
東北教区ボランティアセンター平成 30年 7月活動報告 

 

7月活動人数 115名 

  

【7月 1日(日)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇                最高 32℃ 最低 24℃ 

南相馬市 勝縁寺『布遊びの会』にて地域支援活動(0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) 

  

【7月 2日(月)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴時々曇                最高 34℃ 最低 26℃ 

名取市 美田園第一仮設住宅にて地域支援活動(0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) 

  

【7月 3日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴時々曇                最高 34℃ 最低 25℃ 

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) 

  

【7月 4日(水)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇後雨                 最高 27℃ 最低 24℃ 

青葉区 仙台別院教化センター『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) 

  

【7月 5日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇時々雨                最高 30℃ 最低 23℃ 

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) 

  

 

 

 



【7月 6日(金)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雨                   最高 21℃ 最低 17℃ 

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) 

  

【7月 7日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雨後曇                最高 19℃ 最低 17℃ 

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) 

  

【7月 8日(日)活動報告】 

活動人数：8名 

天候：雨後曇                最高 23℃ 最低 19℃ 

青葉区 仙台別院教化センターにて居室訪問活動勉強会(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(1名) 

  

【7月 9日(月)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇                  最高 29℃ 最低 21℃ 

青葉区 仙台別院教化センター『南三陸さろん仙台会』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) 

  

【7月 10日(火活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇                   最高 31℃ 最低 23℃ 

名取市 愛島東部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(1名) 

  

【7月 11日(水)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇                   最高 31℃ 最低 23℃ 

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) 

  

 

 

 



【7月 12日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇                   最高 28℃ 最低 20℃ 

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) 

  

【7月 13日(金)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇後晴                 最高 31℃ 最低 23℃ 

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) 

  

【7月 14日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴後曇                 最高 33℃ 最低 25℃ 

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) 

  

【7月 15日(日)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇                最高 30℃ 最低 22℃ 

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) 

  

【7月 16日(月)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇                         最高 31℃ 最低 24℃ 

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) 

  

【7月 17日(火活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴後曇                  最高 32℃ 最低 23℃ 

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) 

  

【7月 18日(水)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：晴後曇                 最高 33℃ 最低 24℃ 

青葉区 仙台別院教化センター『すこやかサロン』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) 

  



【7月 19日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇時々晴                最高 31℃ 最低 24℃ 

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) 

  

 【7月 20日(金)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴                   最高 32℃ 最低 24℃ 

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) 

  

【7月 21日(日活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴後曇                 最高 34℃ 最低 24℃ 

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) 

  

【7月 22日(日活動報告】 

活動人数：19名 

天候：晴時々曇                最高 37℃ 最低 26℃ 

宮城野区 鶴ヶ谷第三市営住宅にて信州そば提供交流会(18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) 

  

【7月 23日(月)活動報告】 

活動人数：19名 

天候：曇                   最高 30℃ 最低 27℃ 

青葉区 仙台別院教化センター『ひまわり会』地域支援活動・若林区 中倉地区災害公営住宅

にて 

信州そば提供交流会(18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) 

  

【7月 24日(火活動報告】 

活動人数：20名 

天候：曇                   最高 26℃ 最低 22℃ 

青葉区 上原地区災害公営住宅にて・名取市 美田園第一仮設住宅にて信州そば提供交流会

(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) 

  



【7月 25日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴時々曇                最高 30℃ 最低 23℃ 

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) 

  

【7月 26日(日活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴後曇                 最高 29℃ 最低 23℃ 

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) 

  

【7月 27日(金)活動報告】 

活動人数：6名 

天候：晴後曇                 最高 28℃ 最低 20℃ 

青葉区 仙台別院教化センター『支倉町サロン』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(1名) 

  

【7月 28日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雨                   最高 26℃ 最低 21℃ 

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) 

  

【7月 29日(日)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇時々晴                最高 30℃ 最低 24℃ 

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) 

  

【7月 30日(月)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴後曇                 最高 31℃ 最低 25℃ 

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) 

  

【7月 31日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴                最高 31℃ 最低 25℃ 

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) 

                           以 上                                                                                      


