
東北教区災害ボランティアセンター10月活動報告 

 

【10月 1日(月)活動報告】  

活動人数： 17名  

天候： 晴のち曇   最高 29℃ 最低 20℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（4名）  

岩沼市里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

名取市連絡調整会に出席（1名）  

陸前高田市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）  

【10月 2日(火)活動報告】  

活動人数： 35名  

天候： 曇時々雨   最高 20℃ 最低 18℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（15名）  

名取市愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（4名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて写真洗浄活動（3名）  

陸前高田市にて居室訪問活動ボランティア養成講座（9名）  

陸前高田市にて情報収集・物資搬送（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）  

【10月 3日(水)活動報告】  

活動人数： 34名  

天候： 曇時々雨   最高 20℃ 最低 18℃  

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（2名）  

名取市箱塚屋敷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写真洗浄活動（4名）  



陸前高田市にて居室訪問活動ボランティア養成講座（9名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（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（3名）  

【10月 4日(木)活動報告】  

活動人数： 9名  

天候： 曇時々雨   最高 21℃ 最低 17℃  

名取市仮設住宅（午前:美田園第一/午後:植松入生）にて地域支援活動（2名）  

復興支援 EGAOサポートステーションにて写真洗浄活動（3名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（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）  

【10月 5日(金)活動報告】  

活動人数： 7名  

天候： 晴   最高 25℃ 最低 17℃  

名取市仮設住宅（午前:美田園第二/午後:雇用促進住宅）にて地域支援活動（1名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（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）  

【10月 6日(土)活動報告】  

活動人数： 12名  

天候： 曇時々晴   最高 23℃ 最低 16℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（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）  

【10月 7日(日)活動報告】  

活動人数： 14名  

天候： 晴時々雨   最高 23℃ 最低 16℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（11名）  



復興支援 EGAOサポートステーションにて写真洗浄活動（1名）  

南相馬市小池第一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）  

【10月 8日(月)活動報告】  

活動人数： 18名  

天候： 晴のち曇   最高 21℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（5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（4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（2名）  

【10月 9日(火)活動報告】  

活動人数： 16名  

天候： 晴時々曇   最高 22℃ 最低 13℃  

山元町 いちご農園にて活動（5名）  

若林区 ReRootsにて活動（1名）  

名取市仮設住宅（午前:箱塚桜/午後:愛島東部）にて地域支援活動（1名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（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）  

   

【10月 10日(水)活動報告】  

活動人数： 21名  

天候： 晴時々曇   最高 21℃ 最低 14℃  

山元町 いちご農園にて活動（3名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（9名）  



名取市箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（1名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（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（2名）  

【10月 11日(木)活動報告】  

活動人数： 12名  

天候： 曇時々雨   最高 22℃ 最低 16℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（3名）  

名取市仮設住宅（午前:美田園第一/午後:植松入生）にて地域支援活動（2名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（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）  

【10月 12日(金)活動報告】  

活動人数： 8名  

天候： 晴のち曇   最高 21℃ 最低 14℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名）  

泉区個人宅にて家財移動のお手伝い（4名）  

名取市美田園第二仮設住宅(午前)・若林区市民センター(午後)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）  

【10月 13日(土)活動報告】  

活動人数： 11名  

天候： 晴時々曇   最高 20℃ 最低 13℃  

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）  

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）  

【10月 14日(日)活動報告】  

活動人数： 11名  



天候： 晴時々曇   最高 20℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（3名）  

南相馬市 小池第一仮設住宅にて地域支援活動（1名）  

名取市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（2名）  

【10月 15日(月)活動報告】  

活動人数： 12名  

天候： 晴   最高 21℃ 最低 14℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（3名）  

岩沼市里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

東松島市・石巻市にて物資搬送、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（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）  

【10月 16日(火)活動報告】  

活動人数： 14名  

天候： 晴   最高 21℃ 最低 10℃  

若林区 ReRootsにて活動（5名）  

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄（1名）  

名取市愛島東部西仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

名取市仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

陸前高田市・気仙沼市方面にて情報収集(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）  

【10月 17日(水)活動報告】  

活動人数： 9名  



天候： 晴のち雨   最高 23℃ 最低 10℃  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

名取市箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

陸前高田市・気仙沼市方面にて情報収集（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）  

【10月 18日(木)活動報告】  

活動人数： 12名  

天候： 曇時々晴   最高 21℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センター（2名）  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

名取市箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（5名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（1名）  

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）にて情報収集、連絡調整（1名）  

【10月 19日(金)活動報告】  

活動人数： 12名  

天候： 曇時々晴   最高 18℃ 最低 9℃  

宮城野区 津波復興支援センター（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（4名）  

名取市美田園第二仮設住宅(午前)・若林区市民センター(午後)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）  

【10月 20日(土)活動報告】  

活動人数： 9名  

天候： 晴   最高 19℃ 最低 9℃  



宮城野区 津波復興支援センター（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（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（2名）  

【10月 21日(日)活動報告】  

活動人数： 9名  

天候： 曇のち晴   最高 21℃ 最低 12℃  

宮城野区 津波復興支援センター（5名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（1名）  

仙台市七郷市民センター イベントにて子供支援（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）  

【10月 22日(月)活動報告】  

活動人数： 6名  

天候： 晴   最高 19℃ 最低 10℃  

宮城野区 津波復興支援センター（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）  

【10月 23日(火)活動報告】  

活動人数： 24名  

天候： 雨のち曇   最高 21℃ 最低 13℃  

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（午前:箱塚桜／午後:愛島東部）にて地域支援活動（5名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（1名）  

岩沼市里の杜西仮設住宅にて地域支援活動～演奏会～（8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(3名）  

【10月 24(水)活動報告】  

活動人数： 14名  



天候： 晴   最高 18℃ 最低 10℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（5名）  

名取市箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

亘理郡・相馬市方面にて情報収集（2名）  

会津若松市・福島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(1名）  

【10月 25(木)活動報告】  

活動人数： 16名  

天候： 晴時々曇   最高 18℃ 最低 9℃  

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）  

名取市仮設住宅（午前:美田園第一/午後:植松入生）にて地域支援活動（2名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（2名）  

亘理郡・相馬市方面にて情報収集（2名）  

南三陸方面にて情報収集（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）  

【10月 26(金)活動報告】  

活動人数： 15名  

天候： 晴のち曇   最高 21℃ 最低 11℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（1名）  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

午前:名取市美田園第二仮設住宅・午後:若林区市民センターにて地域支援活動（4名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄作業（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(3名）  

【10月 27(土)活動報告】  

活動人数： 14名  

天候： 曇時々晴   最高 18℃ 最低 12℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（3名）  

亘理町仮設住宅にて子どもの遊び場・ガーデニング作りの手伝い（3名）  

女川町仮設住宅にて居室訪問活動（2名）  

石巻市・女川町方面にて物資搬送・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（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）  

【10月 28(日)活動報告】  

活動人数： 9名  

天候： 雨   最高 17℃ 最低 13℃  

亘理町仮設住宅にて子どもの遊び場・ガーデニング作りの手伝い（3名）  

南相馬市小池第一仮設住宅にて地域支援活動（1名）  

若林区おもいでかえるにて写真洗浄活動（2名）  

陸前高田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）  

【10月 29(月)活動報告】  

活動人数： 8名  

天候： 曇のち晴   最高 20℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（2名）  

岩沼市里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（3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）にて情報収集、連絡調整(2名）  

【10月 30(火)活動報告】  



活動人数： 21名  

天候： 晴時々曇   最高 17℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（4名）  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

名取市 文化会館(午前)・愛島東部仮設住宅(午後)にて地域支援活動（4名）  

名取市 雇用促進(午前)・愛島東部仮説住宅(午後)にてトモツナイノチ（7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(2名）  

【10月 31(水)活動報告】  

活動人数： 25名  

天候： 曇のち雨   最高 17℃ 最低 13℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（5名）  

若林区 ReRootsにて活動（2名）  

名取市 箱塚屋敷仮設住宅(午後)にて地域支援活動（4名）  

名取市 美田園第三仮設住宅にてうたごえ喫茶（7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（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(1名）  

                             以  上 

 


