
ソフトバンク株式会社

チャリティホワイト⽀援先リスト（2017年4⽉まで累計） ¥1,107,499,170
あしなが育英会 ¥451,906,656
中央共同募⾦会（⾚い⽻根共同募⾦） ¥656,592,514
　（内訳）⾚い⽻根 チャリティホワイトプロジェクト ¥220,050,000

助成団体名 活動内容例 寄付額

【第1回】 トイボックス ⼤阪府池⽥市や福島県南相⾺市では、発達障がいのあるこども達に対し、⽣きる⼒を⾝につける施設を運営
しています。今の学校の枠に⼊りきれない多くのこども達がそこで学び、元気に育っています。 84,330,000

【第2回】 ベビースマイル⽯巻
活動は当事者を中⼼としたメンバーで運営しております。「私たちのできること」はまだまだ微⼒ですが、当事者
だからこそできることを楽しく⼦育てしながら活動することで、⼦育て仲間をエンパワメントし、知識の皆様を⼤きく
巻き込んだ⼦育てしやすいまちづくりの実現に向けて若い⼒で積極的に事業展開しています。

30,720,000

【第2回】 にじいろクレヨン
仮設住宅および地域の集会所を定期的に訪問し、遊びや造形活動を通じ、⼦どもたちが⾃由に表現できる
居場所づくりを⾏っています。のくのくハウスは、ここに集う⼦どもたち・保護者・地域の皆さんと⼀緒に、⼦どもた
ちがのびのびと⾃分を表現でき、地域とつながりながら健やかに成⻑する場を⽬指しています。

44,160,000

【第2回】 冒険あそびば-せんだい・みやぎネットワーク
「あそぶ」「つなぐ」「そだつ」をテーマに、⼦どもの声がはずむ豊かな地域づくりに取り組んでいます。 ⼦どもにとって
は⽬の前のささやかな楽しみも、⼀⽇⼀⽇を⽣きていくための⼤切な糧になります。このことを⼼に刻んで、⼦ど
もが⽣き⽣きと過ごせるような遊び場づくりを進めていきたいと思います。

13,080,000

【第2回】 おはなしころりん 仮設住宅や地域集会所・⾼齢者施設などを訪問して、読み聞かせを通じた交流を⾏う「やってみっぺし読み
聞かせ講座」を開催しています。 15,840,000

【第2回】 ビーンズふくしま
「みんなの家」は、⼦育て中の親⼦を中⼼に、⼦ども・若者・地域の⼤⼈を含めた多世代のコミュニティーハウス
としてスタートし、震災後、⼀度はバラバラになりかけた地域の絆ですが、幅広い世代がそれぞれの選択と思いを
尊重し合い、緩やかにつながる居場所として、皆さんにとって「⼼地良い家」を⽬指しています。

31,920,000

【第3回】 ARTS for HOPE アートを通じて⼦ども達の感情を豊かに表現してもらうことで震災のストレスや不安を持つ⼦ども達の成⻑を⽀
える活動を⾏っています。

2017年3⽉から
助成開始

【第3回】 こころスマイルプロジェクト ⽯巻市の拠点に新たにトレーラーハウスを設置し、震災で家族を亡くした⼦ども達や、その保護者にグリーフケア
を⾏う活動を⾏っています。

2017年3⽉から
助成開始

【第3回】 プレーワーカーズ 気仙沼、名取で拠点を設置し、放課後児童クラブの運営、学習⽀援、宿泊体験事業、⼦育て勉強会などを
⾏っています。

2017年3⽉から
助成開始

【第3回】 みんな共和国 外で遊べない⼦ども達や不安やストレスを抱える親たちの交流の場を作ることにより、⼦ども達が電気に育つ環
境を整えていく活動をおこなっています。

2017年3⽉から
助成開始

【第3回】 パクト 陸前⾼⽥市内にある放課後児童クラブがカバーしきれていない地域に新しく拠点を設置し、⼦どもの居場づく
り、⽀援活動を⾏っています。

2017年3⽉から
助成開始

助成団体名
２丁⽬町内会
ACTION 〜student's project for 3.11〜

aichikara

BIG UP⽯巻
change
HERO
Home of Wisdom
LAMP
MANA'S ⽯巻ママサポート
Naritaマルシェ
NPO　いっぽずつ・・・乳がんになったあなたとともに
ＮＰＯ任意チーム・センダイ交流団
NPO法⼈ 祈りの芸術 TAICHI-KIKAKU
ＮＰＯ法⼈　輝きの和
NPO法⼈マリソル松島スポーツクラブ
ＮＰＯ法⼈マリソル松島スポーツクラブ
ＮＰＯ法⼈岩⼿県⻘少年⾃⽴⽀援センター「ポランの広場」
ＮＰＯ法⼈⾥⼭ひろば

SVB

TEDIC
TeKuNe
UT-OAK震災救援団
vansan会
あおい⼆丁⽬地区⾃治会
アクション・スクエア
あけぼの北復興住宅団地会
あじさい会
あすのたね
いってこいの会
いわいさわ⼦供会
いわきおやこ劇場
いわき市久之浜町南町町内会
いわき市中央台飯野⼆区⾃治会
うらとを応援する会
えんじぇるマム
おととほんの会
おやこアロマケア　なでなで
お茶っこ会
かえる未来ときわ実⾏委員会
ガザコの会
カトリック⼀本杉教会カリタス若林ＳＣ
かみまちやってみっ会
かみわり同住会
がんばっぺ岡⽥の会
ゲットライブリー

⼩さい⼦どもを持つ⺟親の⼼のケアとコミュニティ作りのためのサロン活動
寺⼦屋
いっぽずつ・・・の集いIN遊学館
愛島東部仮設住宅夏祭り
演劇上演とワークショップにより福島の被災者の⼼のケアと新しい共同体での地域活性化に寄与する事業
裂き織り⼯芸技術育成⽀援により被災者の⽣きがいと⽣活の安定を⽣む事業

地区住⺠・避難者ふるさと交流会

スポーツ交流、昭和歌謡コンサート、⼥川町熊野神社例⼤祭を通じた被災者の⼼の復興のための⽂化交流活動

かえる未来ときわPresents”よいまちライブ ”
ガザコの会
みんなで⼀緒に夏祭り

岐⾩での⾃然体験、職業体験、地域交流を通して、福島県や周辺の被災地の⼦どもたちのつながりやリーダーシップを育てるリフレッシュキャンプ事業

在宅被災者の新しいまちづくりの為のコミュニティスペース運営事業
宮城県の被災地の⼦どもたちの運動不⾜の解消と⼼のケアを⾏う活動
⼦どもたちに愛と勇気と希望と笑顔を届けるオリジナルヒーローショー開催事業
仮設住宅での⽣活が未来の⼒となるように開催する交流型アートワークショップ事業
三陸沿岸住⺠による参加型⾳楽交流事業および地域コミュニティ再⽣事業

中央共同募⾦会（⾚い⽻根共同募⾦）助成先詳細
⾚い⽻根 チャリティホワイトプロジェクト

⾚い⽻根 災害ボランティア・NPO活動サポート募⾦（ボラサポ）
活動内容例

お茶っこの会
気仙沼⼤島の⼦どもたちが、体験型ワークショップやかわらばんの作成を通じて地域を学ぶ活動

サロン事業（住⺠交流事業）
こども⾷堂＊みらいのたね
いってこいの会
夏休み親⼦旅⾏
いわきっ⼦　冬の体⼒作り　〜ホップ・ステップ・ジャンプ︕〜

地域ふれあい隊
南三陸町の仮設団地でくらす⼦どもたちのための寺⼦屋活動
稲井地区合唱発表会・お茶会
住⺠交流事業
おもまち映画会
市営あけぼの北復興住宅団地会

地域密着事業
地域密着事業
不登校・ひきこもりの⼦ども・若者の⾃⽴⽀援-被災地の不登校・ひきこもり問題を考える“岩⼿のつどい”の開催-
⾃然と遊ぼう︕いも堀⼤会

⽯巻市雄勝地域の廃校になった⼩学校を⼦どもたちのための複合体験施設として整備・運営し、地域を活性化させる活動

⽯巻市の不登校・引きこもりおよび困窮世帯の⼦どもたちのための「⼼」の居場所づくり事業

クリスマス会（クリスマスツリーワークショップ）
地域交流会
2016おかだ夏まつり

第１２回⽇帰りバス旅⾏（住⺠交流事業）
野々島夏の交流会
えんじぇるマム
おととほんの会
おやこアロマケア　なでなで
お茶っこ会サロン



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
こころのビタミン実⾏委員会
コスモス南達会
こども♡あいネット
コドモ・ワカモノまちing
コミュニケーションタイム
こもり唄の会
ごりょうこども会
サロン寺⼦屋
さわやか睦み会
シェイクハンド
しらさぎ台交流会
すこやか⽀援ママたっち
すすみ隊
ステップみやぎ実⾏委員会
スマイル会
チームOK
チームあいあい
チーム神⼾⼿芸部
ちょっとお茶っこサロン
つばめの杜ときわ会
つばめの杜東⾃治会
ティンクルサロン
ティンクルママの会
ときわ⽊の会
とみおか⼦ども未来ネットワーク
なかよし会
にこにこ会
にじいろクレヨン
ハピディ
はり灸レンジャー
ヒガシハマツリ
ひころレディース
ひびきコミュニティ
ふくしまの笑顔をつなぐボランティアグループ“ひらそる”
フクシマ環境未来基地
ブラスアンサンブルなちゅらる
ふれあい交流会実⾏委員会
プレーワーカーズ
ふんばる会
べてるの家に学ぶ⼀般社団法⼈シャロームいしのまき
まちの寄り合い所・うめばたけ

まつもと⼦ども留学基⾦

まなびの森

まねきコミュニティ
ママの⼼と⾝体の健康サロン
みずき会
ミュージックパワープロジェクト
やってみるもん委員会
やのめ夏まつり実⾏委員会
やまびこ会
ゆうゆうクラブ
ゆくゆく輪編集部
旭ヶ丘笑輝会
安渡町内会
井内東部町内会
井内東部盆踊保存会
⼀般社団法⼈　シャローム　いしのまき
⼀般社団法⼈　宮城県キャンプ協会
⼀般社団法⼈　雄勝花物語
⼀般社団法⼈三陸駒舎
⼀般社団法⼈美⾺森Japan
稲井オヤジの会
浦の浜親和会
浦島地区振興会
雲雀ヶ原⾏政区会
雲雀ヶ原⼆⾏政区
栄町元気会
栄町⼦ども会育成会
永崎⼩学区連合会
永⽥公会堂
英語サークル　ハッピーキッズ
英語サークルハッピーキッズ
榎壇区町内会
遠野こっちゃこの会
塩沢四季交流会
奥州 絆の会
奥松島産業振興協議会
応急仮設住宅箱塚桜⾃治会
横⼭幼稚園跡地仮設住宅団地⾃治会
横沼地区⾃治会
岡⼭市⼦どもセンター
沖⼦ども会育成会
沖部落会
荻浜区
牡丹の会
下浦⾏政区
下⾼平⾏政区（下⾼平⼤字会）
下⼩川区
下仁井⽥⼦供会
下船尾⼦供会
下組⼦供育成会
下増⽥地区福祉委員会
下滝ふれあい会
下平窪ふれあい福祉協議会
下有住地区⺠⽣児童委員協議会
化粧坂⾃治会
仮設押切沼住宅団地⾃治会
仮設開成第3.4.5.6.14団地世話⼈会
仮設三反⾛団地
仮設⼦ども会
仮設⼤橋団地⾃治会
仮設⼤森第３団地⾃治会
仮設⼤森第四団地⾃治会
仮設渡波第２団地⾃治会
仮設南境第５団地⾃治会
仮設柏⽊ふれあい会

こころのビタミン⾳楽会
親睦促進交流事業
いわき地域における⼦育て啓発交流事業「こども♡あいネットフェア」の開催
⼦どもの遊び場づくりを中⼼としたコミュニティ⽀援および地元⽀援団体の基盤づくり、⼈材育成事業
けんこうサロンお楽しみ会

⼿芸を通じた交流事業
ちょっとお茶っこサロン
世代交流ハロウィン
笑顔で仲良くプロジェクト
サロン＆⼿しごと⽀援事業
持ち寄りフリマ&⼿作りサロン

親⼦ふれあい教室
住⺠交流事業
ふれあいコンサート
交流⾒守る会
避難当事者団体が⻘年層と作る「伝える、整える、つながる、成⻑する」事業
地域住⺠交流事業

こもり唄の会交流会
ごりょうこども会冬季レクリエーション
サロン活動
福祉施設交流親睦事業
軽運動による地域⽀援
クリスマス＆新年会

ミニコンサート
ふれあい会
被災地の住⺠が主体となった、⼦どもの居場所・遊び場を通じたコミュニティづくりの活動
住⺠交流及び奉仕活動
シャロームいしのまき（セミナー、地域住⺠と精神障害の交流
復興道路建設に伴い失われる施設を住⺠により継続・発展させる為の調整活動

被災障害者や⾼齢者とその⽀援者へ交流の場の提供と鍼灸による⾃⼰ケアの普及活動
サマーイベントによる東浜地区活性化
⼦ども交流会
年越しイベント
福島の⼦どもたちの野外活動⽀援のためのプレ冒険広場整備と学⽣ボランティア育成事業
福島県内森林ボランティア団体との連携による、森林から進める復興プロジェクト

物づくり教室
原発避難者の避難元と避難先の新たなコミュニティ⽀援と次世代継承事業
なかよし会
にこにこ会
⽯巻市の仮設住宅における⼦どもを軸とした地域住⺠のための居場所作り活動
「チャレンジしよう、みんなでハピディ」

第1回⼤槌町⺠闘球盤⼤会
地域交流事業
地域交流事業
地域住⺠と精神障碍者の交流会　セミナー・コンサート
被災地児童⽀援事業『スノチャレキャンプ2016』
花と緑の⼒でコミュニティー再⽣事業

夏休みこども広場
第２８回　やのめ夏まつり　（仮設住⺠と地域住⺠との交流事業）
やまびこ会
ゆうゆうクラブ
宮城県⽯巻市釜・⼤街道地区に特化した地域情報紙による情報提供事業
地域活性化事業

福島の⼦どもたちが信州の⾃然の中で地元の⼦どもたちと交流しながら⼼⾝のリフレッシュを図る活動

宮城県南部の⼦どもたちを対象とした学習⽀援活動および⼦どもたちの健全な成⻑に寄り添い⾒守るための拠点づくり事業

いきいきヘル体操・夏まつり
茜染めを体験しよう、誰もが知りたい簡単⽚付け術︖︕
ひなまつり会
⽯巻復興応援プロジェクト

ハッピーキッズ
榎壇夏祭り
遠野冬野菜収穫祭
⼣涼み会、クリスマス会
わいわいヒロスイまつり
奥松島交流ふれあい事業

地域間３世代交流事業（スポーツレクリエーション⼤会）
栄町盆踊り⼤会
親⼦レクリエーションバスハイキング
永崎⼩学区内⼦ども会交流事業
永⽥⾏政区　⼦供会　⼀般交流事業
ハッピーキッズ

アートワークショップ
⾺と触れ合い&森遊び体験
稲井オヤジの会
浦の浜親和会交流親睦事業
浦島地区⺠⼤運動会の開催
地域住⺠交流会

七⼣　ひな祭り
秋の芋煮会
スマイル体操
住⺠交流事業　滝富⼠登⼭
絵⼿紙教室とふれあい訪問
中上仮設同窓会交流バスツアー

住⺠交流事業
牡丹の会
住⺠交流事業
住⺠交流事業
下⼩川ふれあいウォーク
夏の野外活動

住⺠交流
交流事業
横沼地区敬⽼祝賀会
広域避難親⼦のための外遊び＆舞台芸術鑑賞を通した地域⼦育て⽀援事業
季節の⾏事
グランドゴルフ⼤会及びバーベキュー⼤会

仮設⼤森第３団地⾃治会
仮設団地住⺠交流⽀援事業
収穫祭
夏祭り・秋祭り
柏⽊ふれあい会

被災者と地区⺠交流親睦事業
地区交流会（夏祭り・クリスマス会）
夏祭り⼤会
仮設三反⾛団地
仮設⼦ども会
仮設⼤橋団地交流事業（夏祭り）



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
仮設飯野川校団地
仮設万⽯浦団地⾃治会
花釜区
花釜区地域⽀援ネットワークゆづりはの会
廻舘振興会
海上のメリークリスマス実⾏委員会
開成12団地東グループ
開北町内会
階上学童センター

学⽣団体ラポール

岳下⼦供会
笠野地区地域⽀援ネットワークすみれ会
舘⼭⼀区⾃治会
舘森⾃治会
丸井⼾第⼆町内会
岩⼿県シェアリングネイチャー協会
寄らいん牡⿅
気仙沼あそびーばーの会
気仙沼テニス協会
気仙沼の⼦どもの⾷を守る会
気仙沼みらい計画⼤沢チーム
気仙沼市九条⼀区⾃治会
気仙沼市公園住宅⾃治会
気仙沼市上地区社会福祉協議会
気仙沼市総合体育館住宅住⺠の会
気仙沼市反松公園⾃治会
気仙沼市反松公園住宅⾃治会
気仙沼市要害共栄会
気仙沼⼤浦⾃治会
気仙沼⼤島キラキラ⺟ちゃんズ
⻲が森地元有志の会
⻲岡地区⾃治会
吉津町内会
吉野沢仮設住宅⾃治会
久保⾏政区
休⽯⼦供会
宮古友綱の会
宮⼾夏まつり実⾏委員会
宮城病院周辺地区まちづくり協議会
宮城病院周辺地区世話⼈会
宮城野親⼦で料理プロジェクト
笈⼊町内会
旧唐桑⼩学校住宅親睦会
⽜河内第⼆応急仮設住宅⾃治会
⽜橋区⾃治会
漁⽕パーク住宅親睦会
⿂町三区⾃治会
興⽥地区福祉活動推進協議会
郷ヶ丘⼀丁⽬⼦供会育成会
⽟野４区部落会
⽟野部落会
⾦取⾃治会
⾦成沢⾃治会
啓之会
元池⼦供会
古町四区⾃治会
狐崎ビーチソケット
五右衛⾨ヶ原運動場住宅⾃治会
五⽉会
五⽇会
後九条児童遊園住宅ｼ⾃治会
後⽣橋宇⽥川⾃主防災会
後沢2区⾃治会
後⾕地⼦供会
御蔵場⾃主防災会
向陽町新栄会
向陽町新栄会
幸町地区社会福祉協議会
広⾕地⾏政区
広渕町上地区会
糠塚団地⾃治会
荒井東町内会
荒町観⾳講
荒砥1期仮設⾃治会
⾼坂９区⼦供会
⾼松農業・農村振興協議会
⾼萩地区
⾼⽊⻄部町内会
⾼⽊東部会
国際サークル友好21
国際サークル友好２１
⿊⿓会
根岸千刈⽥⼦供育成会
砂押上区交流会
砂押中区地区　住⺠の会
砂⼦渡町内会
砂⼦畑共正会
最知クラブ
在区地域振興会
崎浜⾃治会
作町⼀丁⽬仮設住宅⾃治会
桜沢災害公営住宅⾃治会
桜沢部落
三軒⾕地地区会
三本⽊まちづくり協議会
⼭形つながるプロジェクト
⼭元ボランティアサークル虹
⼭元町町区会
⼭元夢ファーム
⼭⽥地区区⻑会
四家町内会
四季の会
四倉町第８区

⼦どものための⽯巻市⺠会議

⼦育てサークルHAPPY
⼦育て⽀援サークルわくわくリズム

仮設住宅団地住⺠交流⽀援事業
花釜夏祭り
世代間交流⾏事
住⺠交流事業
海上のメリークリスマス
開成12団地東グループ

仮設飯野川校団地

⼦育てママのための栄養講座
気仙沼市⼤沢地区の住⺠の主体的なコミュニティ維持・再⽣活動を継続・開発していくためのワークショップ活動
H28九条⼀区⾃治会事業計画
春まつり、全市⼀⻫清掃
上地区防災・減災塾
住⺠交流事業

住⺠交流事業
町内交流事業
⼤槌お茶っこ広場＆ひょっこりひょうたん広場
助け合い活動
地域の⼦どもと⼤⼈の居場所づくり事業
復興ジュニアテニス教室

⽂化祭
⼣涼み会

震災によって不安を抱えながら⽣活する福島県いわき市の⼦どもたちにスポーツやキャンプ体験を通じて笑顔になってもらう活動

⼦供と⼤⼈のふれあい
秋の集い
夏祭り

宮⼾夏まつり
まちづくり復興鍋まつり
宮城病院周辺地区移転者交流会
宮城野親⼦で料理プロジェクト　料理教室
住⺠交流事業
夏の住⺠交流七⼣会

運動会
夏祭り
地域間相互交流
久保⾏政区区⺠交流会
夏休み親⼦交流旅⾏
住⺠交流事業（将棋・囲碁、カラオケ⼤会）

住⺠交流事業
会員親睦、交流事業（夏祭り、クリスマス会等）
いも煮会、防災訓練、新年懇談会
⼤浦地区親睦事業
落語会交流会
⻲ケ森冒険遊び場・出張プレーパーク

夏祭り・敬⽼会・いも煮会・新年会
釣り体験による浜⽂化継承の⼟台づくり
住⺠交流親睦事業
住⺠交流事業
研修事業
移動住⺠交流

健康増進ウォーキング⼤会
交流もちつき⼤会
⾦取地区住⺠交流事業
⾦成沢交流親睦事業
地域交流事業
元池⼦供会　クリスマス会

新年会
納涼夏祭り
年末もちつき会　お茶のみ会
お花⾒会、納涼会、いも煮会、新春懇談会
歌と踊りのふれあいステージ
ボーリング⼤会

季節の⾏事
①⽔あそび②野外オリエンテーリング
⼭と海との交流と⽀え合い活動2015
ふれあい⼤いも煮会
⾼⽊⻄部町内会
盆踊り⼤会

幸町学区納涼祭
広⾕地⾏政区　相⾺地⽅⾒学の旅
町上地区⾼齢者ふれあいサロン
仮設団地住⺠交流事業
荒井東町内会夏祭り
地域交流会

地域住⺠の交流と地域活性化
住⺠⽀え合い活動助成事業
防犯映画会、防災、避難訓練勉強会、花⽕⼤会、クリスマス会、歓送迎会
第2回仮設⼭崎前団地の⽅々との懇談会
お茶っこ飲会・敬⽼会
お茶っこ飲会（６⽉）、敬⽼会（９〜１０⽉）

交流会
桜沢部落交流会
三軒⾕地地区夏祭り
セントひまわりプロジェクト
東⽇本⼤震災による⼭形県内避難者のための⽣活⽀援および、被災者のための保養⽀援
季節の⾏事

砂⼦渡町内会新年餅つき交流会
共に⼿を取り、砂⼦畑の魅⼒再発⾒パート2
お茶のみ会、交流会、研修会等々
新コミュニティセンター落成を祝う交流⼤会
御崎こどもの広場、春まつり
仮設住宅⼊居者の親睦会

いも煮会家族交流会・クリスマス家族交流会
楽しい⽇本語教室クリスマス交流会
復興夏まつり
根岸千刈⽥育成会
ふれあい交流会
ふれあい交流会

住⺠主体でつくるプレーパーク活動と⼦どもが企画運営するお仕事体験イベント「⼦どものまち・いしのまき」を通して、⽯巻の⼦ども⽀援団体のつながりを
継続的なものにする活動
⼩⻨粉ねんどあそび︕　こどもまつり
わくわくリズム

町区地域⽀援ネットワーク
⼭元夢ファームで夢体験
⼭⽥地区地域づくりふれあい会
平成28年度おもてなし会
サロン事業
８区交流会



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
市営しらさぎ台復興住宅団地会
市営⻩⾦浜第⼀復興住宅団地会
志中仮設さくら会
志津川⼩学校仮設⾃治会
志津川⺠話の会
寺岡・紫⼭地域防災ネットワーク推進委員会
寺岡地区社会福祉協議会
⿅妻第三町内会
⿅松町内会
⿅折地区ボランティアクラブ
⿅島三区⼦ども会
⿅⼜⼦ども会育成会連絡協議会
⾞川⾏政区
若者総合体育館仮設住宅⾃治会
若林区七郷地区社会福祉協議会
樹⽊いきいきプロジェクト
住吉町町内会
⼥川っ⼦アクティブクラブ
⼩綱⽊⻘少年健全育成会
⼩国からの咲顔
⼩崎部落会
⼩松南住宅シニアクラブ
⼩積浜区
⼩川地区体育協会
⼩池原畑第⼆仮設住宅⾃治会
⼩鎚第８仮設⾃治会
⼩桧⼭⼦供会
⼩浜町⼦供育成会
⼩野部落
⼩檜⼭⾏政区
松崎柳沢上沢住宅なでしこ会
松川港町町会
松島祭連⽵⾕舞
松島中学校防災マップ作製委員会
松島町グランドゴルフ⼤会実⾏委員会
松島町スポーツ巡回指導実⾏委員会
松島町磯崎地区地域福祉推進協議会
松島町元⼿樽ホタル再⽣の会
松島町桜渡⼾地区地域福祉推進協議会
松島町⼿樽地区地域福祉推進協議会
松島町初原地区地域福祉推進協議会
松島町上幡⾕地区地域福祉推進協議会
松島町北⼩泉地区地域福祉推進協議会
松島町本郷地区地域福祉推進協議会
笑飲会
笑和会
上ノ原区
上下堤上北⾕地地区応急仮設住宅コミュニティ
上釜町内会
上杉チャンネット
上杉地区夏まつり実⾏委員会
上⻄改善センター（上⻄部落）
上前⽊⾃治会
上町第⼀町内会
上町東地区センター
上東⻄太⿎保存会
上栃窪⾏政区
上⼆廿⼀⾃治会
上⼋瀬下⾃治会
上⼋瀬上⾃治会
上⼋幡とるとるカフェ
上北⾼平第三⾏政区
城⼭⾃治会
条南中学校住宅⾃治会
植⽥町⼩名⽥⾃治会
新２鉄⼦供会
新坂元まちづくり協議会
新⼭下ときわ会
新中町第⼀⼦供会
森前林⾃治会
深⼭⽥⼦供会
神割崎仮設住宅⾃治会
神⾕作区
神⾕体育協会
神輿を担ぐ会　弁天連
震災⽀援京都ネット
仁井町⼦供会
垂⽔町町内会
垂⽔町内会
⽔押町内会
⽔明⼀区⼦供会育成会
⽔明町町内会
⽔明町内会
⽔梨コミュニティセンター住宅⾃治会
⽔梨⼩学校住宅よつば会
⻄の会
⻄郷⼦供会
⻄郷団地親和会
⻄向中⼦ども会
⻄多賀地区社会福祉協議会
⻄⾕地部落会
⻄⼋幡前親睦会
⻄⼋幡町会
⻄美⽥⼦供会
⻄美⽥若連
⻘葉が丘⾃治会
⻘葉千歳クラブ
⽯巻トローリングクラブ
⽯巻圏内⼦育て応援サークルママン・フルーリ
⽯巻市松原町町内会
⽯巻市上釜町内会
⽯巻市渡波ほほえみ⽣活学校
⽯巻市渡波地区区⻑⾏政衛⽣連合会
⽯巻市南中⾥新和会
⽯巻市南中⾥親和会
⽯巻地域に共⽣型をひろめる会
⽯蒔⽥⾏政区
⽯神地区福祉委員会

住⺠交流会
⺠話と共に
伊達な防災イベント
災害復興公営住宅　出前サロン
⼤お茶っこ飲み会
太陽まつり（復興住宅⼊居者歓迎会）

市営しらさぎ台復興住宅団地会
⻩⾦浜地域ささえ合い共⽣事業
慰問交流事業

団地住⺠との交流事業
⼩積浜区会
⼩川地区市⺠運動会
仮設⾃治会　ふれあい交流会
クリスマス会及び⼩正⽉⾏事事業
⼩桧⼭⼦供会親⼦旅⾏

津波で浸⽔した学校や公園のシンボルツリーを塩害から守る活動
住吉町夏祭⼤会
宮城県牡⿅郡⼥川町の⼦どもの運動量確保のための⽀援活動
⼩綱⽊育成会夏季レクリエーション
福島の親⼦が笑顔で前向きに過ごすためのサロン活動
敬⽼の集い

福祉活動、施設奉仕作業、他
ひな祭り会
⿅⼜チャレンジフェスティバル
世代間交流もちつき⼤会
親睦会
七郷地区社会福祉ネットワークの拡充

住⺠⽀え合い事業
地域コミュニケーション事業
地区住⺠交流事業
地区⽀え合い事業
住⺠⽀え合い事業
上町ストリートイルミネーション

松島防災学
地域住⺠交流スポーツ事業
地域スポーツ推進事業
地区住⺠⽀え合い事業
元⼿樽にホタルの⾥をつくろう
地域コミュニケーション事業

⼦供育成会の学習と親睦交流事業
サロン活動（ウォーキング）
⼩檜⼭⾏政区運動会
なでしこ会交流親睦事業
松川地区親⼦仮装盆踊り⼤会
松島祭連⽵⾕舞

おさなぶり⼤会
上⼋瀬下⾃治会交流親睦事業　お茶のみ会と芋煮会
上⼋瀬上⾃治会　住⺠交流事業
とるとるカフェ
地域住⺠交流会（復興事業）バーベキュー⼤会
城⼭結いの会員と磐城桜が丘⾼校⽣との交流会＋講演会

住⺠交流（流しそうめん）
前⽊地区交流会　おたのしみ会
ウォーキング及びイモ煮会
上町東夏まつり
上東⻄盆踊り⼤会
上栃窪親⼦三世代交流　餅つきダンゴ刺し事業

住⺠交流事業
正⽉飾り作り講習会及び焼⾁・いも煮会
流し素麺＆ＢＢＱ⼤会
⽯巻市上釜町内会住⺠交流会
Gakkouへ泊まろうin志津川
上杉地区夏まつり

応急仮設住宅に住む被災者への僧侶らによる慰問Ｃａｆｅ活動と追悼法要
夏季レクリエーション事業
復興祈念交流会
垂⽔町内会
夏まつり交流会
⽔明⼀区⼦供会育成会

地区防⽕、防災訓練と芋煮会
夏の宿泊活動と秋祭り
地域交流事業
神⾕作てーまいこいこい夏祭り
住⺠交流事業（神⾕親⼦ふれあいスキー教室）
復興神輿まつり（神輿を担いで福を興す）

条南中学校住宅会
正⽉送り（⿃⼩屋）と⼦供お楽しみ会
新２鉄⼦供会　平成２８年度夏季⾏事
まちづくり協議会交流会
ホットする輪︕︕ときわ交流会
新中町第⼀⼦供会　夏季⾏事

夏休み親⼦旅⾏
⻄美⽥地区交流会「クリスマス会」
サロン事業
⻘葉千歳クラブ
⽯巻トローリングクラブ
⽯巻圏内の⺟親達の学びと交流のためのイベント開催およびサロン活動

住⺠交流いも煮会
⻄向中⼦供会　親⼦旅⾏
住宅⽀え合い活動助成事業（⽣活⽀援事業）
餅つき会
住⺠交流事業
市⺠運動会

敬⽼会
敬⽼会
住⺠交流事業
七⼣会・夏祭り
⻄の会
秋のお楽しみ会（10⽉）・クリスマス会（12⽉）

講演会と研究会（３回実施）
健康づくり⽀援事業（グランドゴルフ等）
クリスマスケーキ作り（住⺠交流事業）

松原公園花いっぱいプロジェクト
住⺠交流事業
サロンいぐっ茶
第３回渡波復興芸能祭
敬⽼会（⼀部）・夏祭り（⼆部）
親睦（夏祭り・敬⽼会交流会）



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
⾚岩親交会
⾚浜・⾚浜第4仮設⾃治会
折壁あすなろ会
川俣町福沢⾃治会
川和　TEAM SMILE
泉区⼋⼄⼥駅前町内会
泉町　町内会
泉町町内会
船引まちづくり協議会
船⼾を元気にする会
前⽥⾃治会
前浜地域振興会
早稲川⾏政区
早稲川⼦供育成会
早股下⼀町内会
相⾺市成⽥⾃治会
相⾺市⻘少年健全育成市⺠会議岩⼦地区推進協議会
鎗町⾃治会
⾜もみボランティア　スマイルハート
袖浜⾏政区
太⽥⽼⼈会
⼤越まちづくり協議会
⼤街道おたがいさまの会
⼤久区
⼤橋町内会
⼤字押釜（押釜⾏政区）
⼤字絹⾕区
⼤森⼦供会
⼤森⾃治会
⼤須⼩学校仮設団地⾃治会
⼤⽯倉⾃治会
⼤沢勇⼠会
⼤⾕地区社会福祉協議会
⼤⾕⾥海(まち)づくり検討委員会
⼤槌町前段地域振興会
⼤畑町内会
⼤溜⾏政区ひばり会
第⼀中学校仮設住宅⾃治会
第⼆あかね会
滝の⼊2区⾃治会
滝の⼊⼆区⾃主防災組織
沢⼭地区お茶っこの会
⾕地区防災会
地域興し応援隊
地域住⺠⽀援団体⽉うさぎ
地球っ⼦広場・仙台
地区保存会
茶道宋編流⼤和⽥社中教室
中井交友会
中井公友会
中央⾃治会（旧鉄炮町・⽇和⽥地区⾃治会）
中央台⿅島⼀区町内会
中央台第⼀団地⾃治会
中央台飯野⼀区⼦供会育成会
中央第⼆ひまわり会
中開発協議会
中郷⼦供会
中迎⼦供会
中⼭地区会
中平窪⻑寿会　ほほえみ会
中⾥第⼀町内会
中埣⼀⼦供会
町かど健康センター⽯巻の会
⻑磯七半沢住宅⾃治会
⻑⾕堂地域公⺠館
⻑浜町内会
塚沢⾃治会
綴三区町内会
貞⼭⼀丁⽬町内会
程⽥⾃治会（飯豊第⼀⾏政区）
⽥の浦ファンクラブ
⽥鎖⾃治会
⽥尻⼦供育成会
⽥村市常葉町　荒町⾏政

⽥村地区障がい者⽀援連絡協議会

⽥代⼦供会
⽥⾕公園⾃治会
⽥中三区⾃治会
⽥道町⼀丁⽬町内会
⽥道町⼆丁⽬　町内会
⽥茂川仮設住宅団地⾃治会
渡波北部第１団地健康グループ
登⽶市ボランティア協会
唐桑⼤漁唄込復活推進実⾏委員会
東松島市レクリエーション協会
東松島市⽂化芸術スポーツ振興会
東松島市⽮本運動公園仮設住宅東⾃治会
東新城仮設住宅親睦会
東⼤溜悠優クラブ
東⽇本⼤震災PTG⽀援機構
東北福祉⼤学学⽣⽣活⽀援センターボランティア⽀援課
東名地区⾃治会
東名茶房
藤⼥⼦⼤学⼈間⽣活学部 船⽊研究室
藤⽥町内会
堂の前中央部落会（堂の前中央町内会）
洞⼝道場
特定⾮営利活動法⼈　アミューズおひさま
特定⾮営利活動法⼈　コミュニティちゃばたけ
特定⾮営利活動法⼈　⼦育て⽀援　アシスト・エフワン
特定⾮営利活動法⼈　⽣涯学習実践塾
特定⾮営利活動法⼈　仙台・みやぎ消費者⽀援ネット
特定⾮営利活動法⼈Ｓ・Ｓプランニング
特定⾮営利活動法⼈いわき市⺠マラソンを⽀援する会
特定⾮営利活動法⼈コミュニティちゃばたけ
特定⾮営利活動法⼈スマイルシード
特定⾮営利活動法⼈はちみっつ

第４０回　餅つき凧揚げ⼤会
被災地の⼦どもたちが元気と笑顔を取り戻すための花⽕⼤会を開催する活動
住⺠交流事業
⽂化祭
⽂化祭
⽥村の五⽉祭

住⺠交流事業
新年交流会＆ビンゴ⼤会
住⺠交流親睦事業

ふれあいウォーキング
⼤街道おたがいさまの会
⼤久区秋祭り
⼤橋町内会新春のつどい
押釜⾏政区競技⼤会
絹⾕区⾃主防災活動及び講演会

いも煮会による住⺠交流会
岩⼦地区納涼盆踊り⼤会
ふれあい祭り　餅つき⼤会
健康づくり⽀援
住⺠交流事業
平成２７年度太⽥地区世代間交流事業

船⼾住⺠交流会
季節の⾏事（いも煮会）
夏祭り事業
早稲川⾏政区レクリエーション⼤会
住⺠交流事業
芋煮会

親睦ボーリング⼤会、夏祭り
⼟砂災害防⽌功労者受賞記念祝賀会他
沢⼭地区お茶っこの会
夏祭り
⽣活⽀援活動
住⺠交流事業

まちづくり懇談会，住⺠交流イベント
収穫祭
盆踊り会
健康づくり教室
秋の芋煮会
季節の⾏事

冬季交流会
⼤森⾃治会
住⺠交流事業
紅葉狩と交流研修
⼤沢夏祭り
給⾷サービス、⼦供育成⽀援

６年⽣お別れ会
⼤納涼⼤会
住⺠交流事業
中⾥ふれあうぃまつり
中埣⼀⼦供会
健康サロン

中央台⿅島⼀区⺠交流事業（遠⾜等⼾外活動）
中央台第⼀団地　　秋まつり
住⺠交流事業
復興住宅⼊居者・地域住⺠の交流会
ふれあいレクリエーションの集い
中郷地域住⺠交流事業

地球っ⼦広場in名取
地区保存会
住⺠交流事業
住⺠交流事業
地区内まつり⾏事及び介護予防ミニデイサービス事業
中央⾃治会夏祭り（⼦供⿂つかみ、盆踊り⼤会）

⽥代⼦供会親⼦研修旅⾏
住⺠交流事業
住⺠交流事業
⽥道町「秋祭り」
⽥道町⼆丁⽬　町内会
交流事業

程⽥ふれあい事業
⽥ノ浦地区の住⺠の地域内外の交流を促進するための拠点整備事業
津波被災者と地域住⺠との交流事業
親⼦遠⾜・交流会
荒町地区健康づくり⽀援事業（ウォーキング、カーリンコン、クロリティ、ラダーゲッター）
クリスマス交流会
⾷の⼤事さを考える。⼈形劇を楽しむ。

年間⾏事が対象
⻑⾕堂地域団地⼊居者及び地域住⺠との親睦を図る交流会
⻑浜町内会
初夏の交流会
ゲーム⼤会、餅つき⼤会
町内夏祭り

北海道の⼥⼦⼤⽣が被災地域の市⺠と連携して⾏う継続的な訪問と⽂通による⽀援活動
「サロン藤友」活動＆吊るし雛のひなまつり
新年会
レクレーション⼤会
復興公営住宅出前サロン『わららコミレク』
夏のお楽しみ会

東新城仮設住宅住⺠交流親睦事業
⾒守り訪問活動
仮設住宅や復興住宅への臨床⼼理学的援助
防災減災教育事業
夏祭り
サロン活動

元気に⽣きて⾏こう
夏祭り
震災復興イベント協賛事業
公営住宅⾼齢者と放課後クラブ児童との交流会
ミュージカル⾵の⼜三郎公演
住⺠交流事業

地域活性化のための交流活動
被災された⽅々への⼼のケアと絆で結ばれる⼈間関係構築のための⾳楽療法事業

深めよう︕親⼦の絆〜親⼦で野菜を作ろう〜
⽟浦だよ全員集合︕
震災地域⽀援事業
早春︕︕　中央台でジャズコンサート
〜名⽔の⾥・いわき市⽥⼈町⾙泊で⾼原⼤根を育てよう︕〜どろんこ⼤根栽培体験
「ママサロン・なでしこげんきサロン」秋のお楽しみ会



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
特定⾮営利活動法⼈⽣涯学習実践塾
特定⾮営利活動法⼈⽵林再⽣プロジェクト
特⾮）セミナ〜レ
読み聞かせ　たんぽぽグループ
内松川⾃治会
南蒲⽣町内会
南境第５団地⾃治会
南郷夏まつり実⾏委員会
南郷住宅⼊居歓迎交流会実⾏委員会
南区⻄⾃治会
南三陸地区更⽣保護⼥性会
南三陸町愛の⼿をつなぐ親の会
南三陸町志津川⺟⼦福祉会
南相⾺⽀援グループ
南町4区⾃治会
南⽅仮設住宅第⼀期⾃治会
南柚⽊公⺠館
⼆ツ箭⼭秋祭り実⾏委員会
⼆反⾛シニア笑学考
⽇ノ⼝1区⾃治会
⽇ﾉ⼝１区⾃治会
⽇の出町仮設住宅⾃治会
⽇和なごみ会
⼊⽔⼦ども会育成会
農園サポータークラブ
⽩⼭会
⼋⼿庭地区やつで会
板橋⼦供会
飯舘村⽂化財愛好会

被災地の⼦どもを応援する会ほんわか

⾮営利芸術活動団体コマンドN

美園町内会
美⽥園第⼀応急仮設住宅⾃治会
富岡町応急仮設住宅熊⽿地区⾃治会
富⽥まちづくり協議会
富⽥仮設住宅⾃治会
副霊⼭部落会
復興応援かけこみキャラバン
復興再⽣プロジェクト
復興⽀援ボランティア虹
福祉まつり実⾏委員会
福沢⾃治会
福沢第⼀⼦供会
福島の⼦どもたち⾹川へおいでプロジェクト

福島復興【ＦＵＫＵ-Ｏ】プロジェクト⼿をつなごう岡⼭実⾏委員会

福伏公⺠館
壁沢団地親睦の会
⽚浜東光会
保育ボランティア⼈形劇グループ　サンサンサン
⽅⾔を語り残そう会
豊間団地管理会
北原釜町内会（中村東部第１⾏政区）
北中⼭学区⺠体育振興会
北中⼭連合町内会
北中條町内会
北町ふれあいサロン
北町⼀⾏政区
末広町町内会
万⽯浦⼀区町内会
万⽯浦⼆区町内会
未来会議事務局
湊地区交流会
名取市柔道協会
⾯瀬ふれあい住宅⾃治会
⾯瀬地区まちづくり協議会
⾯瀬中学校住宅⾃治会
勿来地区ボランティア連絡会
野菜っ⼦クラブ
⽮本運動公園応急仮設住宅⻄コミュニティ会
柳北区⾏政区
友美会
遊びりテ―ション虹の会
要害共栄会
裏沢⽥⾏政区
⽴沢⾃治会
流留町内会
林・⼤久保スマイル会
林⻘年会
林⼆町内会
和渕⼭根⾃治会
和渕町上分館
亘理いちごっこ
梵天川⼦供会育成会
榴岡地区社会福祉協議会
絆プロジェクトおおむた　ＫＰＴＯ
閖上の絆実⾏委員会
髙⽊東部会
（社団）アジア協会アジア友の会
（特活）イカオ・アコ
（特活）うれし野こども図書室
（特活）オハイエ・プロダクツ
（特活）コミュニティちゃばたけ

（特活）ジャパンハート

[特活]おいたまサロン

「びわこ☆１・２・３キャンプ」実⾏委員会

「聴いて、ぼくたちわたしたちのこと」プロジェクト
3.11こども⽂?

ai-chi-jin

Dandeらいおん

住⺠親睦交流事業
南蒲⽣納涼盆踊り⼤会
住⺠交流事業
南郷夏まつり
南郷住宅⼊居歓迎交流会
⻄⾃治会交流事業

紙芝居と屋台縁⽇と・・・そして歴史
新年迎えるミニ⾨松づくり&お餅つき
野外活動「みんなでｻﾌｧﾘに⾏こう︕」
住⺠交流事業

地域イキイキ⽇和なごみ会
⼊⽔⼦ども会「クリスマス・⼀緒に温まろう会」
地域交流事業
原発事故避難児童の屋外活動⽀援事業
七⼣まつり＆清掃活動
夏休み親⼦交流旅⾏

住⺠ふれあい事業
⼆ツ箭⼭秋祭り２０１６
地域サロン事業
⽇ノ⼝1区⾃治会夏祭り
平成27年度⽇ﾉ⼝⼀区⾃治会夏祭り
⽇の出町仮設住宅⾃治会主催︓秋の味覚祭り

交流⾏事
親⼦地域交流会
視察研修
南相⾺で被災地のニーズに寄り添い、農作業と⼿仕事を通じて世代間交流の環境の充実を促進する活動
住⺠交流事業（夏祭り、新年交流）
年中⾏事あれこれ

福祉まつり
福沢夏まつり
⼦供会旅⾏
福島の⼦どもたちの保養および福島と⾹川をつなぎ被災地⽀援の輪を広げる活動

岡⼭と福島の学⽣が中⼼となって福島の復興、未来の可能性をさぐる「福島×岡⼭ 復興【FUKU-O】春フェス開催事業

春のお花⾒会

富⽥夏祭り
平成２８年「夏まつり」
住⺠交流事業
被災者の⼼の癒しと、発表・交流の場を創出するための秋祭り・⾳楽祭等の開催
復興再⽣プロジェクト
ねぎでつなごう　⼼のきずな

⼼ゆかしい伝統⾏事の再現と信達史跡めぐり

福島の⼦どもたちを北海道に招き地域の⼦どもたちと交流しながら農業・⾷育体験をするホームステイ事業

被災地仮設住宅と避難先の⼈と⼈の⼼をつなぎ、復興に向けての情報を伝えるコミュニティ新聞「わわ新聞」の発⾏活動

美園町内会　夏祭り
盆踊り⼤会
第４回熊⽿夏祭り盆踊り⼤会

復興祈念　秋祭り
復興祈念交流会
地域の課題を被災者⾃らが解決して⾏く学びの場、繋がりの場を提供する活動
湊地区交流会
トップアスリートによるレクリエーション⼤会
会員移動交流親睦事業

秋のふれあい祭り
北中⼭夏まつり
北中條ふれあい輪投げ⼤会（仮設住⺠と地域住⺠の交流事業）
屋外活動（仙台市天⽂台）
いも煮会
第４回広末町復興祭

壁沢団地納涼花⽕⼤会
会員交流研修事業
⼦育て･⾼齢者⽀援
サロン事業
豊間復興夏まつり
芋煮会

地域サロン
盆踊り
親睦球技⼤会
夏祭り
第6回和渕町上分館交流イベント
被災地における⼦どもおよび被災住⺠のための居場所づくり事業

⼊⾕塾
遊びりテ―ション虹の会
いも煮会（防災訓練）新年会
住⺠交流事業
桜を⾒る会
敬⽼祝賀会

⾯瀬川ふれあい農園交流事業
いも煮会
住⺠交流事業　収穫祭
野菜っ⼦クラブ
地域住⺠交流事業
ひまわりの会

福島第⼀原発近隣県で放射能汚染されている地域の⼦どもたちを空気のきれいな滋賀の地に招き、⼼⾝ともリフレッシュできるように保養キャンプを実
施しております。
コミュニティラジオで被災地の⼦どもたちの声を伝えるための活動
こどもたちのための「こども⽂?」設⽴と運営事業

お茶会などで被災地の住⺠同⼠の交流を深めたり、被災者の⽅が制作している⼿芸品及び海産物の販売促進を⽀援する活動

児童施設で⼿作り紙芝居を公演、⼿作りレッスンバッグ提供、ぬりえ絵本つくりとお楽しみ会開催、住⺠交流⾃⽴⽀援イベント実施

気仙沼における災害時要⽀援乳児への⽀援活動
⼦どもの読書応援プロジェクト
⼦どもの⽀援活動
避難者のための学童保育並びに居場所づくり
ミャンマーでのサイクロン「ナルギス」で被災したこども達へのトラウマケアの経験をもとに⻑期的な活動を⾏っていきます。被災した幼稚園での⼩児科医・⼼
理⼠の訪問による、こころと成⻑発達に関する個別相談や講習会、
リラクゼーションを⽬的とした、キッズヨガや⼈形劇などの親⼦イベントを開催しています。
⽶沢市の避難世帯の⼦どもと家族のための居場所つくりと学習⽀援事業

梵天川⼦供会親⼦レクリエーション
ちょっと早めの夏まつり
広域避難者の繋がりの場づくり活動および被災者と⽀援者を繋ぐ活動
閖上の海辺⾃然観察会
盆踊り⼤会
炊き出し、⽣活物資配布、⼦どものケア事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
Eince⼦供応援隊

ezorock

eネット・リアス

FUKUSHIMAいのちの⽔

JapanHope

KIプロジェクト

M3R-abc

MAKAMAKA

MixJamProject

MPI

NGO⼼援隊

NPOアスイク

NPOメタルスタークリエイト

NPOりとる福島避難者⽀援ネットワーク

NPO団体スポアートサポートとうかい

NPO虹のかけ橋

NPO法⼈コドモ・ワカモノまちing

NPO法⼈⼦ども全国ネット
ＲＱ⼩泉ボランティアセンター
RQ被災地⼥性⽀援センター
SLP
Teamこどもみらい
ＶＡＭＯＳ福島スポーツクラブ

Wendy（ウェンディ）ひろしま

Wendyいわき（ウェンディいわき）

wiz

アースデイwithマイケル
アースデイおおまち実⾏委員会
アイアム
あいのて

アスイク

あっちこっち

あっちこっちの会

アットマークリアスNPOサポートセンター

あつまっぺ︕実⾏委員会
アモール⽯巻
アレルギーを考える⺟の会
アレルギー⽀援ネットワーク
アンデルセン読み語りの会
いわきフェニックス
いわてゆいっこ花巻

いわて⽣活協同組合

えひめ３１１
おかやまバトン

おせっかい未来サポート

おちゃっこ隊
おもちゃの図書館全国連絡会
おもちゃ病院
キッズルームおひさま
キンダーフィルムフェスト・きょうと

くまプロジェクト

グラウンドワーク三島
グランドラインズ
グループ瞬間
くれ災害ボランティアセンター
ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン
こえとことばとこころの部屋

こども∞感ぱにー

こどものにわ
こどもプロジェクト
こども福祉研究所
ゴンターズ⾼原スポーツ少年団
サーモンプロジェクト
サイエンスキャラバン311プロジェクト

さいごまで家族の会

さとうみファーム

さとうみプロジェクト

サポート⽯巻
さやま新地町応援隊
さやま富⽥応援隊
さんさんびと
サンライズ東北
シャプラニール=市⺠による海外協⼒の会

公⽴学校やNPOなどの⼦育て⽀援団体と連携し、被災地の状況を教えていただきつつ、できるだけ現場のニーズにあわせた⽀援をさせていただいており
ます。

避難者のための産前・産後・病時ケア＆助け合いシステム構築による就労⽀援事業

広がれ︕笑顔の輪〜わくわく浜松キャンプ〜（宮城県の⼦供たちと家族を招いてキャンプを開催）

福島の中学⽣と合同で⾏う「夢と希望を奏でる絆コンサート」開催

⽯巻市を中⼼に、遊びの機会の創出や⼦どもの居場所づくりと共に、仮設住宅等における住⺠同⼠の交流の場を提供する活動

原発事故による放射能の影響から⼦どもを守る地域ネットワーク活動及び情報発信活動
農業の再⽣復興を通じて地域の復興とコミュニティの活発化を⽬指す事業

キッズヨガ、マッサージコミュニケーション「ハグモミ」による⼦どもの健やかな⼼⾝の発育を促すための活動

岩⼿県⼭⽥町の夏祭りの開催協⼒及び、⼩・中・⾼等⽣等を対象としたスポーツ交流・学習⽀援活動

⼦どもに対する学習⽀援・学⽣に対する就職⽀援活動

福島第⼀原発事故にともなう放射能拡散により、影響がもっとも⼤きいとされる乳幼児と妊婦を、現地や周辺地域から避難させ、関⻄を中⼼とした地
域での受け⼊れを推進し、その⽣活を⽀援するためのプロジェクトです。また、避難希望家族の相談窓⼝として、受け⼊れを⾏う他団体などとも連携を
取りながら⽀援を⾏っています。 事故の処理が今も落ち着かない中、これらの⽀援活動も⻑期に及ぶものと考えられます。

仮設住宅で⽣活する⼦ども（⼩学⽣〜⾼校⽣）に対する学習⽀援を⾏っています。また、被災住⺠となった保護者に対して、⼦どもとのかかわり⽅に
ついての相談を受けることや、借り上げ住宅に移住した⼦ども同⼠が集う居場所づくりなども進めています。
共同番屋建築、浮⽟⽀援、⽀援物資配布活動、育児⽤品発送
、⽀援活動者交流会

福島の⼦どもたちが北海道で⼼⾝ともにリフレッシュするために必要なボランティア受⼊体制の構築事業

被災した⾼齢者向けタブレットパソコンの利活⽤促進のための体験学習会実施事業

⼀⼈の⼦どもの命を救うためにできることを考え、活動しています。 主に海外から提供されたミネラルウオーターを、乳幼児を持つ⺟親、乳児園、保育
園、幼稚園に無償で提供。 将来のコミュニティーづくりに備えて、災害被災地の仮設住宅を訪問し、住⺠の⽅々に⼼和む時間を提供する活動も⾏って
います。 さらに、放射能の影響下で⽣きるためのセミナーも開催しています。

住居の解体作業、仮設商店街の下屋作り、ガレキ撤去、⼤⼯作業を中⼼とした物造りボランティア

福島の原発事故による健康被害に不安を持つ⽅々のための、岐⾩県での保養事業

コミュニティーカフェを拠点として⾷の提供をし情報交換の場とする活動、⼦ども達で結成された⾳楽チームの⾳楽活動

芸術を通しての地域コミュニティの活性化を⽬的とした、笑顔と⾳楽を届ける癒しのカフェ・コンサートを開催する活動

被災者のためのカフェ･コンサート（⾳楽と⼿作りお菓⼦）による⼼のケアと交流活動

被災者交流のための場づくり、企業のスタディーツアーの受け⼊れや、コミュニティビジネスの発掘と育成

京都への避難世帯への⼦育て情報提供活動
遊び・交流⽀援
被災地の学校、保育所などがアレルギー児を⽀える取り組みを⽀援する活動

地域課題の解決や新規事業に取り組みたい地元企業や団体と学⽣のニーズをマッチングした滞在型ボランティア事業

仮設住宅住⺠のためのマイケルジャクソンの歌とダンスによる⼼のケア
⼦どもたちのためのリフレッシュキャンプ事業
無料講座「いきいきライフ・カルチャー講座」開催、リラクゼイション講座、 ⼈材育成講座
南三陸町⺠と復興⽀援活動者の為のコミュニケーション施設の運営事業

震災の影響によって不登校になった⼦どもたちのための居場所となるフリースクールを開設・運営する事業

⼥性が集うコミュニティカフェづくり、地域コミュニティの再構築
⼦どもたちのためのレクリエーションおよび学習⽀援
⻑野県内の避難者・⽀援者・被災地・避難元地域を積極的につなげるための総合的な活動
⼦どもに対する遊び⽀援活動

被災地のニーズに合った⽣活サポートの継続と被災地の現状周知活動を広島から⾏う⻑期型⽀援活動

いわき市内に住む⽅々が震災後変化した環境と向き合い、前向きに活動できるようになるための居場所作りやサポート活動。

東北での⼦どものための上映会とアニメーション・ワークショップ開催事業

地域に戻っている⽅々、地域に戻ろうとしている⽅々が安⼼・安全に⽣活できるようにするための活動

⽯巻市周辺で展開される社会的企業の⾃律的発展・企業間連携⽀援事業
⼦どもの学習⽀援活動
和楽演奏活動
避難者の⽣活再建へ向けた⽀援活動・現地での関係機関とのコーディネート

被災地の⼦供たちを合宿地等として岡⼭に招待し、岡⼭の⼈々と交流するための活動

アロママッサージやベビーマッサージを通じて⼼を癒し、元気な環境を取りもどすための事業

コミュニケーションを⽬的としたイベント活動
障がい児童を含む⼦供たちのための交流⽀援活動
⼦どもにおもちゃを届ける活動
⼦どもの保養⽀援活動

アレルギーの知識の普及啓発を⾏うことによる被災地のアレルギー患者の命を守る事業
被災地⼩学⽣の⼼のケアのための絵本読み語り活動
被災した⼩学⽣を貸切バスでキッザニア東京へ招待する活動
情報提供と傾聴を通じて、花巻市内避難者の早期⾃⽴を⽀援する活動

⾏政や社協と連携しながら健康チェックや軽体操などを取り⼊れたふれあいサロン活動の実施

被災地に住む親⼦と愛媛県内避難者のための絆づくり保養活動事業

リフレクソロジー教室、未被災地での講演会、親⼦図書館運営⽀援
コミニュティ⽀援のための夏祭り開催
狭⼭茶を使った特産品でお茶会開催、整体および温熱療法、⾜浴の実施
東京の学⽣と南三陸の被災者とが共に⼒を合わせて南三陸復興を⽬指す活動
⼦どもの避難・疎開・保養⽀援活動
避難⽣活を続ける被災者の⽀援活動

⼦供達による⾃⽴⽀援活動
⼦どもに対する学習⽀援活動
児童館での実験教室の開催、星空観察会
福島県下の各保健所からの⽝猫の⾥親探しや、セラピードッグとして育成された⽝による動物介在療法を通した、⼈と動物の共⽣できる社会づくりの活
動
森の再⽣を通して三陸の豊かな海を守り、持続可能な⾥海⼭社会を築くきっかけを創る活動

イベントによる⼦どもたちとの触れ合いを通して、⼼のケアを⾏う活動です。各イベントには保育⼠が同伴して継続的に⾒守っていくので、保護者も安⼼で
す。また、イベントは地元の協⼒のもとで⾏い、地域住⺠のコミュニティー形成とともに交流を深めることを⽬的としています。これらの活動の中から今後のさ
らなる復興⽀援の⽅向性を⾒いだしたいと考えています。

住⺠のためのコミュニティ⽀援および地元⻘年⼈材の活動の担い⼿育成
⼦どもを中⼼とした居場所と情報ネットワークづくり
⻩⾦浜ちびっこ広場（プレーパーク）の敷地内に16坪のプレハブを設置し、未就学児あそび場と⼩学⽣から⾼校⽣を対象とした放課後および週末の
拠点運営事業
こどものための放課後の居場所づくりとアートワークショップによる⼼⾝の健全育成事業
福島から東京に避難している⺟⼦のための英会話教室
⼦どもの学習⽀援・コミュニティサロンの設置
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助成団体名 活動内容例
ジュクン・ミュージック

しらおか蕎⻨倶楽部
スウィングエコーズ・ジャズオーケストラ
だがしや楽校だがしや倶楽部
チーム３ミニッツ
チームあったかす
チームさやま
チームともだち南相⾺
チームはちまき
チームふくしま
チームやっぺ南相⾺
チームレスキュー
チーム暁

チーム室浜

ちきゅうの⼦２２
つながる笑顔の輪

つなぐ⼼ネットワーク

とちお同住会
ともに描くプロジェクト実⾏委員会
どろんこキャラバン☆たんば実⾏委員会
なんとしてでも︕桃浦を担ぐ会
にこにこクラブ

にこにこサポート

ニバルレキレ
ぬりえ⽇本
のびのびＫｉｄｓ
ハーティ

パクト

ハッピーエイジング

ハンズオン埼⽟

ピースジャム

ひこーきおやじの会

ひとりじゃないよプロジェクト・福井

ひまわりキッズ

ひまわり復興⽀援プロジェクト

ヒューマンライツ・ナウ

ひろしま避難者の会「アスチカ」

ひろボラネット

フードバンク⼭形
ふくしま３０年プロジェクト
フクシマの⼦どもサマーキャンプサポート隊

フクシマの⼦どもの未来を守る家

ふくしま会議
ふっこうの虹プロジェクト
ふよう⼟２１００

ふらいパンダ

ぷらっとホーム

ふれあいの会

プレイグラウンド・サポーターズ

プレーパークせたがや

プロジェクト︓⼀歩

ベテランママの会

ぼちぼちいこカー
ほっとボランティアの会
ポラリスジャパン
ボランティアキャラバン
ボランティアステーションin気仙沼
ボランティアセラピスト・ネットワーク

ボランティアバス関東

ボランティア⾵⾞
まぁむたかた

マイタウンマーケット実⾏委員会

まごころサービス福島センター
まちづくりNPO新町なみえ
まちづくりを考える会ハスダ

みちのく会そらち⽀部

みやぎ登⽶市災害ボランティアハブセンター

みんなに笑顔をとどけ隊

みんな共和国
みんな未来センター
メディアージ
やっぺし祭り実⾏委員会

やまと災害ボランティアネットワーク

ユースみやっこベース

よりはぐプロジェクト

りょうぜん⾥⼭がっこう
るんびにいボランティア

レインボープラン市⺠農場

被災地環境整備と交流イベント企画および、⼦どもの学習⽀援

東松島市鳴瀬町東名地区の被災者間のコミュニケーションの復旧と⼦供たちのための楽しみ創出活動

被災地商業活動復興と⼦どもへの教育⽀援活動
⾼齢者及び児童との世代間交流イベント実施

看護師による健康・介護予防を⽬的とした活動、被災者の交流・復興⽀援活動を兼ねたイベント

中越⼤震災被災者による仮設住宅住⺠のための相互交流活動

コミニュティのためのサロン活動
原発被災地の⼦どもたちのためのサマーキャンプ開催
傾聴活動、必要な物資（ミシンや布ぞうりをつくる材料のゆかたなど）のお届け
福島県内の障がい者雇⽤、観光対策、防災教育のための福島ひまわり⾥親プロジェクト
コミュニティサロン「眞こころ」の運営事業
⽀援物資やボランティアの運搬、被災者宅の⽡礫撤去、現地の⼩学⽣対象の陸上競技教室等

⽇本で活躍しているバリ芸能集団「ウロツテノヤ⼦」に加え、バリ島で⼈気の芸能団「WBスダマニ」が来⽇。宮城県の被災地数カ所を巡り、バリ島の⾳
楽や踊り、絵巻物を披露。
蕎⻨打ち、蕎⻨試⾷会を通じて、コミュニティの再⽣やまちの活性化⽀援
被災地の仮設住宅⼊居者等地域住⺠を対象とした⾳楽演奏会の開催
⼦どもたちの居場所としての駄菓⼦屋活動
こどもの⼼のケア
原発被災者（⼦ども）を対象としたウィンターキャンプ実施

気仙沼市の拠点を活⽤した⺟親の就労⽀援と⼦どもを通した地域コミュニティの再⽣・創出事業

被災地の⼦供と昔の⼦供のための世代間交流事業「⼤空に⾶ばすぞ︕⼿作り紙ヒコーキ教室」
「みんなの願いを空に揚げる連凧プロジェクト」

広域避難者に対する無料電話相談

仮設住宅等から新しい住環境へ移転した被災者が、農業体験等の活動を通して地域間、親⼦間の交流を深め、コミュニティを構築する活動

メッセージカードとひまわりの種を配布・植栽

東⽇本⼤震災に関連する被災者・周辺住⺠の権利保護のための調査・法律相談・政策提⾔活動

⼦どもに対するぬりえのワークショップ
⼦どものメンタルヘルス向上のためのアートプロジェクト
釜⽯市⺠芸術⽂化祭においてアロマハンドケアをしながらの傾聴活動と交流の場提供
震災後失われた「⼦どもらしさ」、「⽇常性」を取り戻し、環境の変化によるストレスなどを軽減し、⼼⾝ともに健やかに成⻑することのできる⼦どもたちのた
めの居場所づくり活動

アロマウォーターづくりを通し、避難者・被災者の孤⽴防⽌のための、多様な繋がり、⼈づくり、地域づくりを⽬指す活動

主に埼⽟県内に避難してきている⽅に向けた情報誌の制作・発⾏・配布

⼦どもたちのつながりづくり活動
福島とその他放射線量の⾼い地域の⼦どもたちのための保養キャンプと親⼦ステイ事業
夏祭りの開催
コーヒー等の無償提供及びニットソーイング教室・ビーズアクセサリー教室の開催

震災直後から働かねばならない⼥性の⼦育てをサポートすることを⽬的として活動しております。現在では、⼩学⽣の居場所が不⾜している問題を解決
するため学童託児を⾏っています。福島、沿岸から仙台に引っ越してきた⼦ども達を対象に助成事業をおこなっております。

⾸都圏に避難されている被災世帯の⽅々向け地域復興諸活動

南三陸町⽴志津川⼩学校児童および仮設住宅⼊居者のためのコミュニティ形成⽀援活動

被災地の⼦どもたちの⼼と体のケアのための遊びを通じた⽀援活動と、遊び場のある仮設住宅・地域のコミュニティ構築の⽀援

遊び・交流⽀援

医療・⼦育て相談会を実施、サロン活動（縫い物教室・フラワーアレンジメント教室など）を開催

仮設住宅の集会場にて「交流ひろば」を開催、新しいコミュニティの形成⽀援
コミュニティー作りの⼿伝い、⾃発的な活動のサポート

市⺠参加型情報プラットフォームと対話の場づくり⽀援活動
ふっこうの虹プロジェクト
被災した障がい児とその家族のための交流サロンの運営と共助社会づくり活動
災害被災地で、より多くの⼦どもに笑顔を与えるための活動です。 宮城県を中⼼に、巨⼤フライパンを使った楽しいカステラづくりのワークショップを実施し
ました。また、被災地で⺠家などの泥かき出し⽀援も展開しています。

交流会開催活動
仮設⼊居者による「ふれあいの会」が⾏う、コミュニケーションづくりと⾃⽴再建のための復興情報提供・学習会開催、集いの場の提供等被災者⽣活⽀
援活動

広島へ避難している被災者への各種交流会の開催や会報の発⾏などによる⽀援活動

交流会の開催・運営、ネットワーク作り⽀援、「ひろしま避難者の会」設⽴⽀援、相談対応、⼦供達の託児や学習⽀援、⽀援物資・⽣活⽤品の提供

⼭形県内避難者への有機無農薬栽培⽀援事業
福島で健康で⽣きがいのある暮らしを回復するために、放射能について考え、伝える活動
⼦どもを対象としたサマーキャンプ実施

鶴岡市内に空き家を確保し、学校休業期間や連休期間、また福島の⺟⼦が希望するとき、⼦どもの放射能被害を⼼配する福島県内の⺟⼦の「疎
開」と保養を⽬的として受け⼊れ、⽣活のサポートをする活動です。⼦どもの外遊びの企画 、⾒知らぬ⼟地でも安⼼して⽣活してもらうための⽀援活動
はもとより、お⺟さんたちの放射能にたいする不安を受け⽌め、ストレス緩和のための助⾔や相談、安⼼・安全な⾷べ物の提供も⾏っています。

⼦どもに対する遊び・学習⽀援活動、ボランティアセンターでの運営⽀援活動

名古屋短期⼤学保育科の学⽣で昨年６⽉に結成した⽯巻市の仮設住宅を訪問し、保育ボランティアをしている団体です。

南相⾺の家族が安⼼して⼦どもを育てるための⼦育て⽀援事業
市⺠活動団体やNPO、市⺠活動を⾏いたい市⺠が集うコミュニティスペースの運営
⾼校⽣・⼤学⽣が東北の魅⼒を発⾒し、情報発信していく事業
アートによる遊び場提供及び商店街の活性化のためのイベント活動

地元弁護⼠との協働により、⽀援⾦などの制度説明会や勉強会を実施等

仮設住宅の中に「⼿づくりの町」をつくりあげる独⾃のイベントを地域の⽂化⾏事として継承していくための活動

学童のない地域に学童クラブを新設+親⼦の居場所づくり
浪江町からの避難者の⾃主的な⽣活再建をサポートするための交流サロンの運営
南三陸町の仮設住宅でのイベント開催、交流活動

被災避難者の⼦どもたちと北海道の⼦どもたちによる被災避難者をはじめ⽇本中のみんなをダンスで元気にする活動

震災後の⼥性・⼦どもに対する⽣活⽀援
クレイアニメ上映会と粘⼟・パラパラ漫画ワークショップ
気仙沼市の仮設住宅移⾏期に関わるコミュニティ⾒守り⽀援事業
被災者の⽅々への⼼と体のケアのためのボランティアマッサージ活動

ボランティアバスの運⾏、漁業や産業の復興⽀援活動、精神的なケアを⽬的としたサロン活動

側溝・⽥畑の泥だし、倒壊家屋の⽡礫撤去、浸⽔地の農作物の種付け

「夏祭り」、「サロン活動」等を通し、網地島（あじしま）と⽥代島の島⺠のやりがいを創出し、未来ある⼦供たちの健全育成をめざす活動

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

⼦育てに不安を抱える避難者と移住者を含む地域住⺠の双⽅に共通した課題を解決するための⽀援活動

福島の⼦供達が⾃然な暮らし体験を通して放射能に負けない元気を創る事業
「⼣涼み会」を企画実施

福島県からの避難者が作物を栽培し福島県⺠に届ける活動と避難者と受け⼊れ先住⺠との交流会の実施



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
旭ヶ丘⼦ども会福島⽀援チーム

移動保育プロジェクト

⼀関市社会福祉協議会
⼀箱本送り隊
⼀般社団法⼈札幌YWCA

浦安スポーツ＆カルチャークラブ

横浜ふね劇場をつくる会
歌津てんぐのヤマ学校

花サークルなでしこ会

学びの⼩屋
学習能⼒開発財団
学⽣ボランティア団体OPERATIONつながり
学⽣よさこいチームおどりんちゅ
鎌倉市社会福祉協議会

環境と⼦どもを考える会

玩具福祉学会
岩⼿県⽴⼤学学⽣ボランティアセンター
気仙沼たすけあいの会
気仙沼市⽴⾚岩児童館⼦育てネットあかいわ

気仙沼復興商店街「みなみまちcadocco」

宮古市社会福祉協議会
宮古地域傾聴ボランティア・⽀え愛
京都技術⼠会理科⽀援チーム
京都教区寺族⻘年有志現地⽀援ネットワーク
京都府城陽久御⼭⺠主商⼯会
共に育ち合い（愛）サロンむげん

教育⽀援チーム「まつ」

⽟村町・和い輪いネットワーク（⼦育て⽀援ボランティア活動）
桐蔭横浜⼤学ボランティア⽀援チーム
駒澤⼤学
仏教経済研究所
空とぶモニョンゴロ村

劇団ゆう

健⼝インハンド

健康科学⼤学トレーナークラブ
元気秋⽥応援隊
故郷まちづくりナイン・タウン

向陽台⻘空スポーツ少年団

⾼崎健康福祉⼤学
災害応援にゃんこ隊
菜の花プロジェクトネットワーク
財団法⼈仙台キリスト教⻘年会
埼⽟⻘年司法書⼠協議会
桜華書道会
桜丘学園

三条避難学⽣学習⽀援ボランティア

三波川ふるさと児童館「あそびの学校」

三芳町社会福祉協議会

三本⽊まちづくり協議会環境⽣活部会

⼭形ユナイテッドアスリートクラブ

⼭形⼤学福島真司研究室有志災害ボランティアチーム「チーム⼭⼤」
⼭形避難者⺟の会
⼭⽥町サーモンプロジェクト
⼭梨県⽴科学館プラネタリウムプロジェクト「星の語り部」

四⽇市看護医療⼤学災害⽀援の会

四⽇市東⽇本⼤震災⽀援の会

⼦どもの⼼と⾝体の成⻑⽀援ネットワーク

⼦どもの発達⽀援を考えるSTの会

⼦どもの未来を守る会やまがた

⼦どもみらい南相⾺・⾼円寺実⾏委員会

⼦ども全国ネット運営事務局

⼦育て応援Seed
⼦育て⽀援センターちびっこはうす
⼦育て⽀援ベビースマイル⽯巻

市⺠公益活動パートナーズ

思い出サルベージ
⽀援サークル「絆」
紫波さぷり
⾃然環境と⼈間⽣活を考える会
射⽔市新湊ボランティア連絡協議会

社会福祉法⼈本宮市社会福祉協議会

社団法⼈だて⻘年会議所
⼿にぎり隊
⼿をつなぐ３．１１信州
出雲市総合ボランティアセンター運営委員会
⼥川町⼦育て応援サークルマザーズリング

演劇作品の公演と⾼校⽣の交流ワークショップの開催
昔ながらの野遊び復活のためのヤマ学校活動

仮設住宅の⽅々に対し花やお茶のサロン活動を通して孤⽴を防ぎ家族や地域のコミュニティーづくりに繋げる活動

⼦どもの避難・疎開・保養⽀援活動
ボランティア講師による、震災遺児の学習⽀援を軸とした⼼のケア
仙台市のニッペリア仮設住宅での交流会と世帯訪問などの⼼の事業

⼋王⼦における福島の⼦どもたちのためのスポーツ交流事業

福島県内には、諸事情により放射線で汚染された地域に住み続ける⼦どもたちが数多くいます。 また将来への不安などが理由で避難できず、そのことで
被ばくに対する罪悪感を抱いている親もたくさんいます。 幸い、福島県内にも放射線量が⾮常に低い地域があるので、県内の保育所や幼稚園・学童
保育施設と提携し、⽇帰りで放射線量の低い地域へ⼦どもたちを移送して保育することで、被ばくと親のストレスを軽減する取り組みです。

ボランティアバスの運⾏
⼩中学校等への本の送付活動
被災地の⼦どもたちを北海道に招待しての交流活動

被災地の⼦どもたちの交流のためのスポーツイベント活動「第⼀回被災地交流サッカーフェスティバル」の開催

⽀援物資のお届け、傾聴活動、お茶会や映画の上映会開催、仮設住宅の棚付け
被災者家族の⼼のケアおよび広域避難者⽀援ネットワークづくりの活動

被災した陸前⾼⽥市内の⼩中学校と在籍する⼦どもたちの⻑期⾒守り⽀援と必要に応じた学校⽀援

乳幼児のための救援物資⽀援
野⽥まつりにて「からだcafe」の出店
幼児向けエコサントイレ
（糞尿分別型ドライトイレ）設置

地域の⼦ども達やそれを取り巻く⼤⼈達が笑顔になるための⼦育て⽀援活動

先の⼤震災により、伝統芸能活動や⽂化活動拠点を失った気仙沼市に在住する⼦供達向けの拠点「みなみまちcadocco」の設⽴並びにその運営

復興⽀援センターボランティア市⺠活動拠点設置事業
宮古市⽥⽼地区住⺠(特に男性)へのこころの⽀えと⾃⽴に向けた⽣活⽀援活動
東⽇本⼤震災復興⽀援のための⼦供理科実験教室2014の開催
福島県の仮設住宅の⼦どもたちを対象としたキャンプ事業と仮設住宅でのcaf?活動

よさこい踊りを通したコミュニティ形成の補助のための活動
ワカメの養殖ができる環境づくり、再⽣⽀援の活動を⾏う

⼦どもに笑顔と元気を、そしてまちに笑顔を〜被災地の⼦どもたちへのイベント・居場所提供〜

仙台・いわきの⾼齢者・⼦供を対象とした玩具を⽤いたこころのケアのための活動
住⽥町・陸前⾼⽥市・釜⽯市における⼦どもの遊び・学習⽀援と巡回バス活動
宮城県気仙沼市内被災地域と岩⼿県陸前⾼⽥市の仮設等居住者のための⽣活⽀援活動

住宅跡の⽡礫撤去や草抜きなどの整備、⼩学⽣たちのレクリエ-ションボランティア活動
はまなす公園周辺の清掃活動等
新潟県三条市は福島県南相⾺市からの避難者を受け⼊れ、うち児童・学⽣は88名でした。
私たちは⽂具の配布(2回)と避難所(4か所)での学習会を通じて⼦供たちの⼼のケアを⾏ってきました。
また⾼校受験の為の夏季講習も中学3年⽣を対象に⾏ってきました。

思い切って⼟と遊べない福島の⼦どもに「泥だんご」を出前する「あそびのキャラバン」事業

福島第⼀原発事故により仮設住宅での避難⽣活を余儀なくされている⽅々の孤⽴防⽌を⽬的とした交流サロン活動

住⺠の⼿で種から花苗を育てて、被災地域へ配布や植栽を⾏ない、植栽活動を通じてコミュニケーションを図るとともに、環境美化や住⺠の⼼を癒す活
動

⼦どもたちに⼀⽇も早くスポーツを楽しんでもらうためにスポーツ⽤品など約5,300点を15ヵ所の避難所へ届けました。 親⼦で参加するスポーツイベント
などを開催し、コミュニケーションづくりの⼀助を担いたいと考えています。

和太⿎による保育園・児童館応援・交流事業
炊き出し・救援物資運搬を中⼼とした⼦どもの⼼のケア活動
被災地の⾷とエネルギーの⾃⽴を通じた地域の復興事業
遊び・交流⽀援
司法書⼠による仮設住宅巡回型の法律⽣活相談活動

⼦どものための砂場設置事業と仮設住宅⽣活者⾃⽴⽀援事業

被災地沿岸の児童・⽣徒との交流参加型ミュージカル公演体験により、⽂化芸術活動の構築と交流促進を⽬指す活動

仮設住宅、復興住宅の⼝腔ケアが⼗分でない住⺠のQOLの低下防⽌のための継続的⼝腔保健活動

被災された⽅々の⾝体ケアのための活動
避難者⽀援交流サロンの運営、交流イベントの開催や⼼のケアなどの⽀援活動
多様な地域のチカラを⽣かした地域課題解決による震災復興のための⼈材育成活動

秋⽥市に避難してきた⼦育て中の⺟親のサークル活動を企画運営
避難親⼦の為のコミュニティサロン設置及び⼼⾝のケア活動
未就園児親⼦のサロン事業

学⽣ボランティアが地域住⺠と関わりながら地域資源を取り⼊れた新たなプログラムを開発し、地域の復興に貢献する活動

被災写真を洗浄・デジタル化し、持ち主にご返還するための活動
仮設住宅で⽣活している⽅たちのコミュニティ作りの⼿助けやサロン交流活動

三重の学⽣が宮城・福島で仮設住宅や地元団体と連携し交流イベントを開催する活動

〜のんびり遊ぼう〜ニコニコキャンプ︕︕に対しての助成をいただきました。このニコニコキャンプは、福島県相双地域にお住まいのお⼦さんそしてご家族の
リフレッシュキャンプをメインに活動を⾏っております。当キャンプの特徴は、医師・看護師・⼼理⼠の他に、⻘少年育成活動を⾏っているYMCA・ボーイス
カウト・ガールスカウトと⼀緒になって、⼀つのキャンプを運営していることです。

被災地の障害児童を⽀援するための⾔語聴覚⼠の派遣活動

イベント時の託児ボランティア、放射能に対する免疫を下げないための⾷事講座や体質を改善するための布ナプキン講座

⼦どもの避難・疎開・保養⽀援活動

⽀援から漏れている被災現地および避難当事者団体・個⼈への情報発信・ネットワークの強化・法整備推進を有機的に⽀援する活動

東⽇本⼤震災避難者ならびに⽣活困窮世帯の⼦どもたちの健全育成を図るための学習⽀援事業

⼦どもに対する学習⽀援活動
避難⺟⼦のための福島コミュニティ再構築と、在宅ワーク就労⽀援事業
⼦ども学習⽀援活動、⾃⽴⽀援活動、サロン活動
被災した⽅の⼼のケアのための移動プラネタリウムとワークショップの開催

三重と宮城の看護学⽣が協働し、宮城県東松島市内の仮設住宅で「癒し」交流イベントを開催する活動

⻑野避難者家族のための⽀援事業
⼦どもたちへ紙芝居ライブの提供活動
⼥川町のママのための⼥川でのサロン、イベントの開催 と⽯巻圏連携活動

岩⼿県沿岸部で仮設住宅に住む住⺠を対象とした教室開催の⽀援活動
2012年カレンダーの提供・メンタルケアを⽬的とした⼦どもむけ映画上映会開催
参加型「にこにこコンサート」の実施

福島県本宮市内及び⼤⽟村の避難者と地元住⺠が助け合い、⽀え合い、分かち合える関係づくりのためのふれあい交流事業

避難所避難児童の卒業式⽀援
宮城県⽯巻市、仙台市、多賀城にて弁護⼠や税理⼠による無料相談会を開催
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助成団体名 活動内容例

勝⼿に義援隊

笑顔プロジェクト

上野原・ハート

情報環境コミュニケーションズ

⼼のさろん

神⼾ぽけっとnet.

神⼾⼤学東北ボランティアバスプロジェクト

⼈の輪ネット
星槎国際⾼等学校
⽣涯学習応援隊so-so.39
⽣活習慣改善センター

盛岡YMCA

聖学院⼤学ボランティア活動⽀援センター
⻘空笑顔Ｐｒｏｊｅｃｔ
⻘空保育たけの⼦

⻘森じゃわめぎ隊

静岡市⺠クラウンの会

⾚ちゃんクラブ
千葉県教職員組合東葛⽀部

千葉県洋上研修友の会

前沢ソフトテニススポーツ少年団育成会
全⽇本キッズヨガ連盟いわき本部

奏海の杜

早稲⽥奉仕園
⼤学コンソーシアムひょうご神⼾
⼤根コンプロジェクト

⼤阪ＹＷＣＡ

⼤槌町を⽀援する河内⻑野市⺠の会
滝沢村社会福祉協議会
地・LOHAS推進会議
地球の楽好

地球の楽好ふくしま

地星社

調布から︕復興⽀援プロジェクト

⻑野市災害ボランティア委員会

⻑野市⼦ども夢学校受⼊れ協議会

底上げ

都留⽂科⼤学災害ボランティアチームＶＳ（バーサス）

東・和災害⽀援グループ
東京YWCA
東京しらうめ５１
東京レスキュー3.11
東京⼥⼦⼤学同窓会奉仕グループあじさい
東松島復興協議会

東⻑崎機関

東⽇本⼤震災こころ応援団「遊結」

東⽇本⼤震災健康⽀援プロジェクト“こころとからだの健やかのために”

東⽇本⼤震災⽀援かつしかネットワーク

東北⾳楽療法推進プロジェクト
東北地⽅太平洋沖地震被災者⽀援「あさひかわサポートネットワーク」
動こう津軽︕

特定⾮営利活動サンガ岩⼿

特定⾮営利活動法⼈DoTankみやぎ地域政策研究⾏動会議

特定⾮営利活動法⼈SET

特定⾮営利活動法⼈いなほ

特定⾮営利活動法⼈ウィメンズアイ

南相⾺こどものつばさ

南相⾺ボラバス応援隊

南遊佐コミュニティ振興会（マイ夢そばくらぶ）
⼆⼗⼀世紀倶楽部
虹の友

⽇本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

⽇本園芸療法研修会

⽇本社会事業⼤学
⽇本福祉⼤学災害ボランティアセンター
⽇曜奉仕団

柏市スポーツ少年団

函館ＹＷＣＡ

秘密基地キャラバン隊

富⼭県⽣活協同組合連合会

浮船の⾥
武蔵野⼤学社会福祉学会
⾵和

復興⽀援チャリティーイベント実⾏委員会

避難者による交流の場づくり⽀援事業

主に⼥性を対象とした電話相談。復興マルシェの開催。男⼥共同参画の推進啓発のための研修

神⼾市近郊に避難している⼦育て中の被災者の⾃⽴へ向けての⽀援、⽣活の向上や⽣きがいを創出をするための事業

神⼾⼤⽣のボランティアバスによる、協働する関係（コミュニティ）の再構築を⽬的とした活動

⾸都圏の県外避難者と福島県の⼦どもたちの⽣きる⼒を⾼めるための交流活動
相⾺市の⼩中学⽣のためのスキー体験を中⼼とした北海道での野外活動

活動名は「はじめの⼀歩プロジェクト〜みんなで歩みを進めTAI」。東⽇本震災の発⽣に伴い、被害を受けた⽅々への｢⼼のケア｣をはかるために設⽴し
ました。活動拠点を主に宮城県亘理郡亘理町とし、被災者と相互の話し合いのもと、特に⼦供達へのメンタルケアを⽬的として、リトミック教育の⾳楽を
基に創造的活動を⾏っています。
避難⽣活をおくる⼦ども、⺟親、⾼齢者がより前向きに、笑顔で⽣活するための専⾨家（カメラマン・ヘアメイク）による⼼のケア、コミュニティ形成の⽀援
活動
定期的に訪問・交流している仮設住宅でのコミュニティ活動の⼀環として、仮設住宅の⾃治会と協同して春の花⾒会を企画・開催、在宅住⺠⽀援組
織への継続的な⽀援

⼦育て健康⽀援活動

被災した障がい児や障がい者に⽇中の活動の場を提供することにより本⼈の⾃⽴促進と保護者の⽣活再建を⽀援する活動

コミュニティーづくり、まちの活性化のための活動
名取市の仮設住宅に住む⼦どもたちの⼼のケアと住⺠交流⽀援
避難所、仮設住宅における健康相談、慰問活動および幼児保育への物資・運営⽀援活動

被災地の⼦どもたちを⼤阪に招くリフレッシュプログラム「⼤阪わいわいステイプログラム」

⻘森ねぶた運⾏などによる、東松島市⽮本仮設住宅とその地域の住⺠のコミニュケーションと活⼒づくり、⼼を癒す活動

道化師によるイベントや、クラウン育成ワークショップを通して、被災地で笑顔を共有する場をつくり、コミュニティ形成を⽀援する事業

忘れられがちな乳児を持つ⺟親の重点⽀援、飲み慣れたミルクとお湯の常時提供など
⽡礫除去や語り部プログラムなど南三陸町の復興⽀援のためのボランティア事業

被災地の仮設住宅などで、⼦どもたちに「発泡スチロール⼯作教室」を⾏ってきました。岩沼、⽯巻、南相⾺、南三陸、仙台。震災によって環境が⼤きく
変わった⼦どもたちの遊びの場になってほしいとの願いもあり、特に外で遊ぶ機会を奪われた地区では⼀時の楽しみをともにすごすことができました。

ソフトテニス指導者と連携、スポーツ少年団活動の援助

⼦ども向けのクラフト活動、⾼齢者向けの健康体操やアロマハンドトリートメントの実施
仮設・みなし仮設住宅⼊居者の⽣活⽀援及び復興住宅⼊居準備⽀援活動

野外活動・レクリエーション・ワークショップなどを通じた、宮古を愛する⼦どもたちの育成事業

保健師と仮設住宅の訪問、クリスマス会の開催
飯舘村の⼩学⽣のためのバス旅⾏企画
農業体験を通じ⼦ども期に⼤切な五感を磨き⾷育によって⽣きる⼒を育む活動

福島の放射線量の⾼い地域に住む親⼦のための⼦ども会活動⽀援と転地保養事業
⼼と体のケアの保健活動とコミュニティ作りのためのアルファビクス体操講座
⼦どもへの遊び・コミュニケーション⽀援、⼆宮⾦次郎再建⼯事
遊び・学習⽀援
⽣活⽀援・コミュニティー形成のための⽀援活動

⾳楽リクリェーション活動、他の⽀援団体への⾞両提供、イベント主催団体等への⼈材や器材⽀援

福島県須賀川市のサッカーチームの⼩学⽣たち招待し、保養、サッカー試合観戦・交流プログラムを提供

⼩学⽣が震災及び被災⽣活で受けた⼼理的圧迫を、リフレッシュしていただく為の事業

震災で甚⼤な被害を受けた東北の中学⽣を「農家⺠泊」として招待し、「⼼」のケアをする活動

仮設住宅に住む⼩中⾼⽣のための学習コミュニティ⽀援活動
都留⽂科⼤学の学⽣によって運営されるボランティア団体です。被災地の地域コミュニティを盛り上げ、⼼のゆとりを⽣みだす活動及び⼦供⽀援を⾏なっ
ております。
ボランティアバスによる気仙沼復興のための⽀援活動

「きずな（絆）コンサート2012inかわちながの」の開催
ボランティアバス、⽡礫除去・海岸清掃、写真洗浄
親⼦の⽯材加⼯体験を通した交流活動
町⺠の地域コミュニティ⼒アップのための町⺠サポートサロンの運営

⽀援から漏れてしまっている⼦育て世代の⺟⼦が⼼⾝ともに健康的に過ごせる⽣活環境づくりを⽀援する活動

⽯巻の⼦どもを取り巻く環境と課題の情報を⽀援団体・機関で共有する事業

広島から南相⾺市の仮設住宅を訪問し、健康相談や傾聴活動、レクレーションなどを通じて被災者を元気づける交流サロン活動

そば打ちを体験し、そばを味わいながら参加者同⼠の交流を深め、情報交換の場とする活動
被災地の⼦どもたちを対象とした夢の課外授業（各界の著名⼈等）
被災地の⽅々の⼿による特⼤ケーキづくりイベントとケーキの⼾別配布

被災者の中でも⾼齢者、障がい者などの弱者を対象とし、⾏政がカバーしきれない⼼のケアと⽣活⽀援

植物のある環境や植物を育てる園芸作業による、⼼⾝機能の維持回復や、植物のある環境で笑顔と安⼼感と希望を実らせる活動

ものづくりや住⺠交流事業、⽣きがいづくり、仲間づくり通じて被災者の⾃⽴を⽀援する活動

電話での無料よろず相談や個別訪問による精神的なサポート活動を通じた被災者の⾃⽴⽀援活動

陸前⾼⽥市と地元中⾼⽣の未来を⾃ら開拓する若者のコミュニティ創造事業

岩⼿県沿岸部から滝沢市への内陸避難者を対象とした交流活動の実施と被災者⾃らが主導する⾃助活動への移⾏⽀援活動

宮城県北被災地域におけるシングルマザー親⼦のための当事者による課題解決型グループ育成

南相⾺市の中学⽣のための保養および未来を考える旅提供事業

パフォーマンス書道⼤会・⾷事会開催、⽊⽚を使った⾃由創作、ピザ釜を使ったピザ作り
エコノミー症候群・⽣活不活発病・精神疾患などの予防を⽬的とした⾝体活動プログラムの提供、⼼⾝の健康増進のための活動、コミュニケーションの場
の創出

被災地及び被災県外に避難している⽅たちのコミュニティ再⽣・維持、孤⽴防⽌や、⼦どもたちの健全育成のための活動

東⽇本⼤震災被災者⽀援事業「⾳楽療法⼠による歌と体操のサロン」
⼦どもの避難・疎開・保養⽀援活動
津軽から⽀援することにより交流を深め、被災地野⽥村の⽣活を豊かにする活動

福島県の親⼦を富⼭に迎え、豊かな⾃然の中で楽しく過ごすことで不安やストレスを和らげ、交流を通じた息の⻑い⽀援を⽬指す活動

住⺠のコミュニティ形成事業
学⽣による⻑野県栄村での災害復興⽣活⽀援のための地域活性化ボランティア活動
被災親⼦のための保養および⽣活⽀援事業

⻑期にわたる仮設居住者の⼼のケアと⽣活向上のための⾳楽やイベントによる地域の交流活動

ボランティアバスによる被災地の⼦ども達を対象とした継続的な遊びの集い事業
福島県の⼦どもたちのためのサマーキャンプを実施事業
ガレキ撤去や避難者に対するコミュニティ作り⽀援、イベント企画、相談窓⼝等

気仙沼市の２チームの選⼿・指導者・⽗兄を柏市に招待し、柏市の選抜チームとの⼤会を開催

福島県の親⼦を函館に招き、広い場所での外遊びや磯遊びなどを地元のボランティアと交流を深めながら実施する活動

放射能汚染のため屋外で遊べない⼦供たちに⼤型⽊製ブロックの提供



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
復興⽀援学⽣団体KIZUNAfromKyoto
復興⽀援団体プラスネオ
復興⽀援団体常磐スポーツクラブ

福井県災害ボランティア⽀援センター

福井県鯖江市東陽中学校吹奏楽部保護者会
福島こども元気プロジェクト
福島こども保養基⾦
福島っ⼦保養⽀援・交流プロジェクト埼⽟

福島の⼦どもたちとつながる宇部の会

福島の⼦ども疎開保養プロジェクト
福島県⼦ども劇場おやこ劇場連絡会

福島乳幼児妊産婦ニーズ対応プロジェクト

暮らしと耐震協議会

⺟ちゃんず

法政⼤学社会学部平塚ゼミナール

冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

北上市社会福祉協議会

北摂こども⽂化協会

北翔⼤学同窓会淑萃会

万華鏡コミュニケート

未来図書館
夢のはな奏であい
無償アロマケア活動COCORO

名古屋ＹＷＣＡ

陽だまりハウス
緑⽔の森⽀援活動

浪江まち物語つたえ隊

六郷地区の⼦どもを守るニッペリア仮設住⺠の会

和

和楽プロジェクト
和泉市社会福祉協議会
絆japan

絆project

鍼灸ネットワーク『知⾏の会』

鍼灸地域⽀援ネット

3丁⽬町内会（なぎさ会）

ＨＡＰＰＹな選択を

JR⼤船渡線に快速南三陸号を⾛らせる会
NPOいっぽずつ…乳がんになったあなたとともに

ＮＰＯいっぽずつ…乳がんになったあなたとともに

ＮＰＯ法⼈アートワークショップすんぷちょ
ＮＰＯ法⼈シニア⼈財倶楽部

ＮＰＯ法⼈みらいと

NPO法⼈岩⼿県⻘少年⾃⽴⽀援センターポランの広場

ＮＰＯ法⼈北上経営総合研究所
On　Sunday(s)
team ＫＯＺ

Ｔeam3.１１

YAMADAゆめ発信プロジェクト

あかりの会

あだたら⼦ども劇場

いいたてふれあい会
いわき市久之浜町南町々内会
いわき市⼩川町⽚⽯⽥区
いわき市⼩名浜相⼦島仮設住宅⾃治会

おはなしタンポポ

おやこアロマケアなでなで
かしわ⽟嵐会
かまめっちょの会
きらきらキッズ

くいしんぼうクラブ

クリニカルアートをすすめる会・いわて

グループふれあいの会
コミュニティ広場すまいる

被災地住⺠によるコミュニティ構築と、観光産業を復活させるための⽀援事業
スポーツ活動や⽂化活動の場の提供、地域コミュニティの復興を⽬的とした活動
福井県内に避難している被災者への訪問・相談・交流等の⽀援活動や、福島の⼦供たちの保養キャンプ事業、陸前⾼⽥市内の仮設住宅への訪問を
通した被災者⾃⽴⽀援活動
草刈りや敷地整備、スポーツや吹奏楽演奏等によるふれあい交流活動
⼦供・親達のための保養事業
福島県在住のこどもたちのための外遊びや⾃然体験を中⼼にした合宿保養を実施

⼦供たちへの学習⽀援

〜つながる笑顔プロジェクト〜
関⻄圏の保育所・幼稚園・⼩・中・⾼校⽣からの応援のお便りを万華鏡の筒紙にして東⽇本被災地の保育所・幼稚園・⼩・中・⾼校⽣・仮設住宅の
⽅々に届けつながるプロジェクトです。
〜笑顔の種を蒔きませうプロジェクト〜
京都で避難⽣活をしている⽅とのプロジェクト
万華鏡製作販売し収益を避難者⽀援に役⽴てていただいています。
10年後、20年後の地域を担う⼩中⾼⽣と若者の復興教育育成⽀援事業
⾳楽コンサートの開始
⼼をつなぐ無償アロマケア活動

放射線量の⾼い地域に住む親⼦たちが愛知の豊かな⾃然の中で交流し、⼼⾝のストレスを和らげる保養事業

定期的な声かけ、集会等による交流、⾯談による相談、⾒守り活動

福島の親⼦のための⼼⾝への負担の軽減を⽬的とした保養キャンプ事業
「被災地の教育現場から学ぶ」をテーマに、福島県飯舘村を中⼼に教育関係の⽅々への訪問をおこない、その後⾃分たちが知ったことを⾸都圏の⼈た
ちの多くに知ってほしいと、冊⼦作成や講演会の開催をおこないました。「知ることも⽀援」と考えています。

⼦どもの⼼のケアとコミュニティ形成のための遊び場づくり,および⼦どもたちを⾒守る⼤⼈たちのコミュニティ再⽣事業

岩⼿県沿岸被災地復興⽀援のためのボランティアバス運⾏事業

6⽉11⽇、⽯巻湊⼩学校での被災者主催の追悼イベントに集積要請があり、池⽥市に登録済みの⽀援物資提供リストより現地のニーズをピックアッ
プ。 さらにダイハツ労組に搬送⽤ライトバンの貸し出しを依頼し、搬送スタッフの決定後、市が発⾏する有料道路通⾏無料の承認証を受けて⽀援物資
の提供を⾏いました。（仙台南―東松島―⽯巻湊⼩学校―仙台市太⽩区・泉区・若林区を訪問）今後の⽀援活動の⽅向も話し合いました。

本会は昨年から「夏休みリフレッシュプログラム」と題し、福島の⼦ども達を対象に北海道のおいしい空気と太陽を満喫してもらっています。
１０⽇間の⽇程は全て本学学⽣が、２４時間体制でお世話させていただいています。
参加者が中学を卒業するまであと２年は継続しようと思っています。

埼⽟県の市⺠による福島の⼦どもたちの保養を⽀援し、交流を図る活動

福島県からの避難住⺠の⾃閉症など障がいのある⼦どもをもつ家族のための⻑期⽣活⽀援活動

福島県内のお⼦さんを持つご家族の保養
フクシマの幼い⼦どもたちに笑顔と元気をとどけるミニ公演出前事業
福島第⼀原⼦⼒発電事故後、不安をかかえ避難を余儀なくされている福島県の乳幼児や妊産婦を抱える家族のニーズに迅速かつきめ細かく対応す
ることを⽬的とする。

「碁⽯海岸で囲碁まつり」開催による地域住⺠と県外参加者の交流事業及び、防災のための仮設住宅の家具固定等の活動

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流

公園の造園、整備、管理、運営、児童及び⽣徒を対象としたイベントの開催
⼤震災で楽器を失った⼦どもたちに対して全国から⽀援楽器を募り、被災地の学校および⾏政施設との連携のもとで⽀援楽器を送りました。 さらにウェ
ブを⽴ち上げて、⽀援活動報告および情報提供を拡充。被災地からの要請で⼤合奏も実現するなど、災害被災地での⽀援演奏と⾳楽振興活動を
⾏っています。
鍼灸師・マッサージによる⽯巻市被災親⼦へのストレスケアと仮設住⺠へのストレスケア

「鍼灸マッサージ傾聴サロン」による、福島県内の家庭内ストレス・育児に関する不安を緩和し、⼦どもの健康増進と免疫向上をめざす活動

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流

被災者・避難者・⽀援者・⽣活困窮者のためのメンタルヘルスケア・⼈材育成事業

浪江町住⺠の避難受け⼊れ先での、浪江町の昔話の紙芝居を通じた交流・絆を深めるための活動

仙台市六郷地区仮設住宅における「⾷事の場」提供による、⼦どもを中⼼とした地域コミュニティ活性化のための活動

⽯巻の保育施設の運営を通じて育児環境の改善に努めるともに、地域のインフラとしての⼩規模保育事業実現のための基盤強化事業

⼦どもの避難・疎開・保養⽀援活動
ボランティアバス＆ジェットを運⾏

住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠交流事業
その他
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
その他

住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
さくらサロン(代表︓中⼭敏⼦）

シンプル＆スローライフの会

すがやっ⼦親⼦会

たかぎの森コミュニティ

チャイルドネットジャパン

つばめ会
デフパペットシアターひとみ実⾏委員会
ともしびプロジェクト事務局
なみえ絆いわき会

はぴママｎｅｔ

ひがしまつしまサンフラワー
ひまわり
ひまわりの会

ふくかいねっと

フランスフェア―実⾏委員会
フリースペースつなぎ
ボランティアグループ・ウイル
まち彩
みなみかた第1団地⾃治会
もとみや図書ボランティア
やまもと語りべの会
ユカチャン体操クラブ
旭化成団地⾃治会

伊達オールスターズ

伊⾥前ブルーオーシャンズ
井⼾端会議旅⾏会

⼀の渡町内会

⼀般社団法⼈　気仙沼⼯房・藍

⼀般社団法⼈ＳｍｉｌｅＦａｃｔｏｒｙ

⼀般社団法⼈コ・エル

⼀般社団法⼈パストラルケアセンターＨＵＧハウス

⼀般社団法⼈三陸ひとつなぎ⾃然学校
⽻⿊町町内会
益⽥地区お茶サロン　元気にいってみっぺの会
駅前鶴組若連
越喜来ハウルの家プロジェクト
遠野もみじまつり実⾏委員会

遠野市地区⺠⽣児童委員協議会

遠野町第3区⾃治会

奥州市⺟⼦寡婦福祉協会

応援戦隊　シエンジャー
横⽥地区⺠児協

横⽥町第3区町内会

下葛尾⾏政区
下区ふれあい公園応急仮設住宅
下⼿渡⾃治会
下仁井⽥⻘年会
下川崎地区盆踊り実⾏委員会
下前⽊⾃治会
下沢町内会
仮設⼀番⾕地南団地⾃治会
仮設恵み野団地中央⾃治会
仮設⻘葉⻄第⼆団地⾃治会

仮設⼤⽠団地

仮設⼤森第三団地⾃治会

歌津中学校剣道部親の会
歌謡スクールはなますの華

花輪⽥⾃治会

廻館仮設住宅団地⾃治会

開成第10.13団地⾃治会
階上⼩学校区学童センター
岳下交遊会
岳下絆会
葛尾村中郷仮設住宅⼊居者⾃治会
釜⽯ハローホース倶楽部
釜⽯市甲⼦町C-D仮設団⾃治会

釜⽯市桜⽊町仮設団体⾃治会

館浜⼦供会
岩ヶ崎公園住宅親睦会
岩⼿県⾃閉症協会
岩⼿県障がい者作業所連絡協議会
希望ヶ丘⼦供会・育成会
気仙沼　要害共栄会
気仙沼ゲストハウス”架け橋”
気仙沼レコハコ
気仙沼公園住宅⾃治会
気仙沼上地区社会福祉協議会
気仙沼中学校住宅⾃治会
吉⼦供育成会
吉倉宿舎飯舘⾃治会
吉野町公⺠館
吉⾥吉⾥⼀丁⽬町内会
吉⾥吉⾥野球スポーツ少年団
宮古市⼦ども会育成会連合会
宮城学⽣ボランティアユニオン

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動  住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事

住⺠⽀え合い活動助成サロン、季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業、季節の⾏事
住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成その他
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援活動
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、サロン、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動  住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
季節の⾏事
住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成その他
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、サロン、季節⾏事、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン、季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成その他
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、季節⾏事

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
宮代東部町内会

宮町町内会

⿂町⼆区復興委員会
協⼒隊ＯＶ有志による震災⽀援の会
橋本町四区⼦供を守る会
⽟野第⼀⾏政区
近内⾃治会

窪⽥道⼭・御前崎⾃主防災会

栗林夢プラン策定会議

結の会

⽉⾒草会
健康づくりの集い
健康⽣活ネット　おうしゅう
元気キッズ
原町苦⽵第⼀厚⽣会
⼾屋・⼩滝沢⼦供会
狐崎区
狐⽥仮設団地⾃治会

雇⽤促進住宅岩宿舎　⾵の会

五右衛⾨ヶ原野球場親睦会

後沢1区⾃治会

向瀬上⼒⾏会

幸町育成会
広⽥ミニバスケットボールスポーツ少年団⽗⺟会
港⼦供会育成会

甲⼦第６仮設団地⾃治会

糠⽥六番組

⾼久第九応急仮設住宅⾃治会

⾼⽊原⼆班親睦会
⾼⽊第３町内会ふれあいサロン
⿊川どうしっかい（⿊川⾏政区）

⿊沢尻北スポーツ少年団

⿊⼟⽥仮設住宅⾃治会
砂押下区交流会
細根沢仮設住宅⾃治会

桜町町内会

桜町町内会（伊達市）

三⽇市⼯業団地仮設住宅⾃治会
三本松第⼆町内会
⼭下駅復興の会
⼭元⻘年倶楽部　翔
⼭元町宇宙っこクラブ

⼭元町震災復興⼟曜⽇の会

⼭⾈⽣１２区町内会

⼭⽥ふれあい福祉の会
四ツ葉⼦供会育成会
四辻新⽥集落営農組合
⼦育てﾈｯﾄﾜｰｸ Kesennumama's
⼦育て⽀援ｈａｎａｓｏ
市⺠活動団体コミュニケーションタイム
志津川ミニバスケットボールスポーツ少年団
志津川中学校⼥⼦バレー部親の会
志津川中学校野球部親の会
志津川野球クラブスポーツ少年団

志和⽥福祉会

寺島契約会
⿅妻・⼦⿅クラブ親の会
⿅折学童センター
⿅野地区社会福祉協議会
蛇⽥新⾕地前⼦供会
蛇⽥北部仮設第２団地⾃治会
⼿芸楽部
⼥川ＦＢＣ
⼩坂部落
⼩鯖婦⼈防⽕クラブ
⼩積浜区会
⼩川町⽚⽯⽥区
⼩槌第８仮設⾃治会
⼩⽥育成会
⼩浜町⾏政区
⼩本いきがいクラブ
⼩野⼭神⾏政区
松ヶ作やすらぎ会

障がい者とともに歩む宮守の会

上釜グラウンド・ゴルフ愛好会
上荒川仮設住宅⾃治会
上太⽥婦⼈会
上廿⼀⾃治会

上富岡ふれあいサロン

上野川⾏政区
新⼭下駅周辺地区まちづくり協議会
新⽥団地⾃治会
諏訪仮設ガーベラの会
諏訪町内会
⽔梨健康サークル
菅⾕駅前・作前⼦ども会

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援活動サロン事業季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動 季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援  季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援 サロン活動
季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成その他
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
その他

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン、季節⾏事、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成その他
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援活動
サロン事業

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業　　　　　　　住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援活動
サロン事業
季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
瀬上東町⻘年会
成⽥育成会
正監町内会
盛岡情報ビジネス専⾨学校
⻄向中⼦供会

⻄台畑レディースクラブ

⻄⼋幡前住宅親睦会

⻘い⿃の会

⻘葉かもめこども会
⻫藤⾥内仮設団地⾃治会

⽯井第７農事組合

⽯井地区　育児サークル　どんぐりクラブ
⽯巻ＥＦＣジュニアユース
⽯巻ＳＵＮＳスポーツ少年団

⽯泉⽼⼈クラブ

⽯⽥なかよし会

⽯⽥中組

⾚崎町⽣形⼦ども会
千厩町沿岸被災者を⽀える会

川俣地区飯舘⾃治会　きつつきの会

泉中央地区社会福祉協議会

前浜おらほのとっておき

前浜⾃治会
双六町内会
相⾺ふれあい倶楽部
相⾺市⻘少年健全育成市⺠会議　刈敷⽥地区推進協議会
⾜もみボランティアスマイルハート
打越町内会
⼤街道⼦供会育成会

⼤実取区

⼤⽯ふれあい会

⼤⽯公⺠館

⼤⽯北⽅部⾏政区

⼤泉中部集会所

⼤船渡しらせ会
⼤船渡町五年祭浜町組
⼤⾕中学校住宅親睦会
⼤町⼆丁⽬⼦供会
⼤槌第9仮設袰岩団地
⼤槌町花と夢いっぱいプロジェクト
⼤槌町⽂化遺産活性化実⾏委員会
⼤⽥地区仮設住宅⾃治会
⼤⼋⾏政区・三世代交流あたご学級
⼤平九区
⼤平第１１区
⼤平第５区
⼤平第七若連

⼤平婦⼈会

第２あかね会
第⼀市住親和会
滝の⾥町内会
沢⼭町内会

⾕神部落若⼈の会

⽵駒町館町内会
中久保⼦供会育成会
中⼦供会
中川⼥性部会
町北双葉会
鉄炮町・⽇和⽥地区⾃治会
天ヶ沢住宅親睦会
⽥の浜婦⼈会

⽥⼦⻄町内会

⽥村っ⼦の⽣きる⼒を育む会
⽥村市元池⼦供育成会
⽥村市常葉町上町第⼆町内会
渡辺祥⼦3・11を語りつぐ会
登⽶市災害救援ボランティアサポートセンター
唐桑町空⼿道連盟
唐仁地域会議
唐丹すぽこんクラブ
東桜⽔町会

東前⼦供会

東町町内会フェスティバル実⾏委員会
東北学院⼤学　落語研究会ＯＢ会　3.11被災者⽀援「元気の出る落語
会」プロジェク
東和地域婦⼈会
湯殿⼭剣道スポーツ少年団
藤間流藤由貴会
藤原町地域振興協議会

藤倉中央振興会

堂の沢⻘年会

道的地区会
特定⾮営利活動歩⼈のんび〜りすみちゃんの家
特定⾮営利活動法⼈　Global Mission Japan

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
 季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事  住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援、季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動  住⺠交流



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
特定⾮営利活動法⼈　いわき緊急サポートセンター

特定⾮営利活動法⼈　海べの森をつくろう会

特定⾮営利活動法⼈　中之作プロジェクト

特定⾮営利活動法⼈エムジョイ
特定⾮営利活動法⼈セミナ〜レ
特定⾮営利活動法⼈ぱんぷきんふれあい会
特定⾮営利活動法⼈みやこラボ

特定⾮営利活動法⼈やくらい百姓塾

特定⾮営利活動法⼈よつくらぶ

特定⾮営利活動法⼈⼦育て⽀援アシスト・エフワン

特定⾮営利活動法⼈復興⽀援奥州ネット

南境地区運営委員会
南三陸バレーボールスポーツ少年団
南須釜区

南千⽯町町内会

南中⾥⼦ども会育成会
南部育成会

南本内振興会

⼆⼦塚育成会

⼆本松陶芸クラブ

⼆本松北フットボールスポーツ少年団

尼寺東町内会
⽇の⼝２区⾃治会

⽇記沢ふれあいサロン

⽇本防災⼠会岩⼿県⽀部
認知症サポーターズ　ハナミズキの会
⽩根第３区町内会
⼋⽇町⼀区⾃治会
飯舘村飯野町団地⾃治会
飯坂あひるっこ広場

飯豊第⼀⾏政区　程⽥⾃治会

不動町町内会
富岡町泉⽟露応急仮設住宅⾃治会
浮⽥・崎浜地域振興協議会
伏⾦町内会
復興ボランティア⽀援団体　ドリームクラブ
復興ボランティア⽀援団体ドリームクラブ
復興丸⼀座
復興祈願︕⼤槌町⺠⼤運動会実⾏委員会
福島市瀬上町論⽥町内会

福島市⿃⾕野町会

平成の森団地⾃治会

編み物いっぽ
弁天町⼀丁⽬⾃治会
保原バレーボールスポーツ少年団
⺟体⽥精義会

蓬莱町第七町会

北の街ナツメロ合奏団
北上市⾷⽣活改善推進員協議会
北上避難者にこにこ会

北中⼭⼀丁⽬町内会

北飯渕地区⻘少年健全育成協議会

北部育成会

本吉絆つながりたい
本宮14区ふれあいサロン

本宮市恵向応急仮設住宅⾃治会

本宮市⼩⽥部応急仮設住宅⾃治会

本宮市和⽥五区ふれあいサロン

本陣前⼆⾏政区
本地⼦供会
本町町内会
本浜第⼀町内会
柾内仮設団地⾃治会
湊サッカースポーツ少年団
名⾜⼩学校野球スポーツ少年団親の会
明るい社会づくり運動みなみ岩⼿推進協議会
⾯瀬⼩学校区学童保育　なかよしハウス
⾯瀬⼩学校区留守家庭児童保護育成事業運営委員会学童保育なかよし

⾯瀬地区ボランティアクラブ

⾯瀬地区社会福祉協議会
野球少年を応援する会
野⾏⾏政区
野⽥町仮設団地⾃治会
⽮⼱町⼈権擁護委員会
柳沼少年育成会

友結バンド

柚⽊語り継ぐ会
陸仙会
陸前⾼⽥ふるさと復興応援隊

梁川剣道スポーツ少年団育成会

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン事業、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事  住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成その他

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業
その他
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
林･⼤久保地区PTA

和⽥７区ふれあいサロン
和⽥池町内会
1000年後の未来へ＠⼤槌実⾏委員会
３Bひまわり教室
ACTION

AICHI

aroma

ARTS

BIG

FCサン・アルタス⼤船渡
FC南三陸スポーツ少年団
ＦＣ南三陸スポーツ少年団
KCSボランティアグループ盛岡
MANA'S
MSR
NICE
ＮＰＯ
NPO
NPOつくるわ
NPO任意チーム・センダイ交流団震災⽀援事業部
ＮＰＯ福島環境カウンセラー協会
NPO法⼈
ＮＰＯ法⼈
NPO法⼈お茶っこケア
ＮＰＯ法⼈まちの寄り合い所・うめばたけ
ＮＰＯ法⼈みなとみらい・三陸

NPO法⼈⾼齢者サポートチームしおたが

ＮＰＯ法⼈⾷育塾いわて
OVAL
PAGE
PROUD
Recovery

Send

TEAM

Team3.11

Teen

TRIBAL
Wendy

YOSAKOIおおたま

Youth
あさがおネットワーク
あじさいサロン（伊達市）
あそびにいくべ
アリエッティ開成第1団地⾃治会
アレグレット
アンサンブルＪＹＲ
アンベェリテ
いいたて愛

いいたて愚真会

いいたて太極拳サークル
いいたて茶友会

いきいきサロン

いきいきサロンしもあっか
いきいきサロン下明内
いきいきサロン種綿
いきいきサロン泉沢
いきいきサロン⼤葛
いきいき友和会
いっぽずつ・・・乳がんになったあなたとともに
いわき市在住富岡町⺠すみれ会
いわき市四倉町下仁井⽥区

いわき南台⾃治会

いわてっこ応援
オープンハウスのぞみを⽀える会

オカリーナの会

おだってばりぃで
お⼿〃つないで
お茶っこすっぺ
ガールスカウト27団
ガールスカウト岩⼿県第20団
ガールスカウト岩⼿県第５団
かえるの輪
カトリック⼀本杉協会カリタス若林SC
かもめまつり実⾏委員会
からくわ放送局
カリタス若林ＳＣ

きらりサロン町丸⼦

くいんんぼうクラブ

コーラス泉の会

こおりやま⽇本語教室
こすもすの会
コドモとココロのケア
サーチフラスクールリリア
サクセス倶楽部
さくらそばの会
さつきヶ丘町内会
さゆり会
サロンたしろ

サロンワサビ

住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業

復興が⻑期化する福島での⼦育て中の⺟親のコミュニティづくり、情報提供や相談⽀援事業
メッセージビデオやピアニカを贈るプロジェクト
住⺠⽀え合い活動助成 サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
⼦育て相談、⼼と体のカウンセリング

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 バーベキュー親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
⼩さい⼦供を持つ⺟親の⼼のケアとコミュニティー作りのためのサロン活動
仮設集会場でのコミュ⼆ティ作りのための⼿作り⼩物ワークショップ⽀援活動
地域にある地縁の⼒、コミュニティの⼒、住⺠の⼒と共同し、地域・住⺠主体の活動⽀援

気仙沼⼤島におけるかわらばんを⼦どもたちと⼀緒に作成するワークショップ活動
仮設住宅におけるサロン活動、⼦どもに対する遊び・学習⽀援活動、がれき撤去活動

仮設住宅で⽣活をする⽅々の、⼼⾝の不調の症状緩和と改善を⽬的としたアロマトリートメント活動

仮設住宅間のワゴン⾞の運⾏により、⼼の元気を応援するとともに地域交流と活性化をはかる事業

被災した街に再び⼈々が戻ってくる事を願い、コミュニティスペースを舞台にして、地域住⺠が主体となって魅⼒的な街を形成するプロセスを側⾯⽀援す
る活動
住⺠⽀え合い活動助成 Copa ｄｏ Ｍａｓｕｎａｉｄへの参加

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
東⽇本⼤震災の復興⽀援活動に携わりたいが携わることの出来ない10代に対して、旅⾏や冊⼦、イベントなどを通して復興⽀援に携われる機会をつく
る活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
復興⽀援プログラムや⽣活情報、放射能などの情報交換の場となる交流カフェの運営事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
学⽣による、⼤船渡市復興⽀援活動

⼦どもと⾼齢者に対するスポーツを通じた⽀援活動
遊具の巡回展⽰
⼦どものためのクリスマスイベント・展覧会の準備活動
就労する⺟親と⼦ども⽀援・整体活動

被災地でのコミュニティーサロンの運営、こども向けプログラムの実施、復興イベントへの参加協⼒

避難所で⽣活する沿岸の⼦供たちに、遠野でのサマーキャンプを通してリフレッシュしてもらう

住⺠⽀え合い活動助成 「とっこす」わくわく野外体験 ｉｎ ひがしね
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流､その他
住⺠⽀え合い活動助成 コミュニティカフェ
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 親⼦で真夏の運動会＆バーベキュー⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サークル懇親会、発表へ向けての練習
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業（茶道慰問活動）
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 いも煮会
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 サロン、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⼀緒に夏まつり
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 気仙沼Tシャツ海岸in唐桑半島
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス＆新年会

住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠⽀え合い活動助成 北海道・東北ギャザリング
住⺠⽀え合い活動助成 輪っか遠⾜

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
 住⺠交流
被災したこどもたちのための遊びの活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 フラダンス交流事業
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 さつきヶ丘町内会秋の芋煮会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 七⼣会⾷会

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
その他
住⺠⽀え合い活動助成 ⼦どもの学習⽀援（⽇本語教室実施事業）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
被災地の⼦供と被災者の為のこころのケア活動



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
サロン森
さわやかサロン糠⼾内元気会
さんりくさんぽ実⾏委員会
シンセサイザー演奏会を聞く会

スマイル河原町

その他
タイルクラフト愛好会
たけのko学童クラブ

だんごの会

ダンスサークルてんぽいんと

チームＭＧ
チームわたほい
つぎはぎすっぺっ茶
つくし会
つつじヶ丘⾃治会
つばきの会
つるがや元気会
てのひらの会
てんぽいんと

なぐら福寿会

なでしこの会
なみえキッズクラブ

にじいろクローバー

ニューワイフ会
ニ六町内会

のびのび福島っ⼦

ハートステーション「結」

ハーブの会「エルブとおの」
バスケットボール愛好会
バドっ⼦クラブ
はなし会
はまなす台住宅希望会
はまゆり会
ヒガシハママツリ

ひまつぶ詩カフェ

ひまわり会
ビューティヘルスクラブ
ひらいし

ファイヤークラブ

フードファーム

ふくしまほっこりカフェ実⾏委員会
フラダンス会
フランスフェア実⾏委員会
プリムローズ

ふれあいサロン

ふれあい企画ミュージック・アクション・シアター
ふれあい⼦育てサロン
ヘルパーさくら会

ボーイスカウトいわき１団

ホーロキ会

ホスピタルプレイスペシャリスト

ほっと・カフェ
ホットホーム駒ちゃん

ほととぎすの会

ほほえみみやぎネットワーククラブ
ボランティアグループ
マイタウンおやまごし
ママサークルもこもこ
マミーズ
まゆみ少年ベースボールクラブ保護者会

まるわ

ミッキーマウスの会
みどり⼦供会育成会

みなみかた第1⾃治会

みんなでやろう元気会
みんなともだちプロジェクト
もちの会
もとまつりまちづくりラボ
もみじの会

もりおかアロマサークル

やながわソフトボールスポーツ少年団

やまだパソコン教室

やわたサロン
ゆずりはの会

ゆりの⽊会

よらｉｎ（寄らいん）牡⿅
りとるクラブ
りんご学童クラブ
わわわ（和・輪・笑）の会
ワンステップ１５
旭会
旭町⼀⾏政区
綾⾥⽼⼈クラブ
鮎川⼩学校仮設団地⾃治会

住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流さんりくさんぽ事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
サロン

住⺠⽀え合い活動助成 夏・なつコンサート
住⺠⽀え合い活動助成 夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 親⼦ふれあい事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ボランティア活動事業
住⺠⽀え合い活動助成 受験⽣への学習⽀援事業
住⺠⽀え合い活動助成 傾聴による⼼の癒し活動
住⺠⽀え合い活動助成 紅葉狩り及び芋煮会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流、その他

飯舘村の未来を担う⼦ども達のための世代間交流による「共育」推進⽀援活動
住⺠⽀え合い活動助成 タイルクラフト教室
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 遊ビリテーション
住⺠⽀え合い活動助成 レクリエーションダンス交流会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援活動
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サマーイベント東浜活性化事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 バスケットボール交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ふれあいマッサージサロン
応急仮設住宅の⾼齢者等の孤⽴化予防と住⺠交流を⽬的としたお茶のみサロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 世代交流開催

住⺠⽀え合い活動助成 ⾼齢者⽀援を中⼼とした地域の助け合い・⽀え合い事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠交流事業
気軽に遊べる玩具をパック化して⼦もたちへ届ける活動、専⾨職による現地の遊び⽀援活動を通して、遊びを通じた⼦ども⽀援を⾏なっている団体で
す。
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠⽀え合い活動助成 その他

住⺠⽀え合い活動助成 県内発表会参加事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 プリムローズ　ふれあいコンサート
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事、その他
住⺠⽀え合い活動助成 地域防災訓練及び地域交流
住⺠⽀え合い活動助成 ゆずりはの会
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援、サロン、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 りとるクラブ夏祭り

⼦育て中の親とその⼦どもたちを対象とした学び・遊び⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 もとまつりまちづくり部活動
住⺠⽀え合い活動助成 もみじの会⾼齢者の親睦と交流会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
その他
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 きれいな湯川でたのしく遊ぼう会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 七⼣まつり

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 その他（季節の⾏事、住⺠交流）
住⺠⽀え合い活動助成 プレゼント作り「お元気ですか、こんにちは」事業
住⺠⽀え合い活動助成 イモを囲んでの交流会
住⺠⽀え合い活動助成 たのしい親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
安波会
伊達市⼿をつなぐ親の会

伊達町達者会

伊⾥前上区⼦供会育成会

育児サークル
磯区地域⽀援ネットワーク

⼀般財団法⼈

⼀般社団法⼈

⼀般社団法⼈KITT
⼀般社団法⼈おがるスターズ
⼀般社団法⼈ほほえみみやぎネットワーク
⼀本松町内会
⼀本杉少年育成会

稲沢地区地域づくり協議会

稲渕⼦ども会
右代部落会
⽻希⽻季クラブ
⽻⽥育成会
⽻⽥⾃治会
栄⽥1区
栄⽥第⼆⾏政区
永⽥積内倶楽部
駅東町内会
越⽥体育部会

猿神・轟⽊地区仮設団地⾃治会

遠⾒塚町内会

塩崎部落

塩沢シネマ倶楽部
塩庭⼀区⾏政区
塩富⼆丁⽬町内会
塩野川⼦供育成会

塩野川町内会

奥松島希望のあかり
応援戦隊
押切沼団地を良くする会
横⼭仮設住宅1期・2期⾃治会

横沼たんぽぽの会

横沼⼀⾏政区

横町⾏政区

横⽥町⼩学校25年度卒業⽣⽗⺟の会
横⽥町第２部落会（横⽥町第2町内会）
横⽥町第⼋区町内会
岡崎親睦会
荻浜祭り福幸会

牡⿅「みらい」サポート協議会

牡⿅ブルーオーシャンズ
下釜第三町内会かもめ⼦ども育成会
下根本⾏政区
下⼩国区⺠会
下太⽥公会堂
下富岡ふれあいサロン
下北⾼平⾏政区
仮設開成第3・4・5・6・14団地

仮設⽔押球場団地⾃治会

仮設前⼭団地⾃治会
仮設⼤森第3団地⾃治会
仮設⼤森第4団地⾃治会
仮設渡波第1団地⾃治会
仮設渡波第2団地⾃治会
仮設渡波第⼆団地⾃治会
仮設万⽯浦⾃治会
歌中バスケット部親の会
歌中バスケ部親の会
歌津中学校吹奏楽部親の会
歌津中学校野球部親の会

花の⼒

花釜⾳頭保存会
花⼭⺟親クラブ
花雪紅葉会
華凜の和

会津美⾥町宮⾥応急仮設住宅⾃治会

海⾨寺会
開成第9・10・13団地⾃治会
階上中学校住宅
階上中学校住宅⾃治会

郭内おらほの会議

学校前⼦供会

学校法⼈

学習⽀援グループ
楽々会
梶ヶ浦⾃治美徳会

環境ＮＧＯ

環境ボランティアサークル
管の浜⼦供会

関ヶ丘第⼆雇⽤促進⾃治会

住⺠⽀え合い活動助成 磯区鎮魂灯篭流し事業

講演会（中⾼⽣対象）・花⽕⼤会⾒学・キャンプファイヤー・ゴスペルグループのコンサート実施

岩⼿県、宮城県、福島県の各県それぞれ2ヵ所で、1ヵ所につき年間3回程度実施。 幼稚園年代から⼩学⽣までの⼦どもとその保護者を対象に、⾳
楽や遊びなどを通して⽇ごろのストレスを発散して⼼を癒やす機会となるよう、また参加者間の交流の場としてのレクリエーション活動を⾏っています。 ⼦
育て⽀援はもちろん、地域のコミュニティーづくりのきっかけとなる活動をめざしています。

住⺠⽀え合い活動助成 野菜ができるまで＠きっとふぁーむ
住⺠⽀え合い活動助成 ｻﾛﾝ､住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ①親睦交流旅⾏　②グランドゴルフ交流⼤会（避難⽣活者を含めて）　③⼿づくりおもちゃと遊び⽅の指導等

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 ①地区混合バレーボール⼤会への参加②地区球技⼤会等への参加　等
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 塩沢シネマ倶楽部
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 お正⽉の「左義⻑」（どんど焼き）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 親⼦交流会&浜掃除
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 8区スポーツ⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 岡崎地区　親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 ⽻⼭姫神社秋祭り交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会

住⺠⽀え合い活動助成 ⾃治会⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 その他（季節の⾏事）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 奥松島地区震災復興語り部事業
住⺠⽀え合い活動助成季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⾃⽴に向けた絆・仲間づくり

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 仮設団地住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 親⼦バスケット交流会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 仮設内交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 仮設内交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 仮設団地住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業焼きそば教室

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会

亘理町の仮設住宅の集会所にて、学⽣ボランティアたちと健康体操や⼩物作りなどで交流を深める活動

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 芋煮会

福島の⼦どもたちが北海道で⼼⾝ともにリフレッシュするために必要なボランティア受⼊体制の構築事業

学⽣ボランティアによる宮城県南三陸町漁業の復興⽀援活動

住⺠⽀え合い活動助成 海⾨寺会交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

オランダフェスティバルの開催、花苗の植栽、経済的⾃⽴を⽬指すクラフトワークの導⼊⽀援

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 遊ビリテーションラジオ体操
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
関ノ⼊団地⾃治会

館浜⼦ども会ＰＴＡ
岩井崎⾃治会
岩⼿県中華料理⽣活衛⽣同業組合
岩⼿絆Ｇｉｒｌｓ
岩⼿絆Venus
岩沢仮設住宅⾃治会

岩沢⼦供会

岩南区
岩法寺⻘年団

岩北区

喜楽の会

寄⽊⼦供会親の会

希望ヶ丘⼦供会育成会
希望ヶ丘町会
気仙沼
気仙沼Ｔシャツ海岸実⾏委員会
気仙沼市⼤浦⾃治会
気仙沼⻘年会議所
気仙町⻑部⼩学校仮設住宅⾃治会
⻲⼭⾃治会
吉区盆踊り保存会
吉浜⾃治会

杵家会釜⽯⽀所

宮古テニス協会
宮古ローターアクトクラブ
宮古育児サークル「ママ☆ハピ」
宮城教育⼤学異⽂化交流部⼦ども被災地⽀援チーム
宮城県⾼齢者⽣活協同組合
宮城県東松島市

旧新城⼩学校住宅親睦会

旧唐桑⼩学校親睦会

⽜ヶ墓⻘年会

⽜河内第⼆仮設住宅⾃治会

共育⽀援プロジェクト

橋本町四区
鏡⽯４区

⽟川千⿃の会

勤労⻘少年ホーム跡地応急仮設住宅ふれあいの会

芹沢町⼦供育成会

⾦⾊⼦供育成会
⾦⾊⼦供会育成会

⾦浜⾃治会

九三寿会
九条１区⾃治会
九条⼀区⾃治会
駒形通り町内会
駒場公園親睦会
栗林ゼブラ野球スポーツ少年団

栗林⻘年団2002

桑折駅前仮設住宅⾃治会
桑折町剣道スポーツ少年団
桑折町⼿をつなぐ親の会
傾聴ボランティア
桂島「お茶っこ会」

⽉舘ひろせサロン

⽉浜海⽔浴場実⾏委員会
健康体操の会
原屋敷⼦ども会育成会
⼾⼩少年野球親の会
⼾沢１０区部落
狐森・⾚⽊班親睦会
狐⽥仮設住宅⾃治会

雇⽤促進住宅岩宿舎

五右衛⾨ヶ原テニスコート住宅テニス会
五右衛⾨ケ原運動場住宅⾃治会
互助団体多⽬的ホーム

後座内・⾚⽊内⼦供会

御⼋郎⼦供育成会
御⼋郎町内会
公営⿅妻明和会

公益財団法⼈

公益社団法⼈
向陽町五丁⽬⼦供会
好間応急仮設住宅⾃治会
広⽔野菜づくりの会
広瀬地区地域づくり協議会
広⽥ミニバスケットボールスポーツ少年団

江釣⼦6区⾃治会

甲⼦町仮設団地Ｂ⾃治会
糠沢１区ふれあいサロン
糠塚前仮設住宅団地⾃治会
荒井五百川ふれあいサロン

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 スポーツ（野球）振興事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 地域で考える⼦育て講座
牡蠣養殖のPRと地元コミュニティの寄り場づくり、イベントの開催
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣きがいづくり⽀援事業

住⺠⽀え合い活動助成 吉浜親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
その他
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⾚前夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 ボランティア派遣事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 新年会
住⺠⽀え合い活動助成 復興⽀援事業『親守詩 in けせんぬま』（仮称）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 お茶飲み会
住⺠⽀え合い活動助成 沿岸復興⽀援交流⼤会（少年野球）
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 桑折駅前応急仮設住宅「蚕⽷公園美化交流会」
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 地域交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

宮城県⽯巻市において、⽯巻専修⼤学、関東の⼤学の教職課程履修者が学習⽀援を展開しています。
⽯巻市教育委員会からの後援を受け、避難所・仮設住宅・公共施設で活動しています。

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 芋煮会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⼾倉スポーツ振興活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 親睦季節の⾏事（紅葉狩り）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援活動
サロン事業
季節の⾏事
住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス＆新年会
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成 芋煮会

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事・世代間交流事業　「広瀬地区⼤夏祭り」
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣きがいづくり⽀援事業として温泉施設での昼⾷交流会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

被災者の⽅々が⼀⽇も早く⼤震災から⽴ち直り、地域の復旧・復興、新しいまちづくりや⾃⽴に向けて、明るい希望や⼒強いエネルギーを⾒出していけ
るよう、「地球っ⼦キャラバン」を通じた⽀援活動を⾏っています。内閣府より公益財団法⼈として認定された財団で、国連経済社会理事会
（ECOSOC)の特殊協議資格を有するNGO、「ユネスコ（国連教育科学⽂化機関）との公式関係を有する財団」としても正式認定を受けています。

後⾒制度の申⽴⽀援及び相談⽀援（成年後⾒・未成年後⾒）
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動・住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
荒井⾃治会

荒屋敷親睦会

荒町こころの学校
荒砥第1期仮設住宅⾃治会
⾼井⼦供会
⾼越三区
⾼久第８応急仮設住宅⾃治会
⾼橋公園仮設住宅⾃治会
⾼⽥町内会
⾼⽥野球スポーツ少年団
⾼浜⾃治会
⾼⽊第４町内会ふれあいサロン
⾼⽊第５町内会ふれあいサロン
⾼⽊第⼀ふれあいサロン
⾼野エンジェルスソフトボールチーム

⾼齢者サポートチーム

⿊沢尻⻄地区⺠⽣委員児童委員協議会

⿊⽥仮設⾃治会

根崎⼦供会育成会

根⽩⼦供会
佐勢ノ宮団地住⺠交流を進める会

最知⾼⾃治会

災害⽀援ボランティアネット

細根沢町内会

細⾕応急仮設住宅⾃治会

在庭坂報徳⻘年団
（旧庭塚報徳⻘年団）
財当仮設住宅⾃治会
崎⼭まつり実⾏委員会
崎⼭仮設住宅⾃治会
崎浜⼤漁唄込保存会
桜沢組
桜町育成会
桜町町内会（福島市）

桜畑⼦供会

笹⾕
三ノ輪⾏政区

三⽔会

三世代旅⾏会

三島⾏政区

三陸復興応援団きたかみ

⼭王仮設住宅⾃治会

⼭元⻘年倶楽部
⼭元町家庭教育⽀援チーム

⼭⼝三・四丁⽬⾃治会

⼭崎前団地親交会
⼭⾈⽣三区町内会

⼭⾈⽣地区明るく住みよいむらづくり推進協議会

⼭⼩屋集落営農組合
⼭⼩屋⻘年会
⼭⽥区⻑会

⼭⽥⼦ども育成会

四倉ふれあい市⺠会議
四倉町第１２区

四辻⻘年会

⼦ども育成⽀援団体
⼦ども応援⺠間ボランティア
⼦育てサークル
⼦育て応援団

⼦育て⽀援ボランティアサークル

市海道町内会

志栄會凌⾨塾

志⼩旭ヶ丘地区ＰＴＡ

志中野球部親の会

志津川中学校ソフト部親の会
志津川中男⼦バレー部親の会

紫⼭⼆丁⽬町内会

⾃然の家仮設お茶の会

⾃⽴⽀援ネットワーク

七区若連会
七北⽥⼩学校親の会七の川
社会福祉法⼈
社団法⼈釜⽯⻘年会議所
蛇⽥北部仮設第2団地⾃治会

若宮区

若⽯⼦供会

⼿芸サークル

⼿芸の会
重⼒エンジェルス
⼩⾼区⼩・中学校児童⽣徒親の会

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 おぼんコンサート
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 地区⼦供会親⼦⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
農地のガレキ分別による撤去作業、交流会実施

住⺠⽀え合い活動助成 ⾼⽊第４町内会ふれあいサロン　１０⽉度事業「⽶沢歴史探訪」
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 ⾼⽊第⼀ふれあいサロン　いもパターゴルフ⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 納涼⽇帰り勉強会の開催事業

三世代交流のためのサロン活動、⽣活⽀援、相談事業により、被災地域の活性化とコミュニティづくりを⽬指す活動

住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 少年野球活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 紙芝居の作成と上演
住⺠⽀え合い活動助成 桜沢組親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 交流輪投げ⼤会

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業、季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 崎⼭仮設住宅⾃治会スポーツ交流会

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
⼦どもたちの交流を⽀援する各種イベントの開催
こどもたちの⽣活環境・学習環境の復旧や必要な物資の提供、イベント等の開催等
住⺠⽀え合い活動助成 ぶどう狩りに⾏こう︕
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援､ｻﾛﾝ､住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 レクリェーション事業
住⺠⽀え合い活動助成 ペットボタルを作って楽しむ会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 B－1プロジェクト
住⺠⽀え合い活動助成 仮設内交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⼭⽔荘で温泉と昼⾷会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠交流

被災された⽅のための内職⽀援及び被災⼩学校の児童のための学習⽀援、及び⾼齢者のための孤⽴防⽌活動

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン、季節⾏事、住⺠交流
中学⽣及び⾼校⽣によるイベント交流（茶話会・夏まつり）、ボランティア保険料助成

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 視覚障碍者の復興・⾃⽴⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
⼩細浦⻘年部

⼩⽯⽥⾏政区
⼩⽵浜フェスティバル実⾏委員会
⼩中井仮設住宅⾃治会
⼩町夢太⿎
⼩鎚第8仮設⾃治会
⼩桧⼭⾏政区
⼩野⼭神こども会
⼩野⼭神ソフトクラブ
⼩野⼭神⼦ども会
⼩野町フラダンス
⼩野町荒町⾏政区
⼩野町柔道スポーツ少年団育成会

⼩野町⽇⾚奉仕団すみれ会

松ケ作にこにこ会

松ぼっくり学童クラブ
松岡⼦供育成会
松岩地区社会福祉協議会
松神部落会
松倉町内会

松⽊町親和会

沼⽥仮設住宅団地⾃治会

笑顔広がれプロジェクト
障害児⽔泳サークル
上ケ⼾福祉会
上郷⼦ども会
上区ふれあい公園応急仮設住宅

上区⻘空⼦供会育成会

上荒川応急仮設住宅⾃治会
上⼭⼝⼦供会
上杉地区夏祭り実⾏委員会
上地区社会福祉協議会
上町⼦供会育成会
上町振興会（伊達市梁川町）
上町町内会
上⼆井⽥屋台管理委員会
上浜町会
上北⾼平三⾏政区

上北⾼平第⼆

上和野町内会
城内団地の会
条南中学校住宅会
信夫⼤森野球クラブ
信陵ふれあい広場
新王平振興会
新⽣おおつち
新町２区⾃治会
新殿おはなし会
新殿⼦供会

新⽥町町内会

新⽥部落会
（新⽥町内会）
深野⼤字（深野⾏政区
真野団地
神⼭公園住宅親睦会

神⾕地区体育協会

神輿を担ぐ会
震災⽀援ボランティア⽯⿃⾕
諏訪野１・２⼦供会
須釜少年剣⼠団
須崎町内会
⽔原盆踊りお囃⼦保存会

⽔⾈部落

杉菜畑会
杉⽥スポーツ少年団

杉⽥婦⼈会

菅⾕っ⼦がんばろうの会

菅⾕駅前・作前⼦ども会育成会

世光会

瀬上町夏祭り実⾏委員会

瀬上町第⼋町内会
瀬上町薬師前町内会
瀬上東町町会
成⽥１２区
清⽔町育成会

清⽔内地区親和会総務部

⽣涯学習実践塾
⻄１２３会
⻄２⾃治会

⻄河原町内会

⻄原町内会
⻄上平組ゴミ
⻄⾕ふれあい会
⻄池ワイワイ倶楽部
⻄中才住宅親睦会
⻄町おたのしみサロン会
⻄町第1応急仮設①③⾃治会

⻄⼆⾃治会

⻄⼋幡町⾃治会

住⺠⽀え合い活動助成 地域交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 荒町⾏政区⺠交流会
住⺠⽀え合い活動助成 芋煮会及び餅つき会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 松ぼっくり学童クラブクリスマス会

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 団地住⺠「クリスマス会」及び「⼩正⽉⾏事」事業
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 夏休み親⼦ふれ合い⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 秋の⽇帰り紅葉狩り旅⾏
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⼩中井仮設住宅⾃治会住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 盆踊り⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 みんなで歌おう⼼の歌を
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 会⾷会（いも煮会）
住⺠⽀え合い活動助成 上郷⼦ども会⽇帰り旅⾏
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 かぼちゃ粥会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流芋煮会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 絆交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成 その他

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 上浜町納涼盆踊り⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 応急仮設住宅に⼊居している浪江町⺠との交流事業（敬⽼会招待事業）

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 学習⽀援
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 （旧）須崎町内会交流会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 輪投げ⼤会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 防災訓練及び親睦会

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⻄２　夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 地域環境向上と住⺠交流（季節の⾏事）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
⻄⾵道仮設住宅⾃治会
⻘空かもめ⼦ども会
⻘空スマイルこどもクラブ
⻘少年健全育成会

⻘⽊区

⻘⽊⾃治公⺠館
⻘葉・広瀬育成会
⻘葉広瀬育成会
⽯井１７区あぶくま台団地⾃治会
⽯井地区
⽯巻EFCジュニアユース
⽯巻ＳＵＮＳ
⽯巻アマチュアマジック教会
⽯巻市⿅⽴浜区会
⽯巻市⼿をつなぐ親の会
⽯巻市桃浦区会
⽯巻市福貴浦区会
⽯巻市牧浜区会

⽯巻市流留町内会

⽯泉⼦供会

⽯⽥ふるさと振興会

⽯⽥東部⾏政区

⽯浜部落公⺠館（⽯浜公⺠館）
⾚崎シャトルズスポーツ少年団育英会
⾚崎復興隊
⾚沼⼦供会
⾚⽥親交会
⾚浜第2仮設団地⾃治会
切通地区住宅親睦会
仙台沿岸部まちづくり協議会
仙台教区サポートセンター

仙台港背後地6号公園⾃治会

仙台港背後地六号公園⾃治会
仙台市ほほえみの会（⾥親会）
仙台⻄多賀ＥＮＪＯＹ
千厩住宅親睦会
千倉応急仮設⾃治会

川原町⼭⾞保存会

川⼝部落
川向⼦供育成会
川前町第２区⽼⼈クラブ

川内清流の会

川俣地区飯舘⾃治会

川俣町⼿をつなぐ親の会
川和
扇洞⼦ども会
泉区⿊松町内会
泉畑第⼆町内会
泉部落
全⽇本インラインスキー連盟岩⼿県⽀部
倉並親睦会
早稲⾕⾃治会
早渡早親会
相⾺市⻘少年健全育成市⺠会議
⾜もみボランティア
多賀城公園さざんかの会
太極拳条南会
太⽥地区⽼⼈クラブ
打越ほほえみさくら会
体験の⾵
台組
⼤ケ⼝団地⾃治会
⼤⽠井内,井内⻄部集会所運営協議会
⼤街道あおぞら⼦ども会
⼤街道キッズスポーツ少年団
⼤街道⼩学校第四地区⼦ども会
⼤街道⼩学校第六地区⼦ども会
⼤街道地区「おたがいさま」福祉の町づくり研究会

⼤関ひまわり会

⼤⽟１２区防犯協⼒会

⼤⽟１区⼦供会

⼤⽟⼿話サークル
⼤⽟村ボランティアネットワーク
⼤⽟村太極拳サークル
⼤⽟村第２⽼⼈クラブ

⼤⽟村磐⻘の会

⼤⽟村婦⼈会
⼤⽟第１⽼⼈クラブ

⼤熊町⾃閉症児親の会

⼤原町内会

⼤笹⽣笹⾕⽂化財保存会

⼤⼭２区防犯協⼒会

⼤森・袖浜ＰＴＡ⼦供会
⼤森⼆区⼦供会
⼤須⼩学校仮設団地
⼤正琴愛好会
⼤⽯北⽅部⼥性会

住⺠⽀え合い活動助成 マジックショー
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠⽀え合い活動助成 ⽯巻市⼿をつなぐ親の会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠⽀え合い活動助成 牧⽵納涼盆踊り

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 バス旅⾏
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 スポーツ交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 ⼣涼み会
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⼩綱⽊育成会夏季レクリエーション
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

仮設住宅談話室でのお茶っこサロンやミニ映画観賞会を開催
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業（夏祭り復興盆おどり⼤会）
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成   サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
被災地の⼦どもたちのために⼿作りの花⽕⼤会を催す活動
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 千倉応急仮設⾃治会活動事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 川向⼦供育成会
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣きがいづくり⽀援事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 第6地区⼦ども会歓送迎会
住⺠⽀え合い活動助成 ｢おたがいさま」福祉のまちづくり研究会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⼿話技術の向上と普及事業

住⺠⽀え合い活動助成 台組交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ふれあいいきいきサロン「お茶っこの会」
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成サロン
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 太極拳交流親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 平成２５年度太⽥地区世代間交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 いも煮会
被災地の⼦ども達に笑顔を届ける活動

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 県内発表参加事業及び⼤正琴啓蒙事業
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流

双葉郡まち物語紙芝居の制作及び上演を通して避難者のコミュニケーションに役⽴て、郷⼟愛の育成などを⽬的とすした活動

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 秋の史跡探訪会「涼ヶ岡⼋幡神社（国指定重⽂）拝観と蔵王開拓温泉の集い」

住⺠⽀え合い活動助成 より住みよい地域にするための事業（地域防犯⾒守り活動、夏祭り仮装踊り及び地域ふれあいデー開催）

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 村内クリーンアップ活動及びボランティアフェスティバル事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 交流事業及び健康づくり事業
住⺠⽀え合い活動助成 ①住⺠交流事業（第３０回男⼥共⽣のつどい）開催及び講師との交流会②季節の⾏事（新年会）開催による会員親
睦
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⼤⽟第1⽼⼈クラブ



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
⼤船渡市地ノ森住宅⾃治会

⼤⾕海岸花⽕祭り実⾏委員会

⼤⾕⼩ビッグウェーブ
⼤町⼀丁⽬育成会
⼤槌剣道協会
⼤槌菜の花プロジェクト

⼤槌町を楽しむ会

⼤槌町郷⼟芸能保存団体連合会
⼤槌町障がい児をもつ親の会「ももの会」

⼤槌町⾚浜地区お茶っこの会

⼤塚婦⼈部
⼤島キラキラ⺟ちゃんズ
⼤島海友会
⼤波地区夏祭り実⾏委員会
⼤平１１区
⼤平１２区⼦供会
⼤平１区
⼤平ジュニアソフトテニスクラブ

⼤平⾏政区

⼤平第２区
⼤平第３区
⼤平第４区
⼤平第６区⼦ども会
⼤平第６区⻘年部
⼤平第六区⻘年部
⼤平地区⻘少年育成推進協議会
⼤和町障害を持つ児童の親グループ

第１２部落

第２部落婦⼈部
第5婦⼈部
第⼀あかね会
第⼀町内会
第三野球部
滝の⼊２区⾃治会
滝の⼊親和会
滝の⼊⼆区⾃治会
滝根おはなし会「つくしんぼ」

滝根スポーツ少年団（バレーボール）

滝根バレーボールスポーツ少年団
滝根ヨガサークル

卓球少年を応援する会

⾕地中団地親和会

⾕津作⾏政区
⾕津作⼦供育成会
⾕⽥岸⾏政区

鍛治⼭

地の森⼆区公⺠館
地域ふれあい隊ＴｅＫｕＮｅ
地縁団体波板地区会

⽵ノ内町内会

⽵駒⼩学校仮設住宅⾃治会
茶道宗?流気仙沼⽀部
中みなと町１区町内会
中井⼩学校区敬⽼会実⾏委員会

中央１⾏政区

中央台⿅島３区
中央台⿅島３区町内会
中央台第⼀団地⼦供会育成会
中央町内会祭組

中央町内会中央祭組

中学校軟式スポーツ少年団

中広⼟⼦供育成会

中瀬⾏政区

中川区⺠会

中⽥サロン会
中島義正杯盛岡⼤会事務局
中北町内会
中野中学校区⻘少年健全育成協議会

仲町３区

町営新⼭下駅周辺地区公営住宅会

町丸⼦町内会
⻑屋３区ふれあいサロン
⻑沼少年育成会
⻑⾕堂⼦ども会

⿃居町第五⾃治会親睦会

塚部部落（相⾺市⼤野第２区）

壷の沢公⺠館
鶴ヶ浦⾃治会
鶴巻東公園仮設住宅⾃治会
庭塚報徳⻘年団
天ケ沢住宅親睦会
⽥栄育成会
⽥栄町育成会

⽥尻⼦供会育成会

⽥村市スポーツ少年団
⽥村市常葉町常葉２⾏政区上町第２町内会

住⺠⽀え合い活動助成
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事、住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 夏休み⼦供会旅⾏の開催
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 「⾏く年　来る年（親睦会開催等）」
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 三世代交流ボーリング⼤会

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 第45回⼤槌町内剣道⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 ⼤槌町菜の花プロジェクト
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
季節⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 その他

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 お正⽉会
住⺠⽀え合い活動助成 記念祝賀会
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援　季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 野球部の会員及び会員家族との絆を深める

住⺠⽀え合い活動助成 正⽉⾏事（新年会・どんど焼き）
住⺠⽀え合い活動助成 ⼤平第６区⼦ども会
住⺠⽀え合い活動助成 平成２５年度　⼤平第６区⻘年部納涼盆踊⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
被災障がい児のための⽀援活動

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 地域ふれあい隊ＴｅＫｕＮｅ
住⺠⽀え合い活動助成 波板地区作り
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 世代間交流ケーキ作り

住⺠⽀え合い活動助成 親⼦ふれあいヨガ教室
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⾕津作⾏政区　体育⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⻑屋３区バス遠⾜サロン
住⺠⽀え合い活動助成 ⻑沼育成会　夏旅⾏
住⺠⽀え合い活動助成 アイススケート体験をしよう
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 べっこうあめサロン
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ふれあい交流発表会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 中央台第⼀団地⼦供会夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 町内会⼦供会交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 ⽥栄育成会バス旅⾏
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 遊びとスポーツ「がんばろうときわクリスマス会」
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 納涼⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 お花⾒会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 庭塚北部　夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 移動親睦会



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例

⽥村市都路町⽼⼈クラブ古道第⼆⽼⼈クラブ

⽥代・沼平地区「えがおさかせ隊」

⽥代・沼平地区えがおさかせ隊

⽥⾕ふれあい会
⽥⾕公園住宅親睦会
⽥⾕⼦ども会
⽥⾕⼦供会

⽥中前あけぼの親睦会

⽥道町１丁⽬町内会

渡波地区振興協議会

渡利中央町会婦⼈部
登⽶市ボランティアセンター

東グランド親睦会

東⻩⾦浜区
東⾼野集落
東新殿会

東町⼀区

東洞⾏政区
東⽇本震災復興応援秋祭り
東⽇本⼤震災
東⽇本⼤震災⽀援組織
東⽇本⼤震災被災地⽀援

東⽇本⼤震災復興⽀援団体

東北タチバナ互助楽会

東北学院⼤学落語研究会OB会「元気の出る落語会」プロジェクト

東北電⼦団地⾃治会

東北被災地応援団

東北復興プロジェクト（ふるさと復興応援隊）
東名区
東和ジュニアバドミントンクラブ
東和スポーツ少年団ソフトボール部
東和絵⼿紙の会
桃⽣中津⼭団地⾃治会
桃⽣町太⽥拾貫地区コミュニティ推進委員会
湯⼝絆の会

湯沢１組倶楽部

湯沢⾏政区

湯沢⼦供会育成会

糖塚団地⾃治会

藤⼥⼦⼤学⼈間⽣活学部

道合スポ少親の会

特定⾮営利活動法⼈
特定⾮営利活動法⼈
越喜来の景観形成と住⺠交流を図る会
（略称︓NPO法⼈リグリーン）
特定⾮営利活動法⼈ＮＰＯしらうめ

特定⾮営利活動法⼈NPOしらうめ
特定⾮営利活動法⼈あいぼら紫波
特定⾮営利活動法⼈おちゃっこケア
特定⾮営利活動法⼈おひさまくらぶ
特定⾮営利活動法⼈サロンたぐきり
特定⾮営利活動法⼈ツークンフト
特定⾮営利活動法⼈つどい
特定⾮営利活動法⼈もりおかユースポート
特定⾮営利活動法⼈ゆう・もあ・ねっと
読み聞かせボランティア「こころ」
読書ボランティア

栃ケ沢仮設町内会

那⾕寺

内⽥⾃治会
楢葉町内郷⽩⽔町応急仮設住宅⾃治会
南⻩⾦浜⾏政区
南蒲⽣⼦供会
南境第４⾃治会
南境第4⾃治会
南境第5団地⾃治会
南境第6団地
南郷⼀区⾃治会
南原町内会
南向台飯舘⾃治会
南笹崎町内会

南三陸ママサークルもこもこ

南三陸町空⼿道連盟歌津⽀部

南須釜⻘年団

南須釜念仏踊保存会
南相⾺市原町区中太⽥区

南町レディースクラブ

南⽅第1⾃治会

南⽅部会

南⽮野⽬

住⺠⽀え合い活動助成 ⽥代・沼平地区「えがおさかせ隊」交流会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 親⼦のふれあい⼼⾝リフレッシュ事業

住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流

保育所運動会、そば作り、草刈、釜作り、被災住宅解体のお⼿伝いなどによる⽀援活動
⼦どもに対する学習⽀援・⼼のケア活動
芸術活動でのケア、傾聴、⾃⽴⽀援活動、仮設住宅でのストレスの緩和のための活動

特定避難勧奨地点である福島県伊達市へ⾏き、現地の⼦どもたちの置かれている現状や、どのような⽀援が必要なのかを知る実地調査を⾏いました。
そこで、放射能に苦しむ⼦どもたちの、これまで押さえ込んできた気持ちを解き放つことの必要性を痛感。思いっきり遊んで笑顔になってもらうために、伸び
伸びと外で遊べる⽣活環境を提供するキッズキャンプを開催しました。

住⺠⽀え合い活動助成 東⽇本⼤震災の被災者との交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
被災者の⼼の癒しと発表・交流の場を創出するための秋祭り・⾳楽祭の開催活動

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 お茶のみサロンあがらっしぇ
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

北海道の⼥⼦学⽣ボランティアによる、被災者と⽀援者との顔のみえる関係づくりを通した被災地の復興に貢献する活動

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 震災地の景観形成と住⺠交流の輪を広げる事業

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事、住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 仮設団地住⺠交流事業
⼥川町仮設住宅避難者や在宅の被災者が⽣活の基盤、環境を取り戻すための情報交換のサロン活動のサポート、被災した⼦供達向けの⼼のケアや
学習⽀援になどによる⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 ⾚い⽻根バドミントン交流会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業

「福島キッズキャンプイン⼩松」⽯川県の⾃然豊かな環境でのびのびと⼼⾝をリフレッシュ⽀援活動

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流親睦事業
住⺠⽀え合い活動助成 紅葉狩り・⽇帰り温泉⼊浴
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 南蒲⽣復興祭

スポーツ・⽂化活動を通して被災地の地域コミュニティの復興を⽬的とする活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 その他
住⺠⽀え合い活動助成 秋の⽇のちっちゃなヴァイオリンコンサート
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
岩⼿県気仙地域の⼦どもと地域住⺠のための移動こども図書館事業

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 仮設住宅ふれあい事業
住⺠⽀え合い活動助成 「おもえ」⼦どもクラブ
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 被災地コミュニティ再⽣事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⼦育て⽀援交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ①世代間交流「いも煮会」　②親⼦クリスマス会　③「独り暮らし」⾷事と栄養バランス⽀援

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 スポーツ交流⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 南須釜念仏踊保存会ふれあい交流会

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 盆踊り⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 南郷⼀区復興親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
南⽮野⽬「向原町内会」

南⽮野⽬⾃治会

南⽮野⽬中央町内会

⼆伊滝クラブ

⼆丁⽬町内会
⼆⽇市⻁舞い保存会
⼆⽇市⻁舞保存会
⼆本松ジュニアソフトテニスクラブ
⼆本松タイガーススポーツ少年団

⼆本松市

⼆本松市⼭菜⽣産振興組合

⼆本松市⽯井１５区（⼋坂町）
⼆本松市⼤平地区⼦育てサークル
⼆本松市⼤平婦⼈会
⼆本松地域ふるさとづくり協議会
⼆本松南サッカースポーツ少年団
⼆本松南⼩学校
⼆本松南⼩⻲⾕育成会
⼆本松朗読サークル「ひばり」
虹の会

⽇の⼝2区⾃治会

⽇ノ⼝⼀区⾃治会

⽇本⽣協連

⽇本臨床発達⼼理⼠会

韮の浜⼦供会

韮の浜⼦供会育成会
韮の浜獅⼦舞保存会
任意ボランティア団体

認定NPO法⼈

萩の会
博⼠⼭⽔芭蕉まつり実⾏委員会
箱根仮設住宅⾃治会
⼋光愛護会
⼋南本町育成会
⼋幡３区町内会ほがらかクラブ
蛤浜プロジェクト

板髭学級

飯舘⺠謡同好会

飯豊第⼀⾏政区

飯豊地区交流センター
飯野新⽥⼦供会
被災地⽀援プロジェクトチーム
避難者と⽀援者を結ぶ京都ネットワーク
樋の⼝部落会
（樋の⼝町内会）

美⽥園第1応急仮設住宅⾃治会

表⼦供会育成会

蒜⽣⼦供会
富岡町麓⼭⻘年会
浮希浮希クラブ
浮⾦やまびこ学級
復興ボランティア⽀援団体

福⾒町町会

福祉の⾥住宅親睦会
福村町内会
福沢スポーツ少年団

福島のみんな︕あそびにおいでん︕プロジェクトin愛知

福島の⼦どもたちを守る法律家ネットワーク
福島市相双⾃治会連合会
福島市南⽮野⽬⼾ノ内町会
福島中央浪江町⾃治会
平舘⾏政区

平舘地区⼦供育成会

平舘婦⼈（若者）の会

平窪あすなろ教室
平成22年度横⽥中学校卒業⽣⽗⺟の会
平成25年気仙⼩学校卒業を祝う会
平⽯区
平⽯町第８区

平⽥夏まつり実⾏委員会

平⾺⽬区
平野体協グラウンドゴルフ部
平野童謡の会ユーロ花みずき
平和婦⼈部
⽶崎フェニックス⽗⺟の会
⽶崎リトルスポーツ少年団野球部

⽶⽥婦⼈部

保原町⼿をつなぐ親の会

⽅⽊⽥たすけあいの会・ふらーっと茶の間
蓬莱町第六町会（ラジオ体操の会）

住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 クリスマス会を兼ねた地域交流会
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 「ひばり」交流会の開催

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 団員相互交流親睦事業（新⼊団員歓迎交流会）
住⺠⽀え合い活動助成     季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 ⼆⽇市城探検と復興確認
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 蛤浜清掃活動

住⺠⽀え合い活動助成 ①サロン事業（各種教室、演劇鑑賞、備品購⼊）　②季節の⾏事（新年会）　③住⺠交流事業（そば会）

住⺠⽀え合い活動助成 夏休み親⼦交流会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
カフェなど交流の場を提供、シンボルツリーの植樹の企画
被災した⼦どものレクリエーション、
避難所向け⾷糧⽀援
住⺠⽀え合い活動助成 お花を友に⽣き⾏きサロン
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

岩⼿県⽥⽼地区の「LIGHT UP NIPPON復興花⽕⼤会実⾏委員会」への参加と、⼦供キャンプの開催事業

福島原発事故強制避難区域から避難している⼦どもたち及び保護者を対象とした「あそび広場」と「保護者サロン」開催による、⼦どもの発達⽀援およ
び保護者の⼦育て相談の活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 ⺠謡とおどり披露
住⺠⽀え合い活動助成⽣活⽀援
サロン活動
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 鈴⼦まつり
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
被災地の学⽣のための地域と協働した学習⽀援活動
県外避難者の居場所作り、地域の⽅たちとのコミュニテイ作り

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 地域交流会（コンサート）
住⺠⽀え合い活動助成 健康づくり⽀援事業（グラウンドゴルフ）
住⺠⽀え合い活動助成 地域ふれあいコンサート
住⺠⽀え合い活動助成 平和婦⼈部活動

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動
季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 平成22年度横⽥中学校卒業証書授与式
住⺠⽀え合い活動助成 その他（季節の⾏事）
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

福島の⼦ども達に思いっきり外遊びしてもらい、愛知の⼦ども達と交流してもらうための活動

原発事故被災者のための法律相談及、ADR⽀援等の法的⽀援活動
住⺠⽀え合い活動助成 みんなの夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 福島中央浪江⾃治会懇親会
住⺠⽀え合い活動助成 区⺠交流花⾒会

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流、その他
住⺠⽀え合い活動助成 新⼈戦県⼤会慰労会及びおおちゃんカップ決起⼤会
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援　サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 第六町会早朝ラジオ体操の会の⽴ち上げ、周知及び⽴ち上げ⾏事



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
豊かに⽼いる会

北窪⾏政区
北原釜町内会
（中村東部第⼀⾏政区）
北原釜町内会（中村東部第⼀⾏政区）

北原⻘年会

北住地域交流ふくし会
北上プレーパーク有志の会
北沢⼜地域交流ふくし会
（旧北住地域交流ふくし会）
北中⼭四丁⽬町内会
北洞⾃治会
北畑⼦供会
北部第１団地
北部第⼀団地

北福島団地親和会

北⽮野⽬舘町会
牧沢市営テニスコート⾃治会
牧浜団吉
本宮１３区ふれあいサロン会
本宮６区愛宕町ふれあいサロン
本宮の映画⽂化を継承する会
本宮市糠沢婦⼈会
本宮市和⽥１１区ふれあいサロン

本町

本町⼦供育成会

本町⼦供会

本町⼆丁⽬会
末広⼦ども育成会
未来畑
湊まつり推進協議会

名⽬沢⾏政区

鳴瀬サロン

⾯瀬⼩学校区学童保育

⽊幡べんてんジュニア綱引きクラブ

夜梨町会
野球場住宅親睦会
野⽥村復興促進協議会
⽮⼤⾂⼭を愛する会

薬師前⼦供会

柳北⾏政区
癒しのプロ集団
雄勝花物語
落合祭り保存会

陸⾼K２プロジェクト

陸前⾼⽥
陸前⾼⽥カモメネット
陸前⾼⽥市第⼀中学校仮設住宅⾃治会
⽴教⼤学

⽴⼦⼭豊年盆踊り⼤会実⾏委員会

⽴命館⼤学

流町若連会

梁川バスケットボールスポーツ少年団

梁川町
梁川町⼤舘町内会
梁川町卓球技術向上研究会

緑⽔の森

緑町町内会
林・⼤久保地区PTA

林⼆⼦供会

臨床⼼理オフィス
浪板⼤峠⼭住宅親睦会
和⽥１０区
和⽥３区ふれあいサロン
和⽥⼀区ふれあいサロン

和名⽥三世代交流会

和野地区仮設住宅会

篁⾳頭保存会

絆の会
栁沼少年育成会
髙⽊東部
５１区下⽚寄⾃治会
MCLボランティアサークル
ＮＥＷＥＳＴＡＲ０２１
ＮＰＯ法⼈みどりと花の⼤地学園
おおつち⼦ども⾷堂有志の会
ほうかご
ボランティア紅梅の会
わ☆ガヤ
⼀般社団法⼈ワタママスマイル
駅前親交会
遠野もみじ祭り実⾏委員会
下釜第三町内会
下⼩松区お茶会
茄⼦川部落会
岩⼿⼤学三陸復興サポート学⽣委員会
寄磯・前網お茶っこ会
⽋会館 ⽋会館新年交流会・親睦会

地域伝統⽂化の継承
サークルメンバーによるボランティア
「遠野和紙×IchigoJam講座　〜IchigoJamを使って7⾊に光る遠野和紙ランプをつくってみよう〜」
交流もちつき⼤会
おおつち　⼦ども⾷堂
学習⽀援ほうかご
みんなで楽しくひな祭り
親⼦ふれあい研修
地域⾷堂による居場所づくりとコミュニティ再⽣
駅前親交会
遠野もみじ祭りin⿓神峡
下釜第三町内会
サロン活動
茄⼦川部落会親睦交流事業
箱崎B・C甲⼦第9仮設でのサロン活動
寄磯・前網お茶っこ会

住⺠⽀え合い活動助成 うらやまでプレーパーク

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 地域交流芋煮会

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 芋煮会
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 湊みこし夏祭り事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援　サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 映画鑑賞会及び地域交流
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ふれあいサロン活動
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 仮設住宅親睦会
住⺠⽀え合い活動助成 夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 第３７回ふれあいサロン「夏休み⼦供まつり」

住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流事業
陸前⾼⽥市における次代へ継ぐ地域共同体形成のための暮らし再建活動
住⺠⽀え合い活動助成 秋の収穫祭
住⺠⽀え合い活動助成 その他
復興段階の変化に応じた⼤学⽣によるコミュニティ再⽣⽀援事業
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

住⺠⽀え合い活動助成 サロン活動　季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 ⽣活⽀援
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 サロン事業
仮設住宅などに住む被災者の健康増進と慰問活動も同時に⾏っている
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 サロン
季節⾏事
住⺠⽀え合い活動助成季節⾏事、住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 夏祭り
住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流事業

住⺠⽀え合い活動助成 健康相談サロン運営事業
住⺠⽀え合い活動助成 柳沼少年育成会
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事

住⺠⽀え合い活動助成 住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 和⽥３区ふれあいサロン　⼊浴会⾷
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠⽀え合い活動助成  サロン活動
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 和野地区仮設交流会
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流

専⾨家によるカウンセリングやボランティア講習・傾聴講座の開催を通じて主に被災者・避難者に対するメンタル⾯での⽀援活動

住⺠⽀え合い活動助成    住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 親⼦クリスマス会
住⺠⽀え合い活動助成 季節⾏事
住⺠交流
静岡県内の避難者のための臨床⼼理⼠による知識と経験を⽣かした総合⽀援事業
住⺠⽀え合い活動助成 七⼣祭り

学習⽀援、交流のためのたこやき・絵葉書・表札作成、お祭り・運動会開催
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事
住⺠⽀え合い活動助成 季節の⾏事　住⺠交流
住⺠⽀え合い活動助成   季節の⾏事



ソフトバンク株式会社

助成団体名 活動内容例
古⾕館⾃治会
江垂⾏政区
⼭元第⼆⼩学校のこどもたちとふれあう会
⼭⽥町朗読ボランティア
市営新沼⽥第⼆復興住宅団地会
市営新⻄前沼第⼀復興住宅菜園会
市営新⻄前沼第⼀復興住宅団地会
市営新⻄前沼第⼆復興住宅団地会
⼩鯖⾃治会
松島町三浦地区地域福祉推進協議会
沼⽥東⾃治会
⾚井第⼋区
泉ふれあいサロン
相双絆会
相⾺市飯豊第⼀⾏政区（程⽥⾃治会）
台⾃治会
⼤⿅仮設⾃治会
⼤⾨町三、四丁⽬町内会
町郷地区⻘少年育成会
塚部⾃治会（相⾺市⼤野第２区）
都路⼦供会
東町⼆⾏政区
東六郷・東部かあちゃんʼず
特定⾮営利活動法⼈海べの森をつくろう会
⽇和⽥⼦供会
⾺⽬笑美の会
飯坂盆踊りお囃⼦継承保存会
復興⽀援ボランティア　虹
平第４７区⾏政区（⼤字塩地区）
勿来駅前⾃治会

⼤⿅仮設餅つき⼤会
がんばろう⼤⾨三、四新年交流会
平成２８年度　「親⼦の集い」
第１５回塚部ふれあい⼤会
秋の親⼦交流旅⾏
団⼦さしで招福
東六郷・東部かあちゃんʼずカフェ　みんなでございんプロジェクト
いきいきサロン
平成２８年度冬季⾏事
⾺⽬　秋の豊年交流祭
住⺠交流事業
被災者・次世代つながり⽀援事業
塩地区⾃主防災会の活動
ウォーキング・サロン活動

映画鑑賞会
江垂⾏政区　芋煮会
地域住⺠による新校舎落成を祝う会
⾳声訳・絵本の読み聞かせと視覚障がい者との交流
市営新沼⽥第⼆復興住宅団地会
復興公営住宅ふれあい交流事業
市営新⻄前沼第⼀復興住宅団地会
市営新⻄前沼第⼆復興住宅団地会
⼩鯖集会所竣⼯祝賀会
三浦地区住⺠交流事業
コミュニティー新年会
⾚井⼋区「いも煮会」
サロン活動事業　三世代交流収穫祭（いも掘り、いも煮会）
相双絆会交流事業（餅つき⼤会）
程⽥ふれあい事業
台⾃治会芋煮会


