東日本の再生過程に若者の参加を

参加者募集

住友商事
ユースチャレンジ・
フォーラム 2015
■日

時： 2015年 9月12日
（土）13時30分〜16時30分

9月13日（日）09時45分〜16時30分
■会

場： TKPガーデンシティ仙台 AER21階
（「仙台駅」西口徒歩2分、JR仙石線「あおば通駅」徒歩5分、地下鉄南北線「広瀬通駅」徒歩5分）

■ 参加費： 無料
■主

催： 住友商事株式会社

■ 企画・運営協力： 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
■ 現地協力： 特定非営利活動法人 せんだい・みやぎＮＰＯセンター

お問い合わせ先

住友商事株式会社 環境・ＣＳＲ部 （担当：安田・秋葉）

〒104-8610 東京都中央区晴海1-8-11

E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp ／ TEL：03-5166-3653、3401

市民社会創造ファンド

Youth-Challenge Forum
住友商事株式会社は、東日本大震災の被災地の地域再生と被災者の生活再建を願い、その再生過程に参加
するユースを応援するため、2012年度より「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム」を実施していま
す。このプログラムはユースによる活動や研究を支援する「活動・研究助成」と、被災地で活躍するNPO等での
ユースの長期インターンシップを支援する「インターンシップ奨励プログラム」の２つで構成されています※1。
この度、2015年度「活動・研究助成」の助成対象団体※2 による中間報告会と、公開シンポジウムを以下の
要領で開催いたします。
中間報告会では東日本大震災から復興に向けてチャレンジするユースの活動成果を報告します。
公開シンポジウムでは、
「 本プログラムの3年間の調査結果から見えてきたこと」をテーマとした基調講演
と、
「 東日本大震災×ユースチャレンジ〜伝えることから生まれるもの〜」をテーマに、私たちが伝えていくこ
とは何か、そこから生まれるものは何かについてパネルディスカッションを行います。
震災後4年が過ぎ、震災直後から関わっているメンバーの卒業、復興住宅への移転にともなう地域コミュニ
ティの再構築、被災地外での震災風化など、取り巻く環境が転機を迎える中で、ユースと共にあらためて「伝
える」ことの大切さや意義について考えます。
皆様のご参加をお待ちしております。
※1 詳細については、以下WEBサイトをご参照ください。
・活動・研究助成 → http://www.civilfund.org/youth-josei.html
・インターンシップ奨励プログラム → http://www.civilfund.org/youth-challenge.html

※2 中間報告会はAコース及びBコース（新規助成）の団体が報告します。

Program
9月12日（土）
13：30〜16：30
（受付：13：15〜）

2015年度 助成対象団体 中間報告会 （助成Bコース［新規］：11団体）
「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム−活動・研究助成−」を受けた団体による活動報告

9月13日（日）
09：45〜12：00
（受付：9：30〜）

13：30〜16：30
（受付：13：00〜）

2015年度 助成対象団体 ポスターセッション（助成Aコース：29団体）
「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム−活動・研究助成−」を受けた団体による活動報告

公開シンポジウム
【基調講演】

「 本プログラムの3年間の調査結果から見えてきたこと」
■

山岡 義典（特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 運営委員長）

【パネルディスカッション】

「 東日本大震災
■ コーディネーター：岩附
■

ユースチャレンジ 〜伝えることから生まれるもの〜」
由香 氏

（認定特定非営利活動法人 AC E 代表）

パ ネ リ ス ト：佐々木 信 秋 氏（一般社団法人 SAVE TAKATA 代表理事）
三木 利隆 氏

（早稲田大学気仙沼チーム 代表）

内山 愛美 氏

（認定特定非営利活動法人 ふくしま NPO ネットワークセンター 理事）

Entry
参加申込にあたっては、以下の必要事項をご記入いただき、件名を
「ユースチャレンジ・フォーラム参加申込」として 9月 4日（金）
までに、Eメールにてお申込みください。
（必要事項）
・・・
【氏名】、
【 所属】、
【 参加希望のプログラム（中間報告会／ポスターセッション／公開シンポジウム）】

E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp
※参加申込の締切日前でも定員に達した際にはお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※定員に余裕がある場合には、当日参加もお受けいたします。
※ご記入いただいた個人情報は、本フォーラムに関する業務、連絡等のみに使用させていただきます。

Youth-Challenge Forum
Map
会場
TKPガーデンシティ仙台
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 21F

アクセス
・「仙台駅」西口より徒歩 2分
・JR 仙石線「あおば通駅」より徒歩 5分
・地下鉄南北線「広瀬通駅」より徒歩 5分
地図の詳細⇒ http://gc-sendai.net/access.shtml

2015年度 助成対象プロジェクト・団体名一覧
＜ A コース ：ユースが任意のチーム／サークル／グループで取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

吹奏楽サークル活動 2015

岩手医科大学吹奏楽サークル

2

HARU 足湯プロジェクト

東北大学地域復興プロジェクト”HARU”

3

子ども・高齢者・学生を繋ぐ憩いの場留まり木プロジェクト

支援サークル ひだまり

4

Link Hearts Project

石巻専修大学 山崎ゼミナール

5

宮城県仮設住宅入居者支援プロジェクト

東北学院大学災害ボランティアステーション 学生スタッフ

6

宮城県名取市の仮設住宅における支援活動
〜新しい環境へ向けてのコミュニティ形成を応援するプロジェクト〜

尚絅学院大学ボランティアチーム TASKI（たすき）

7

よつばファーム

学生による地域支援活動団体みまもり隊

8

福島を感じて考えるスタディーツアー「スタ☆ふく」

9

仮設住宅支援

10

つくば市における避難者・学生・市民のためのコミュニティ形成支援

Tsukuba for 3.11

11

東北を元気に！−石巻市牡鹿半島で行う漁業支援及び仮設住宅支援−

石巻応援団「おしか」

12

被災地を花と緑で支援するプロジェクト

千葉大学園芸学部 松戸・柏の葉地区環境ISO学生委員会

13

遠野・被災地自立支援ボランティア

法政大学市ヶ谷キャンパス「チームオレンジ」

みんなで作ろう！東松島地野菜プロジェクト

スタ☆ふくプロジェクト
（学生団体）福島大学災害ボランティアセンター

14

東日本大震災復興支援プロジェクト〜東北の受験生に参考書を〜

学生団体

15

田老

成蹊高等学校生徒会

16

成蹊

参考書宅救便
東北震災復興パート

県外避難した福島の子どもたちの学習支援プロジェクト

Gooce

17

久之浜・大久地区

久之浜大久地区まちづくりサポートチーム青年部

18

中央大学学習支援「子ども面瀬学 2.0」

文化アーカイブ

中央大学 被災地支援学生団体「面瀬学習支援」

19

繋がろう！ 被災地支援プロジェクト

Team Tama Action Project

20

さんさんつながりプロジェクト

きずな International

21

気仙沼チーム―気仙沼と人をつなぐ―

早稲田大学気仙沼チーム

22

市民メディア活動を通して被災地の今を伝えるプロジェクト

学生による被災地支援のための市民メディアプロジェクト

23

浜通り魅力発信プロジェクト

ふたば YOUTH

24

変わらぬ支援を

金沢大学ボランティアさぽーとステーション

―広田寄り添いプロジェクト―

Youth-Challenge Forum
プ ロジェクト 名

団体名

25

石巻市内の仮設住宅に住む子どもたちに対する保育を通しての
ボランティア活動

26

気仙沼大島の魅力を島の子ども達と一緒に伝えるかわらばんワークショップ

ACTION― students' project for 3.11―

27

雄勝町のまちの活性化を図るための支援活動

Small sunlight

28

架け橋プロジェクト〜食で東北と九州を繋げるったい〜

東日本災害ボランティア派遣隊

29

このゆびとまれ！

このゆび

みんなに笑顔をとどけ隊

＜ B コース（新規助成）：NPO ／大学（院）等の組織においてユースが主体的に取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

宮城学院女子大生による子どもの「日常」再生ネットワーク

2

いしのまき学校

3

古民家再生「雀のお宿（仮）」プロジェクト

特定非営利活動法人 蓮笑庵くらしの学校

4

被災地の「今」を伝える

特定非営利活動法人 市民公益活動パートナーズ

5

東日本大震災復興支援プロジェクト2015
〜変化する現地の支援ニーズに応じたユースチャレンジ事業

立教大学コミュニティ福祉学部東日本大震災復興支援推進室

6

復興支援カフェ 〜被災地と東京をつなぐ学生たちの取り組み〜

桜美林大学 基盤教育院サービス・ラーニング・センター（SLC）

7

「高校生を対象とする気仙沼フードマイスター講座」
気仙沼の水産加工品の定期購買を通したマーケティング人材育成

8

陸前高田市高齢者応援プロジェクト〜住まいと住まい方の提案〜

建築計画学復興デザインチーム

高校生ゼミ
相想（そうそう）
スマイルプロジェクト

宮城学院女子大学 リエゾン・アクション・センター（MG-LAC）
一般社団法人 ISHINOMAKI 2.0

一般社団法人 気仙沼仕事創出プロジェクト

9

大島のみらいを考える会

気仙沼大島みらいチーム

10

専門高校のネットワークで新たな石巻ブランド創出に挑戦

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島

11

災害支援活動を行ったソーシャルワーカーの“声”の発信を通じた
未来のソーシャルワーカー・ネットワークづくり

関西福祉科学大学 東日本大震災復興支援ユースチーム

＜ B コース（継続助成）：NPO ／大学（院）等の組織においてユースが主体的に取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

陸前高田の子どもを対象とした居場所づくり『みちくさルーム』への
学生ボランティア受け入れ（2）

特定非営利活動法人 パクト

2

宮古地区において活動的なユースがつながるコミュニティの持続的な形成

ユースみやっこベース

3

若林区東部振興プロジェクト

一般社団法人 ReRoots

4

宮城県石巻市における学びを通じた居場所作りプロジェクト

特定非営利活動法人 TEDIC

5

学生・住民協働で被災3県の地域コミュニティ形成を図るボランティアツアー

東北大学東日本大震災学生ボランティア支援室

6

大学生ボランティアによる被災児童・生徒の自立支援プロジェクト
（2） 公益社団法人 チャンス･フォー・チルドレン

7

（2）
大学生による福島の食と農の再生支援プロジェクト

8

若者の力による海岸林再生と、活動を通じたコミュニティづくり事業

特定非営利活動法人トチギ環境未来基地

9

海の照葉樹林とコミュニティづくり支援プログラム（2）

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

10

宮城県気仙沼市大沢地区における復興まちづくり支援
〜復興から地域活性化／住民主体のまちづくりへ

気仙沼みらい計画大沢チーム

11

建築学生による
「記憶の街」復元模型ワークショップ開催を通した
「失われた街」模型復元プロジェクト実行委員会
福島県・東日本大震災被災地における記憶の保存・再生プロジェクト

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

