つとして減災があるよ
うです。

いやぁ、言葉って難しい。

せっかくなので、いつもとはちょっと違う観点から皆さんにも簡単にできる「減災とボラン
ティア」についてお話ししましょう

皆さんは、災害が起きた時、どうしますか？

まず、自分の身を守りますよね。

必要があれば避難所へいくこともあるかもしれません。

ですが、この「避難所」という言葉。

知らなくて困った という外国人の方が多かったみたいです。

日本に住む人口の１％は海外の方で占めています。

１００人に１人は外国人になるわけです。

災害はいつ起こるか分かりません。

災いを減らす、一人でも多くの命を守るその一つとして、もし、海外から来た人と接する機会
があればぜひ「日本のいいところ」と「避難所」という言葉を教えてあげてください。

出来ることから一つずつ。
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一緒に防災を考えていきましょう。

＝お知らせ＝

３月１６日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（８名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名）

３月１７日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（５名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願いま
す。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.15 (Thu)

三寒四温
昨日の日中は、とても暖かい一日だったのに、今日の風は、また冬に戻ってしまったかのよう
な冷たさでした。

『三寒四温』
冬から春にかけて、寒い日と暖かい日が数日ずつ交互に訪れる…といった季節の言葉です。

ここ数日は、『温』が４日も続くことはなく、『寒』ばかりが続いてしまうので、いわきの春
は、もう少し先のようですね

でも、チューリップの球根は芽を出し、桜のつぼみは日に日に膨らみ、春の準備は着々と進ん
でいるんですよね。
まさに、いわきの“今”なのだと思います。
皆さんのチカラが、キモチが、笑顔が、いわきの春を呼んでくれています。
素敵な春が来ますように・・・

＝お知らせ＝ 

３月１６日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（８名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

３月１７日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（５名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.03.16 (Fri)

ともに歩んだ３６６日間
１年前の今日、３月１６日にいわき市災害救援ボランティアセンターが立ち上がった。

外はまだ寒く

防寒着や毛布にくるまって

何をどうしてよいか分からない。

鳴り止まない電話の音。

心も体も緊張しっぱなし。

「助けてほしい」

「助けてあげたい」

私たちに「できること」からはじめよう
そんな想いで、ボラセン活動を始めた。

あれから、１年。

早く感じたか、遅く感じたかは、人それぞれ

あのときスタートしたいわき市災害救援ボランティアセンターは、

今、いわき市復興支援ボランティアセンターとして、被災者支援活動にあたっている。

心優しきボランティアさんとともに歩んだ３６６日間

今日、活動してくれた３５名のボランティアさん、ありがとう

そして、３６７日目の感動へ

＝お知らせ＝ 

３月１７日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：１件（６名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 
仮設住宅への引越し：１件（２名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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2012.03.17 (Sat)

雨の活動日
九州では、春一番は吹いたそうですね。
日本の春の訪れも、もうすぐでしょうか。

そんな今日は、彼岸の入りです。
お墓参りに行く方もいたと思いますが、雨のお彼岸になりましたね
この雨が、嫌なことを全部流してくれたらいいのに…。

でも、活動日に降る雨は、やっぱり嫌いです。
皆さんが活動できなくなってしまうから。

それでも皆さんは、笑顔でセンターに集まってくれる。
活動後には、資材や車を洗ってくれる。
わたしたちが気づかないところまで気づいて行動してくれる皆さんの優しさに助けられた一日
でした。

３３名の皆さん、今日も

来てくれて、ありがとう！

＝お知らせ＝
次回の災害救援班の活動は、２３日（金）２４日（土）２５日（日）の予定となっています。
詳しくは、後日のブログにて。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.18 (Sun)

春よこい
この1年の季節を振り返る

「冬・夏・秋・冬」

生まれてはじめて「春」という季節を感じることができなかった

梅、桜、チューリップ…

咲いていたっけ？

・・・。

そう、あの頃は、春色の木々や草花に目を向ける時間も余裕もなく、

気づいたときには、あつい、あつい、夏だった

それでも、季節はめぐってくるもの
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今年ほど、待ち遠しい「春」はなかったです

前を向こうと生きている被災された方々のちからや

たくさんのボランティアさんの笑顔のちから

そして、世界中からの「復興」を想うちからが

春色の木々や草花のちからになって、

きっと、きっと、春色の生活を運んでくれるはず

そう願わずにはいられません

「 春よこい 」

そんなことを思った日曜日でした

＝お知らせ＝
次回の災害救援班の活動は、２３日（金）２４日（土）２５日（日）の予定となっています。
詳しくは、後日のブログにて。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.19 (Mon)

つなぐ理由
なんだかんだと毎日ブログを更新してきました。

活動がある日は当然の如く、更新。

活動がない日も更新

クリスマス だって

年末年始 だって

ずっとボラセンからの「つぶやき」を伝えてきました。

ボラセンとボランティアさんをつなぐたすきがこの「ブログ」

そんなつながっているこの「ブログ」が活字になったら「すごい 」ですよね。

自費出版でもしようかなぁなんて思ったり思わなかったり・・・

ボラセンとボランティアさんをつなぐたすき

たすきはずっとつなげていかないと・・・被災された方が笑顔になるまでは
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＝お知らせ＝ 

３月２３日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

３月２４日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名） 

３月２５日（日） 
豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 
　※２５日（日）はＥメールでの事前申込み制（名前・電話番号を記載願います）となりま
す。定員になり次第終了とさせていただきます。
　※活動は午前中のみとなる予定です。
　※上履きがあると活動の幅が広がります。
　※Ｅメールアドレス　saigai-vc@iwaki-shakyo.com
　
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.20 (Tue)

一粒の希望
いわきにも春が訪れています。

市内の各地で梅の花が咲いています。

小さな花ですが、花びらを広げて太陽の光を浴びている。

桜のように華やかではないかもしれない

薔薇のように艶やかさはないかもしれない

でもそんな梅の花が私は大好き。

肌寒い季節に頑張って咲く姿

小さくても小さくても頑張っているその花は・・・

復興を目指している人たちを思わせる。

大好きな｢梅の花｣は、私たちにとって復興の証なのかもしれない。

あの暑い夏の日に、ボランティアさんとともに食べた梅干し

梅は、復興への一粒の希望だったのかも・・・。

3月20日梅の木
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＝お知らせ＝ 

３月２３日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

３月２４日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名） 

３月２５日（日） 
豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 
　※２５日（日）はＥメールでの事前申込み制（名前・電話番号を記載願います）となりま
す。定員になり次第終了とさせていただきます。
　※活動は午前中のみとなる予定です。
　※上履きがあると活動の幅が広がります。
　※Ｅメールアドレス　saigai-vc@iwaki-shakyo.com

2012.03.21 (Wed)

ミステリー水仙
暑さ寒さも彼岸まで…。
そろそろ春の便りが届く季節になりました。

先日、ミステリー球根を送っていただいた方が、「花は咲きましたか？」とセンターに顔を出
してくれました。

ビューティーペアが植えた“ミステリー球根”として、ブログにもご紹介していましたが、
１２月にはセンター前で、凛とした姿で咲いていました。
たくさんの応援メッセージが書いてあるあのプランターの中で…。

そして、今もセンター前には、“ミステリー”を改めて“水仙”が咲いています。
冷たい風にも負けず、ずっと咲き続けている水仙を見て、そして、プランターに書かれたメッ
セージを見て、
「ありがとうございました」
そう言って、写真を撮られていました。

改めて花を見て、プランターのメッセージを見て、暖かい気持ちになれた一日でした。

＝お知らせ＝ 

３月２３日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

３月２４日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名） 

３月２５日（日） 
被災家屋での震災ゴミの分別・運搬：１件（５名）
豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 
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　※豊間小学校の再建活動へ参加予定の方は、

当日朝８時までにボラセンまでお越しください！！　

　※豊間小学校の再建活動は定員になりましたので、

受付終了とさせていただきます。

2012.03.22 (Thu)

出会うということ

皆さん、お疲れ様です

ずいぶん温かくなりましたね。

最近晴れの日も多くなり、

昨年はゆっくり見ることのできなかった花にまつわる記事 や写真 を載せられることが大変
嬉しいわけですが

今週の活動日はまた雨の模様でございます(^_^;)

けど、雨が降っても屋内の活動がありますから！！

だから、雨男・雨女のボランティアさんありがとう と感謝してしまう自分もいるんです
よね

とにかく、春は雨が降ろうと降らまいと

新たな出会いを予感させる季節ですよね

昨年はたくさんの人と出会い、そして支えられていることを実感しました。

今年はどんな出会いがあるのか。

「再会」という出会いもいいなぁなんて

また今年も咲いてくれた春の花を眺めながらしみじみと思うボラセン隊員でした

＝お知らせ＝ 

３月２３日（金） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名）
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（２０名） 

３月２４日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：２件（１０名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名） 

３月２５日（日） 
被災家屋での震災ゴミの分別・運搬：１件（５名）
豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 
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　※豊間小学校の再建活動へ参加予定の方は、当日朝８

時までにボラセンまでお越しください！！　

　※豊間小学校の再建活動は定員になりましたので、受

付終了とさせていただきます。

2012.03.23 (Fri)

離れていても
震災から一年が過ぎ、日本中で、また『あの日』について、いろいろ考える機会になったので
はないかと思います。
最近、
「ボランティアをしたいのですが、何かできることはありますか？」
というお問い合わせをいただくことがあります。
先日は、「２０歳になった記念に、自分にできることをしに来ました」
という方もいました。

皆さんのそんなキモチが本当にうれしいボラセンスタッフです。

「なかなかセンターに行けなくてごめんなさい」
そんな言葉をくださる方もいます。

ですが、離れていても、できることはあるんですよ。
皆さんがいわきを想い、被災者を想い、忘れずにいてくれること、そして、いわきのことを知
らない方に話をしてくれること。
目には見えにくいかもしれませんが、私たちにとって、とてもうれしいことなんです。

離れていても、いわきを、私たちを想ってくれて、本当にありがとう！

＝お知らせ＝ 

３月２４日（土） 
被災家屋での震災ごみの分別・運搬：３件（１５名） 
被災家屋での震災ごみの分別・整理：１件（１５名） 

３月２５日（日） 
被災家屋での震災ゴミの分別・運搬：２件（１０名） 
豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 
　※豊間小学校の再建活動へ参加予定の方は、当日朝８時までにボラセンまでお越しくださ
い！！　 
　※豊間小学校の再建活動は定員になりましたので、受付終了とさせていただきます。
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2012.03.24 (Sat)

絶対に必要なモノ
本日の４３名のボランティアさんありがとうございます

今日も本当におつかれさまでした

地震で解体をすることになった家屋内の片付け活動

地震で解体をすることになって新しい家に引越すためのお手伝い活動

津波で散乱してしまった大切なものを探す活動

あれから、１年が経過しているのに、まだ「災害救援活動」があるんです。

あれから、１年が経過したから、「復興支援活動」が必要なんです。

そして、「寄り添う活動」が必要なんです。

被災された方々は、ずっと心の中に大きく深い傷を残している。

だから、私たちは、がむしゃらに・・・。

そこに、絶対必要なモノ。

それは、みなさんの「熱いチカラ」と「優しいキモチ」

みなさんの「笑顔」が元気の源。

ボランティアのみなさん、今日も本当にありがとう

どうか、これからも、よろしくお願いいたします

※３月２３日（金）は、延べ３０名のボランティアさんが活動してくれました。いっつもあり
がとうございます。

＝お知らせ＝ 

３月２５日（日） 

①豊間小学校の再建活動：１件（４５名） 

　※豊間小学校の再建活動は定員になりましたので、受付終了とさせていただきます。
　※豊間小学校の再建活動へ参加予定の方は、当日朝８時までにボラセンまでお越しくださ
い！！

②いわきボラセンでの資機材の運搬（午後から）：１件（５名～）
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2012.03.25 (Sun)

愛のチカラ 
今日は、６６名のボランティアさんが活動してくれました。

今朝は、地域限定かもしれませんが、雨が降っていました。

雨雲が消えていく中、太陽 が顔を出してくれました。

春の日差しを浴びながら、ボランティアさんの一生懸命な姿を見ていると、本当に「感謝」です。

豊間小学校で活動したボラン
ティアさんたち（ほかにもた
くさんいましたが・・・）

災害ボラセンの資機材の片付
け

素敵な仲間たち（ほかにもいっ
ぱいいましたが、シャッター
チャンスに間に合わず･･･）

みなさん　ありがとう

今日もわたしたちにとってみなさんの愛を感じた一日となりました。

追伸
頑張って「ブログ」更新していきます！！
みなさん応援してください　m(__)m

～お知らせ～
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.26 (Mon)

九州力
思い起こせば、１年前の今日、九州の社協職員が応援に駆けつけてくれた。

どんな想いで、「被災地いわき」に来たのだろう。

きっと不安や恐怖などがあったはず。

それなのに、それなのに、それなのに笑顔でやって来た。

あの日から、はじまったんだ。

いわきボラセンが今のスタイルになったのは、あの日からだったんだ。

だから、３月２６日という日を私は忘れない。
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忘れられない日が、またひとつ増えた。

～お知らせ～
活動日は、３月３０日（金）、３１日（土）を予定しています。
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。 
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.03.27 (Tue)

人の生きた証
かんたんに「ガレキ」と言うな
みんな 人の生きた証だ

77歳の男性からの新聞の投稿記事にめがとまる

「人の生きた証」

そのとおりだと思った。

決して、忘れてはいけない。

そこには、それぞれの「生活」があったこと。

大切にしていた「宝物」があったこと。

今もなお、まちのいたるところにみられる数々の山は

ガレキの山ではなく、タカラの山であることに気づかされた。

ものの見方をかえることで、今まで見えなかった世界が見える。

意識のもちかたで、生き方が豊かになる。

いつの日か、たくさんのタカラが、姿かたちをかえて、

必ず持ち主のもとへ戻ることを信じたいです。

このブログを通じて、多くの方々に、この男性の想いが届きますように…

～お知らせ～
３月３０日（金）
震災ゴミの分別・運搬等活動：４件（３０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（１０名）
　※金曜日は運搬車輌が不足気味です。軽トラユーザーさんのご協力を！！

３月３１日（土）
震災ゴミの分別・運搬等活動：２件（１０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（２０名）

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 
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2012.03.28 (Wed)

なびく一輪の花
「頑張るぞ」

「絶対に頑張るぞ」

いろんな人の「想い」がある

いろんな人の「考え方」がある

いろんな人の「やりかた」がある

そんなみなさんのキモチを受け止めながら前にすすみたい。

だから、「頑張るぞ！」っていうキモチになる。

風になびく「道端の花」

なぁんにもなくなってしまった被災地を見ていると、涙がこぼれる。

だからこそ「絶対に頑張るぞ！」ってキモチになる。

みなさんとともにあるボランティアセンターになりたいから ・・・。

～お知らせ～
３月３０日（金）
震災ゴミの分別・運搬等活動：４件（３０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（１０名）
　※金曜日は運搬車輌が不足気味です。軽トラユーザーさんのご協力を！！
３月３１日（土）
震災ゴミの分別・運搬等活動：２件（１０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（２０名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 

2012.03.29 (Thu)

春の香り

ここ数日、春の陽気が続いているいわきです

先日、外を歩いていたら、どこからか懐かしいようないい香りが…。
立ち止まって香りの主を探しました。
数歩戻って見回したところ、軒先に沈丁花が静かに咲いていました。

久しぶりに、花言葉の紹介を…。
春先に咲き始める沈丁花の花言葉は、「栄光」「不滅」「永遠」

皆さんのいわきに対する熱いチカラに「栄光」あれ！
皆さんの優しいキモチは「不滅」です。
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そして、皆さんの素敵な笑顔は、「永遠」ですよね？

そんなことを想った春のひとときでした

軒先の沈丁花から
「また春が来ましたよ」
そんな声が聞こえたような気がしました。

皆さんのまわりにも、春が来ますように…

～お知らせ～
３月３０日（金）
震災ゴミの分別・運搬等活動：４件（３０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（１０名）
支援物資の運搬：１件（１０名）
　※金曜日は運搬車輌が不足気味です。軽トラユーザーさんのご協力を！！

３月３１日（土）
震災ゴミの分別・運搬等活動：２件（１０名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（２０名）
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。

2012.03.30 (Fri)

希望の花
どんな困難にも立ち向かう人たちがいる。

歯をくいしばって立ち向かう人がいる。

笑顔で被災者と話しをしてくれる人がいる。

今日は、春の陽気に包まれて、延べ４８名のボランティアさんが活動してくれました。

桜の木には桜の花が咲くように

被災者支援には、復興支援ボランティアセンターが・・・

地域には、社会福祉協議会がある。

そんなカタチがいいなって思う。

希望の花が咲くまでは・・・

～お知らせ～
３月３１日（土）
震災ゴミの分別・運搬等活動：５件（３６名）
震災ゴミの分別・整理等活動：１件（５名）
　※土曜日は運搬車輌が不足気味です。軽トラユーザーさんのご協力を！！
※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。 
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2012.03.31 (Sat)

感謝の想いを込めて。
『ありがとう』
今年度、何回この言葉を使っただろう…。

何回使っても、この想いは伝えきれません。

冷たい風の吹く日も
暑い夏の日も
時には、雨の日も雪の日も…

ボランティアセンターには、いつも皆さんの笑顔がありました
今日は、４９名の笑顔がありました。

皆さんの笑顔は、本当に素敵です
その笑顔に何度助けられたことか…。

つらい活動もたくさんあったと思います。
スタッフに言いたいことも…。

それでも、センターに戻って笑顔でいてくれる。
いわきを想い、わたしたちを想い、チカラを貸してくれる皆さんが大好きです

皆さんへの一言は、やっぱりこれに尽きます！

『来てくれて、ありがとう』

そして、これからも、
東北を
いわきを
いわきボラセンを

よろしくお願いします。

以上。
姫からのつぶやきでした。

今まで、ありがとうございました。

＝お知らせ＝
次回の災害救援班の活動は、４月６日（金）７日（土）を予定しています。

※ニーズの状況により活動日や募集人数は変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
※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。 
　なお、災害ボランティア経験ですが、いわき以外での活動も含まれます。
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