
 
平成 24 年 9 月 7 日（金）～ 8 日（土） 

宮城県南三陸町西戸（さいど）地区にて開催 

 

東北遊商の主催により「人と人のつながりを築く場所」として、東日本大震災 被災地

にてボランティア活動に参加し当日は、東北遊商組合員に加えて全商協、北海道遊商、

東遊商、中部遊商、中国遊商、四国遊商、九州遊商より応援に駆けつけ、コミュニティ

ハウス建設や炊き出しを組合として協力してまいりました。 
 
宮城県南三陸町西戸地区ボランティア活動 

「報道すらされていない被災地では、未だに震災か

ああら復興していない現状を全国の方々に知って欲し

ああい…」と始めに東北遊商・髙橋一則理事長より挨

拶がありました、最初は皆戸惑いながらの作業でした

が、最後には立派なコミュニティハウスや炊き出しも

大盛況のうちに無事終えました。  
 今回のボランティア活動の参加者 

  
始めに、東北遊商、髙橋理事長より挨拶。 焼鳥･フランク･焼そば･帆立･焼イカ… 

  
カレー･たこ焼･鯛焼･生ビール･冷た～い飲み物も… ボールすくいにくじ引きもやりました。 

 
続いて、コミュニティハウスも建てました。 作業完了後に全員集まって… 

 



ボランティア活動について 時間割･役割分担表

★9月7日(金)宮城県南三陸町西戸(さいど)地区

時 間 役 割 .催 事 内容等 軒 高

★9:00 自家用車使用者集合.作美釈明 南三陸西戸

9:30 作業開始 コミュニティハウス建築 .炊き出し準備

ー0:00 (貸切マイクロ′t基集会-出発) ( I畠_駅西口J{スプール..)

12:00 バス到着 南三陸酉戸

-ー3:00 昼食.おべんとう配布

13:00 *'ランティア活動 理事長開催宣言挨拶 (理事長)

活動内容スケシ'1-ル,役割分担報告 (平川委員長)

☆コミュニティハウス 建築チーム

暗 面 役 割 .催 事 内容等

13:10 午後の部件葺開始

く阿部4-5名前乗り基礎工事済)

i

18:30 初日終了

☆炊き出しチーム

時 間 役 割 . 催 事 内容等

13:10 午後の却作業開始

焼きそば(250食).フランクフルト(200本)

ホタテ焼く100食)イカ焼く100食)

焼きとり(500本).かき氷.枝豆.お菓子

16:00 大自然塾にて炊き出し振舞い開始

18:00 掛 目 イベント開催

19:00 初日終了

宿泊者､宿のバスく15分-20分)で移動

★9月8日(土)宮城県南三陸町酉戸くさいど)地区

☆コミュニティハウス 建築チーム ☆炊き出しチーム

時 間 役 割 .̀ 催 事 内容等 海 面 役 割 . 催 事 内容専

9:00 作業開始 9:00 作業開始

～ カレーくま50食).ごはん(250食)

タイ焼き(100食いたこ焼き(300食)

12:00 昼食.おベんとう配布 枝豆.お菓子

13:00 作業開始 昼食一(カレーライス)

; 12:00 大自然塾にて昼食炊き出し振舞い

15:00まで 完成 14:00 炊き申し終了.片付け

15:00 (貸切マイクロバス娼路)

16:OD 建前式

17:00 ホ●ランチげ活動 理事長解散式.挨拶 (理事長)



9/7 　(金)　参加者 9/8　(土)　参加者

商社名 氏名 商社名 氏名

㈲カシワギ産業 柏木　稔 ㈲カシワギ産業 柏木　稔

㈲カシワギ産業 佐藤　和人 ㈲カシワギ産業 佐藤　和人

㈲カシワギ産業 柏木　信耶 ㈲カシワギ産業 柏木　信耶

㈲迫遊機 髙橋　一則 ㈲迫遊機 髙橋　一則

㈱ワタベ産業 渡部　修 ㈱ワタベ産業 渡部　修

㈱アーバン仙台営業所 佐藤　優大 ㈱アーバン仙台営業所 佐藤　優大

㈱東日本パーラーシステム 佐藤　公喜 ㈱東日本パーラーシステム 佐藤　公喜

㈱東日本パーラーシステム 佐々木利明 ㈱東日本パーラーシステム 佐々木利明

㈱遊販　仙台支店 菊田　基孝 ㈱遊販　仙台支店 菊田　基孝

㈲ユーテック 今井　将喜 ㈲ユーテック 今井　将喜

㈲ユーテック 高橋　正弘 ㈲ユーテック 高橋　正弘

㈱大平商会仙台営業所 伊藤　樹里 ㈱大平商会仙台営業所 伊藤　樹里

㈱大平商会仙台営業所 酒井　健 ㈱大平商会仙台営業所 酒井　健

㈱関実 菅野　薫 ㈱関実 菅野　薫

三栄実業㈱ 三栄実業㈱

三栄実業㈱ 三栄実業㈱

シルバー電研㈱仙台営業所 安達　幸治 シルバー電研㈱仙台営業所 安達　幸治

シルバー電研㈱仙台営業所 佐々木　勝也 シルバー電研㈱仙台営業所 佐々木　勝也

シルバー電研㈱仙台営業所 シルバー電研㈱仙台営業所

シルバー電研㈱仙台営業所 シルバー電研㈱仙台営業所

シルバー電研㈱仙台営業所 シルバー電研㈱仙台営業所

㈱北日本ノバックス ㈱北日本ノバックス

㈱北日本ノバックス ㈱北日本ノバックス

㈲BeeSmile 平川　智也 ㈲BeeSmile 平川　智也

㈲BeeSmile 藤澤　翔 ㈲BeeSmile 藤澤　翔

㈲BeeSmile ㈲BeeSmile

㈲BeeSmile ㈲BeeSmile

㈲BeeSmile ㈲BeeSmile

㈲ケ・パル 宮腰　伸司 ㈱セブン 永山　恵治

㈱セブン 永山　恵治 ㈱ソレイユ 福地　健次

㈱ソレイユ 福地　健次 ㈲弘商 東海　良弘

㈱東栄商事東北支店 桜井　真 ㈲弘商 川村　洋平

㈱東栄商事東北支店 松山　勇起 東北遊商　事務局 千葉

㈲弘商 東海　良弘 東北遊商　事務局 堤

㈲弘商 川村　洋平 東北遊商　事務局 佐藤

東北遊商　事務局 千葉 全商　事務局 宮澤

東北遊商　事務局 堤 全商　事務局 石井

東北遊商　事務局 佐藤 北遊商 櫻井

全商　事務局 宮澤 東日本遊商 松永

全商　事務局 石井 中部遊商 澤中

北遊商 櫻井 四国遊商 天本

東日本遊商 松永 九州遊商 坂本

中部遊商 澤中 中国遊商 山本

四国遊商 天本 中国遊商 八重垣

九州遊商 坂本

中国遊商 山本

中国遊商 八重垣


