
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災から 3年・・・ 

  ～語り、つながり、広がろう～ 

2014  2/25   3/2   

10:00 18:00 15:00  

 

    1  

主催 被災地ホームカミングデー実行委員会 
 

後援 復興庁宮城復興局 宮城県 岩手県 福島県 仙台市 亘理町 宮城県教育委員会 岩手県教育委員会 福島県教育委員会 

   社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 朝日新聞仙台総局 読売新聞東北総局 

   毎日新聞仙台支局 福島民友新聞社 福島民報社 岩手日報社 KHB東日本放送  
 

助成 (公財)大阪コミュニティ財団 (公財)仙台市市民文化事業団 (財)宮城県建築住宅センター 宮城県震災復興担い手ＮＰＯ等支援事業 

芸術を通して支援活動を行うアーティスト、 

被災しながらも音楽活動を継続する団体の 

コンサートを連日開催！ 

 

【出展団体】i-くさのねプロジェクト、50円おもちゃ縁日の森、 

アトリエ阿友美、地域活動支援センターこころ・さをり、明日華、 

NPO法人 仙台傾聴の会、一般社団法人 パーソナルサポートセンター、 

亘理町 AKB荒浜・かもめ・ブラザーズ、一般社団法人 WATALIS、 

Angie.M、おがるスターズ、NPO法人 亘理いちごっこ 

東北電力グリーンプラザ アクアホール 
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 3-7-1 

被災地ホームカミングデー実行委員会事務局 
〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字南町東１０-1 亘理いちごっこ 内 

Tel  070-6494-6507 Mail  hisaichi.hcd@gmail.com ※会場に駐車場はありません 

お問い合わせは会場ではなく下記にお願い致します 会場 

仙台市営地下鉄 広瀬通駅 西 3番出口から徒歩 1分 

復興に向けて被災地は頑張ってきました。 

しかし、3 年の月日が流れた今、個々では限界があります。 

被災地各地で活動している個人・団体が集まり現状や課題を共有し合い繋がり、 

前に進むためのイベントです。 

 

震災を機に生まれた手芸品など、 

 魅力的な品々が一堂に集結！ 

『ボランティアをしたい人』と 

「ボランティアが必要な団体』の架け橋 

【出展団体】NPO法人 せんだい・みやぎ NPOセンター 

      （パネル展示による、コミュニティビジネス紹介） 

      NPO法人 ボランティアインフォ（相談会開催） 

一緒に考えたり、 

楽しく体験したりできます！ 

※事前申し込み不要！ 

実施日、内容は裏面を参照下さい 

各日テーマを絞った議論を展開します 

※17:30まで 

※氏名、団体名順不同 
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故郷から離れた生活を余儀なくされている人たちも時には故郷に戻れる日を、と亘理町でスタートしたホーム

カミングデー。今では震災を機に出会った人たちの再会の場として継続されています。 

この 3 年で繋がった縁と学びを今回は仙台で確かめ合います。 

被災地各地で活動する個人・団体が集まります！ 

この機会に様々な活動を知って頂き、繋がりを広げて下さい！皆さまのご来場をお待ちしています！ 

【被災地に仕事を立ち上げる】 

10:00 ～ 開会 

10:15 ～ コミュニティビジネス総合研究所 

     細内信孝 講演 

12:00 ～ ヒロセ純 コンサート 

13:00 ～ 細内信孝による被災地で起業を考えている 

     人向けワークショップ 

【被災地に向き合う学生たち】 

10:15 ～ 佐藤真人 フルートコンサート 

10:45 ～ 東北大学生、宇都宮大学生の被災地活動報告 

12:30 ～ 穴澤雄介 ヴァイオリンコンサート 

13:15 ～ 講演 活かそう、学生の力！ 

     ①保護者の視点から 

     ②学習支援と居場所づくり 

15:30 ～ 佐藤真人 フルートコンサート 

16:30 ～ 穴澤雄介 ヴァイオリンコンサート 

【行政と NPO-4年目以降の課題】 

10:15 ～ パネルディスカッション① 

     【被災地コミュニティの自治と NPO】 

      ・厚生労働省東北厚生局 家田康典 

      ・兵庫県震災復興研究センター 出口俊一 

      ・亘理町企画財政課 南部浩秀 

      ・東北工業大学 新井信幸      他 

12:30 ～  ライブペインティングⅠ 

            画：門秀彦  歌：羽原裕太郎 

14:00 ～ パネルディスカッション② 

【被災地行政と NPO 

 ～教訓をこれからに生かす～】 
     ※パネルディスカッション①と同じパネラーです 

15:45 ～ ライブペインティングⅡ 

        画：門秀彦  歌：羽原裕太郎 

 

【被災地の取り組みに学ぶ①】 
   ～ものづくりにチャレンジ～ 

10:15 ～ 明泉コールラルゴ コンサート 

指揮：佐藤淳一 伴奏：石井みか 

11:00 ～ 講演≪感謝を包む手仕事でグローバルブランドを創る≫ 

  ・一般社団法人 WATALIS  引地恵 

11:40 ～ 明泉コールラルゴ コンサート 

12:30 ～ 音楽療法～歌って楽しくヴォイストレーニング～ 

           ・亘理 AKBかもめ大楽 菊地礼子 

14:00 ～ 歌謡漫芸 田村田吾作、田村花おり 

15:00 ～ スペシャルコンサート 

 

≪ワークショップ≫ 

 ・i-くさのねプロジェクト主催 「はまっちゃう ぬりえ」 

＊WATALIS主催「ヘアアクセサリーをつくろう」 

＊復興応援団主催「ポスター展示」 

【支え合える地域をつくるには】 

10:15 ～ パネルディスカッション① 

  【阪神淡路大震災から学ぶ聴く心】 

     ・兵庫県震災復興研究センター 出口俊一  

  ・元名古屋赤十字病院看護師 中塚夏江 

  ・NPO法人 亘理いちごっこ 馬場照子 

11:30 ～ パネルディスカッション② 

    【聴き、支えあう今】 

  ・NPO法人サンガ岩手 吉田律子 

  ・仙台傾聴の会 

  ・国際交流協会ともだち in名取 若山陽子 

  ・石川県立看護大学  

  ・東北薬科大学 杉山雅宏 

  ・ガラスモザイク講師 岸野多津子 

12:45 ～ ライブペインティングⅠ 
     ハーモニカ：田中光栄 ピアノ：沢村繁 画：高岡洋介 

16:00 ～ ライブペインティングⅡ 

【被災地の取り組みに学ぶ②】 
   ～聴きあい、支え合う方法～ 

10:15 ～ パネルディスカッション① 

【仮設住宅の今とこれから】 

     ・あすと長町仮設自治会長 飯塚正広 

      ・亘理町公共ゾーン仮設住宅自治会長 木村一行 

      ・NPO法人 亘理いちごっこ 馬場照子 

11:45 ～ ゆずりの葉少年少女合唱団（塩釜） 

              指揮：三神博子 伴奏：本多葉子 

12:30 ～ パネルディスカッション② 

【地域バスでつなぐ笑顔】 

     ・NPO法人まちづくりぜぇね（福島県）小林悦子 

     ・ぐるぐる応援団（石巻）鹿島美織  

14:00 ～ ゆずりの葉少年少女合唱団（塩釜） 

14:40 ～ 閉会 

≪ワークショップ≫ 

工房 F主催 「ミニチュア鉄道模型体験」 

亘理いちごっこ主催 「さをり織り体験」 
≪ワークショップ≫ 

13:45 ～ ①心に寄り添う ガラスモザイク 

     ②傾聴活動入門（仙台傾聴の会） 

終日 

  工房 F主催 「ミニチュア鉄道模型体験」 

 BE*OLIVE主催 「メタリックデコレーションカード作り」 

被災地ホームカミングデー実行委員 

馬場照子(実行委員長 亘理いちごっこ) 

石井山竜平(副委員長 東北大学） 

池座剛(JCN宮城)、井上尚人(東北大学 HARU)、柏倉実(東北電力) 

川端秀明(みんなのとしょかん)、木村利(CLC)、杉山雅宏(東北薬科大学)  

中尾公一(東北大学経済学研究科)、広部知森(応援のしっぽ)、布田剛(地星社)  

三浦隆一(みやぎ連携復興ｾﾝﾀｰ)、湯村和彦(健康生きがいづくりﾈｯﾄﾜｰｸみやぎ) 

山田理香(東北大学ｻｰｸﾙいちごっこ)、熱海龍太郎(亘理いちごっこ) 

 

私達も全力投球！ 

※講師、演奏者 敬称を略させていただきます 

※内容等予告なく変更になる場合があります。 

http://4.bp.blogspot.com/-PKpekobJm0E/URugbQfINkI/AAAAAAAAALM/NJmarQ_vExQ/s1600/201302071054001.jpg

