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■2011年3月30日 「支援物資輸送」
・宮城県の石巻に所在のＮＰＯ法人 博英舎こころや・ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ東北
・宮城県亘理郡亘理町所在の特別養護老人ホーム第二日就苑
・宮城県泉区所在の宮城県発達障害者支援センター アーチル
・宮城県仙台市宮城野区所在の岡田小学校と岡田町会
・宮城県名取市の地域住民

■2011年4月6日 「支援物資輸送」
・3/30と同じ場所

■2011年4月7日 「支援物資輸送」
・3/30、4/6と同じ場所

■2011年4月18日 「支援物資輸送」
・宮城県亘理郡亘理町所在の立逢隈小学校
・宮城県岩沼市所在の岩沼ビックアリーナ
・宮城県岩沼市所在の岩沼市民会館
・宮城県仙台市所在の仙台市若林体育館
・宮城県亘理郡亘理町所在の特別養護老人ホーム第二日就苑

■2011年4月18日～20日 「第１回映画上映会」 「支援物資輸送」
※上映題目→「寅さん」「ドラえもん」

・宮城県亘理郡亘理町所在の亘理町立逢隈小学校体育館
・宮城県岩沼市所在の岩沼市総合体育館（岩沼ビッグアリーナ）
・宮城県仙台市所在の仙台市若林区集会所
・宮城県亘理郡亘理町所在の特別養護老人ホーム第二日就苑
・宮城県仙台市所在の仙台市若林体育館

■2011年5月1日
本団体のメンバー５名にて宮城県石巻市を現地視察、「支援物資輸送」

■2011年5月14日～18日 「第二回映画上映会」
※上映題目→「寅さん」「ドラえもん」

・岩手県大船渡市所在の大船渡カメリアホール
・岩手県大船渡市所在の大船渡北小学校
・岩手県一関市所在の旅館かみくら

■2011年5月27日～28日 「支援物資輸送」「被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」
・宮城県石巻市の地域住民
・宮城県宮城郡七ヶ浜町において、
他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体が行っていた被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加

■2011年6月15日 プロジェクト主催「チャリティイベント開催」 都内
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■2011年6月25日～26日 「支援物資輸送」「被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」
・宮城県石巻市の地域住民 ・災害ボランティアセンターにて活動

■2011年7月9日 プロジェクト主催「第２回チャリティイベント開催」 都内

■2011年7月14日～15日 「支援物資輸送」
・宮城県石巻市の地域住民

■2011年7月24日 「第１回浴衣ボランティア活動」
・宮城県仙台市若林区仮設住宅住民

■2011年8月1日 「第２回浴衣ボランティア活動」
・宮城県石巻市湊町の地域住民

■2011年8月7日 「第３回浴衣ボランティア活動」
・宮城県亘理郡亘理町所在の仮設住宅住民

■2011年8月20日～21日 「支援物資輸送」「そうめん流し催事活動」
・宮城県石巻市の地域住民

■2011年9月7日～8日 「法律相談会」
・宮城県石巻市の地域住民

■2011年9月13日 プロジェクト主催「第３回チャリティイベント開催」 都内

■2011年9月19日～20日 「写真撮影活動」「冬季物資リサーチ活動」
・宮城県石巻市の地域住民
・宮城県仙台市若林区仮設住宅住民

■2011年9月25日 「ゴスペルチャリティコンサート開催」
・於：聖書キリスト教会（東京都江古田）

■2011年10月8日～10日 現地視察、「被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」
・宮城県気仙沼市を現地視察
・宮城県宮城郡七ヶ浜町において、
他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体が行っていた被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加

■2011年10月13日 「支援物資輸送」
・宮城県石巻市の地域住民

■2011年10月22日～23日 「第2回写真撮影活動」
・宮城県仙台市若林区仮設住宅住民



■2011年10月26日～29日 現地視察
・岩手県、宮城県を中心に現地視察

■2011年11月11日 プロジェクト主催「第４回チャリティイベント開催」 都内

■2011年11月12日 「支援物資輸送」「花の苗企画」
・宮城県石巻市の地域住民

■2011年11月18日～19日 「第2回法律相談会」
・宮城県の地域住民

■2011年11月24日～25日 「第1回ペットフード輸送」
・宮城県仙台市青葉区 dogwood様

■2011年11月25日～26日 「ハンドケア体験＆講習会企画」
・宮城県名取市の保健センター職員/宮城県名取市の仮設住宅住民

■2011年12月7日 「第2回ペットフード輸送」
・福島県石川郡玉川村 玉川ペット霊園

■2011年12月10日～12日 「第3回ペットフード輸送」
・福島県石川郡玉川村 玉川ペット霊園/宮城県東松島市早川動物病院

■2011年12月10日～11日 「第1回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加

■2011年12月23日～24日 「第2回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加

■2011年12月31日 「年越しそばを食べよう企画」
・宮城県名取市の仮設住宅住民

■2012年1月14日～15日 「第3回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加

■2012年1月20日 プロジェクト主催「第５回チャリティイベント開催」 都内

■2012年1月21日～22日 「餅つき大会企画」
・宮城県石巻市 石巻プレハブ商店街

■2012年2月4日～5日 「第4回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加
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■2012年3月9日～11日「第3回ペットフード輸送」 「支援物資輸送」
・宮城県仙台市青葉区 dogwood様 ・気仙沼カトリック幼稚園

■2012年3月28日 プロジェクト主催「第６回チャリティイベント開催」 都内

■2012年4月1日 「第1回こいのぼり作成ボランティア活動」
・宮城県石巻市 開成団地（仮設住宅）

■2012年4月14日～15日 「第５回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年4月22日 「第2回こいのぼり作成ボランティア活動」
・宮城県石巻市中屋敷 なかやしきっさ

■2012年4月28日～30日
「第1回気仙沼大島観光＆第1回ビーチクリーンアップ」

・宮城県気仙沼市 大島

■2012年5月4日～5日 「石巻ふれあい祭」
・宮城県石巻市立町復興ふれあい商店街

■2012年5月27日～28日 「第６回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年5月30日 プロジェクト主催「第７回チャリティイベント開催」 都内

■2012年6月16日～17日 「第７回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年7月4日～5日 「第８回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年7月13日 プロジェクト主催 「第8回チャリティイベント開催」 都内

■2012年8月18日～8月19日
「第2回七ヶ浜ボランティア活動」農地復興ボランティア活動
・宮城県宮城郡七ヶ浜町

■2012年8月18日～19日 「第9回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年8月29日 プロジェクト主催 「第9回チャリティイベント開催」 都内
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■2012年9月14日 株式会社Resorz主催 「みど理想図パーティー」
にて、JIN‘S PROJECTブースを出展。・東京都内

■2012年9月22日～9月23日 「女川さんま収穫祭ボランティア活動」
・女川さんま祭ボランティア＆地域応援ツアー（by Hug Hug Smile）に参加した。
・宮城県女川町

■2012年9月29日～9月30日 「石巻そうめん流しイベント」
竹を使ったそうめん流し催事
・宮城県石巻市 ふれあい商店街、真野仮設団地

■2012年9月30日 「三鷹の森フェスティバル」
写真撮影コーナー出展協力。都内

■2012年10月20日 「女川さんま収穫祭in日比谷ボランティア活動」
女川さんま祭ボランティア（by Hug Hug Smile）に参加した。
・東京都日比谷公園

■2012年10月20日～21日 「第10回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年11月7日 プロジェクト主催主催 「第10回チャリティイベント」都内

■2012年11月17日～11月18日 「芋煮会イベント」
地域主催の芋煮会のお手伝いボランティア活動。
・宮城県石巻市真野地区

■2012年11月23日～11月24日 「第11回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2012年11月25日 「ゴスペルチャリティコンサート」
ゴスペルチャリティコンサートのサポート
・神奈川県横浜市伊勢佐木町 CROSS STREET

■2012年12月27日 プロジェクト主催 「第11回チャリティイベント」都内

■2013年1月26日～27日 「第12回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2013年2月2日～2月3日 「石巻節分イベント」
節分にちなんで、恵方巻作りや豆まきの催事
・宮城県石巻市 真野仮設団地
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■2013年3月9日～10日 「第13回dogwoodボランティア活動」
・宮城県仙台市青葉区において、被災動物支援ボランティア活動に参加

■2013年3月8日～12日「JIN’S 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地にて、能の公演を数ヶ所で行った。
宮城県気仙沼市リアスアーク美術館／宮城県気仙沼市復興屋台村 気仙沼横丁
気仙沼市 階上地区 地福寺／石巻市湊小学校体育館
石巻市立町復興ふれあい商店街

■2013年4月28日～4月29日
「石巻ふれあい祭」
石巻立町復興ふれあい商店街にて、ゴールデンウィークにお客様を誘致
する目的でイベントを開催。
・宮城県石巻市立町復興ふれあい商店街

■2013年5月11日～12日 福島の子どもたちを支援する保養プロジェクト
「自然と遊ぼう保養ピクニック」

SEEDS OF HOPE様との共催。
福島の子どもだちが、自然体験活動に参加。
・福島県 南会津

■2013年7月30日～8月2日「JIN’S 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地にて、能の公演を数ヶ所で行った。
宮城県石巻市大島住吉神社／宮城県石巻市牧山・零羊崎神社
宮城県石巻市普誓寺
「全国花火サミット」歓迎レセプション公演（石巻グランドホテル）

■2013年7月31日～8月1日
「石巻川開き祭」
石巻立町復興商店街にて、御神輿担ぎのボランティアに参加
・宮城県石巻市立町商店街

■2013年8月10日～8月11日
「石巻 真野第2回そうめん流し＆地域清掃お手伝いボランティア」
地域主催のそうめん流しと、川の清掃と芝桜の草取りを、地域の方と一緒に
活動を行った。
・宮城県石巻市真野地区

■2013年8月15日～8月17日「JIN’S 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地にて、能の公演を数ヶ所で行った
気仙沼市 鹿折中学校仮設住宅／気仙沼市 階上地区 地福寺
気仙沼市 反松公園仮設住宅／宮城県登米市登米町伝統芸能伝承館・森舞台

東日本大震災支援６



■2013年9月30日 プロジェクト主催 「第12回チャリティイベント」都内

■2013年10月21日「JIN’S 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
「陸前高田 奇跡の一本松奉納」

被災地にて、能の公演を数ヶ所で行った。
今後の活動にあたり、撮影も同時に行った。
・宮城県東松島市 グリーンタウン矢本
・岩手県陸前高田市 奇跡の一本松

■2013年11月2日「JIN’S 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
産業まつりに於いて、能の公演を行った。
・岩手県陸前高田市

■2013年11月7日 プロジェクト主催 「第13回チャリティイベント」都内

■2014年1月1日「 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地に於いて、能の公演を行った。
・気仙沼市五十鈴神社
・宮城県気仙沼市大島神社

■2014年1月31日 プロジェクト主催 「第14回チャリティイベント」都内

■2014年2月2日～2月3日 「石巻節分イベント」
節分にちなんで、恵方巻作りや豆まきの催事
・宮城県石巻市 真野仮設団地

■2014年3月10日～3月11日「 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地に於いて、能の公演を行った。
・宮城県気仙沼市蕉煙風の広場
・宮城県気仙沼市煙雲館

■2014年4月27日～28日「 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地に於いて、能の公演を行った。
・宮城県登米市横山不動尊
・宮城県気仙沼市北野神社

■2014年5月18日～19日「 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地に於いて、能の公演を行った。
・宮城県気仙沼市仮設住宅
・宮城県石巻市柳国尊像尊
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■2014年8月15日～16日「 能楽のこころと癒やしプロジェクト」
被災地に於いて、能の公演を行った。
・宮城県気仙沼市中央公民館
・宮城県気仙沼市地福寺
・宮城県気仙沼市五右衛門ノ原運動公園

■2015年7月8日、11日「東日本大震災支援を頂いた最貧国であるネパールに恩返しをし
よう」
ベガルタ仙台様と共にネパール支援の啓蒙活動。募金活動、東日本大震災支援の啓蒙活
動
・宮城県仙台市泉区

■2015年9月17日「J3 福島ユナイテッドFC U-12（小学生）石鹸配布」
にこにこ一般財団法人様の石鹸配布活動に協力
・福島県飯坂

■2016年3月10日「西川悟平チャリティーコンサートin福島」
桜の聖母学院中学校・高等学校在学生約500人に、障害者である「7本指のピア
ニスト」西川悟平コンサート開催
・福島県福島市


