
ご支援いただいた皆様をご紹介します 

災害子ども支援ネットワークみやぎに寄付をくださった皆様です。（2017 年 1 月～2017 年 1２月、順不同） 

災害子ども支援ネットワークみやぎに物資をくださった皆様です。（2017 年 1 月～2017 年 1２月、順不同） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～募 金 振 込 口 座～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

名称はいずれも 「災害子ども支援ネットワークみやぎ」  

（１） 郵便振替口座 02240-3-125954 

（２） .ゆうちょ銀行 店名 229 店番 229 当座 0125954  

（３） 七十七（シチジュウシチ）銀行 中山支店（店番号 286）普通預金 5357501  

〒 981－0954 仙台市青葉区川平 1-16-5 スカイハイツ 202  TEL&FAX 022－279－7210 
 

2017年 1 月 

・中村凱一様／東京都 

 

■2017年 4月 

・仙台バードランド 

  遠藤龍司様／宮城県 

■2017年 6月 

・福井良弘様/ドイツ 

 

■2017年 10 月 

・京都ノートルダム女子大

学同窓会様/京都府 

■2017年 11 月 

・Association de Jumelage 

Shimai Toshi Sendai 

（レンヌ仙台姉妹都市委員

会）様/フランス 

 

■2017年 12 月 

・斎藤幸恵フルート後援会       

 /宮城県 

・高良貞子様/沖縄県 

■2017年 1月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・有限会社ベアーズ 

 武藤秀哉様／宮城県 

・東流社様／宮城県 

・久保映美子様／宮城県 

 

■2017年 2月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・米川理恵／茨城県 

 

■2017年 3月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・東流社様／宮城県 

・酒田 MUSIC FACTORY 様 

／山形県 

・米川理恵／茨城県 

・吉田育子様／宮城県 

・池田百合子様／佐賀県 

・小斎美由樹様／宮城県 

■2017年 4月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・東流社様／宮城県 

・米川理恵／茨城県 

・山田智美様／京都府 

・山田光子様／京都府 

・仙台バードランド 

  遠藤龍司様／宮城県 

 

■2017年 5月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・有限会社ベアーズ 

  武藤秀哉様／宮城県 

・東流社様／宮城県 

・安齋ひとみ様／宮城県 

・好地かをる様／神奈川県 

 

■2017年 9月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・東流社様／宮城県 

・清水江里子様／宮城県 

・安齋ひとみ様／宮城県 

 

■2017年 6月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・藤石伸子様／宮城県 

・吉田育子様／宮城県 

 

■2017年 7月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・野村雄志様／栃木県 

・株式会社アクタス様 

／千葉県 

 

■2017年 8月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・東流社様／宮城県 

・伏見美枝子様／宮城県 

・久保映美子様／宮城県 

 

■2017年 10 月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・東流社様／宮城県 

 

■2017年 11 月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・有限会社ベアーズ 

 武藤秀哉様／宮城県 

・好地かをる様／神奈川県 

 

■2017年 12 月 

・サニーの会 

  河野寛子様／京都府 

・高良貞子/沖縄県 

・廣川すが子/大阪府 

・FTIGHT BACK 

  大塚壮太様／三重県 

 
☆仙台バードランドの遠藤龍

司さんの関係者の方々から、

沢山の物資がセンターに届

いています。しかし、Amazon

やアスクルからの送付状の

為、送り主のお名前の記載が

なく、わからない方々がいま

す。ここにお名前がない方、

大変申し訳ございません。確

かに受け取っております。 

 

 

災害子ども支援ネットワークみやぎ 

ニュースレター 
＜2017年 1２月＞ 

東日本大震災から 7 年目を迎えようとしています。 

最近、当時小学生や中学生だった子どもたちから話を聞く機会が増えました。たくさんの子どもが亡くなった石巻市大

川小学校の T 君は、高校 3 年生となり、語り部の活動を始めました。大川小学校の教員だったお父さんを亡くした S 君

は、長い間の葛藤の末、一緒に語り部の活動に参加しています。当時南三陸町戸倉中学校の 2 年生だった M 君は、仙台

の大学に進学しましたが、大学の同級生たちが震災について知らないことに驚き、「風化させてはいけない、防災に自分

たちの経験を生かしてほしい」という思いと、自分たちの町を知ってほしいという思いから、大学生を南三陸に呼ぶツア

ーを企画するプロジェクトを始めました。この活動に参加しているのは戸倉中で同級生だった 12 人のうち 5 人ですが、

その中で唯一自宅を流されることなく、避難所や仮設住宅入居の経験がなかった S 君が、「こんな自分が震災のことを話

していいのだろうか」と悩んだという話を聞いて、子どもたちがそれぞれに抱えてきた傷の重きに胸を打たれました。 

 今でも避難訓練の時にパニックになる子や、震災後に生まれて震災を経験していないのに、仮設暮らしという環境の中

で、様々な影響が出ている子たちのことが懸念されています。 

 震災直後は、3 年ぐらい活動すれば落ち着くのではないかと思われた子ども支援は、まだまだ続きそうです。 

 皆様の御支援に感謝しつつ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

災害子ども支援ネットワークみやぎ代表世話人 小林純子 
 

災害子ども支援センター運営報告 
   

災害子ども支援センターをいつも応援して頂き、ありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。 

センターをはじめてから 7 年が経とうとしています。思い起こせば色々なことがありました。震災当初は、ご自分が

体験したこと、今の状況、不安な気持ち、不足している物資のこと等、来館する方のお話を傍らで静かにお聴ききし、

不安な気持ちに寄り添いながら、足りない情報や物資の対応をしていました。家ごと流され、助けが来るまで屋根に布

団を敷いて家族 4 人、朝を迎えてみると布団が雪で埋もれていたこと、子どもを迎えに行けず不安な気持ちのまま朝を

迎えたこと、障害児を抱え避難する大変さ等、あの頃は、本当にただただ聴くだけの日々でした。月に 1 度、来館する

ことで徐々にではありますが、自分の気持ちを整理し話せるようになり、少しずつ微笑む回数も増え、「今不安でもどう

にかなる！大丈夫。」と思える気持ちで帰っていく後姿を見送ることが、せめて私にできることかなと思っております。 

皆様の温かい思いの詰まった物資が届けられていること、その物資を受け取ること等が、震災に遭った方の心のケア

につながっているのだと実感できるお手紙を頂いたのでご紹介いたします。（高橋由紀） 
 

☆物資支援を受けている方からのお手紙です☆ 

 

 支援してくださっている方々へ 

初めまして、私は、東日本大震災当初から仙台市にあります災害子ども支

援センターを利用させていただいております。 

震災当初、生まれ育った故郷、志津川を離れ、子ども二人を連れ、この仙

台へと一時避難いたしました。故郷の復興への道のりは計り知れず、先の

見えない年月と子ども二人と慣れない土地での生活にとても不安で、一人

で抱えきれぬ思いで日々を過ごしておりました。 

縁あって、こちらのセンターで、同じ志津川から避難しておりました私の          

末の妹がパートで働くことが決まり、センターの存在を知りました。沢山の

全国から寄せられた支援に、感謝の思いと、顔も知らず遠方から支援して下

さる方々に、現実的な物資という物、そのような行動に思いを寄せられる優

しさを見えないとろからも感じ、ただただありがとうございます。本当にあ

りがとう。という気持ちでおりました。育ち盛りの子ども達の洋服が買えず、 

センターで子どもの洋服の物資を手に取る度、胸が熱くなり、子ども達に「ごめんね、買ってあげられなくて」支援して

くれる人たち「ありがとう」いつか恩返ししたいと思うけれど、きっと支援して下さっている方々は恩返しを望んでいる

のではなく、人としての優しさや、思いを伝えたい、どうにか支えられればとの思いでいらっしゃるのではと思います。 

そして震災から六年の年月が経つ現在も、当初から支援を続けて下さっている方、新たに支援して下さる方で、セン

ターでは今でも物資を提供してくれています。私も、当初と変わらずいつもこの皆様の思いを感謝しつつ利用させてい

ただいております。 

幼かった子ども達も成長し、本当に助けて頂いた思いです。全国からの思い、心に伝わっております。お目にかかる

事は叶わずとも、私もこの思いを皆様に、ほんの少しでも伝えたく、お手紙を書かせていただきました。 

皆様の大切な方々、ご家族が愛で満たされますように幸せを遠くから祈っております。           （原文のまま記載） 
 

海外にも私たちの活動を応援してく

ださる方々がいらっしゃいます。お

礼のメッセージカードを持ち、写真

を送らせて頂いた時のものです。 

左側の写真、左から、小林代表、 

櫻井、藤石、伊東、高橋です。 

発行： 災害子ども支援ネットワークみやぎ 

＜事務局＞〒981-0954 仙台市青葉区川平 1-16-5 スカイハイツ 202 

TEL&FAX 022-279-7239  MAIL saigai_kodomo@yahoo.co.jp 
WEB http://saigai-kodomo.org/ 
＜災害子ども支援センター（火曜日開館）＞ 

〒983-0836 仙台市宮城野区幸町 4-7-2 みやぎいのちと人権ﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ１Ｆ 
TEL 022-292-5290 

    

沢山の心温まるご寄付、物資支援、

本当にありがとうございます。 

 第5号 



                                                           

☆災害子ども支援センター利用状況☆ 
 

開館当初 200 人ほどの利用がありましたが、現在は 50 人ほどの方が登録をしています。 

2017 年の利用状況は下記の通りです。 
 

2017年度  1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 合計 

電話/相談 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

相談と物資提供 8 9 10 7 10 8 10 9 9 10 9 99 

合計 10 11 11 8 11 8 10 9 9 10 9 106 
              

 

センターに物資をご提供いただいている件数は下記の通りです。 

皆さんの支援のおかげでセンターが成り立っています本当にありがとうございます 
 

2017年度  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 合計 

郵送/物資 2 2 3 2 3 2 3 1 0 1 1 20 

持込/物資 2 1 0 1 3 1 0 3 2 1 3  17 

合計 4 3 3 3 6 3 3 4 2 2 4 37 
              

              

 

利用者の方が多くお持ちになるのは、古着・おむつ・おしりふき・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・洗剤・

ノート・文具・タオルなどです。 
 

☆センターの様子☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両面、手作りの看板です。    センターには皆さまからいただいた物資を、   情報提供の場として、主に子育 

板にロゴを掘ってペンキを塗   古着は男女別・サイズ別に、雑貨は用途別に   て中のパパママ向けや、子ども 

って。私の靴にもペンキが垂   分類しておいてあります。皆様からの温かい   向けのイベント情報・託児・相 

れて（笑）支柱に挟んで完成！  ご支援でセンターが成り立っています。      談等のちらしを掲示しています。 

災害子ども支援ネットワークみやぎの活動について 

毎年５月５日に、「泉こどもの日フェスティバル」が仙台市泉区の地下鉄、泉中央駅のペデストリアンデッキで開催され 

ます。事務局をチャイルドラインみやぎが担い、災害子ども支援ネットワークみやぎも参加しています。毎年大盛況で、 

1,000人位の参加者があります。多くの子ども支援団体や学生ボランティアの方々も参加しています。 
 

☆5 月 5 日こどもの日フェスティバルの様子☆ 

 
   

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 

 

☆株式会社アクタス様より、ランドセルを頂きました☆ 

アクタスさんよりメッセージが入っていました。 

 

                 

 
 

 

☆保護者の方からのお手紙☆ 
 

この度は、ランドセルをあり

がとうございました。震災当

時、お腹にいた娘も無事に来

年、小学校入学の時期を迎える

予定となり、心から嬉しく思っ

ております。ご支援を賜り、誠

にありがとうございました。 

ランドセルを

受け取ったお

子さんが、何

度も書き直し

をして、丁寧

に書いてくれ

たメッセージ

が入っていま

した。 

☆保護者の方からのお手紙☆ 
 

こんにちは。震災後、大変お世話になりました。キッズスペース（仮設住

宅に住む子供たちの居場所と遊び場をつくつていた場所の名称です。）では

色々な体験をさせていただき、忘れられない思い出になりました。災害公営

住宅に引っ越してからは、少し寂しい思いもしましたが、娘は小学校 2 年

生、息子は幼稚園の最年長になり、一丁前に年上のお姉さんやお兄さんに混

ざって遊んでいます。 

今回、ランドセルをありがとうございました。息子はとっても喜んで、数日

間ランドセルを背負いまくって、背負いまくって、背負いまくっていました

(笑)。気に入ったようで、本当にありがとうございました！写真もノリノリ

で何ショットも撮らされました…(笑)。これからますます寒くなりますの

で、皆様もお身体お大事にお過ごしください。 

 

子どもたちが出店す

るフリーマーケッ

ト。毎年 50 組程の

応募があります。 

プラレール広場は、

毎年大盛況です。線

路から自分で組み立

てて遊びます。 

東北地方の言い伝えで、 

お獅子に頭をかまれる

と、一年間健康でいら

れるといわれていま

す。 

 

来年 1 年生にな

る子どもたちは、

「やったぁ～カッ

コいい！！」「す

ご～くかわいい～

♡」と大喜びでし

た。保護者の方々

からも、感謝のお

手紙を頂きまし

た。ありがとうご

ざいます。 

仙台バード

ランド、遠藤

龍司さんの

関係の方か

ら送ってい

ただいたお

もちゃです。

ありがとう

ございます。 


