
東北教区ボランティアセンター平成 28年 6月活動報告 

 

【6月 1日(水)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：晴時々曇     最高 21℃ 最低 14℃ 

青葉区 教化センター（仙台別院）『すこやかサロン』にて地域支援活動（4名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 2日(木)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴        最高 20℃ 最低 14℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 3日(金)活動報告】 

活動人数：10名 

天候：晴        最高 23℃ 最低 11℃ 

青葉区 教化センター(仙台別院)『ひまわり会』にて地域支援活動(2名) 

名取市 駅前サロン・在宅サロンにて地域支援活動(自主活動)(7名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 4日(土)活動報告】 

活動人数：10名 

天候：晴        最高 27℃ 最低 13℃ 

岩沼市 千年希望の丘にて除草作業（自主活動）(7名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（3名） 

  

【6月 5日(日)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：晴のち曇     最高 27℃ 最低 18℃ 

南相馬市 勝縁寺『布遊びの会』にて地域支援活動(3名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

 

 

 

 



【6月 6日(月)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：晴のち曇     最高 22℃ 最低 15℃ 

名取市 美田園第一仮設住宅・植松入生仮設住宅にて地域支援活動(3名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 7日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇        最高 22℃ 最低 15℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）に所内作業（1名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 8日(水)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇        最高 24℃ 最低 18℃ 

名取市 箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（3名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 9日(木)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇のち雨     最高 23℃ 最低 18℃ 

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（1名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2名） 

  

【6月 10日(金)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：晴        最高 29℃ 最低 17℃ 

若林区 おもいでかえるにて写真洗浄活動（1名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2名） 

  

【6月 11日(土)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴のち曇     最高 28℃ 最低 16℃ 

気仙沼市 KRAにて自主活動（1名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  



 

【6月 12日(日)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：晴のち曇     最高 25℃ 最低 19℃ 

名取市 STEPにて海岸捜索活動（4名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 13日(月)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：雨        最高 20℃ 最低 17℃ 

青葉区 教化センター(仙台別院)『南三陸さろん仙台会』にて地域支援活動(4名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 14日(火)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇        最高 21℃ 最低 17℃ 

名取市 箱塚桜仮設住宅・愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（3名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 15日(水)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇        最高 20℃ 最低 17℃ 

青葉区 教化センター（仙台別院）『すこやかサロン』にて地域支援活動（3名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 16日(木)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇のち雨     最高 21℃ 最低 17℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2名） 

  

【6月 17日(金)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇のち晴     最高 28℃ 最低 19℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（3名） 

  

 



 

【6月 18日(土)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：晴        最高 30℃ 最低 18℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2名） 

  

【6月 19日(日)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇        最高 23℃ 最低 19℃ 

南三陸町にて自主活動(1名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（3名） 

  

【6月 20日(月)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：曇のち晴     最高 24℃ 最低 19℃ 

名取市 美田園第一仮設住宅・植松入生仮設住宅にて地域支援活動（2名） 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動（2名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 21日(火)活動報告】 

活動人数：2名 

天候：曇        最高 26℃ 最低 19℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（2名） 

  

【6月 22日(水)活動報告】 

活動人数：4名 

天候：曇        最高 23℃ 最低 20℃ 

名取市 雇用促進住宅・箱塚屋敷仮設住宅にて地域支援活動（1名） 

青葉区 小田原市営住宅にて『曹洞宗企画』（ビーズブレスレット作り）地域支援活動（2名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

 

 

 

 

 



【6月 23日(木)活動報告】 

活動人数：5名 

天候：雨のち曇        最高 19℃ 最低 17℃ 

名取市 館腰サロン（ビーズブレスレット作り）・本村下集会所（匂い袋作り）にて『曹洞宗

企画』地域支援活動（4名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 24日(金)活動報告】 

活動人数：9名 

天候：曇のち雨        最高 22℃ 最低 17℃ 

青葉区 教化センター『支倉サロン』にて『曹洞宗企画』(匂い袋作り)地域支援活動(5名) 

若林区 中央市民センター別棟にて『曹洞宗企画』(ビーズブレスレット作り)地域支援活動

(3名) 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 25日(土)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：曇           最高 28℃ 最低 20℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 26日(日)活動報告】 

活動人数：3名 

天候：曇時々晴        最高 24℃ 最低 19℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（3名） 

  

【6月 27日(月)活動報告】 

活動人数：10名 

天候：晴のち曇        最高 27℃ 最低 15℃ 

名取市 仮設住宅にて居室訪問活動・仙台市民会館地階第二教養室にて定例ミーティング（7

名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（3名） 

  

 

 

 

 



【6月 28日(火)活動報告】 

活動人数：8名 

天候：雨のち曇        最高 21℃ 最低 19℃ 

名取市 箱塚桜仮設住宅・愛島東部仮設住宅にて地域支援活動（7名） 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 29日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：晴のち曇        最高 26℃ 最低 17℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

【6月 30日(水)活動報告】 

活動人数：1名 

天候：雨のち曇        最高 21℃ 最低 20℃ 

ボランティアセンター（仙台別院）にて情報収集・連絡調整（1名） 

  

 


