
東北教区災害ボランティアセンター平成 27 年 7 月活動報告 
【7 月 1 日(水)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：雨のち曇            最高 22℃ 最低 19℃ 
青葉区 教化センター（仙台別院）『すこやかサロン』にて地域支援活動（2 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 2 日(木)活動報告】 
活動人数：1 名 
天候：晴のち曇            最高 28℃ 最低 18℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 3 日(金)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：曇            最高 28℃ 最低 18℃ 
相馬市 相馬光陽サッカー場『平成の杜』植樹祭にて活動（1 名） 
青葉区 教化センター（仙台別院）『ひまわり会』にて地域支援活動（事務局兼務） 
名取市 雇用促進住宅にて地域支援活動（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 4 日(土)活動報告】 
活動人数：1 名 
天候：曇のち晴             最高 23℃ 最低 20℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 5 日(日)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：曇時々晴             最高 24℃ 最低 19℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2 名） 
 
【7 月 6 日(月)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：曇            最高 24℃ 最低 19℃ 
名取市 手倉田サロンにて地域支援活動（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 



【7 月 7 日(火)活動報告】 
活動人数：11 名 
天候：晴            最高 27℃ 最低 19℃ 
岩沼市 千年希望の丘『KIDS NOW JAPN』にて育樹活動・青葉区 仙台レインボーハウス

にて施設見学(6 名) 
青葉区 教化センター(仙台別院)『支倉町サロン』にて地域支援活動（4 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 8 日(水)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：曇            最高 25℃ 最低 19℃ 
名取市 STEP にてヤード捜索活動(1 名) 
名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 9 日(木)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：曇            最高 23℃ 最低 18℃ 
名取市 美田園第一仮設住宅・植松入生仮設住宅にて地域支援活動(2 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 10 日(金)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：晴            最高 27℃ 最低 19℃ 
名取市 美田園第二仮設住宅・増田サロン（文化会館）にて地域支援活動(1 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 11 日(土)活動報告】 
活動人数：10 名 
天候：晴            最高 32℃ 最低 17℃ 
青葉区 仙台市民会館 2 階にて居室訪問活動員交流会・青葉区 『居室訪問活動』定例ミー

ティング(8 名) 
気仙沼市 KRA にて集中捜索活動（自主活動）(1 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 12 日(日)活動報告】 



活動人数：4 名 
天候：晴            最高 32℃ 最低 20℃ 
名取市 STEP にて海岸捜索活動(1 名) 
南相馬市 勝縁寺『布遊びの会』にて地域支援活動(1 名) 
陸前高田市 PACT にて自主活動（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 13 日(月)活動報告】 
活動人数：10 名 
天候：晴時々曇         最高 30℃ 最低 20℃ 
若林区 桜並木ネットワークにて育樹活動(4 名) 
青葉区 教化センター（仙台別院）『南三陸さろん仙台会』にて地域支援活動(4 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 14 日(火)活動報告】 
活動人数：4 名 
天候：晴のち曇         最高 34℃ 最低 23℃ 
名取市 STEP にてヤード捜索活動(1 名) 
名取市 箱塚桜仮設住宅・愛島東部仮設住宅にて地域支援活動(2 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 15 日(水)活動報告】 
活動人数：5 名 
天候：晴のち曇         最高 34℃ 最低 25℃ 
青葉区 ドッグウッドにて活動(1 名) 
青葉区 教化センター（仙台別院）『すこやかサロン』にて地域支援活動(3 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 16 日(木)活動報告】 
活動人数：5 名 
天候：雨            最高 25℃ 最低 23℃ 
若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動(1 名) 
名取市 希望の家にて地域支援活動(事務局兼務) 
名取市 仮設住宅にて居室訪問活動(3 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 



 
【7 月 17 日(金)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：曇            最高 29℃ 最低 22℃ 
石巻市 さくら並木ネットワークにて桜植樹地除草作業(1 名) 
名取市 法務局 2 階にて被災者支援連絡会出席(1 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 18 日(土)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：曇のち雨            最高 30℃ 最低 22℃ 
名取市 海岸林再生の会にて育樹活動(1 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 19 日(日)活動報告】 
活動人数：4 名 
天候：曇               最高 32℃ 最低 24℃ 
岩沼市 イベント『玉浦西まち開き感謝祭』参加(3 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 20 日(月)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：曇               最高 27℃ 最低 22℃ 
名取市 にて情報収集・連絡調整(1 名) 
南三陸町 にて自主活動（1 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 21 日(火)活動報告】 
活動人数：1 名 
天候：曇時々晴           最高 31℃ 最低 23℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 22 日(水)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：晴時々曇           最高 33℃ 最低 24℃ 
名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動(1 名) 



ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 23 日(木)活動報告】 
活動人数：3 名 
天候：雨のち曇           最高 30℃ 最低 25℃ 
名取市 美田園第一仮設住宅・植松入生仮設住宅にて地域支援活動(2 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 24 日(金)活動報告】 
活動人数：4 名 
天候：曇のち雨           最高 30℃ 最低 25℃ 
名取市 美田園第二仮設住宅・若林区 中央市民センター別棟にて地域支援活動(3 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 25 日(土)活動報告】 
活動人数：2 名 
天候：曇時々晴           最高 30℃ 最低 24℃ 
若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動(1 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 26 日(日)活動報告】 
活動人数：18 名 
天候：晴              最高 34℃ 最低 23℃ 
名取市 雇用促進住宅にて信州そば提供イベント(17 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 27 日(月)活動報告】 
活動人数：18 名 
天候：晴              最高 34℃ 最低 23℃ 
青葉区 教化センター（仙台別院）『福島交流会』にて地域支援活動（事務局兼務） 
青葉区 教化センター（仙台別院）『福島交流会』・若林区 若林西復興公営住宅にて信州そ

ば提供イベント(17 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 28 日(火)活動報告】 
活動人数：18 名 



天候：曇              最高 32℃ 最低 25℃ 
名取市 箱塚桜仮設住宅・愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（1 名） 
名取市 箱塚屋敷仮設住宅・箱塚桜仮設住宅にて信州そば提供イベント(16 名) 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 29 日(水)活動報告】 
活動人数：4 名 
天候：晴のち曇              最高 33℃ 最低 25℃ 
青葉区 【午前】仙台別院２F 会議室にて『居室訪問活動』養成講座広報活動準備・【午後】

広報活動（2 名） 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2 名） 
 
【7 月 30 日(木)活動報告】 
活動人数：1 名 
天候：晴のち曇              最高 30℃ 最低 24℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 
 
【7 月 31 日(金)活動報告】 
活動人数：1 名 
天候：晴時々曇              最高 33℃ 最低 25℃ 
ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1 名） 


