
東北教区ボランティアセンター平成 30年 2月活動報告 

 

2月活動人数 159名 

 

【2月 1日(木)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇のち晴      最高 5℃ 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（2名） 

  

【2月 2日(金)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴のち曇      最高 4℃ 最低 -3℃ 

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） 

  

【2月 3日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇      最高 8℃ 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） 

  

【2月 4日(日)活動報告】 

活動人数：21名 

天候：晴時々曇      最高 7℃ 最低 1℃ 

宮城野区 鶴ケ谷第三市営住宅にて長野教区信州そばイベント（19名） 

南相馬市 『布遊びの会』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） 

  

【2月 5日(月)活動報告】 

活動人数：20名 

天候：晴のち曇      最高 4℃ 最低 -2℃ 

青葉区 南三陸さろん仙台会・若林区 荒井第二市営住宅にて長野教区信州そばイベント（19

名） 

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（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） 

  

 

 



【2月 6日(火)活動報告】 

活動人数：20名 

天候：晴時々曇      最高 5℃ 最低 -4℃ 

岩沼市 玉浦西四丁目集会所・名取市 閖上公民館にて長野教区信州そばイベント（19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） 

  

【2月 7日(水)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴時々曇      最高 5℃ 最低 -1℃ 

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（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） 

  

【2月 8日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇      最高 5℃ 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） 

  

【2月 9日(金)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） 

  

【2月 10日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇         最高 11℃ 最低 0℃ 

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） 

  

【2月 11日(日)活動報告】 

活動人数：8名 

天候：曇のち雪      最高 10℃ 最低 4℃ 

名取市 STEPにて行方不明者捜索活動（閖上浜）（1名） 

青葉区 教化センター（仙台別院）にて「とうほくｓｏｔｔｏ」居室訪問ボランティア養成

講座（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） 

  

 



【2月 12日(月)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雪のち曇      最高 -1℃ 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） 

  

【2月 13日(火)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇のち晴      最高 2℃ 最低 -6℃ 

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（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） 

  

【2月 14日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇のち雨      最高 9℃ 最低 -3℃ 

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） 

  

【2月 15日(木)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴         最高 6℃ 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（2名） 

  

【2月 16日(金)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：晴のち曇      最高 6℃ 最低 0℃ 

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（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） 

  

【2月 17日(土)活動報告】 

活動人数：0名 

天候：曇         最高 5℃ 最低 -2℃ 

事務所不在 

  

 

 

 

 



【2月 18日(日)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴         最高 2℃ 最低 -6℃ 

南相馬市 さくら並木ネットワークにて桜の植樹・植栽活動（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） 

  

【2月 19日(月)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴         最高 5℃ 最低 -4℃ 

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（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） 

  

【2月 20日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴のち曇      最高 7℃ 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（2名） 

  

【2月 21日(水)活動報告】 

活動人数：18名 

天候：曇時々晴      最高 4℃ 最低 -4℃ 

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（1名） 

若林区 若林西市営住宅にて地域支援活動（自主活動）（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（1名） 

  

【2月 22日(木)活動報告】 

活動人数：17名 

天候：晴時々曇      最高 4℃ 最低 -4℃ 

宮城野区 燕沢東市営住宅にて地域支援活動・名取市 閖上の記憶にて視察（自主活動）（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（1名） 

  

【2月 23日(金)活動報告】 

活動人数：17名 

天候：晴のち曇      最高 8℃ 最低 0℃ 

石巻市 大川小学校にて視察（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（1名） 



  

【2月 24日(土)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴のち曇      最高 8℃ 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（2名） 

  

【2月 25日(日)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴時々曇      最高 6℃ 最低 -3℃ 

太白区 茂庭第二市営住宅にて連絡調整（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（1名） 

  

【2月 26日(月)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴          最高 8℃ 最低 -2℃ 

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（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） 

  

【2月 27日(火)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雪      最高 5℃ 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） 

  

【2月 28日(水)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇      最高 8℃ 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（2名） 

 


