
東北教区災害ボランティアセンター9月活動報告 

 

【9月 1日(土)活動報告】  

活動人数： 25名  

天候： 曇時々雨   最高 30℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（9名）  

若林区 ReRootsにて活動（9名）  

名取市集会所にて地域支援活動（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）  

【9月 2日(日)活動報告】  

活動人数： 2６名  

天候： 曇時々雨   最高 30℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（13名）  

若林区 ReRootsにて活動（9名）  

南相馬市仮設住宅、寺院にて地域支援活動（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（2名）  

【9月 3日(月)活動報告】  

活動人数： 32名  

天候： 曇時々雨   最高 31℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（15名）  

若林区 ReRootsにて活動（8名）  

岩沼市仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

南相馬市サロン、寺院にて地域支援活動（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）  

【9月 4日(火)活動報告】  

活動人数： 81名  

天候： 曇のち雨   最高 31℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（6名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（11名）  

若林区 ReRootsにて活動（5名）  

仙台市・名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

名取市仮設住宅・石巻市地域公民館にて地域支援活動（52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）  

【9月 5日(水)活動報告】  

活動人数： 33名  

天候： 曇時々晴   最高 31℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（17名）  

若林区 ReRootsにて活動（8名）  

仙台市・名取市仮設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（3名）  

【9月 6日(木)活動報告】  

活動人数： 36名  

天候： 雨のち曇   最高 29℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（7名）  

若林区 ReRootsにて活動（8名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて活動（7名）  

石巻方面にて情報収集（6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）  

【9月 7日(金)活動報告】  

活動人数： 35名  

天候： 晴   最高 29℃ 最低 24℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（12名）  

若林区 ReRootsにて活動（5名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて活動（7名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（4名）  

名取市仮設住宅にて広報活動（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（1名）  

【9月 8日(土)活動報告】  

活動人数： 23名  

天候： 晴のち曇   最高 30℃ 最低 22℃  

山元町いちご農園にて活動（5名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（2名）  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて活動（7名）  

石巻市 千人風呂にて炊き出しのお手伝い（2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）  

【9月 9日(日)活動報告】  

活動人数： 27名  

天候： 晴時々曇   最高 30℃ 最低 24℃  



山元町いちご農園にて活動（7名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（8名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて活動（7名）  

石巻市 千人風呂にて炊き出しのお手伝い（2名）  

南相馬市仮設住宅にて地域支援活動（1名）  

気仙沼市にて研究会出席・陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（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）  

【9月 10日(月)活動報告】  

活動人数： 32名  

天候： 曇のち雨   最高 30℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（8名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（8名）  

若林区 ReRootsにて活動（8名）  

岩沼市仮設住宅にて地域支援活動（4名）  

陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（1名）  

岩沼市、名取市にて広報活動（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（1名）  

【9月 11日(火)活動報告】  

活動人数： 39名  

天候： 晴のち曇   最高 31℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（8名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（13名）  

若林区 ReRootsにて活動（7名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（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（4名）  

【9月 12日(水)活動報告】  

活動人数： 39名  

天候： 晴時々曇   最高 29℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（8名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（10名）  

若林区 ReRootsにて活動（3名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

南三陸町、石巻市方面にて情報収集（8名）  

陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（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）  

【9月 13日(木)活動報告】  

活動人数： 46名  

天候： 晴時々曇   最高 31℃ 最低 23℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（15名）  

若林区 ReRootsにて活動（9名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

宮城野区、若林区内仮設住宅にて炊き出し（9名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

南三陸町方面にて情報収集（2名）  

陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（1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）  

【9月 14日(金)活動報告】  

活動人数： 51名  



天候： 晴時々曇   最高 30℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（8名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（14名）  

若林区 ReRootsにて活動（6名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

宮城野区、若林区内仮設住宅にて炊き出し（9名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

東松島市・山元町・名取市方面にて情報収集（2名）  

陸前高田市仮設住宅にて居室訪問活動（1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）  

【9月 15日(土)活動報告】  

活動人数： 51名  

天候： 晴時々曇   最高 30℃ 最低 22℃  

山元町いちご農園にて活動（13名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（15名）  

若林区 ReRootsにて活動（6名）  

若林区仮設住宅にて炊き出し（9名）  

名取市内にて情報収集（2名）  

女川町・石巻市・南相馬市方面にて傾聴活動・連絡調整（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（3名）  

【9月 16日(日)活動報告】  

活動人数： 43名  

天候： 晴時々曇   最高 31℃ 最低 23℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（27名）  



若林区 ReRootsにて活動（8名）  

南相馬市仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

南相馬市方面にて情報収集（1名）  

気仙沼復興協会にて活動（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）  

【9月 17日(月)活動報告】  

活動人数： 31名  

天候： 晴時々曇   最高 30℃ 最低 24℃  

山元町いちご農園にて活動（5名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（11名）  

若林区 ReRootsにて活動（10名）  

南相馬市方面・仙台市内にて情報収集（1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）  

【9月 18日(火)活動報告】  

活動人数： 48名  

天候： 晴時々曇   最高 31℃ 最低 23℃  

山元町いちご農園にて活動（9名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（10名）  

若林区 ReRootsにて活動（9名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（6名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

福島市・東松島市方面にて情報収集、連絡調整（2名）  

名取市・岩沼市・仙台市にて連絡調整（1名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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（3名）  

【9月 19日(水)活動報告】  

活動人数： 49名  

天候： 晴時々曇   最高 31℃ 最低 23℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（23名）  

若林区 ReRootsにて活動（12名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

福島市・名取市方面にて情報収集（1名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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）  

【9月 20日(木)活動報告】  

活動人数： 34名  

天候： 曇   最高 29℃ 最低 22℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（6名）  

若林区 ReRootsにて活動（3名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（8名）  

気仙沼市・南三陸町方面にて情報収集（3名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

アジャセ公演の搬入の手伝い（10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）  

【9月 21日(金)活動報告】  

活動人数： 32名  

天候： 雨のち曇   最高 22℃ 最低 20℃  

アジャセ公演のスタッフ（24名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（4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）  

【9月 22日(土)活動報告】  

活動人数： 19名  

天候： 晴時々曇   最高 27℃ 最低 22℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（16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）  

【9月 23日(日)活動報告】  

活動人数： 11名  

天候： 曇のち雨   最高 22℃ 最低 19℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（6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）  

【9月 24日(月)活動報告】  

活動人数： 15名  

天候： 曇時々雨   最高 24℃ 最低 1８℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（10名）  

名取市仮設住宅にて地域支援（3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）  

【9月 25日(火)活動報告】  

活動人数： 22名  

天候： 雨時々曇   最高 22℃ 最低 17℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（8名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  



若林区役所にてミーティング参加（2名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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（1名）  

【9月 26日(水)活動報告】  

活動人数： 15名  

天候： 曇のち雨   最高 23℃ 最低 18℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（5名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

南三陸町・気仙沼市方面にて情報収集（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）  

【9月 27日(木)活動報告】  

活動人数： 30名  

天候： 曇のち雨   最高 23℃ 最低 18℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（7名）  

若林区 ReRootsにて活動（13名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（6名）  

石巻市千人風呂にてイベントの手伝い（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）  

【9月 28日(金)活動報告】  

活動人数： 17名  

天候： 雨のち曇   最高 21℃ 最低 15℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（5名）  

名取市仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

石巻市千人風呂にてイベントの手伝い（1名）  



仙台別院にて居室訪問ボランティア養成講座の準備（7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）  

【9月 29日(土)活動報告】  

活動人数： 24名  

天候： 晴時々曇   最高 28℃ 最低 20℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（7名）  

牡鹿郡女川町方面にて情報収集（1名）  

仙台別院にて居室訪問ボランティア養成講座（10名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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（2名）  

【9月 30日(日)活動報告】  

活動人数： 14名  

天候： 曇時々晴   最高 24℃ 最低 20℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名）  

EGAOせんだいサポートセンターにて活動（1名）  

山元町。名取市方面にて情報収集（1名）  

仙台別院にて居室訪問ボランティア養成講座（10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）  

                              以  上  

 


