
東北教区ボランティアセンター平成 29年 11月活動報告 

 

11月活動者数 67名 

 

【11月 1日(水)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇のち晴        最高 17℃ 最低 6℃ 

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） 

太白区 鹿野市営住宅鹿野会館にて連絡調整（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 2日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇         最高 20℃ 最低 11℃ 

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） 

  

【11月 3日(金)活動報告】 

活動人数：0名 

天候：晴            最高 20℃ 最低 12℃ 

 事務所不在 

  

【11月 4日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雲のち晴         最高 16℃ 最低 11℃ 

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） 

  

【11月 5日(日)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：雲のち晴         最高 14℃ 最低 7℃ 

石巻市 さくら並木ネットワークにて植樹予定地の土壌改良（1名） 

南相馬市 『布遊びの会』にて地域支援活動（1名） 

宮城野区 燕沢東市営住宅にて連絡調整（事務局兼務） 

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） 

  

 

 



【11月 6日(月)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴            最高 19℃ 最低 6℃ 

石巻市 さくら並木ネットワークにて植樹予定地の土壌改良（1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（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 7日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴            最高 20℃ 最低 7℃ 

石巻市 さくら並木ネットワークにて鹿対策ネットの修繕作業・植樹予定地の土壌改良（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） 

  

【11月 8日(水)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇            最高 19℃ 最低 10℃ 

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） 

  

【11月 9日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴            最高 15℃ 最低 11℃ 

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） 

  

【11月 10日(金)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴のち曇         最高 15℃ 最低 7℃ 

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） 

  

【11月 11日(土)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：雲            最高 15℃ 最低 10℃ 

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） 

  

 



【11月 12日(日)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴時々雲            最高 13℃ 最低 8℃ 

名取市 STEPにて行方不明者捜索活動（閖上浜）（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） 

  

【11月 13日(月)活動報告】 

活動人数：21名 

天候：晴のち雲            最高 14℃ 最低 4℃ 

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（20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） 

  

【11月 14日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇               最高 15℃ 最低 8℃ 

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（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 15日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雨のち曇            最高 15℃ 最低 9℃ 

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（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 16日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇         最高 11℃ 最低 6℃ 

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） 

  

【11月 17日(金)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴のち曇         最高 10℃ 最低 4℃ 

青葉区 教化センター（仙台別院）『支倉サロン』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） 

  

 



【11月 18日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雲                      最高 13℃ 最低 5℃ 

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） 

  

【11月 19日(日)活動報告】 

活動人数：0名 

天候：晴             最高 7℃ 最低 4℃ 

事務所不在 

  

【11月 20日(月)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇のち雨             最高 6℃ 最低 0℃ 

青葉区 落合市営住宅にて連絡調整（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 21日(火)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇のち晴          最高 6℃ 最低 2℃ 

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） 

  

【11月 22日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇のち雨          最高 11℃ 最低 -1℃ 

名取市 雇用促進住宅・箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（事務局兼務） 

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） 

  

【11月 23日(木)活動報告】 

活動人数：0名 

天候：晴            最高 12℃ 最低 7℃ 

 事務所不在 

  

【11月 24日(金)活動報告】 

活動人数：0名 

天候：晴            最高 7℃ 最低 3℃ 

 事務所不在 



  

【11月 25日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇            最高 6℃ 最低 2℃ 

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） 

  

【11月 26日(日)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴のち曇        最高 15℃ 最低 1℃ 

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） 

  

【11月 27日(月)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：晴のち雲            最高 9℃ 最低 3℃ 

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） 

太白区 鹿野市営住宅鹿野会館にて『曹洞宗企画』（ビーズブレスレット作り）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） 

  

【11月 28日(火)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇のち晴          最高 12℃ 最低 1℃ 

名取市 柳生サロン・閖上サロンにて『曹洞宗企画』（ビーズブレスレット作り）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） 

  

【11月 29日(水)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴時々曇          最高 16℃ 最低 4℃ 

宮城野区 宮城野市営住宅（匂い袋作り）・燕沢東市営住宅（ビーズブレスレット作り）にて

『曹洞宗企画』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） 

  

 

 

 



【11月 30日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇            最高 9℃ 最低 5℃ 

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） 

 


