
 東北教区災害ボランティアセンター平成 25年 6月活動報告 

【6月 1日(土)活動報告】 

活動人数： 12人 

天候：   曇        最高 16℃ 最低 12℃ 

若林区 ReRootsにて活動（3名） 

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（2名） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（1名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（3名） 

青葉区 角五郎借上げ公営住宅にて打ち合わせ（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（2名) 

  

【6月 2日(日)活動報告】 

活動人数： 9人 

天候：   曇    最高 16℃ 最低 13℃ 

若林区 ReRootsにて活動（6名） 

南相馬市 小池第一仮設住宅 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) 

  

【6月 3日(月)活動報告】 

活動人数： 16人 

天候：   晴    最高 21℃ 最低 10℃ 

浪江町 常福寺にて堂内・庫裏清掃片付け作業（10名） 

若林区 ReRootsにて活動（2名） 

名取市 手倉田サロン・増田サロン にて地域支援活動（1名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（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) 



  

【6月 4日(火)活動報告】 

活動人数： 15人 

天候：   晴    最高 24℃ 最低 10℃ 

浪江町 常福寺にて堂内・庫裏清掃片付け作業（10名） 

若林区 ReRootsにて活動（2名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（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) 

  

【6月 5日(水)活動報告】 

活動人数： 17人 

天候：   晴時々曇    最高 22℃ 最低 15℃ 

浪江町 常福寺にて堂内・庫裏清掃片付け作業（10名） 

南相馬市 光慶寺にて除草作業（2名） 

若林区 ReRootsにて活動（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（2名) 

  

【6月 6日(木)活動報告】 

活動人数： 13人 

天候：   晴時々曇    最高 22℃ 最低 15℃ 

若林区 ReRootsにて活動（3名） 

宮城野区 津波復興支援センター（5名） 

亘理町 公共ゾーン仮設住宅ふれあい公園にて植樹作業（2名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（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) 

  



【6月 7日(金)活動報告】 

活動人数： 15人 

天候：     曇      最高 19℃ 最低 17℃ 

若林区 ReRootsにて活動（6名） 

宮城野区 津波復興支援センター（2名） 

名取市 雇用促進住宅にて地域支援活動（5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) 

  

【6月 8日(土)活動報告】 

活動人数： 23人 

天候：   曇     最高 23℃ 最低 18℃ 

宮城野区 津波復興支援センター（16名） 

名取市 保健センターにて地域支援活動（3名） 

仙台市若林区 にて自主活動（1名）  

亘理郡山元町にて自主活動（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（2名) 

  

【6月 9日(日)活動報告】 

活動人数： 42人 

天候：   晴     最高 27℃ 最低 15℃ 

若林区 ReRootsにて活動（11名） 

宮城野区 津波復興支援センター（3名） 

名取市 美田園第三仮設住宅にて長野教区信州そば炊き出し（23名） 

岩沼市 千年希望の丘植樹祭にて自主活動（2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（2名)  



  

【6月 10日(月)活動報告】 

活動人数： 32人 

天候：   晴時々曇り     最高 25℃ 最低 16℃ 

若林区 ReRootsにて活動（10名） 

宮城野区 扇町 4丁目仮設住宅にて長野教区信州そば炊き出し(17名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（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（3名) 

  

【6月 11日(火)活動報告】 

活動人数： 36人 

天候：   曇り     最高 22℃ 最低 16℃ 

若林区 ReRootsにて活動（5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） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（1名） 

名取市 雇用促進住宅仮設住宅・岩沼市 里の杜西仮設住宅にて長野教区信州そば炊き出し

(10名） 

岩沼市方面にて情報収集活動（1名） 

名取市方面にて自主活動(13名) 

登米市方面にて自主活動(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) 

  

【6月 12日(水)活動報告】 

活動人数： 12人 

天候：   曇のち雨     最高 20℃ 最低 16℃ 

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名） 



名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（8名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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) 

   

【6月 13日(木)活動報告】 

活動人数： 10人 

天候：   曇時々雨     最高 24℃ 最低 17℃ 

若林区 ReRootsにて活動（3名） 

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（2名） 

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（3名） 

青葉区にて自主活動（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) 

  

【6月 14日(金)活動報告】 

活動人数： 15人 

天候：   曇     最高 25℃ 最低 18℃ 

若林区 ReRootsにて活動（6名） 

名取市 美田園第二仮設住宅にて地域支援活動（2名） 

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（5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) 

  

【6月 15日(土)活動報告】 

活動人数： 22人 

天候：   曇時々雨     最高 25℃ 最低 18℃ 

若林区 ReRootsにて活動（11名） 



気仙沼市方面にて情報収集（8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（2名) 

  

【6月 16日(日)活動報告】 

活動人数： 35人 

天候：   曇         最高 23℃ 最低 19℃ 

若林区 ReRootsにて活動（4名） 

宮城野区 津波復興支援センター（4名） 

南相馬市 小池第一仮設住宅にて地域支援活動（2名） 

陸前高田市方面にて自主活動（8名） 

相馬市方面にて自主活動（6名） 

七ヶ浜町方面にて自主活動（9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) 

  

【6月 17日(月)活動報告】 

活動人数： 8人 

天候：   曇         最高 24℃ 最低 17℃ 

若林区 ReRootsにて活動（5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（3名) 

  

【6月 18日(火)活動報告】 

活動人数： 38人 

天候：   雨のち曇         最高 26℃ 最低 19℃ 

若林区 ReRootsにて活動（34名） 

宮城野区にて自主活動（1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（2名) 

  

【6月 19日(水)活動報告】 

活動人数： 11人 

天候：   雨のち曇  最高 26℃ 最低 19℃ ※雨天のため屋外作業は中止 

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（2名） 

青葉区にて自主活動（1名） 

宮城野区にて自主活動（4名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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) 

  

【6月 20日(木)活動報告】 

活動人数： 13人 

天候：  曇時々晴  最高 26℃ 最低 18℃  

若林区 ReRootsにて活動（6名） 

若林区 にて自主活動（2名） 

南三陸町、松島町、石巻市にて自主活動（1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（3名) 

  

【6月 21日(金)活動報告】 

活動人数： 9人 

天候：  曇            最高 23℃ 最低 19℃  

若林区 ReRootsにて活動（2名） 

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名） 



若林区 市民センターにて地域支援活動（2名） 

青葉区にて自主活動（1名） 

名取市被災者支援連絡会に出席（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（2名) 

    

【6月 22日(土)活動報告】 

活動人数： 30人 

天候：  曇時々晴  最高 2４℃ 最低 1８℃  

若林区 ReRootsにて活動（３名） 

南三陸町方面にて自主活動（１名） 

女川町方面にて自主活動（３名） 

仙台別院にて居室訪問ボランティア養成講座参加（２０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（2名)  

  

【6月 23日(日)活動報告】 

活動人数： 23人 

天候：  晴時々曇  最高 2４℃ 最低 17℃  

若林区 ReRootsにて活動（5名） 

仙台別院にて居室訪問ボランティア養成講座参加（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（2名) 

  

【6月 24日(月)活動報告】 

活動人数： 9人 

天候：  晴のち曇  最高 2４℃ 最低 17℃  

若林区 ReRootsにて活動（4名） 



岩沼市 里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（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（2名) 

  

【6月 25日(火)活動報告】 

活動人数： 18人 

天候：  晴のち曇  最高 27℃ 最低 20℃  

若林区 ReRootsにて活動（6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（6名） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（1名） 

青葉区にて自主活動（1名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（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) 

  

【6月 26日(水)活動報告】 

活動人数： 17人 

天候：  曇のち雨  最高 25℃ 最低 19℃  

若林区 ReRootsにて活動（7名） 

名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（2名） 

青葉区 角五郎借上げ公営住宅にて地域支援活動（6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) 

  

【6月 27日(木)活動報告】 

活動人数： 29人 

天候：  晴のち曇  最高 27℃ 最低 18℃  

若林区 ReRootsにて活動（4名） 

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（2名） 



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（3名） 

青葉区 川内借上げ公営住宅・名取市 植松入生仮設住宅にて地域支援活動（7名） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（6名） 

青葉区 にて自主活動（1名） 

山元町 にて自主活動（2名） 

青葉区 にて心の相談室 会議出席（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) 

  

【6月 28日(金)活動報告】 

活動人数： 18人 

天候：  曇時々雨  最高 18℃ 最低 16℃  

 ※雨天のため、屋外での活動が中止となりました。  

名取市 美田園第二仮設住宅にて地域支援活動（2名） 

仙台別院 3F研修室にて地域支援活動（5名） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（4名） 

青葉区 にて自主活動（1名） 

山元町 にて自主活動（1名） 

陸前高田市 居室訪問活動拠点設置準備（1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（3名) 

  

【6月 29日(土)活動報告】 

活動人数： 15人 

天候：  曇のち雨  最高 20℃ 最低 15℃  

若林区 ReRootsにて活動（3名） 

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（2名） 



山元町 にて自主活動（1名） 

東松島市 にて自主活動（1名） 

陸前高田市 にて居室訪問活動ミーティング（4名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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) 

  

【6月 30日(日)活動報告】 

活動人数： 12人 

天候：  曇   最高 23℃ 最低 17℃  

若林区 ReRootsにて活動（4名） 

陸前高田市 にて居室訪問活動（4名） 

岩沼市 にて自主活動（1名） 

東松島市 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（2名) 

                                                                            以 

上        

 


