
第 2 回山田町義援隊活動報告平成 23 年 5 月 20 日

                                            茨城県常総市水海道山田町義援隊

隊長  山野井 喜仁

隊員一同

いわき市南の森スポーツパーク避難所支援活動報告

立夏の候、山田町町内の皆さまに於かれましては、益々御健勝の事と存じま

す。先の 4 月 23 日に行いました義援隊活動に引き続き、5 月 14 日のいわき市

南の森スポーツパーク避難所および泉公民館避難所の食事提供では、180 名以上

の被災者の方々に、豚丼とけんちん汁を提供できました事、御報告を申し上げ

ます。この 2回の活動を通して述べ 350人超の被災者へ食事提供が出来た事は、

大変有意義な活動になったと思います。これも皆、応援してくださった町内の

たくさんの方々より、食材や支援物資、並びに支援金の御協力を頂きまして、

この活動が大成功しました事、心より感謝を申し上げます。お蔭様で隊員一同

思う存分使命を果たせました事、重ねて厚く御礼申し上げます。また、派遣隊

以外にも、物資の受付・準備・見送り・出迎え等たくさんの方々の御力添えが

あったからこそ実現・成功できた事を、義援隊一同深く感謝申し上げます。

皆様から預かりました金品は、下記の通り使用させて頂きました、合わせて

御報告申し上げますとともに、残金並びに支援物資の余剰分は、現在計画中の  

第３回山田町義援隊活動に使用させていただきます。

皆様方には尚一層の御理解と御協力をお願いいたしまして、御報告の挨拶と

させていただきます。誠にありがとうございました。

活動の軌跡

5 月 13 日(金)13:00 公民館にて準備

今回もシルバークラブ・青年会・

子供会・交母会・町会・有志の皆様

のご協力を得て、前日に野菜の  

皮むきやカット等の下準備を行い

ました。32 名のお手伝い者があり、

にぎやかに進みました。

御協力ありがとうございました。

5 月 14 日(土)8:00 公民館にて積込、出発

今回は夕食の提供となるため、朝 8 時

から準備・積込みを行い 10 時に義援隊

20 名が、たくさんの方々の見送りに励ま

され公民館を出発しました。

今回は晴天に恵まれ、移動もスムーズ

でした。経費節減のため車両を前回より

2 台減らし、5 台にて向かいました。
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13：30 いわき市市役所へ

常総市長から依頼された見舞金と

手紙をいわき市災害対策本部へ届け

ました。合わせて、義援隊の活動報

告書と趣旨書を手渡し、これからも

支援交流を続けられるよう配慮して

頂く約束を交わしました。

13：30 夕食準備開始

南の森スポーツパークの玄関脇スペー

スをお借りし、今回も前回の実績を踏ま

え、豚丼と野菜たっぷりのけんちん汁を、

大鍋 2 コを使用し調理しました。

また、空いている時間には避難者の

子供たちとお絵かきなどの遊びをし、

交流をいたしました。

17：45  配膳開始

南の森スポーツパークの避難者、

約 150 名に対し、前回同様大盛りの

豚丼と、けんちん汁を提供しました。

今回は夕食ということもあり、喜ば

しいことにおかわりをする方が多く

みられました。

17：45  泉公民館にも配達

今回は南の森スポーツパークだけでは

なく、15ｋｍ離れた泉公民館へも、「来て

欲しい」との要望があったので、喜んで

出張配膳を行いました。

避難者 30 名程度の小規模避難所の為

支援・物資ともに恵まれておらず、大変

感謝されました。

20：00  最後にお土産を

食事提供後、隊員全員で避難者の方々

ひとりひとりに、皆様方から義援隊に

託されたお菓子や手作りの生キャラメ

ルを手渡しました。

また、避難者の子供たちには、他町内

の方に寄付していただいたノートや

ペンを手渡しました。
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21:00 終了・山田町に向けて出発

現地での片付け・積込みが完了

し、やっと一息ついた瞬間です。

今回も「ありがとう」「助かるよ」

「美味しかったよ」と、たくさん

の方々にお声を頂きました。

感謝の言葉に隊員も涙顔です。

次回もまた頑張ります。

会計報告  山田町義援隊 2011.5.14

いわき市南の森スポーツパーク及び泉公民館義援活動会計報告

                           敬省略      

収入の部 一般寄付 ２０，０００円 3 名

町内会役員全員より １３５，０００円 5000 円×27 名

町内会より ５０，０００円

前回繰越金 １０４，１２７円

合計 ３０９，１２７円

支出の部 食材費   ８０，７９８円 豚丼・けんちん汁 材料

消耗品 ８，９４４円 容器・はし・ビニール袋等

現地視察費 ５，０００円 4 月 29 日現地打合せ時

高速代、車両燃料代

車両燃料代 １９，８０１円 5 月 14 日使用５台分

合計 １１４，５４３円

収入（309,127 円）－支出（114,543 円）＝ 残金（194,584 円）

残金につきましては、次回の義援隊活動に全額繰越いたします。

尚、今回も食材費は、皆さまの物資支援により大幅に削減できた事を、   

合わせて御報告いたします。

また、義援活動時の高速道料金は、常総市が無料化の手続きをして頂きました。

以上報告いたします。        

山田町義援隊 隊長 山野井 喜仁

                            会計   五木田 功  

         用田  正信

監 査 報 告

平成２３年５月１９日に会計監査を実施したところ、関係帳簿及び諸証票に

合致し、会計の収支は正確であることを認める。     平成 23 年 5 月 19 日

                 山田町区長     山野井 新一

                  山田町義援隊相談役 山本  勇夫
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第 2 回支援物資集計報告

収集数 使用量 内訳・備考

米 2 合 ３６ｋｇ

前回繰越分を使用ニンジン 2 本 ２５ｋｇ

玉ねぎ 2 個 ５０ｋｇ

ねぎ １０ｋｇ

全量

けんちん汁に使用しました。

飴・お菓子 多数 被災者の方へ直接手渡しました。

タオル ８０枚 避難所窓口へ手渡しました。

ノート・文房具類 多数 被災者の方へ直接手渡しました。

ペットボトル水 ２ℓ×18 本 調理用水として使用しました。

以下、山田町義援隊員への応援差し入れありがとうございました。

缶ジュース 1 箱 山田町義援隊が飲用しました。

義援隊夕食 帰町時の夕食を町内会と有志の方が手作りで提供してくれました。

以上、山田町以外の方２名を含め、たくさんの方の御支援がありました。

尚、皆様から御預かりいたしました支援物資・金品は、全て被災者の皆様への支援活動と

食事提供に使用させて頂いております。また余剰・繰越分につきましては、現在計画中の

第３回山田町義援隊活動に使用させていただきます事を、合わせて御報告申し上げます。

山田町義援隊派遣者 1 回目 21 名 ・ 2 回目 20 名   延べ 41 名派遣

担当 氏名 担当 氏名 担当 氏名

隊長 山野井 喜仁 食材・調理班長 山野井 寿幸 調理 獅子倉 孝

副隊長 石塚 利明 食材・調理 山野井 寛成 配膳 石塚 隼

事務局 染谷 章 車両・記録 山中 昌利 配膳班長 藤井 忠雄

副事務局 山野井 剛 備品班長 岩瀬 博之 記録(5/14) 間中 健吉

会計 五木田 功 備品管理 山野井 広 車両班長（4/23） 山野井 勇一

副会計 用田 正信 設備班長 山野井 一行 車両（4/23） 山野井 光晴

相談役 山本 勇夫 車両班長（5/14） 高木 洋 車両（4/23） 篠原 啓太

庶務 山野井 淳仁 調理副班長 小林 聡

引き続き山田町義援隊へ御支援・御協力を宜しくお願い致します。

－問い合わせ先－

                 山田町義援隊

隊長  山野井 喜仁

                     住所 水海道山田町 935 番地

                          090－8818－6322

                     副隊長 石塚 利明

                          080－1035－2260
－４－


