
東北教区災害ボランティアセンター3月活動報告 

【3月 1日(金)活動報告】  

活動人数：  15人  

天候：    曇のち雨     最高 9℃ 最低 2℃  

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（6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)  

【3月 2日(土)活動報告】  

活動人数：  9人  

天候：    曇      最高 6℃ 最低 1℃  

名取市 保健センターーにて地域支援活動（1名）  

亘理町 公共ゾーン仮設住宅にて「ふれあいの会懇話会」出席（3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)  

【3月 3日(日)活動報告】  

活動人数：  21人  

天候：    曇時々晴      最高 6℃ 最低 1℃  

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（9名）  

石巻市 仙人風呂にて人形劇公演（2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)  

【3月 4日(月)活動報告】  

活動人数：  60人  



天候：    晴時々曇      最高 7℃ 最低 -1℃  

東松島市 小野保育所・はまなすの里にて人形劇公演（4名）  

若林区 ReRootsにて活動（53名）  

東松島市・気仙沼市・南三陸町方面にて情報収集（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)  

【3月 5日(火)活動報告】  

活動人数：  18人  

天候：    晴      最高 7℃ 最低 0℃  

若林区 ReRootsにて活動（10名）  

若林区 ろりぽっぷ幼稚園にて人形劇公演（2名）  

気仙沼市・南三陸町方面にて情報収集（1名）  

仙台市内にて打ち合わせ（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（1名)  

【3月 6 日(水)活動報告】  

活動人数：  18人  

天候：    晴時々曇      最高 12℃ 最低 0℃  

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（6名）  

名取市 手倉田サロン・増田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)  

【3月 7 日(木)活動報告】  

活動人数：  19人  

天候：    曇時々晴      最高 14℃ 最低 0℃  

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（7名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて三回忌追悼法要のお手伝い（2名）  

石巻方面にて情報収集（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（6名)  

【3月 8 日(金)活動報告】  

活動人数：  21人  

天候：    曇時々雨      最高 15℃ 最低 7℃  

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）  

名取市 美田園第二仮設住宅にて地域支援活動（4名）  

名取市 ハビタットにて活動（3名）  

名取市内にて居室訪問活動（4名）  

石巻市 黄金浜会館にて活動（1名）  

仙台市内にて連絡調整（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)  

【3月 9 日(土)活動報告】  

活動人数：  22人  

天候：    晴      最高 11℃ 最低 4℃  

若林区 おもいでかえるにて展示会手伝い（１名）  

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（3名）  

石巻市 黄金浜会館にて活動（1名）  

名取市内にて居室訪問活動（3名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（1名）  

東松島市にて情報収集（1名）  

東松島市・石巻市・南三陸町にて連絡調整、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)  

【3月 10日(日)活動報告】  

活動人数：  32人  

天候：  晴時々曇     最高 5℃ 最低 -2℃  

若林区 おもいでかえるにて展示会手伝い（2名）  

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（1名）  

石巻市 黄金浜会館にて活動（1名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（1名）  

石巻市方面にて情報収集（2名）  

名取市・亘理町方面にて情報収集（2名）  

石巻市 千人風呂にて雅楽演奏会(7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)  

【3月 11日(月)活動報告】  

活動人数：  32人  

天候：  晴時々曇     最高 5℃ 最低 -2℃  

若林区 おもいでかえるにて展示会手伝い（1名）  

宮城野区 専能寺にて三回忌追悼法要手伝い（8名）  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（13名）  

岩沼市 里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

名取市 美田園第二仮設住宅にてお茶会訪問（2名）  

石巻市 黄金浜会館にて活動（1名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（1名）  

「追悼と黙想の夕べ」出席（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)  

【3月 12日(火)活動報告】  

活動人数：  32人  

天候：  晴     最高 12℃ 最低 -2℃  

若林区 ReRootsにて活動（14名）  

若林区 おもいでかえるにて展示会撤収手伝い（2名）  

名取市 (午前)箱塚桜・(午後)愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

仙台市 若林区市民センターにて地域支援活動（3名）  

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（4名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（1名）  

福島市方面にて連絡調整・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（3名)  

【3月 13日(水)活動報告】  

活動人数：  24人  

天候：  曇のち雨     最高 16℃ 最低 3℃  

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）  

若林区 おもいでかえるにて活動（1名）  

名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（3名）  

真宗大谷派 3.11東日本大震災・心に刻む集い手伝い（2名）  

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（3名）  

陸前高田市にて居室訪問活動（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（3名)  

【3月 14日(木)活動報告】  



活動人数：  18人  

天候：  曇のち雨     最高 16℃ 最低 3℃  

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（4名）  

若林区 おもいでかえるにて活動（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）  

名取市仙台市石巻市にて情報収集（1名）  

仙台市内にて連絡調整（2名）  

陸前高田市にて未来図会議出席（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)  

【3月 15日(金)活動報告】  

活動人数：  18人  

天候：  晴      最高 10℃ 最低 -2℃  

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）  

名取市 雇用促進住宅にて地域支援活動（2名）  

仙台別院にて居室訪問勉強会（8名）  

仙台市内にて物資搬送・連絡調整情報収集（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)  

【3月 16日(土)活動報告】  

活動人数：  11人  

天候：  晴時々曇    最高 13℃ 最低 1℃  

宮城野区 津波復興支援センターにて活動（5名）  

青葉区 木町サロンにて訪問活動（3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)  



【3月 17日(日)活動報告】  

活動人数：  10人  

天候：  晴    最高 11℃ 最低 0℃  

牡鹿半島 東浜地区狐崎稲荷神社祭礼にて地域支援活動（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)  

【3月 18日(月)活動報告】  

活動人数：  7人  

天候：  曇のち雨    最高 18℃ 最低 1℃  

若林区 ReRootsにて活動（3名）  

名取市 連絡調整会議出席（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)  

【3月 19日(火)活動報告】  

活動人数：  16人  

天候：  晴時々曇    最高 18℃ 最低 6℃  

東松島市 大曲保育所にてふらいパンダの活動参加（3名）  

若林区 ReRootsにて活動（10名）  

仙台市 福沢サロン訪問活動（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)  

【3月 20日(水)活動報告】  

活動人数：  31人  

天候：  曇    最高 19℃ 最低 5℃  

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（14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)  

【3月 21日(木)活動報告】  

活動人数：  22人  

天候：  晴(※暴風警報発令の為本日外作業中止)   最高 7℃ 最低 1℃  

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（2名）  

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（5名）  

石巻市・東松島市にて情報収集・物資搬送・連絡調整（3名）  

ボランティアセンター（仙台別院）にて所内作業（11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)  

【3月 22日(金)活動報告】  

活動人数：  35人  

天候：  晴時々曇  最高 14℃ 最低 -1℃  

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（13名）  

名取市 美田園第二仮設住宅にて地域支援活動（7名）  

仙台別院にて居室訪問ミーティング・ロールプレイ研修会（5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（4名)  

【3月 23日(土)活動報告】  

活動人数：  38人  

天候：  晴  最高 9℃ 最低 0℃  

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 仮設住宅にて居室訪問活動（7名）  

東松島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（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)  

【3月 24日(日)活動報告】  

活動人数：  17人  

天候：  曇  最高 6℃ 最低 0℃  

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（1名）  

若林区 おもいでかえる にて写真洗浄活動（5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（3名)  

【3月 25日(月)活動報告】  

活動人数：  15人  

天候：  曇  最高 9℃ 最低 1℃  

若林区 ReRootsにて活動（8名）  

岩沼市 里の杜西仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

仙台市内にて物資搬送・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（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)  

【3月 26日(火)活動報告】  

活動人数：  26人  

天候：  晴時々曇  最高 9℃ 最低 1℃  

若林区 ReRootsにて活動（19名）  

名取市 箱塚桜・愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（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)  

【3月 27日(水)活動報告】  



活動人数：  33人  

天候：  晴のち曇  最高 12℃ 最低 0℃  

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（24名）  

名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（2名）  

仙台市 社会福祉協議会にて会議出席（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（1名)  

【3月 28日(木)活動報告】  

活動人数：  21人  

天候：  晴のち曇  最高 16℃ 最低 0℃  

若林区 ReRootsにて活動（16名）  

名取市 美田園第一・植松入生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（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)  

【3月 29日(金)活動報告】  

活動人数：  24人  

天候：  曇のち晴  最高 12℃ 最低 9℃  

東松島市 小野小学校にて備品移動手伝い（13名）  

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（3名）  

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（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)  

【3月 30日(土)活動報告】  

活動人数：  27人  

天候：  晴  最高 10℃ 最低 1℃  

宮城野区蒲生地区 炊き出し・バザー手伝い（11名）  



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（10名）  

女川町にて情報収集・連絡調整（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)  

【3月 31日(日)活動報告】  

活動人数：  22人  

天候：  雪のち曇  最高 5℃ 最低 2℃  

若林区 ReRootsにて活動（7名）  

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（5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)  

 


