
 

 

ACTIVITY REPORT 2014 





2014年度、ARTS for HOPEは102回の活動を東北各地へお届けしました。震災直後から避難所を巡り、以降
も仮設住宅を中心に継続している「Happy Doll Project」（願いを込めた人形“ハッピードール”の制作を通して
交流をはかるコミュニティプログラム）や「Happy Painting Project」（豊かな色彩に触れ、心身を開放して
楽しむペインティングプログラム）に加え、今年は子どもたちや地域の人たちが、自分たちの手でまちを明るく
塗り変える「Art Renovation Project」、障がいを持つ子どもたちに向けたプログラム等に多くの要請があり
ました。中には1週間を要する一大プロジェクトもあり、長い時間を要する地域規模の活動に繋がったことも
2014年度の大きな特徴でした。今後も時間の経過に伴う変化に対応しながら、「心の復興」を担う活動とし
て、地域ごとのニーズを汲み取り、必要とされる活動を展開していきます。

2014年度活動実績

2011年からの
活動総数　

449回
岩手73回／宮城210回
福島154回／その他12回

支援対象者人数
約25,000人

数字で見る
活動実績

　遠征総移動距離数　76.194Km　（2015.5現在）
   日本一周（本土域(北海道・本州・四国・九州)の海岸線）：約4周分 
   地球一周（南極と北極を結んだ線）：約1.9周分
　富士山（高さ）：約20,179個分  スカイツリー（高さ） ：約120,180個分

4月16日 宮城県仙台市 岡田児童館 

4月16日 岩手県大船渡市 平林応急仮設住宅

4月17日 宮城県岩沼市 総合南東北病院

4月19日 ♥ 宮城県仙台市 八本松市民ｾﾝﾀｰ

4月23日 宮城県仙台市 東長町児童館

4月24ｰ26, 28日 ★ 福島県南相馬市 上町児童ｾﾝﾀｰ

4月28日 岩手県大船渡市 木町応急仮設住宅

5月22日 福島県会津若松市 竹田綜合病院

5月24ｰ25日 ✿ 福島県南相馬市 雲雀ケ原祭場地

5月31ｰ6月2日 ★ 福島県いわき市 小名浜西小学校 

6月4日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

6月12ｰ14, 16日 ★ 福島県南相馬市 東町児童ｾﾝﾀｰ

6月14日 宮城県仙台市 六郷児童館

6月15日 福島県相馬市 相馬市生涯学習会館

6月28日 宮城県仙台市 連坊小路ﾏｲｽｸｰﾙ児童館

7月2日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

7月4ｰ6日 ★ 福島県相馬市 公立相馬総合病院 小児科病棟

7月7日 宮城県石巻市 石巻ﾊﾞｲﾊﾟｽ用地 西集会所

7月7日 宮城県石巻市 石巻ﾊﾞｲﾊﾟｽ用地 東集会所

7月9日 福島県南相馬市 上町児童ｸﾗﾌﾞ

7月16日 宮城県仙台市 六郷児童館

7月17日 ♥ 岩手県花巻市 花巻清風支援学校

7月17日 ♥ 岩手県大船渡市 慈愛福祉学園

7月18日 岩手県陸前高田市 米崎保育園

7月19日 宮城県牡鹿郡女川町清水仮設住宅 上五区集会所

7月19日 宮城県牡鹿郡女川町清水仮設住宅 上三区集会所

7月23日 宮城県仙台市 岡田児童館

7月25日 ♥ 福島県福島市 わんわん学童ｸﾗﾌﾞ

7月26日 ♥★ 福島県福島市 わんわん学童ｸﾗﾌﾞ 

7月30日 宮城県仙台市 東長町児童館

8月5ｰ7日 ✿ 山形県西村山郡 山形県朝日少年自然の家 ｱｰﾄｷｬﾝﾌﾟ

8月6日 宮城県仙台市 六郷児童館

8月8日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

8月11日 宮城県仙台市 荒町児童館

8月13ｰ15日 ✿ 宮城県栗原市 国立花山青少年自然の家 ｱｰﾄｷｬﾝﾌﾟ

8月23日 宮城県仙台市 連坊小路ﾏｲｽｸｰﾙ児童館

9月3日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

9月17日 宮城県仙台市 岡田児童館

9月26日 ♥ 福島県いわき市 福島県立聾学校平分校

9月29日 ♥★ 宮城県本吉郡本吉町福祉施設 ほっぷ

10月1日 ♥✿ 宮城県亘理郡山元町宮城病院

10月1日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

10月4日 宮城県仙台市 岡田児童館

10月17日 ♥★ 宮城県本吉郡本吉町福祉施設 ほっぷ

10月18日 福島県相馬市 柚木仮設住宅 

10月18日 福島県相馬市 北飯渕仮設住宅 

10月19日 ♥ 宮城県仙台市 宮城社会福祉ｾﾝﾀｰ

10月20日 宮城県仙台市　 立華幼稚園 

10月21日 宮城県仙台市 六郷児童館

10月30日 ♥ 宮城県名取市 個人宅

11月5日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

11月8日 宮城県仙台市 六郷児童館

2014年
11月11日 岩手県大船渡市 宮田応急仮設住宅

11月12日 岩手県陸前高田市 高田高校第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ応急仮設住宅

11月14日 宮城県牡鹿郡女川町女川町こころからだとくらしの相談ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ

11月14日 宮城県石巻市 女川町仮設住宅（石巻ﾊﾞｲﾊﾟｽ用地）

11月15日 福島県南相馬市 小池第一仮設住宅

11月15日 福島県南相馬市 小池原畑第一仮設住宅

11月17日 宮城県仙台市 荒町児童館

11月19日 宮城県仙台市 東長町児童館

11月25日 福島県会津若松市 城北小学校仮設住宅

11月26日 ♥ 福島県会津若松市
福島県立聾学校会津分校
福島県立会津養護学校竹田分校

11月26日 福島県会津若松市 河東学園仮設住宅

11月27日 福島県会津若松市 一箕町長原仮設住宅

12月5日 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院

12月5日 福島県相馬市 公立相馬総合病院

12月7日 ✿ 福島県南相馬市 市民情報交流ｾﾝﾀｰ ｸﾘｽﾏｽ会

12月10日 宮城県石巻市 大橋団地仮設住宅

12月12日 岩手県釜石市 岩手県立釜石病院

12月12日 岩手県釜石市 岩手県立釜石病院 院内保育所

12月12日 岩手県大船渡市 岩手県立大船渡病院

12月13日 ♥✿ 宮城県仙台市 たいはっくる ｸﾘｽﾏｽ会

12月14日 ♥✿ 宮城県仙台市 みやぎＮＰＯﾌﾟﾗｻﾞ ｸﾘｽﾏｽ会

12月21日 ✿ 岩手県大船渡市 ｶﾒﾘｱﾎｰﾙ ｢ｻﾝﾏﾁ｣ ｸﾘｽﾏｽ会

1月7日 宮城県石巻市 大橋団地集会所

1月14日 宮城県仙台市 岡田児童館

1月24日 福島県南相馬市 大鹿仮設住宅

1月24日 宮城県仙台市 連坊小路児童館

1月26日 福島県福島市 旧佐原小学校仮設住宅

1月27日 福島県福島市 宮代仮設住宅

1月28日 ♥ 福島県福島市 福島県立大笹生養護学校

1月31日 宮城県仙台市 六郷児童館

2月4日 宮城県仙台市 荒町児童館

2月5日 宮城県石巻市 大橋団地集会所

2月6日 ♥ 福島県福島市 福島県立須賀川養護学校医大分校

2月7日 ♥ 宮城県仙台市 仙台市福祉ﾌﾟﾗｻﾞ

2月8日 宮城県牡鹿郡女川町新田仮設住宅

2月9日 宮城県牡鹿郡女川町蟹田仮設住宅

2月9日 宮城県石巻市 石巻ﾊﾞｲﾊﾟｽ用地

2月10日 ♥ 福島県相馬市 福島県立相馬養護学校

2月17日 岩手県大船渡市 放課後児童ｸﾗﾌﾞゆうゆう

2月21日 福島県南相馬市 牛越第一仮設住宅

2月21日 福島県南相馬市 上町児童ｸﾗﾌﾞ

2月25日 宮城県仙台市 岡田児童館

3月11日 宮城県石巻市 大橋団地集会所

3月13日 福島県相馬市 北飯渕仮設住宅

3月14日 宮城県仙台市 連坊小路児童館

3月14日 福島県南相馬市 牛越第二仮設住宅

3月24日 福島県南相馬市 寺内塚合仮設住宅

3月25日 宮城県仙台市 東長町児童館

3月25日 宮城県石巻市 大街道地区放課後児童ｸﾗﾌﾞ

3月26日 岩手県大船渡市 たっせ学童ｸﾗﾌﾞ

3月27ｰ28日 ★ 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅

2015年

活動回数　

103回
岩手14回／宮城55回
福島33回／その他1回

支援対象者数　

約7,000人
活動日数 

136日
東京⇔東北：23遠征95日間 　

　　1年の1/4を東北で活動
 岩手/宮城/福島各地：41日間 

★ : Art Renovation Project

♥ : 障がいを持つ子どもたち・人々へのｱｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

✿ : 地域行事・季節行事としてのｱｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

 



福島
町の色、心の色を、ぬりかえる
地震、津波、原発の影響を受けた福島県では、過疎化が進み、人手不足と町の荒廃化が著
しい地域があります。子どもたちが自分たちの手で町を明るく塗り変え、自分たちの手で
生まれ変わらせる「Art Renovation Project」は、福島県内の子どもの施設や公園、病
院など12カ所で実施しました。子どもたちの町や施設に対する愛着心にも繋がり、住民
の皆さんからも「地域に花が咲いたようで本当に嬉しい」といった声が寄せられていま
す。アートリノベーション事業は、福島県内での活動実績をもとに、岩手、宮城へも波及
し、活動に広がりを見せています。

岩手
変容するコミュニティで「心」の復興を担う
岩手県では仮設住宅のコミュニティ活動に重点を置き、住民の交流事業のほか、新たな
試みとして、子どもたちとペイントしたカラフルなアートワゴンの運用を始動しまし
た。一部地域では、仮設住宅から災害公営住宅への本格的な移転もはじまり、災害公営
住宅への支援も求められていますが、2015年度は長期避難者の「心の復興」事業とし
て、復興庁と協働した展覧会の開催も予定しています。岩手支局では、障がいを持つ子
どもたちのプログラムやアートリノベーションの要請もあり、今後新たな展開を見込ん
でいます。

東町児童クラブ（福島県南相馬市）

橋本町児童クラブ（福島県南相馬市）

東町児童クラブ（福島県南相馬市）

いわき市立小名浜西小学校（福島県いわき市）

青葉公演（福島県南相馬市）

公立相馬総合病院（福島県相馬市）
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長砂仮設住宅（岩手県陸前高田市）宮田仮設住宅（岩手県大船渡市）



宮城

ボーダーを超える、アートのちから
聴覚障がいを持つ子どもたちや家族の会、聴覚支援学校、重度心身障がいを持つ方が入所
する病院などからプログラムの依頼が相次ぎました。宮城県内を皮切りに、岩手の特別支
援学校、福島の聾学校や養護学校などにも広がりをみせ、あらゆる壁を越えるアートの力
を実感する活動となりました。2015年度も各地から多くのニーズをいただいています。

一箕町長原仮設住宅（福島県会津若松市）
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新田仮設住宅（宮城県女川町）

みやぎデフ親子クラブ（宮城県仙台市）

国立病院機構宮城病院（宮城県山元町）

福島県立大笹生養護学校（福島県福島市）

岩手県立花巻清風支援学校（岩手県花巻町）

福島県立聾学校平分校（福島県いわき市）　福島県立相馬養護学校（福島県相馬市）

北飯渕仮設住宅（福島県相馬市） 小池第三仮設住宅（福島県南相馬市）



サポーターの皆さま

2014年度も多くの企業・団体・個人の皆さまから、温かなご支援をいただきました。
心より御礼を申し上げます。

＜助成＞
南相馬市子育て応援基金
NHK厚生文化事業団 わかば基金
赤い羽根共同募金「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」
独立行政法人 国立青少年教育復興機構　子どもゆめ基金
公益信託うつくしま基金
SUNTORY・Save the Childrenフクシマ ススム プロジェクト
公益財団法人 木口福祉財団 被災地復興助成
ふくしま銀行 ふくぎん みんなのサポート市民活動助成金
公益社団法人 企業メセナ協議会 GB Fund

＜協賛/寄附＞（50音順/敬称略）
イプソス株式会社
コーチ･ジャパン合同会社
ゴールドマンサックス証券株式会社
サノフィ株式会社
JXホールディングス株式会社
株式会社ジェーシービー
シチズンホールディングス株式会社
株式会社鈴木組
株式会社 第一製版
トヨタ自動車株式会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
リオ ティント ジャパン株式会社
麻の会
NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
会員の皆さま
個人寄附の皆さま

<物品協力>
株式会社フェリシモ

 

【宮城支局】
〒983-0851 
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡５
（みやぎNPOプラザ内）
TEL：080-5871-6989
E-mail：afhmiyagi@gmail.com

ARTS for HOPE（運営母体：Wonder Art Production 1999年1月設立）
代表者：高橋雅子　設立：2011年3月20日

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-16-5-501
TEL：03-6240-1525　FAX：03-6240-1528　E-mail：artsforhope@gmail.com

【岩手支局】
（郵便物送付先）
〒022-0006 
岩手県大船渡市立根町字宮田86
宮田仮設住宅集会所気付ARTS for HOPE
E-mail：afhiwate@gmail.com

【福島支局】
〒975-0031 
福島県南相馬市原町区錦町1-125
TEL：080-5740-1771
E-mail：afhminamisouma@gmail.com

http://artsforhope.info/
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