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ごあいさつ
2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災は、多くの人々のいのち
を奪い、
それまでの生活を一変させました。
巨大な津波は、
我々の想像をはるかに超えるもので、
広範囲にわたりあらゆるも
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希望のイチゴ

のを流しました。
また、福島第一原発では停電により制御不能となった原子炉が
放射能を放出し、
震災から2年が経とうとする今なお、
様々な影響を与えています。
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福島の子どもたちに希望を

神戸は、1995年に阪神・淡路大震災を経験しました。神戸YMCAの職員やボ
ランティアの被災地への想いは大きく、
即座に行動へと移りました。
震災発生の翌
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宮城の中学生とともに

08

被災児童支援制度

09 ファミリープログラム

12日には各センターで募金や支援物資の呼びかけが始まり、
募金や電池など多く
の心が届けられました。
その後、
現地へのボランティアバス派遣や現地ボランティ

神戸YMCA総主事

水野雄二

アセンターでのコーディネートなどを行い、
救援活動を展開しました。
また、
新学期には被災児童支援制度を定め、
神戸近郊へ避難されている家族や
子どもたちのサポートを始めました。夏休みには現地の子どもたちを神戸に招く
キャンプや、
現地でのキャンプの支援を行うなど、
子どもや若者の心のケアに力を

10 ボランティアとともに

注ぐようになりました。
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企業・団体からの支援

の皆様の力添えによってここまで進められてまいりました。
また、
想いをともにする
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神戸ＹＭＣＡ活動報告
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復興支援活動３カ年計画

神戸YMCAの支援活動は、
活動を支えてくださる多くのボランティアや支援者
多くの団体と連携できたことも大きな力となり、
幸いなことでした。
我々は復興には時間がかかることを知っています。街並みや物が再生されても
なお、一人一人の心に重荷があることを知っています。
だからこそ、神戸に住む私
たち一人一人が、
被災された方々のことを忘れることなく、
寄り添い、
自分たちにで
きることをできるだけ行い続けていくことを大切にします。
この冊子を通して神戸
YMCAの支援活動を報告申し上げますと共に、
今後も活動を継続していくために
も、
皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

東日本大震災被災状況 （2013年1月16日現在

警察庁調べ）

発生日時 ： 2011年3月11日 14時46分
規模 ：マグニチュード9.0
最大震度 ： 7（宮城県栗原市）
人的被害 ： 死者15,879人

行方不明者2,700人

負傷者6,132人
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みんなのものがひとつとなるために
募金活動

世界の友と力を合わせて

―海外からの支援―

YMCAは世界のYMCAや仲間とも力を合わせ、復興支援活動に取り組んできました。
「支えよう」という想いは、国境を越えてつながり、大きな大きな力となります。

神戸ＹＭＣＡは、震災発生の翌日12日から各ＹＭＣＡにおいて、緊急支援募金活動を開始しました。
各ＹＭＣＡに募金箱を設置するとともに、
メンバー、
リーダー、職員がプログラム毎に幾度も協力を呼び
かけました。
3月21日
（祝）にはＹＭＣＡ保育園児とご家族、神戸ＹＭＣＡボランティアユースリーダー及びリー
ダーＯＢＯＧ、
メンバー、
ワイズメンズクラブ六甲部、神戸ＹＭＣＡ学院専門学校生、職員他のべ170名
が5ヶ所で街頭募金活動を行ないました。
この緊急支援募金活動は、4月末日まで集中して取り組みました。
その結果、国内の多くの皆様のご
理解とご協力により、6,088,460円もの募金が集まりました。
また、
これまでもつながりの深い台湾・台
中ＹＭＣＡ、
タイ・チェンマイＹＭＣＡ、
そして、阪神・淡路大震災以来、友情を育んできたＪＣＣＣＮＣ
（アメリカ・サンフランシスコの日系協会）
からも支援金が届きました。緊急支援募金の一部は、4月早々
に現地の被災ＹＭＣＡに直接届けました。
神戸ＹＭＣＡは、緊急支援募金活動期間後、
引き続いて救援・復興を目的に、被災された人々を支援
するために、支援募金活動を行っています。各ＹＭＣＡ窓口での募金箱の設置や、復興Ｔシャツを作成
販売し益金を募金へ、
また、
チャリティイベントでも物品販売の益金を募金へと、様々な形で活動してい
ます。
また、2011年10月、東日本大震災復興支援活動を目的としたユースボランティアリーダー会が
設立され、毎月1回、街頭募金活動を継続して行っています。
2012年12月末日までの募金総額は、23,402,493円です。

北カリフォルニア日本文化コミュニティー
センター（ＪＣＣＣＮＣ）
Japanese Cultural and Community
Center of Northern California
1995年1月の阪神・淡路大震災で多くの救援復興活動をしてくだ
さって以来、
さまざまなプログラムを通して交流、
そして、友情を育んで
きました。
今回も震災発生後、
いち早くサンフランシスコでの募金活動を展開
され、
日本のYMCAへの支援を表明されました。
2011年3月17日には、緊急支援募金を神戸YMCAへ届けてくだ
さり、被災地のYMCAを通しての支援に大きな力を与えられました。
また、2011年9月
「災害と心のケア研修」がサンフランシスコで開
催され、震災復興支援事業に携わる日本各地のＹＭＣＡから6名、他
団体から6名が参加しました。神戸YMCAからも職員の永井道子が
参加しました。

神戸YMCA東日本大震災復興支援募金
ＹＭＣＡは地域に根ざした青少年教育団
体として、青少年が救援・復興活動の担い手
として全人的に成長することを目標とし、
「人

海外のYMCAからの支援 〜アメリカ・タイ・台湾〜

といのちを育む」活動を展開します。共に被

YMCA of Greater Seattle,
Chiang Mai YMCA , Taichung YMCA

災地の未来、
そして私たちの未来を見据え、
現状に立ち向かっていきます。

YMCAは、世界119の国と地域で5800万人の人々が活動に参
画しています。
東日本大震災発生後、
それぞれの地で募金活動を行い、支援の輪

YMCA救援・復興支援活動「3つの柱」

を広げてくださいました。神戸にもシアトル（アメリカ）、チェンマイ

１．地元の人びと共に、地元に根付いた救援・
復興活動を担います。
２．
被災地のＹＭＣＡを拠点として、
全国や世
界のYMCAの力を集めて活動を行います。
３．長期にわたり地域の復興活動の担い手と
なるリーダーを育成します。

（タイ）、台中
（台湾）
のYMCAから支援金が届けられました。
チェンマイYMCAでは2011年3月22日にチェンマイの街頭で、
"Pray for JAPAN"というイベントを開催しました。地震の被災状
況を伝えたり、横断幕へのメッセージをお願いし、募金活動を行いま
した。
また、これまで50年以上の交流があるシアトルYMCAからは
2012年にユースが来日し、神戸の高校生（啓明学院）や職員ととも
に宮城県山元町での復興支援活動に参加しました。
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03

ボランティアバス

―神戸市社協、コープこうべとともに―

希望のイチゴ ―山元町の人々とともに―

神戸YMCAでは、2011年4月9〜12日、4月21〜23日、4月29〜5月2日の3回に渡り、

2011年夏、2012年夏の2回に渡り、YMCA幼稚園の教諭、シアトルYMCAの学生、そして啓明学院

神戸市社会福祉協議会、コープこうべとの協働事業としてボランティアバスを派遣してきました。

高校の生徒の協働で山元町のいちご農園を支援してきました。この活動には、神戸大学YMCAからの
支援をいただきました。

先遣隊

2011年4月9日（土）〜4月12日（火） 行先：仙台市若林区・名取市・山元町

2011年 夏

2011年4月9日〜12日、神戸ＹＭＣＡ・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者

今回訪れたいちご農園さんは海から1.5㎞ほどのところにあり、震

の
「ボランティアバス先遣隊」
として、神戸ＹＭＣＡボランティア松田啓希さん、藤村耕

災前は２階建ての自宅の横に数十棟のいちごのビニールハウスが

典さん、委員のロニー・アレキサンダーさん、神戸YMCA職員の永井道子を含む計21

あったそうです。
しかし、津波で自宅は２ｍほどの床上浸水、
ビニール

名で、仙台市若林区・名取市・山元町の避難所を訪れました。

ハウスもほとんどが流されました。2.3日は潮が引かず家に帰ることさ

初日は２ヵ所で水餃子の炊き出し、2日目は喫茶サービス
（コーヒー・クッキー・栗）
を行ないました。
また子どもたちがいる避難所では、遊びプログラムを行いました。

第1次

えできなかったそうです。
そしてビニールハウスのあった場所は流れて
きたものだらけでめちゃくちゃでしたが、
この半年、全国のＹＭＣAか

2011年4月21日（木）〜4月23日（土） 行先：仙台市若林区・石巻市女川地区
2011年4月21日〜23日、3者協働の
「第1次ボランティアバス」
に神戸YMCA職
員清水浩一が参加しました。
初日に訪れた若林区のボランティアセンターでは大阪ＹＭＣＡの職員がおられ、
ニーズとのマッチングの難しい状況についてお話しをお聞きしました。
また東部自動
車道より海側、特に津波被害の大きかった荒浜地区も視察しました。
2日目の石巻市では、女川地区に行き、個人宅の瓦礫撤去、家財道具運び出しなど

らボランティアが来て、瓦礫の撤去作業、海水のついた土とその下の
土とを上下入れ替える作業（こうすると雨水で塩を流してくれるそう
です）
を進めてきました。私たちが訪れた時には瓦礫もなく、広い地面
が広がり、一角だけ流されなかったビニールハウスが残っていました。
今回は新しくビニールハウスを建てる為に重機が入るので、半年伸びた雑草を抜く作業をお手伝いしました。土の中からは小さな
虫が出てきたり、雑草もしっかり根を張っていて津波の被害があったこの環境から“命”を感じられたことに胸が熱くなりました。

2012年 夏
昨年に引き続きいちご農園のお手伝いをしたのですが、昨年

の作業を行いました。

第2次

は一つだけのビニールハウスだったのが今年はたくさんのビ

2011年4月29日（金）〜5月2日（月） 行先：石巻市渡波・大海街町

ニールハウスが建てられ、整備されている風景をみて、少しずつ
ですが畑に活気が戻っているということに胸が熱くなりました。

2011年4月29日〜5月2日、3者協働の
「第2次ボランティアバス」
に神戸YMCA

2011年12月には見事にいちごが実り、
クリスマスケーキのデ

職員村上弘が参加しました。

コレーション用として出荷が間に合ったそうです。今回は新た

第2回は職員8名、
ボランティア42名で現地に行き、石巻市の渡波、大海街町の2

にビニールハウスを建てる作業（骨組みを組み立てる作業）、畑

か所で、浸水した家財等の運び出し、家屋やお庭にある廃材の片づけ、側溝にたまっ

の草抜きをお手伝いしました。津波により大切なものが失われ

たヘドロのかきだしなど、
たくさんのお宅に訪問させていただき、作業を行いました。

たあの日からご主人の“もう一度いちごを作りたい”という強い

まだ手付かずの高齢者の方のお宅も多く、報道で知る状況と実際の現状では随分

思いにより再びご家族が協力し合っていちご作りに励んでおら

違っているということを感じました。

れました。
その姿をみて私たちにできることを一生懸命やりた
いという思いで参加しました。

YMCA幼稚園教諭

川田 侑衣さん
昨年もボランティアに参加させて頂いた為、今回

神戸YMCA国際委員

ロニー・アレキサンダーさん
阪神・淡路大震災は、大津波や原発事故もなく、

東日本大震災とはずいぶん違っていたが、恐怖感

や喪失感に共通するものがあります。長さ５ｍの布

に絵を描く｢ポーポキ友情物語｣活動（写真）は、ボ

ランティアバス先遣隊から始まり、仙台YMCA等の

プログラムにも使われ、今も継続中です。国内外で
描かれた布は、私たちのつながりを表しています。
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ユースボランティア

松田 啓希さん
震災からちょうど一ヶ月の東北。
バスから沿岸部を
眺め続け、何より怖かったのは自分の目が慣れていっ
たこと。
どの地域も苦しいはずが、
まるで被害の大小
で順位をつけていくような感覚。
それは実際に被災者
の方々と話をするまで続きました。短い滞在期間の
中、
データや映像では決して分からないものを感じま
した。
この経験を伝えていくことが、僕にできる一番の
復興支援だと思います。

啓明学院高校3年

林 杏奈さん
現地の方々は今までずっと、
そしてこれからも苦労

は二度目の被災地への訪問でした。
少しでも祈りが

し続けなければならない。
その大変さや辛い気持ち

が、
町の様子などは一年前と変わらない状態に見え

れないために、
語り伝えることはできる。

聞かれ、復興に向かっていることを願っていました

る方が圧倒的に多く、
復興の難しさを感じました。
そ

して、
まだまだ支援や祈りが必要であることを再確

を完全に理解することは出来なくても、被災地を忘

個人では何も出来なくても、
その力が集まれば、
何

か役に立つことが出来る。
その輪を、
昨日今日明日へ

認し、
周りの人たちにもこのことを私が伝えていかな

と繋げようとしてくださっているのがＹＭＣＡの方々

伝いに行くことのできる距離ではないかもしれませんが、
それ以外の方法で

ボランティア活動が初めてだった私には全てが自分を変える刺激になっ

ければならないという使命を感じました。
すぐにお手

支援できるのではと考えました。
そして、忘れずに気に留めていること、祈っ

ていること、
応援していることを継続的に伝えていきたいと感じました。

で、
そのパーツとして携われたことに感謝したい。

たと思う。
これからも被災地のことを忘れず、
いちごが実った頃にもう一度、
その様子を是非伺いに行きたい。
（報告文集より抜粋）

05

福島の子どもたちに希望を

宮城の中学生とともに

神戸YMCAは、2012年春と夏に、福島の子どもを余島に招待しキャンプを行いました。福島第一原発事故の影

神戸市社協、コープこうべとの協働として、また仙台YMCAとの協力の中で神戸の若者と宮城の若者

響により屋外で遊ぶことができない子どもたちが、存分に自然に触れ、仲間とともに遊ぶことができれば、それが

がつながるきっかけとなる活動を行いました。

「名取の子どもたちを神戸に」招待事業、
ともにいこうキャンプ

彼らにとって一つの希望になるのではないか。そんな願いをこめて、キャンプを実施しています。

三菱商事YMCAフレンドシップキャンプ

余島ダイヤモンドキャンプ

2012年3月28〜31日、福島の小学生39人を招待し、神戸で1泊、余島で2泊の

キャンプを行いました。
その名はダイヤモンドキャンプ。

子どもたちは
「昨日も地震あったよね、神戸も揺れたの？」
と、度々起こる余震に

不安を抱えています。放射線による汚染を考え、木や砂など触らないように言われ

ている子どもたちもいます。

しかし、子どもたちは元気でした。
キャンプ中、私たちは余島の豊かな自然の中を

一緒におもいっきり走り回りました。
「寝ころんでいいの？」
と話しながら、砂浜に寝

そべり空を見上げる姿がありました。春の冷たい海水の中にもジャブジャブと入り、

カニや貝を夢中で探していました。

子どもたちはキラキラと笑顔があふれ、
このキャンプの名前のようにまさにダイヤ

モンド。
この笑顔を大切したい。
もっと、広げていきたいと願います。

「名取の子どもたちを神戸に」招待事業
2011年8月17日〜20日、神戸市社会福祉協議会、
コープこうべ、神戸ＹＭ
ＣＡの３者協働で、名取市の中学生を神戸に招く招待キャンプを実施しまし
た。
このキャンプは神戸の子どもたちとの交流、心と身体のリフレッシュ、そし
て、
同じく震災を経験した神戸との今後の継続的な交流のきっかけとなること
を期待して実施いたしました。
南京町・旧居留地の散策、甲子園での高校野球観戦、
コープこうべでの販
売体験、
こどもたち主催のBBQなど、非常にバリエーション豊かな、笑顔があ
ふれる4日間を過ごしてくれました。
神戸市社会福祉協議会

小池 裕さん

三菱商事YMCAフレンドシップキャンプ

余島サマーダイヤモンドキャンプ

2012年7月29〜8月1日、福島の小学生30人を招待し、余島サマーダイヤモン

ドキャンプを行いました。

子どもたちは余島で過ごすうちに小麦粉色に日焼けし、大きな声で笑い、歌い踊

り、喜びが溢れていました。

広報交流部

部長

生活協同組合コープこうべ 生活文化・福祉部

鮎沢 慎二さん

この事業は、
コープこうべ・神戸市社協・神戸YMCA
三者の特性が見事にマッチしたものでした。
いずれが
欠けても、
こううまくはいかなかったと思っています。
神戸市社協は、現地調整、参加者募集、
プログラム
の枠組み作り等を担当。
コープこうべは、宿泊施設の
提供や店舗での販売体験。子どもの遊びやイベント
企画等実務運営は神戸YMCAが担当し、素晴らしい
ハーモニーとなりました。感謝しています。

課長

３者の協働の力が活かされた、思い出深いキャン
プでした。子どもたちが自ら考え自ら行動し、生き抜く
力をつけることを願い、関係者一同、被災者を“下にも
置かない”企画にしないことにこだわって組み立てま
した。最終日には子どもたちから
「お世話になったみ
んなを○○でおもてなししたい！」
という声が出てき
たこと、
その成長こそに感謝しつつ、
引き続き遠くから
でもできる“つながりづくり”を考えていきます。

最後の別れはキャンパーもリーダーも涙に包まれました。悲しみの涙ではなく出

会えたことの喜びを分かち合う涙でした。
自分のいのちを一日一日生きていくこと。
自分のいのちを輝かせること。

そして隣の人のいのちも輝かせることを誓いあって、再会を約束しました。

我々大人には、子どもたちが希望を感じ、互いに喜びを分かち合える機会を創り

出す責任があります。

今後も皆様ともにこのようなキャンプを実施したいと思います。

福島の子ども保養プロジェクトinよしまキャンプ
2012年7月29〜8月2日、
「福島の子ども保養プロジェクトinよしまキャンプ」
を

実施しました。福島県の被災地域の小学生30名を招待し、
おもいっきり自然を楽

2012年3月27〜30日、宮城県山元町の中学生16名を神戸に招いて、啓
明学院の中学生16名とともに
「ともにいこうキャンプ」
を実施しました。
この
キャンプでは、六甲山夜景観賞や、神戸市内のグループ散策など、様々なプロ
グラムの中で、
山元町と神戸の中学生同士が、共に同じ時間を過ごし、時に語
り合う機会を持ちながら、短い期間ではありましたが、
ともにあゆんでいける
仲間との
「絆」
を深めていくことができました。
キャンプを通してその
「絆」
は確
かなものとなり、未来へと歩む仲間として、今も繋がり続けています。

しんでもらおうと、
コープこうべが、神戸ＹＭＣＡ、兵庫県ユニセフ協会と協働で企

参加者の声（ふりかえり感想文より抜粋）

びなどを行いました。 8月1日には、
コープこうべ第6地区の組合員や役員・職員ら

これからも過ごしていきたいと思った。絆と希望、忘れません。
■ このキャンプで学んだことを生かして、

画したものです。子どもたちは余島で、
カヌーや釣り、
アーチェリー、
クラフト、森遊

34人が来島し、子どもたちのために夏祭り縁日を開催しました。
フランクフルトや
姫路おでん、
そうめん流しに子どもたちは本当に大きな笑顔でした。

福島の子ども保養プロジェクトは、原発事故の被災地域の子育て世帯を対象

に、週末や長期休暇中に低線量の地域で過ごす機会を提供して、精神的なケアに

つなげる支援を行うもので、福島大学災害復興研究所、福島県ユニセフ協会、福島
県生協連が主催し、全国の生協が協働をしています。
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三菱商事YMCAフレンドシップキャンプ ともにいこうキャンプ

■ メールとか、文通でずっとつながって、それでもう少ししたら今度は私が宮城に行ってまた会いたいです。それで
いつか震災の話もできるようになればいいなと思います。（神戸・啓明学院中3年女子）

（神戸・啓明学院中3年男子）

■ 僕が思った事は、神戸も山元町も地震で大きな被害を受けて大変だけれど、立ち直るには、お互いに自分たち
を認め合い、共に協力して未来をつくっていくことが大切だと思います。（神戸・啓明学院中3年男子）

■ 神戸に住んでいる中学生と、宮城に住んでいる中学生が楽しく交流できてよかった。明るい気持ちになった
キャンプだった。（宮城・坂元中1年女子）

■ 全然知らない人がほとんどなのにみんなが良くしてくれて、人の温かさ、つながりや絆を知ることができたので、
宮城に帰ってもその絆を大切にして、忘れずに過ごしていきたいです。（宮城・坂元中1年女子）
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被災児童支援制度

― 子どもたちの豊かな成長のために―

神戸YMCAでは、ＹＭＣＡの日常プログラムやキャンプへの参加の費用を助成することで、東日本大震
災によって被災した児童の心身の健康な成長を支援することを目的として、支援制度を実施しています。
今回は保護者の方のメッセージをご報告いたします。

ファミリープログラム

―穏やかな自然の中で―

ファミリープログラムは、兵庫県に避難されているご家族を対象に行っているプログラムです。
日帰りのファミリーデイキャンプや、週末を使ったファミリーキャンプを開催してきました。
四季折々の自然を感じ、解放的な自然の中で活動を続けております。
優しい自然に、まさに心が「解放」されると、心も身体も気持ちよくなります。

四季のファミリーデイ

Message 1

Message 2

サマーデイキャンプ

アクアティック（水泳）

2012年7月27〜29日（日帰り3日間）

2011年4月〜2012年3月

に参加して

初 日の 朝 はものすごく不 安 な 顔 でリー

に参加して

震災前も地元のスイミングスクールに通

ダーのもとへ行きましたが、帰ってきて楽し

い、泳ぐことをとても楽しみにしていました。

かった様子が顔の表情で分かりました。

そんな矢先、あのような災害があり、がっかり

最終日のスライドショーの写真を見て、三

していましたが、またスイミングに通えること

日間本当に楽しかったんだなと感じ、震災以

ができ、とても充実した日を送ることができ

降、子どものあんな笑顔があるのを忘れてい

たようです。
リーダーたちの丁寧な指導と、泳

ました。福島ではできない体験をたくさんさ

ぐことは楽しいんだという雰囲気をつくって

ファミリーデイでは、年に４回、四季に合わせ
て、
週末に神戸近郊の自然豊かな場所へ出かけ、
料理をつくったり、自然の中で思いっきり走り
回ったりしながら、
楽しい時間を過ごしています。
大学生のボランティアリーダーが中心となり
企画をし、実施をしていますが、子どもたちは
リーダーたちとすぐに仲良くなり、遊びに興じ
ます。
お母さんたちも、
リラックスした雰囲気の中でゆっくりとお話をされます。
今後もこのような機会をご一緒できればと思います。

リフレッシュファミリーウィークエンド
春、秋の年に2回、神戸YMCA余島野外活動センターにおいて週末のファミリー
キャンプを実施しています。

せていただき、本当にいい思い出を作ること

いただき、本人もスイミングの日をとても楽

ができました。本当にありがとうございます。

しみにしていました。YMCAの皆さん本当に

の表情を柔らかくしてくれます。釣りをしたり、
カヌーをこいだり、森のハンモックに

ありがとうございました。

揺られたり。

福島にもYMCAがあるといいのに。

海に囲まれた自然の中でゆったりと過ごす時間は、少しずつ、子どもやファミリー

このキャンプを通して、少しでもリフレッシュし、神戸での生活に新たな力が与え
られるようにと願っています。

これまでの活動状況（2012年12月末現在）
2011年度
34名が申請され、59件のプログラムに参加。
■ キャンプ27件

■ 短期講習会10件

■ 日常プログラム22件
参加者の声

2012年度
25名が申請され、46件のプログラムに参加。
■ キャンプ17件

■ 短期講習会3件

■ 日常プログラム26件
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お母さん

子ども

YMCAのファミリープログラムには何度か参加させていただきまし
た。
ありがとうございます。
どれも親子共に神戸での良い思い出として心
に残っています。
しあわせの村でのバーベキューでは自然に癒され、
リー
ダーたちの明るさと温かさに包まれて、ゆったりとした時間を過ごすこと
ができました。サモア
（焼きマシュマロとチョコ・クラッカーのお菓子）
も
子どもたちに大好評でした。

六甲山YMCAの雪遊びは楽しかったです。
レジャーシートをそりにし
て、坂道で滑って遊びました。
リーダーや弟とも一緒に滑りました。
リー
ダーと一緒に冒険に行きました。道が急なところもありました。進んで
行くと10センチ以上雪が積もったところの新雪に寝転がりました。人
型がついておもしろかったです。
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ボランティアとともに ユースリーダー・ワイズメンズクラブ

みんなのものがひとつとなるために

神戸YMCAの復興支援活動には、多くのボランティアが参画し、多様かつ多面的な活動を可能にしています。

企 業・団 体 か ら の 支 援

また、長期的な活動においてもその働きが重要であり、ますます求められるものとなっています。

神戸YMCAの支援活動では、様々な企業・団体からのご協力をいただきながら、進めているものがあります。
多様な力が集まり、支援の力と輪が広がっていることに心から感謝いたします。

震災復興リーダー会
神戸YMCA東日本復興支援チームボランティアリーダー会は、2011年
10月に結成されました。
未曾有の被害を目の当たりにし、
かつては阪神淡路大震災の被災者とし
て、
またYMCAに集う若者として、
「私たちにできることは無いだろうか」
と、
神戸YMCAでリーダー活動を続ける若者10数名が発起し、新たなリーダー
会を立ち上げました。本当に手探りで、
とりあえず現地に駆けつけたり、招聘
キャンプを企画したり、街頭募金に立ったりと、
とにかく
「震災を忘れないよ
うに」
と心に言い聞かせながら、活動を続けてまいりました。現在では社会人
ボランティアや、新たなボランティアリーダーも加わり、
また他団体との協働
も深め、今後も末永く支援活動を続けていけるように、奮闘しています。

啓明学院
ミッションスクールとして目に見えないものに心を注ぐ教育を実践される啓明学院。宮城の
中学生交流キャンプや山元町のいちご農家での支援活動をともにしてきました。未来を担う若
者とともに、
これからも支援活動を継続していけるようにと願います。

神戸市社会福祉協議会
神戸市社会福祉協議会と神戸YMCAは、
これまでも長きにわたり、
日常的な地域への取り組
みをともにしてきました。東日本大震災発生後は、ボランティアバス派遣や宮城の中学生招待
キャンプで協働することができました。今後もそれぞれの強みを活かしあえる活動を展開してい
きたいと願います。

神戸大学YMCA
震災ボランティアリーダー

宮原 明さん

震災が起きた年の9月、初めて現地を訪れキャンプに参加しました。思いがけず、子どもたちから元気を

宮城へのボランティアバス派遣へ、2年続けてご支援いただきました。YMCAには様々な形の
仲間があり、
このようにともに活動を展開できることを嬉しく思い、感謝いたします。

もらいました。
その元気が私の中にまだたくさん残っています。
その元気を、
もっと大きいものにして、
できる
だけたくさんの仲間と現地の子どもたちやご家族、神戸に避難している子どもたちやご家族へ届けられれ
ばと思っています。全ての震災復興支援活動において、年齢、住んでいる場所など関係なく、
また所属団体

をも飛び越えて、同じ想いを持つ人が集まり、一緒に動き出すことができれば、小さな一歩であったとして

も必ず意味はあると信じます。

ワイズメンズクラブ

コープこうべと神戸YMCAは、
これまでも佐用町の水害発生後の子どものリフレッシュキャン
プなどでも協働をしてきました。今回も震災発生直後から連携し、
ボランティアバスの派遣や宮
城の中学生招待キャンプ、
そして福島の子ども保養プロジェクトなど、
様々な活動をともにしてき
ました。
今後もより良い協働の中で、
継続的な復興支援活動を展開したいと思います。

SUNTORY
ワイズメンズクラブは、1922年にアメリカで発足して以来、
世界規模での奉仕活動を通してYMCAの働きを支え、歩みをと
もにするボランティア団体です。
日常的にYMCAのユースリー
ダーを育成することにも力を注ぎ、未来の指導者を育てていま
すが、災害発生時には、
リーダーとともに募金活動や被災地で
の支援活動を行います。今回の震災発生後もネットワークを活
かして支援物資の呼びかけや現地でのボランティア活動など、
力強い支援を展開しています。

ワイズメンズクラブ

進藤 啓介さん

我々ワイズメンズクラブは、
神戸YMCAを、
またそのユースをサポートしています。
この震災では、
支援物資の緊急

送付に始まり、YMCAとともに募金活動への参加、
また東北の兄弟クラブを通じて地域の物産の販売や家電の送

付など、様々な事にチャレンジしてきました。今後もYMCAと共に、
出来る限り精一杯の、我々ならではの活動にコ

ツコツと積極的に取り組みたいと思います。
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コープこうべ

神戸近郊に避難されている家族を対象に2011年秋に実施された2泊3日の余島ファミリー
ウィークエンド。
このキャンプの実施にあたりサントリーのご支援をいただくことができました。
自然の中でゆったりと過ごし遊ぶ時間は、子どものみならずお母さんたちにとっても本当に大切
な時間でした。今後もこのような活動を企画できればと願います。

三菱商事株式会社
2011〜2012年度にかけて、全国のYMCAでは三菱商事株式会社のご支援により、被災さ
れ、厳しい生活を余儀なくされている子どもたちを各地に招待し、心身のリフレッシュを願い
「フ
レンドシップキャンプ」
を展開してきました。
また、全国に避難されている子どもたちを対象に「キッズ・スカラーシップ」制度を設け、
YMCAのシーズンキャンプに参加いただく機会を創ることができました。

ルワンダの教育を考える会
福島を拠点に活動し、
ルワンダに小学校を建て、子どもたちの教育をより良くしようと活動さ
れているマリー・ルイズさんが代表を務める会です。福島の子ども招待キャンプでは、地域の学
校との連携を担ってくださり、
また、
ルイズさんご自身もキャンプに同行してくださいました。今
後もともに歩みたいと思います。
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未 来 へ む け てとも に
神戸YMCA活動報告（2011年3月11日〜2012年12月末現在）

神戸YMCAでは、東日本大震災の発生以来、
ニーズに合わせて様々な活動を展開してきましたが、

2011年
3月

4月

11日

14時46分

12日

緊急募金を各センターで開始 以降、会員への募金の呼びかけや街頭募金を展開していく

18日

東日本大震災救援活動サイト
（ＷＥＢページ）
を立ち上げ、支援の呼びかけを行う

23日

神戸YMCA内に救援活動チームを発足させる

2-3日
9-12日

宮城県太平洋沖で観測史上最大M9.0の地震が発生

神戸YMCAより職員2名を仙台YMCA、盛岡YMCAに派遣 帰神後報告会を実施
神戸YMCA・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者協働で
「ボランティアバス先遣隊」
を派遣
仙台の避難所に神戸YMCAボランティア・職員を含む21名を派遣

13-19日

仙台YMCAボランティアセンターへボランティアコーディネーター2名を派遣

21-23日

神戸YMCA・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者協働で
「第1次ボランティアバス」の募集・派遣を実施
仙台市内のボランティアセンターを中心とした各所での救援活動に従事する。以降１ヶ月間に計３回の派遣を行う

5月

復興支援活動3か年計画 −2013〜2015年度−

29-5月2日 神戸YMCA・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者協働で
「第2次ボランティアバス」の募集・派遣を実施
被災者が神戸YMCAプログラム参加を助成する制度として東日本大震災被災児童支援制度を制定
6-9日

神戸YMCA・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者協働で
「第3次ボランティアバス」の募集・派遣を実施

6月

神戸YMCA支援活動報告会を実施。活動報告や今後の支援の可能性について、報告・協議を行う

7月

仙台YMCAボランティア支援センターと仙台市社会福祉協議会より、
スタッフを招聘し、現地のレポートや今後の支援についての意見交換会を行った

今後の活動について下記のように計画、実施をしていきます。

I M A PARTNER CAMP

（福島の子ども招待キャンプin余島）
福島第1原発事故による放射能の影響は今後も続くことが
予想され、子どもたちが屋外で遊ぶ機会を提供することが求
められます。また、小学生参加者が中学生、高校生時代に、
ジュニアリーダーとして、
リピート参加することを促すことで、
受ける側から与える側へとリーダーシップの養成も進めてい
きます。
このプログラムに関しては、他団体との協働実施も想定し、
計画をしていきます。

ファミリープログラム
2012年11月末時点で兵庫県内に避難している方は406

世帯1.032名。
この多くが福島からの避難家族であり、母子避

難が多いことも現実です。最近はお母さんが就労するケースも
増えてきており、週末に子どもと遊ぶ余力がないという声があ

ります。そのことを踏まえ、年4回の日帰り週末ファミリープロ
グラムと年2回の週末1泊キャンプを計画、実施していきます。

このプログラムに関しては、復興支援リーダー会が計画、実

施の中心を担っていきます。

募金活動

被災児童支援制度
避難されている家族が、定住されることも想定し、被災児童
支援制度は2013年度末までとしつつ、2014年度以降も
「神
戸YMCA子ども奨学金制度」
を活用し、子どもたちの心身の成
長をサポートしていきたいと願っています。

東日本大震災復興支援募金として、振込などの募金の他、

街頭募金などの活動を2015年度まで継続実施していきます。

すべての人々がともに寄り添っていくために声をあげ続けたい

と思います。

キャンプや復興支援にかかわる人材育成のため
「心のケア」研修を行う
（以降継続実施）

8月

26-29日

神戸YMCAボランティアバスを啓明学院高等学校や神戸大学YMCAとも協働で宮城県山元町に派遣
（40名参加）

10-15日

福島・神戸ＹＷＣＡ協力の下、福島での被災者家族のための余島招待キャンプ「余島冒険わいわいキャンプ」
を実施
（14名参加）

17-20日

神戸YMCA・神戸市社会福祉協議会・コープこうべ三者協働で
「名取の子どもたちを神戸に招待」事業を実施
名取市の中学生11名を招待し神戸市内各所での観光を通じ、被災児童との交流を深める

9月

米国カルフォルニアでの心のケア研修に全国のYMCA職員が招待され、神戸YMCAからも職員を派遣する
仙台YMCA主催の被災児童キャンプに神戸YMCAより職員、
リーダーを派遣
（以降、冬季、春季、夏期プログラムへのリーダー派遣を継続して行っている）
神戸ＹＭＣＡユースリーダーおよびＯＢＯＧら、若者たちの呼びかけで
「東日本大震災復興支援リーダー会」
を発足

10月

被災避難家族を対象としたファミリーキャンプを余島にて実施
（6家族）
被災避難家族を対象としたファミリーキャンプを余島にて実施
（2家族）

11月

2012年
盛岡YMCA宮古ボランティアセンターより現地の支援に当たっていた職員および宮古教会牧師先生を招聘し、
ワークショップや報告会を行う

2月

また臨床心理士によるトラウマケアの講習会を実施する
3月

5月
7月
8月

11日

12

YMCAは、人々の心に寄り添う支援を続けます。

「3.11揚がれ！希望の凧」
を実施
（神戸YMCAは須磨海岸にて140名、全国各所で実施）

27-30日

宮城県山元町の中学生16名を招き啓明学院中学生とともに
「ともにいこうキャンプ」
を神戸市内で実施

28-31日

余島キャンプ場に福島県の小学生39名を招待し
「余島ダイヤモンドキャンプ」
を実施
復興支援募金呼びかけのため
「東日本大震災復興支援Ｔシャツ」
を1500枚作成、販売を開始した
「神戸YMCAボランティアバス2012」
を派遣 神戸大学YMCA、啓明学院高等学校の生徒の協力のもと宮城県石巻市、山元町での活動を行う
（44名参加）

「余島サマーダイヤモンドキャンプ」
を実施
29-8月1日 余島キャンプ場に福島県の小学生３０名を招待し
「福島の子ども保養プロジェクトinよしまキャンプ」
を実施
（30名を招待）
29-8月2日 コープこうべ、兵庫県ユニセフ協会と協働で

12月

「Big Heart」は英語で「思いやり」
「やさしさ」を意味します。

被災避難家族を対象に
「ファミリーディ」
を実施
（於しあわせの村 以降定期的に実施予定）

YMCA Big Heart Projectは、津波による被災地、福島第一原発事故による放射能の影響を受ける地域、
そして避難をしてい

る方々が暮らす全国各地で、全国のYMCA・学生YMCA・ワイズメンズクラブが協力して行う、復興のための活動です。

１．
未来を創る子どもたちを育む
子どもや青年が、
自分たちの“いのち”を守り、豊かな自
然を愛する心を育みます。
そして彼らが、未来を創る主人公となるよう、
リーダー
シップの育成に努めます。

２．
すべての いのち が光り輝くように
あらゆる世代の人々のクオリティー・オブ・ライフの向
上を支援します。
また福島第一原発事故による影響から、子どもたちを
守る努力を続けます。
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