
2017 年 7月 5日、豪雨による被害が九州北部で発生。5 月中旬まで

前年の熊本地震や台風 10 号岩手県岩泉町の支援活動を継続していた

メンバーが翌日より現地へ向かう。

先ず、東峰村災害 VC（ボランティアセンター）小石原本所敷地内に

OPEN JAPANブースを設け、災害VCの運営をサポートさせて頂いた。

マッチング、ニーズ調査へのメンバー派遣、現場作業の技術系と一般

ボランティア作業の振り分けなどをVC内で調整し、重機や大工系など

の知識や技術、経験を生かした支援活動の効率化が一層強化された。

村役場との情報共有、地元業者との土砂搬出の役割分担、地元消防団

や村民ボランティアなど地元住民団体、行政、社協災害 VC など地元

主体の中、外部からの支援団体としての連携がスムーズに図られ、

今後の災害時の連携、協働の雛形の一つを作ることができた。

また、東峰村での活動と共に、朝倉市松末本村地区に現地簡易拠点を

置き、他団体との連携を図りながら、朝倉ボランティアセンターの

現場マッチング担当として約4660名の一般ボラン

ティアのニーズマッチング等を行った。

こうした多くの活動を続ける事ができたのも、先の

見えない現場で常に「現地には行けないが、

できることを」と後方より支援をいただいた

多くの方々の気持ちと共にいることができた

から…。皆様への感謝の気持ちを捧げたい。
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過去の経験を、今この瞬間に繋ぐ。
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このたびは、九州北部豪雨による東峰村での甚大な被害に、多大なご支援を頂き東峰村民を代表し心より
御礼を申し上げます。災害発生直後は、あまりの被害の大きさに、多くの村民が衝撃をうけ、茫然自失となって
おりました。そんな、暗く沈んだ村民の心を奮い立たせたのは、一重に OPEN JAPAN の皆様の献身的な
ボランティア活動による温かい真心だと深く感謝を申し上げます。
今こそ、私たち村民は、一体となって美しい故郷の風景、農業、伝統産業を蘇らせるために頑張る時と
存じています。その事が、ご支援をいただきました OPEN JAPAN の皆様並びに多くの皆様のご厚意に
お応えする最善の道であると、私は強く思っております。ありがとうございました。

「自分の目で被災地を見て、感じて少しでも何か出来る

ことをしたい !」と心に熱い思いを秘めている人たちが

全国から集合！きっかけや期間はそれぞれ、老若男女、

社会人、大学生、高校生も活動に参加。 ベースで宿泊

する人や日帰りの方々も。朝は自己紹介とミーティン

グ、そして黄色いガムテープの名札を貼って現場へ。

住民さんの心に寄り添う活動を目

指し、ボランティア同志の連携も

大切にしています。経験の中から

学びや気づきもあります。活動

がスムーズになるように現場

やベース運営のサポートを

心掛けています。

全ての被災者の生活復旧のお手伝いは出来ない。 

出会えた人々の復旧作業だけは時間が掛かっても

良い、丁寧に。それを大切にしています。 被災地

での活動経験の少ないボランティアだけでは手の

行き届かない活動、生活再建への道標になるよう

な提案も含めての関わりを担っています。 長期間、

同じ地区で活動する事で関わるお宅の諸事情が

見えてきます。それぞれの生活再建の方法、スピー

ドも異なります。 個々の事情で、急ぐ事も有れば、

直ぐに復旧作業が出来ないお宅

も有ります。 限られた条件の中

で再建の速度を、被災者個々人

の歩調に合わせることを

意識し、これまでの活動

経験を糧とし現場リー

ダーを務めています。

●主な活動内容

OPEN JAPAN 小石原ボランティア支援ベースの設置・運営 ／ 被災した住宅、窯元の家財搬出（貴重品出し）

分別 ／ 床下土砂撤去、壁、床板撤去、消毒 ／ 住宅外回りの土砂撤去、敷地法面の補強（ブルーシート貼り） ／重機

ニーズ（家屋内外土砂撤去、車両・農機具搬出、仮道路の修復、河川回りの流木・土砂撤去、仮設道路・生活橋の設置） 

／小屋の土砂撤去、補強 ／ 物資配布（被災地からの応援メッセージ〔常総市、岩泉町〕、資材、岩泉町より龍泉洞の水、

安家住民手作りの栗饅頭、新品スニーカー〔キーン・ジャパン〕、うちわ〔久慈市〕） ／ 石詰地区にて慰霊祭の実施（臨坊協力） 

／ 炊き出しやコミュニティサロンのチラシ作り、呼びかけ、会場設置（コーヒー炊き出し、かき氷、整体　延べ8回

開催） ／ コミュニティ支援（神社復旧、水路プロジェクト立ち上げ・運営） ／ 地元支援団体の立ち上げ、運営

サポート ／ 支援企業のボランティア受け入れ（延べ300人）

朝倉市
３７５件
４３６件
　２７件
１６０件

東峰村
１４７件
　８８件
　　４件
　４７件

●災害VCボランティア
　受け入れ人数：4660人

●活動人数：2093人（OPEN JAPAN連携2017年7月6日～）

●実績

家屋内作業（床下土砂撤去等）
家屋外作業（小屋、外回り土砂撤去等）
地域ニーズ
重機案件（車・農機具搬出、土砂撤去等）

（2018年2月15日現在）

吉田 直緒子（なお）
緊急支援担当　元保育士。
住民さんとボランティアの
つなぎ役をしています。

ジョッキー
緊急支援の現場作業担当
屋根修理から床下の泥出しまで復旧
の為に出来る事をやっていきます。

OPEN JAPAN 
緊急支援プロジェクト
facebookページ

澁谷 博昭　東峰村村長より

現場リーダーが担う事
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1995 年阪神淡路大震災「神戸元気村」

の時直面したのは体育館に布団を敷いた

プライバシー皆無の老若男女、雑魚寝

の避難所でした。2004中越地震の際、

なんとかしたい！と 700 張提供した

テントプロジェクト。それは当時7名命を

奪ったエコノミークラス症候群にも有効

でした。2007年中越沖地震ではキャンプ用のベッドを提供。2016熊本地震ではテント

とベッドを提供。イタリアなど世界の被災地ではベッドやテントが瞬時に並ぶのが

通例との事。未だに日本の避難所は雑魚寝で関連死を強いる

状態です。今、避難所避難生活学会の榛沢新潟大医師と被災時、

避難所への簡易ベッド、テント、弾性ストッキングの普及

に取り組んでいます。「命を救うために、避難所の風景

を変えよう！」を合い言葉に。地には行けないが、

できることを」と後方支援をいただいた多くの方々

の気持ちと共に活動を継続することができました。

昨年の熊本地震で、甚大な被害を受けた南阿蘇村の歴史ある観

光地の１つ地獄温泉。これまでに延べ1500名での支援活動を

行ってきた。今年に入り道路が開通したことを受けて再び地

獄温泉復旧プロジェクトを行った。期間中には重機や工具を

使用した現場でのワークショップ ( 真如苑助成事業 ) を開催。

技術や知識の伝承も次への準備だと私達は考えている。

●活動期間：2017年9月20日～24日間、11月3日～４日間
●活動人数：延べ OPEN JAPAN 216 名、プロジェクト有志募集
　ボランティア 195名、地獄温泉ファミリー132名　合計 543名
●車両台数：軽ダンプ1台、2tダンプ2台、4tダンプ1台、重機2台
●活動内容：室内土砂撤去 / 不用品分別・搬出 / 旅館資機材の保管
　場所づくりと移動作業

九州北部豪雨では、７月５日重機をダンプに積んで出動、６日早朝に大分

港へ入りし、日田市、東峰村、朝倉市各地を調査した。その後、手薄な

東峰村小石原（仲間のＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス鬼丸氏の元実家有）に

拠点を設けて、私の重機計３台、リース５台、（東峰村地元支援協力３台

含む）仲間の重機４台の１２台とダンプ７台を駆使して人海戦術の

ボラセンと連携した。まず道を埋め尽くす流木撤去、場所によって２ｍ

近い土砂の搬出、道作りを行い窯元など作業場内にも小型重機を入れて、

土砂を押出し、中型重機で搬出する方法を取った。その後、床下や細

かい場所を大工や職人、技術系ボラに引き継ぎ、小川の掘り下げニーズ

にも対応した。朝倉市杷木では、１軒の家から４トンダンプ５０杯分

近い土砂を出したケースもある。この背景には、

東峰村や朝倉市が重機ボラを正式に受入れし

てくれたことが鍵だった。また、心のサポート

では、仮設住宅や集会場、避難所での落語

会などを社協と連携し「久しぶりに笑いま

した！」と喜んでいただきました！

　　　　（協力：昔々亭慎太郎師匠）

阪神淡路大震災直後、

全国からボランティア

に集まって形成された

神戸元気村。ミュージ

シャンが、神戸に来て

演奏し、全国で演奏し

サポーターをつくりと、小さな団体が大きく活動をする。

ボランティア元年と言われたこの 1995 年、数々のプロ

ジェクトが生まれ育っていった。四万十塾

もそのプロジェクトのひとつ。人の繋が

りご縁が、多岐に広がり様々なムーブ

メントのきっかけへと繋がって、

今もなお継続し続ける。オー

プンジャパンの骨格となっ

ている。その魂は、今もなお、

受け継がれている。

吉村 誠司（助さん）

OPEN JAPAN理事・ヒューマン
シールド神戸代表・長野県森林
整備技術者・下手な手品師

スターン　草島進一
OJ 理事　鶴岡市議会議員
Waterwatchnetwork 代表
羽黒山伏 進佑

木村とーる
OPEN JAPAN顧問
四万十塾塾長

避難所の風景を変えたい・・・ 阪神淡路大震災から受け継がれているもの

OJ重機隊 ～ DRT JAPANと連携して…

継続中 !　熊本地震支援活動

地元学生ボランティアとの語り合い伝え合い全国から集まった復活を願う気持ち

実践による工具の使い方ワークショップ バケツリレーは効果的 厨房機器の移動作業
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カーシェアリングプロジェクトは、震災後に車の寄付集めを開始し、2011年7月に1台

の車を宮城県石巻市の仮設住宅に届けることから始まりました。

　 支え合う地域を作る『コミュニティ・カーシェアリング』

地域の方々同士で乗り合いで買い物に行ったり、旅行に行ったり、病院や買い物などの

外出支援をしたりなど、地域の中でルールを作って、車を活用しながら支え合いの地域

づくりを実現する活動を『コミュニティ・カーシェアリング』と私たちは呼んでいます。

この活動を地域の中で立ち上げ、継続的に活動が続いていけるようにサポートしていく

のが私たちの役割です。現在石巻市内の7つの地域で約150名（平均年齢72歳）の方々

がこの『コミュニティ・カーシェアリング』を実践されており、それぞれの地域で楽しく

活動しています。「楽しい」ってことが大事で、移動に困ってない人や車を持っている

人も乗り合いや旅行等に「楽しい」から参加いただいています。移動やコミュニティ形成

に課題を持つ地域の方から相談を受けると、地域のアンケート調査、説明会の開催、無料

で車を貸し出しテスト運行の実施、活動開始後のルール作りのサポート等を行います。

　 寄付車をめいっぱい活用して社会に貢献！！

私たちは『コミュニティ・カーシェアリグ』以外にも、現場の声に向き合いながら地域

貢献となりうるものを私たちなりに考え、実践してまいりました。気が付けば、今では

様々な種類の車を通した事業を進めており、それらを簡単に紹介させていただきます。

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　石巻に『雛形』を作る

「車で寄付をする」、というこれまで馴染みのなかった社会貢献のスタイルを作り、それ

らの車をうまく活用することで地域を元気にしていく一つの『雛形』

を石巻に作ることを目指し取り組んでまいりました。これからは、

これまで得たノウハウを他の地域へ役立たせていくための取り組

みにしっかり着手していこうと考えています。様々な支援

を受けてきた石巻で生まれた雛形でこんどは支援をする

側に立ち、様々な地域で恩返しをしていくことこそが

私たちが目指す復興の形なのです。

7月上旬に発災した九州北部豪雨災害にお
いて、18台の車を活用し 7月下旬から無料
での貸し出しを開始、合計41件のサポート
を被災された方々及び現地で活動する
支援団体への貸出を行いました。

10月15日～約2週間、ベルギー・ドイツ・チェコ・オランダのカーシェア
リング事業者の視察とベルリンで行われた交通フォーラム
(Wocomoco）へ参加してきました。交通フォーラムの閉会式で、
主催者から次のような言葉をいただきました。
「3日間の中で最も興味深かったプレゼンは、登壇した人たちのプレ
ゼンやパネルディスカッションではなく、ランチタイムに聞いた日本
での活動についてでした。彼らは2011年に発生した津波の被災地で、
災害に対処するための非常時の交通システムとしてカーシェアリング
の仕組みを作り上げました。なんと柔軟な仕組みでしょうか。この
活動はコスタリカのような災害が発生するような地域でも人々を救う
可能性があるのではないでしょうか。」

復興庁から「平成２９年度 新しい東北 
復興創生顕彰」を受賞致しました。
私たちの車を活用いただいている
皆さま、車を提供いただいた皆さま、
いつも温かいご支援をいただいている
皆さま、活動に参加いただいたボラ
ンティアの皆さまのおかげで活動を
続けることができ、こうした賞を受賞
することができました。皆さまと
共に受賞したと思っています。本当に
ありがとうございます！

九州北部豪雨支援 ヨーロッパを視察 復興創生顕彰を受賞

吉澤タケ
OPEN JAPANと日本カーシェア
リング協会の代表理事。
最近一人暮らしを始めました。

宮城県石巻市駅前通り一丁目５番２３号
tel : 0225-22-1453　http://www.japan-csa.org
e-mail : info@japan-csa.org
営業時間　9：00～18：00（お盆と年末年始は休み）

 ・地域の催しや旅行の際に、大型車両（7人乗り以上）や軽トラックの無料貸し出し

 ・仮設住宅からの引っ越しの際に電気軽トラックの無料貸し出し

 ・起業家・移住者・年金生活者・非営利活動を対象にした格安＆半年単位のカーリース

 ・震災ボランティアを経験しているか非営利活動へ5,000円以上寄付すると半額で借りれるレンタカー

 ・経済的に困窮されていらっしゃる方への格安のレンタカー（少しずつ料金がステップアップしていき自立を促す生活再建プログラム）

 ・石巻市内の半島沿岸部（牡鹿・北上・雄勝）へ買い物やイベントに参加するとキャッシュバック（最大2,000円）されるレンタカー

 ・電気自動車などの給電機能を有する車を活用した防災訓練の無料サポート

 ・災害があれば現場に駆けつけ一定期間無料貸し出し

カーシェアリングプロジェクト

毎月集まって「おちゃっこ」しながらルールや旅行の予定を話し合います。（不動町カーシェア会）

日本カーシェアリング協会のスタッフ

電気自動車とハイブリッド車の電気を活用する防災訓練の様子。

毎週火曜日は、みんなで買物ツアー
に出かけます。（渡波カーシェア会）

毎月１回はみんなでランチにでかけます。
いぶきにも行きました。（三ツ股カーシェア会）

電気自動車とハイブリッド車の電気を活用する防災訓練の様子。

毎週火曜日は、みんなで買物ツアー
に出かけます。（渡波カーシェア会）

毎月１回はみんなでランチにでかけます。
いぶきにも行きました。（三ツ股カーシェア会）

毎月集まって「おちゃっこ」しながらルールや旅行の予定を話し合います。（不動町カーシェア会）

日本カーシェアリング協会のスタッフ



 　「牡鹿半島食堂いぶき」オープンしました。

「古民家再生 IBUKI プロジェクト」として 2013 年 3 月に地鎮式を行いたくさんの

支援をいただき長い年月をかけ、ようやく昨年 4月 22日に「牡鹿半島食堂いぶき」

としてオープンしました！改めて、ご支援いただいた皆様に深く感謝申し上げます。

津波で被災した築約 80 年の古民家は息を吹き返し、今では地元の方や観光客の

方がたくさん集う場所として賑わっています。オープンから 2 月中旬までの約10

か月間でのべ約 8,000 人のお客様にお越しいただきました。石巻市牡鹿地区の現在

の人口は約2,600人なので、本当にたくさんの方にお越しいただいた事になります。

日常の飲食店としてはもちろん、地元の方々のコミュニティスペースや、小さな

イベント会場としても使われています。特に、「おらほの家プロジェクト」様と共に

定期的に開催しているお茶っこサロン・食事会は地元の

方にご好評です。これからも、牡鹿半島の食材を中心に

美味しい料理とくつろげる空間を提供し、牡鹿の魅力を

発信できるように頑張ります！

また、店舗裏側にある築約 120年の蔵は現在修復中です。

こちらも活用すべく皆さまのご支援を継続してお願い

しております。もう少しで牡鹿にも春が来ます。是非

一度、遊びに来てください。お待ちしています！

牡鹿半島食堂いぶき

堀越千世（ちせ）
OPEN JAPAN 副代表
牡鹿半島食堂いぶき /古民家
再生IBUKIプロジェクト担当

宮城県石巻市大原浜字町18-1　tel : 0225-25-7282
http://oshika-ibuki.com
現在冬季営業中　11：30～15：00（月・木 休み）

古民家再生 IBUKI プロジェクト

牡鹿半島食堂いぶき OPEN！！牡鹿半島食堂いぶき OPEN！！

現在1番人気の牡鹿産カキフライ定食遊び心満載の空間彩り豊かな海や山の幸

くつろぎの畳スペースも 元々の古民家かの良さを生かしつつ

築約120年の蔵の一部を修復、蔵戸には津波のあとが刻まれている

店内に設置されている”FEEL GOOD STORE by KEEN”
売り上げの50％は蔵の修復、IBUKI プロジェクトの運営に活用されます。

現在1番人気の牡鹿産カキフライ定食遊び心満載の空間彩り豊かな海や山の幸

くつろぎの畳スペースも 元々の古民家かの良さを生かしつつ

築約120年の蔵の一部を修復、蔵戸には津波のあとが刻まれている

店内に設置されている”FEEL GOOD STORE by KEEN”
売り上げの50％は蔵の修復、IBUKI プロジェクトの運営に活用されます。



　 集まった力

第３の人生として石巻に震災後に夫婦で移住し、妻と一緒にボラン

ティアを行っていました。福島から石巻にログの仮設住宅を移築す

るという話を受け、何とかお手伝いをさせて頂きたいと思いました。

当初は１２月末完成予定との事でしたが、工事半ばで 11月 15日

に完成が変更になり、職人さんの手助け無しでは完成できないので

はないかと思案し眠れない日が続きましたが、多くのボランティア

の皆さんがオープンジャパンとカーシェアの事務所移転の手助けを

したいと集まって下さり、何とか完成する事が出来ました。 

工程を考えると眠れず苦しい時もありましたが、

集まって下さった皆さんが一生懸命で気持ち

よく動き笑い声の絶えない現場で、とても

楽しく有意義な日々を過ごさせていただ

きました。ありがとうございました。

ボラ活を始めるきっかけをくれたカー

シェア さん。建設業時代に培ったもの

が役に立つならばと思い、二つ返事で引

き受けました。 作業を進めやすいように

気を配る棟梁、楽しく進められるよう気

を配るスタッフさんたち、久 しぶりに

再会した方、これを機に出会った方々、毎週末が楽しみでなりません

でした。雨や風の強い日には資材が心配で頼まれてもいないのに勝手

に見廻りに行ったりもしました。 自分らで手掛けた愛着のある事務所、

たまに 立ち寄ってみたいと思います。

西條里美 ( さっと )
OPEN JAPAN事務助っ人 兼
日本カーシェアリング協会事務局長

文さん・ふきさん
震災後名古屋から石巻へ移住。
一級建築士。いつも夫婦一緒に
どこへでも出かけています。

　 仮設住宅を再利用する、自分たちの手で建てる。

福島県の杉を使い、再利用を前提とした木造仮設住宅を作るプロ

ジェクトの中心の「はりゅうウッドスタジオ」の芳賀沼さんと初めて

お会いした 2016年の年末。そこから約一年後の11/15、二本松市

から石巻市へと仮設を移築する、民間初となるプロジェクトは無事

に落成式を迎えることができました。この仮設住宅は本来の役目を

終えた後、再活用を目的として建てられており、知識のある人が

いれば素人にも組立ができるような作りになっています。とは言え、

このプロジェクトを進めるにあたってプロジェクトリーダーを

任された私は泥だしの現場にも行ったことがないような超ド素人。

土地はどうしよう、資金はどうしよう、現場を進めるには誰がどんな

モノが必要か、ボランティアは集まるのか、退去期限まで間に

合うのか、、、様々な問題ばかりが当初、頭の中にありました。

ですが多くの方の手助けが繋がって条件の良い土地が見つかり、

また資金面では日本カーシェアリング協会として石巻信用金庫さん

の推薦で『しんきんの絆』復興応援プロジェクトで移築に関わる経費

を助成していただけることになり、文さん・ふきさんご夫婦が現場

監督を引き受けてくださり、災害の現場で活動する多くの仲間が

駆けつけ、また地元石巻の職人さんや、遠くは名古屋、下は 7 歳の

子供から上は 70 歳を超える方まで、老若男女が参加する笑い声が

響く現場となりました。

9/2 から 8 日間で二本松市の現場で解体をし、運搬。基礎工事を含め

10/7から組立を始め、途中台風の影響でやり直しを行いながらも25

日間で組立を終えました。参加してくれたボランティアの延べ人数は

355 名。釘の曲がりやフローリングの隙間はご愛敬！色ムラもご

愛敬！な素人達が建てた事務所が完成しました。

2 月中旬、ボランティアベース絆の解体は

始まりました。石巻の風景もあった

ものが無くなり、新しいモノがで

きつつあります。ぜひ今の石巻

の風景を見つつ自慢の新しい

ベースへと遊びに来てください。

移築に参加してくれた方の声
ほっしゃん（星 康彦さん） 石巻市在住

解体の陣

組立の陣

ベース引越プロジェクト 福島県の仮設住宅を再利用

解体前の仮設住宅 解体する手順などを打ち合わせ

屋根の解体 釘抜き女子、できるだけ解体した材を使う

ユニックを使って解体 福島県二本松市から宮城県石巻市まで資材の運搬

基礎工事、職人さんと一緒に 番号順に組み上がっていくログ

高いところは気をつけて 現場では EVから電源供給

屋根上げは人力で 市内のボランティアで床貼り作業

落成式、式典の様子 移築完了！

解体前の仮設住宅 解体する手順などを打ち合わせ
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ユニックを使って解体 福島県二本松市から宮城県石巻市まで資材の運搬

基礎工事、職人さんと一緒に 番号順に組み上がっていくログ
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落成式、式典の様子 移築完了！



「ここなんとかならんか？」泥出しをしていたお宅の家主さん

から声がかかる。ここは、九州北部豪雨で被災した朝倉・杷木。

ちょっと難しいかな、と思いつつも現場コーディネーターへ

報告。すると直後に現場確認、翌日には問題解決、家主さん

の悩みは笑顔に変わった。単に土砂を掻き出すだけでなく、

のちに住まわれる住民の想いや未来

を慮り、丁寧な作業を地道に進めて

いく。この住民に寄り添う想い、それ

が原動力となった機動力・実行力が、

地元住民の笑顔を増やす。今日も

私達は OJ の活動を通じ、支援活動の

あるべき姿を学ばせて頂いている。

春になると芽吹く山菜は季節の楽しみのひとつです。震災以降、食する前にOPEN JAPAN

で所有する放射能測定器にかけて調べています。原子力発電所から広がる放射能の影響は、

震災から７年経った今も続いています。安心して食べることができるか否かを自らが判断

する時代になったのです。これはいのちに関する問題です。福島だけに留まらず、世界中地球規模で取り組む

べきテーマです。「福島から広島へ」毎年８月５日、原爆ドーム前を流れる太田川をカヌーで下り、川に水を

捧水しています。祈りとともにその水は海へと注がれ、世界に広がる一雫となります。

わたしたちからのメッセージです。

2017 年夏に発生した九州北部の集中豪雨では、森からの流木による影響がニュースでもクローズ

アップされました。土砂や浸水などの災害支援を考える上でも、しっかりと大地に根ざした森

づくりは大切。もちろん多様性に満ち溢れた森づくりも。このプロジェクトは、まるで新芽のよ

うにこれから。"s low but steady "　ゆっくりだけど着実なものを、お届けできますように。

『絶対むりだよ…こんな所、行けないよ、無理だよ。。。』自信なさげに、うつむく横顔。目の前には、これから泳ぎ

渡る深くて長い渓谷の流れ。その子をよそに、きゃっきゃとワクワク感いっぱいな笑顔な子。不安を見抜かれ

ないようにそっぽを向く子やクールな子。とても大変な場面なんだけれど、ここを越えて行こうよって…みんな

越えようよって。一番大きなお兄ちゃんとお姉ちゃんが、先に泳ぎ切って仲間たちが渡れる

ようにロープを張ってくれている。小さな子も大きな子も、みんなみんなガンバレ！

腹をくくって水に入る眼差しは、明るく照らされている渓谷の出口をしっかり見ているね。

自然はどんな時も平等にそこに有るわけで、自分を信じて自然と適応して行こうって言う

気持ち、おじちゃんたちは好きだな。滝だって登れるさ！ジャンプ飛込みだって出来るさ！

自分の足で歩き、腕を使って漕ぐ。棲家を自分で作り、火を起こす。遥か昔から人が行って

きた動きには、人の中に眠っている野生の原始的な感覚を少しずつ呼び覚ます…そんな気がしてなりません。

だから、私は思うんです。『生きる力を育む』場が、日本中に沢山あったらいいなって。

人が集まり、心が集まり、想いが集まる場所。それが『OPEN JAPAN』

だと感じています。『何かお手伝いできることはないだろうか？』

その想いから、性別・年齢・職業・考え方・生い立ち等を越えた方

との出逢い・御縁を頂いております。20 代半ばの私ですが、両親

と同年代の方と現場作業に入るのはもちろん、作業以外の時間も

共にさせて頂くことも…。大きな壁に

ぶち当たっても人生の『先輩』方が同じ

場所で一緒に悩み導き背中を押してく

れます。境遇が違えど同じ想いを同じ

目線で感じれる沢山の素敵な仲間が集う

『OPEN JAPAN』だからこそ笑顔へと

繋がる活動になるのだと感じました。

テッシー　26才 宮城県ミヤさん　５０才 千葉県

九州北部豪雨及び熊本地震の災害緊急支援では、寄付の同額をキーン・

ジャパン様から寄付いただく『マッチングペイ』を行い、発災直後から現場

に必要な活動を始めることができました。また、パタゴニア様からは、支援金

に加えてレインウェアを現場にお送りいただき雨の日の活動に大変重宝致しました。三井住友フィナンシャルグループ様とは、石巻で漁業支援や仮設住宅や復興

公営住宅で落語会等のコミュニティ支援を継続して行っています。連携することで、私たちや企業だけではできないより大きな社会貢献を実現していきます。

がってん
若い世代と共に、自然の中で
豊かさの根っこ探しの日々。
「しなまみ野外学校」

鈴木 よし子
福島県の山林で山の水と薪
をエネルギーとして暮らす。
「月とカヌー」

松田 卓也
OPEN JAPAN森林再生構想担当
アースフォレストムーヴメント制作
委員会代表。

OJコラム　生きる

「太田川 水の祈り」 
canoeday.com/hiroshima/ 

WEBサイト 
www.earth-forest.jp 

福島からあなたへ・・・

アースフォレストムーブメントアースフォレストムーブメント

僕はねぇ・・・

企業との連携

第一回

第一回

お金と人とモノの支援

石巻で続けられる漁業支援 復興公営住宅でのお茶っ子

原爆ドーム前を流れる太田川にて

石巻で続けられる漁業支援 アメリカから被災地を視察にアメリカから被災地を視察に 復興公営住宅でのお茶っ子

原爆ドーム前を流れる太田川にて



亡くなる 1 週間前に OJ 創設者のバウさんから託された最後のプロジェクトがこの

冊子です。この物語には死後 49 日間にバウさんの魂が体験する世界が描かれてい

ます。輪廻転生の世界観を自分の中に標準装備すれば生き方が変わるとバウさんは

よく話されてました。ご自身の分と合わせて大切な人へも渡してあげてください。

申込は電話かメールか払い込み用紙で。　　 A5サイズ60ページ　300円（送料別）

私たちの活動をいつも支えてくださっているキーン・ジャパン様から『KEEN 

EFFECT OF THE YEAR』をいただきました。この賞に見合う活動をこれからも

続けていけるよう、メンバー一同、より一層頑張ってまいりたいと思います。

OPEN JAPANの活動は皆様からのご支援によって支えられております。災害発生時、初動の緊急支援
ではベースの立ち上げや、活動に必要な機材の運搬や燃料など、全て皆様の気持ちが形となり被災
された方々への支援と繋がっております。また、地域の方 と々の繋がりを大切にし、今、何が必要
とされているかを常に考え、臨機応変に対応し、各被災地で活動を続けさせて頂いております。
こうした全ての活動の源となるOPEN JAPANの活動費へのご支援を是非よろしくお願い致します。

OPEN JAPANよりご支援のお願いOPEN JAPANよりご支援のお願い

▼ 他銀行からゆうちょ銀行の場合　　
店名（店番）二二九（ニニキユウ）店（229）
預金種目　当座
口座番号　012 6 6 61

▼ ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行の場合
口座記号番号 02250 -5 -126661
口座名称　一般社団法人 OPEN JAPAN
口座名称　シヤ）オープン　ジャパン

編集・デザイン一般社団法人OPEN JAPAN オープンジャパン
〒986-0813 宮城県石巻市駅前北通り1丁目５-２３　　Tel &Fax：0225-92-7820　
E-Mail：info@openjapan.net 　URL：www.openjapan.net　

OPEN JAPANの仲間たち

近年、世界各地で様々な自然災害が発生しています。
阪神淡路大震災での教訓やノウハウを活かした様々
な団体が発足し、ボランティアセンターの協働運営か
ら作業の役割分担など、全国各地の被災した社会福祉
協議会との連携も始まっています。最前線では、一般
のボランティアが対処出来ない状況の現場が多い中、
技術や専門知識を持った方々が被災者の傍に寄り添い
活動し、不安を取り除けるようになってきています。
現在の OPEN JAPAN のネットワーク型支援が本格
的に始まった2011年3月11日の東日本大震災以降、
実際に現地に足を運び活動をした被災地は以下の
通りです。次なる災害の為にも・・・

OPEN JAPANの構成団体：一般社団法人日本カーシェアリング協会・株式会社IBUKI・ヒューマンシールド神戸・四万十塾・わっか・空間工作舎 VIBRATIONS・石巻カヌークラブ ・月とカヌー

2011年　（平成23年）

３月　東日本大震災（宮城県石巻市、他）
７月　新潟・福島豪雨（福島県金山町）
９月　紀伊半島豪雨（和歌山県那智勝浦町、他）

2012年　（平成24年）

５月　つくば市竜巻被害（茨城県つくば市）
７月　九州北部豪雨（熊本県阿蘇市・南阿蘇村、他）

2013年　（平成25年）

８月　岩手県央豪雨（岩手県雫石町）
１０月　台風26号土砂災害（伊豆大島）
１１月　フィリピン台風被害（レイテ島、他）　

2014年　（平成26年）

２月　豪雪被害（埼玉県秩父市・山梨県）
８月　広島土砂災害（広島県広島市）
１１月　神城断層地震（長野県白馬村）

2015年　（平成27年）

４月　ネパール大地震（ラップラック村・ブンガマテイ村）
９月　関東・東北豪雨（栃木県鹿沼市・茨城県常総市）

2016年　（平成28年）

４月　熊本地震（熊本県南阿蘇村・西原村・益城町・
　　　　　　　　　熊本市・阿蘇市、他）
８月　台風１０号大雨被害（北海道南富良野町、岩手県岩泉町）

2017年　（平成29年）

７月　九州北部豪雨（福岡県東峰村・朝倉市、他）

この冊子「活動報告書」という名前がついていますが、編集作業を進める中でどうもただの報告書には思えませんでした。なので僕は「素敵な未来につながる不思議

な報告書」、そんな想いを込め、それを皆さんに届けたいと考えながら編集・デザインをしました。この冊子の中には、いくつもの”鍵の付いていないドア”が確実に

あります。ただの冊子ですが、あきらめずに素敵な未来を想像する人の想いがあり、そしてそのカケラの１つでもあなたの心に引っ掛かったならば幸いです。

現場を共にした仲間たちと連携を行いながら各プロジェクトに取り組んでいます。（2017年度）

キーン・ジャパン合同会社代表　竹田尚志

この賞は、九州北部豪雨災害支援や古民家再生 IBUKI プロジェクトにおいて OPEN 
JAPAN さんと共に活動できたおかげで被災地に少しでも貢献できたことへの感謝の
気持ちを込めて贈らせていただきました。キーン・ジャパンとして、これから更に連携
を密にして、共に活動できたらと思ってますので、これからもよろしくお願い致します。

鈴木 匠
OJいろいろ係
「月とカヌー」

・株式会社アクティブサポート
・阿蘇の灯
・岩手お福分けの会
・NPO法人岩手連携復興センター
・風組関東
・かながわ災害ボランティアバスチーム
・キーン・ジャパン合同会社
・コールマンジャパン株式会社
・災害ＮＧＯ結
・災害支援信濃町連絡会
・澤田奉賛会
・有限会社白石電設
・常総市役所農政課
・真如苑

・NPO法人スマイルシード
・チーム佐伯
・徳恩寺・神奈川青年教師会
・長門消防有志チーム
・西東京臨在会災害支援部「臨坊」
・公益財団法人日本財団
・杷木復興支援ベース
・パタゴニア日本支社
・NPO萬ちゃん
・ピースボート災害ボランティアセンター
・避難所避難生活学会
・一般社団法人フェニックス災害支援機構
・プロボノやまとえん
・ボランティアチーム援人

・三坂屋
・三井住友フィナンシャルグループ社会貢献室
・南浜ひまわりプロジェクト
・勇気野菜プロジェクト
・湯布院旅する音楽
・NPOレスキューアシスト
・ADRA Japan
・DRT JAPAN
・IDRO JAPAN
・NPO法人 It’s Not Just Mud
・IVUSA
・JVORD 
・NPO法人 SEEDS OF HOPE
                 他、（五十音順）

マンスリー・ＯＪサポーターは毎月定額の寄付で、継続的にOPEN JAPANの取組をサポートいただけ

る仕組みです。お支払方法はクレジッカードと口座振替をお選びいただけます。（月額1,000 円～）

詳しい内容、お申し込みはOPEN JAPANのWEBサイト内サポーター募集ページ

（右のQRコード）よりお願いいたします。また、口座座振替をご希望の場合はメール

またはお電話にてご連絡ください。振替用紙を郵送させて頂きます。

マンスリー・ＯＪサポーター募集 !マンスリー・ＯＪサポーター募集 !マンスリー・ＯＪサポーター募集 !

OPEN JAPANの今までの活動

バウの道中記 ～『チベットの死者の書』49日間の物語～

KEEN EFFECT OF THE YEAR受賞

編集後記

つくば市竜巻被害（2012年）東日本大震災（2011年）

熊本地震（2016年）ネパール大地震（2015年）

つくば市竜巻被害（2012年）東日本大震災（2011年）

熊本地震（2016年）ネパール大地震（2015年）

つくば市竜巻被害（2012年）東日本大震災（2011年）

熊本地震（2016年）ネパール大地震（2015年）

つくば市竜巻被害（2012年）東日本大震災（2011年）

熊本地震（2016年）ネパール大地震（2015年）


