
＊ 第９回子どもの遊び場 ＊ 

 内 容 ： みんなでいろいろな遊びをしたり、おしゃ 

       べりをしたりして、日ごろのストレスを発 

       散させよう！ 

 日 時 ： 平成２５年 ５月２５（土） 

         １３：１５～１６：００ 

 場 所 ： 南相馬市民文化会館 

             多目的ホール 

 参加費 ： 無 料 

 主 催 ： アグリ・ウォッチャー・クラブ 

 共 催 ： 関西・震災支援ネットワーク 

  ―――――――――――――――――――   

 問合せ ： アグリ・ウォッチャー・クラブ 

               ２３―１９２１（岡田） 

 

 

                         
 

  東日本大震災では、多くのボランティア団体、市民活動団体の方々の支援や活動が行われました。 

 今回の「第２回 市民活動・ボランティアフェス」では、『市民活動の継続と課題～今、求められている支援とは？ 

～』と題して被災地で支援活動をしている団体の代表の方とシンポジュウムを行いました。 

 １ 被災地への支援活動 
   東日本大震災では、南相馬市でもNPO団体、市民活動団体の方々から多岐にわたる支援を受けました。 

    シンポジストの活動 

今野由喜氏 

（つながっべ南相馬代表） 

西巻映子氏 

（オレンジ・ロード） 

井本香如氏（一般社団法人 相双地域

ビジネス支援協会代表理事） 

仮設集会場での「癒しのサロン」運営。

（歌謡・体操教室、慰問公演開催） 

「ほっと♡サロンin南相馬」開催。（被

災地での安心、安全野菜などの販売） 

被災者の経済状況を改善、メンタルケ

ア、教育の提供で復興に貢献。 

外部団体からの支援物資を仮設住民

に配布。 

被災地団体の、出向販売に協力。 被災者の雇用を創出、促進するための

活動。 

被災者の心と体の健康を保つため講

座や、生活再建を目指す手助け。 

被災地団体主催のイベントに参加、協

力。 

地元の方達の要望に沿って、慰霊碑の

建立を推進。 

 ２ 東日本大震災の被災団体、支援団体の悩み 
   被災地団体の悩み 
    ① 使途が限定されている援助は必ずしも効果的でないこともある。 

    ② 現場のニーズを聞かずに、既に活動内容を決め「活動先を教えて欲しい」などという団体もいた。 

    ③ 被災地に役立つ支援を解っている団体の支援は望ましかったが、自分の団体の活動のみをしていくところもあった。 

   支援団体側の悩み 
    ① 被災地までの物資補給経路が不明。 

    ② 被災地が不明。被災地への交通手段が不明。 

    ③ 被災地での協力団体が判らない。 

    ④ 支援者等の宿泊場所が判らない。 

    ⑤ 被災地が広大かつ複合的な被害がある状況で、情報を入手することが困難。 

 ３ 見えてきた課題  
   今回の災害では、多くの方々の支援をいただき、被災地では、感謝しています。シンポジュウムから、見えてきた被災地側と 

  支援側の課題として、以下の項目が挙げられます。 

    ① 被災地からは、正確な情報の発信、支援団体は、被災地情報を周知。 

    ② 被災地での適切な受入体制の確立。 

    ③ 行政や被災地団体と連携できる関係を、平常時からきづくことが必要。 

    ④ 被災地ニーズを考えた助成が必要。 

    ⑤ 支援の経験を基にその時の災害状況にあった支援の追加が必要。 

   今後、災害が無いことを望みますが、発生した場合、被災地と支援側で互いに正確な情報の発信・受信をし、災害状況にあっ 

  た支援・援助活動を行わなければならないと思います。 

 
   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

「平成２４年度南相馬市市民活動サポートセンター登録団体一覧 
1 Ａ＆Ｓ福島 2 社団法人原町観光協会 3 ＣＴＶＣ原町ベース 

4 虹色の会 5 タピオラの会 6 塚原行政区復興促進会 

7 はらまち九条の会 8 原町絵本と童話の会 9 原町おやこ劇場 

10 原町子どもネットワーク 11 原町山遊倶楽部 12 原町サイクリング協会 

13 原町赤十字奉仕団 14 原町あけぼの会 15 原町手話サークル耳通口 

16 折り紙伝承会 17 つながろう南相馬！ 18 リンク 

19 アグリ・ウォツチャー・クラブ 20 ひまわりプロジェクト南相馬 21 福島県職員退職者会 相双支部 

22 朝日座を楽しむ会 23 南相馬市国際交流協会 24 福島県俳句連盟 相双支部 

25 新老人の会福島支部相双ブランチ 26 としょかんのTOMＯみなみそうま 27 南相馬市グラウンド・ゴルフ協会 

28 （財）日本花の会 福島県相双支部 29 南相馬市女声合唱団はなみずき 30 一般社団法人 みんな未来センター 

31 認知症の人と家族の会 相双地区会 32 グラウンドワーク阪神 南相馬事務所 33 福島県青少年赤十字賛助奉仕団 相双地区 

34 特定非営利活動法人 きぼう 35 特定非営利活動法人 あさがお 36 特定非営利活動法人 ほっと悠 

37 特定非営利活動法人 

 さぽーとセンターぴあ 

38 特定非営利活動法人 

 いのち・環境再生機構 

39 ＮＰＯ法人 

 福島県環境エネルギー共生機構 

40 ＮＰＯ法人 実践まちづくり 41 ＮＰＯ法人 コーヒータイム 42 ＮＰＯ法人 相双ＮＰＯセンター 

43 一般社団法人 

 いちばん星南相馬ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ 

44 一般社団法人 Ｃ３ＮＰ 

 継続ｹｱｷｭｱﾈｯﾄﾜーｸﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ 

45 ＮＰＯ法人 

 浜通りｳ゙ｨｳ゙ｨﾄ゙ﾘー さぽーとｾﾝﾀー 

46 南相馬市相撲協会 47 国際ソロプチミスト 原町 48 ごみとくらしを考える市民の会 

49 特定非営利活動法人 ハッピーアイラ

ンドサーフツーリズム 

50 ＮＰＯ法人 相双に新しい精神科医療

保険福祉システムをつくる会 相馬広

域こころのケアセンターなごみ 

51 あった会 

                                               順不動 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
4月 6日(土) 

子ども映画会「ぐるんぱのようちえん」 

ほか   開場14：00～14：30 

中央図書館 

   おはなしの蔵 
無 料 

南相馬市中央図書館 

     0244－24－7789 

4月 7日(日) 
東日本大震災 復興支援都はるみンサート 

開場14:30  開演15：00 
南相馬市民文化会館 

  大ホール 

  全席指定 1,500円 

 小学生以下入場不可 

うたかんどう 

     080－6540－2708 

4月13日(土) 
ﾗｲﾌ゙ﾗﾘーｼｱﾀー「エリザベスタウン」 

 開場13：00 開演13：30 

情報交流センター 

マルチメディアホール 
無 料 

南相馬市中央図書館 

     0244－24－7789 

4月14日(日) 
ひびけ歌声みんなで楽しく歌いましょう 

開場13:00  開演13：30 
南相馬市民文化会館 

  多目的ホール 

無 料 

整理券あり 

コールすずらん(居倉) 

   0244－23－2926 

4月20日(土) 
新老人の会福島支部相双ブランチ 

 創立6周年総会及び祈念講演 

 9：30 ～11:40 懇親会12:00～14：30 

南相馬市ひばり生涯 

学習センター 講座室 

懇親会参加の方 4,000円 

事前に申込下さい 

新老人の会 

福島支部相双ブランチ 

     0244－23－3723 

4月28日(日) 

29日(月・祝) 

みんなでワイワイガヤガヤ映画鑑賞会 

 ドラえもんのび太と奇跡の島 10：00 

 ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日‘64 14：00 

朝日座 無 料 
原町中央ロータリークラブ 

     0244－24－4360 

5月21 日(火) 
フリースペース 

 10：30～12:00 
ひがし生涯学習ｾﾝﾀー 無 料 

原町おやこ劇場 

 （岡田） 0244-23-4106 

5月19日(日) 
ﾌ゙ﾗｲｱﾝ・ﾎ゙ ﾏーﾝ博士 ﾕーﾌｫﾆｱﾑﾘｻｲﾀﾙ 

 開場13：00 開演13：30 
さくらホール 

大人 1,000円 

学生  500円 

ﾁｹｯﾄ販売:木村印舗 

      0244－23－3026 

問い合せ:栗原三和 

      090－3126－7429 

 

第40回市民サイクリング大会 

「祈念・集印サイクリング 鹿島区」 

 内 容 ： 鹿島区で神社、寺院を巡り押印 

       をいただきます。 

 日 時 ： 平成２５年 ５月１２日（日） 

          ９：００～１４：３０ 

 集合場所 ： サンライフ南相馬駐車場 

 参加費 ： １，０００円（記念品・ 

              押印料・保険料・昼食代・他） 

 参加資格 ・スケジュール内にコースを走る脚力を有する者 

      ・小学生は４年生以上、ﾍﾙﾒｯﾄ着用、保護者同伴 

 申込締切： 平成２５年 ５月４日（土） 

  ―――――――――――――――――――   

 問合せ ： 原町サイクリング協会 

                ２３―３３５７ 

原町サイクリング協会 

アグリ・ウォッチャー・クラブ 

市民活動の継続と課題 

公益信託うつくしま基金助成事業 

≪ 映画で結ぶ“まちの駅「銘醸館」～ 

道の駅「南相馬」”そして朝日座 ≫ 

 スケジュール（2013年4月27日～5月19日） 

 １. 朝日座 
    4月27日 朝日座改修「お披露目会」 

      28日･29日 映画上映 

    5月 4日･ 5日 映画上映 

      11日    コンサート 

      18日･19日 映画上映 

    5月 3日･6日･12日 映画上映予定 

 ２. 銘醸館（一番蔵） 
    古山正氏(浪江町生、原町高校卒)  

映画撮影時のシナリオ等の展示 

    朝日座のよき時代の、映写機、ストーブ等の展示 

 ３. 道の駅「南相馬」 
    ポスターの展示（朝日座で過去上映されたもの） 

  ―――――――――――――――――――   

 問合せ ： 朝日座を楽しむ会 

           ０２４４－２３―５４２０ 

朝日座を楽しむ会 

 

 

 

国際ソロプチミスト原町 

認証20周年チャリティ―講演会 

「音魂
おとたま

 言魂
ことたま

 いのちを想う・・・」 

       朗読・トーク・音楽のコラボステージ！ 

 日 時 ： 平成２５年 ５月１２日（日） 

       開場 １２：３０  開演 １３：００ 

 場 所 ： 南相馬市民文化会館 

 チケット料 ： １，０００円 

  ―――――――――――――――――――   

 問い合せ ： 国際ソロプチミスト原町 

        ０９０－７７９６－４１６０ （垂石） 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

