2011 年 4 月 24 日（日）

13：00 - 18：00

in 立正大学石橋湛山記念講堂 ＜入場無料＞

東日本大震災復興 NPO 支援・全国プロジェクト
設立総会＆支援フォーラム
プレイベント
13:00-14:00

震災復興チャリティーコンサート
＜出演予定＞・（特） 国境なき楽団、（特）WEL’S 新木場、（特）日本太鼓協会

第一部
14:00-16:30

東日本大震災 復興 NPO 支援フォーラム
＜プログラム＞
①あいさつ
②開催趣旨説明
③来賓挨拶
④東日本大震災活動報告
・岩手 遠野まごころネット 菊池新一副代表
・宮城 東日本大震災復興ＮＰＯ支援・全国プロジェクト仙台事務所 近藤明美 代表
・宮城 ＮＰＯ連携仙台宮城緊急支援対策本部（NPO 法人ワンファミリー仙台内）村上タカシＮＰＯ連携担当
・宮城 ［ＮＰＯ連携］ＧＡＮＢＡＲＯ↑ＭＩＹＡＧＩ ／ 宮城復興支援センター センター 茂木秀樹センター長
・福島 ＮＰＯ連携福島復興支援センター 小林幸生代表
⑤未来への提言

第二部
16:45-18:00

東日本大震災復興 NPO 支援・全国プロジェクト設立総会

＜活動報告者、
活動報告者、関係者＞
関係者＞
・市民
市民キャビネット
キャビネット災害支援部会
キャビネット災害支援部会
[輸送隊、
輸送隊、仕分け
仕分け隊、募金隊、
募金隊、広報・
広報・カメラ隊
カメラ隊、風呂設置隊、
風呂設置隊、現地出動隊、
現地出動隊、
市民航空災害支援センター
市民航空災害支援センター]
センター]
・東日本大震災
東日本大震災復興
震災復興 NPO 支援・
支援・全国プロジェクト
全国プロジェクト仙台事務所
プロジェクト仙台事務所
・遠野まごころ
遠野まごころネット
まごころネット
・NPO 連携福島復興支援センター
連携福島復興支援センター
・NPO 連携仙台宮城緊急支援対策本部
連携仙台宮城緊急支援対策本部（
仙台宮城緊急支援対策本部（ワンファミリー仙台内
ワンファミリー仙台内）
仙台内）
・[NPO 連携]
連携]ＧＡＮＢＡＲＯ↑
ＧＡＮＢＡＲＯ↑ＭＩＹＡＧＩ/
ＭＩＹＡＧＩ/宮城復興支援
宮城復興支援センター
支援センター
・（特）静岡県ボランティア
静岡県ボランティア協会
ボランティア協会
兵庫
・被災地ＮＧＯ
被災地ＮＧＯ協働
ＮＧＯ協働センター
協働センター
（特）日本災害救援ボランティアネットワーク
・
日本災害救援ボランティアネットワーク（ＮＶＮＡＤ）
ボランティアネットワーク（ＮＶＮＡＤ）
埼玉
・（特）ＮＰＯ埼玉
）ＮＰＯ埼玉ネット
埼玉ネット
・（特）埼玉カウンセリングセンター
埼玉カウンセリングセンター
●協力団体・
協力団体・企業
国際ロータリー
国際ロータリー2760
ロータリー2760 地区（
地区（愛知）
愛知）
ラッシュ・
ラッシュ・ジャパン
ジャパン株式会社
パン株式会社
社団法人埼玉県労働者福祉協議会
支援物資、
支援物資、資金提供団体のみなさん
資金提供団体のみなさん

＜背景写真は
背景写真は 13 日災害救助犬による
日災害救助犬による生存者捜索活動
による生存者捜索活動＞
生存者捜索活動＞
・（特）日本ユニバーサルデザイン
日本ユニバーサルデザイン研究機構
ユニバーサルデザイン研究機構
・（特）キャンパー
・全日本救助犬団体協議会
【（特
（特
（特
（特）沖縄災害救助犬協会、
沖縄災害救助犬協会、
（特）九州救助犬協会、
九州救助犬協会、
（特）日本レスキュー
日本レスキュー
協会、
（特
協会、（特
（特）日本捜索救助犬協会、
日本捜索救助犬協会、
（特）北海道ボランティアドッグ
北海道ボランティアドッグの
ボランティアドッグの会】
・（特）アトピッ子地球
アトピッ子地球の
子地球の子ネットワーク
・（特）国境なき
国境なき楽団
なき楽団
・戸田市民災害支援対策本部
戸田市民災害支援対策本部
・（財）公益法人協会
・東日本大震災
東日本大震災・
復興を応援する
応援する企業人
震災・復興を
する企業人の
企業人の会
・(特)NPO 事業サポートセンター
事業サポートセンター
・東日本大震災復興 NPO 支援・
支援・東海プロジェクト
東海プロジェクト

●被災地ＮＰＯ
被災地ＮＰＯネットワーク
ＮＰＯネットワーク報告
ネットワーク報告
東日本大震災復興
復興 NPO 支援・
東日本大震災
支援・全国プロジェクト
全国プロジェクト仙台事務所
プロジェクト仙台事務所
NPO 連携岩手復興支援センター
連携岩手復興支援センター
NPO 連携福島復興支援センター
連携福島復興支援センター
NPO 連携仙台宮城緊急支援対策本部
連携仙台宮城緊急支援対策本部（
仙台宮城緊急支援対策本部（ワンファミリー仙台内
ワンファミリー仙台内）
仙台内）
[NPO 連携]
連携]ＧＡＮＢＡＲＯ↑
ＧＡＮＢＡＲＯ↑ＭＩＹＡＧＩ/
ＭＩＹＡＧＩ/宮城復興支援
宮城復興支援センター
支援センター

■主催 東日本大震災・復興 NPO 支援全国プロジェクト準備会
■共催 新しい公共をつくる市民キャビネット災害支援部会、立正大学
お問合せ TEL 03-3456-1611 FAX 03-6808-3788 E-mail ej.hisaichi.npo.shien.proj@gmail.com
〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 8-18 HS ビル 2 階（特定非営利活動法人 NPO 事業サポートセンター内）

東日本大震災復興ＮＰＯ支援・全国プロジェクト
呼びかけ人（五十音順）〔4 月 19 日現在〕
・池本修悟

（特）NPO 事業サポートセンター／新しい公共をつくる市民キャビネット

・後 房雄

（特）市民フォーラム 21・NPO センター

・江口タミ子

全日本救助犬団体協議会／（特）日本捜索救助犬協会

・太田達男

（財）公益法人協会

・岡本健次郎

（特）共生のすまい全国ネット

・小野田全宏

（特）静岡県ボランティア協会

・河口博行

（特）ニッポン・アクティブライフ・クラブ 東京本部

・菊池新一

遠野まごころネット

・小林幸生

NPO 連携福島復興支援センター

・後藤真太郎

立正大学・地球環境科学部

・島田慎太郎

宅老所を全国に広める会

・庄野真代

（特）国境なき楽団

・高橋 公

（特）ふるさと回帰支援センター

・田中尚輝

（特）市民福祉団体全国協議会

・平野覚治

全国老人給食協力会（ミールズ・オン・ホイールズ協会）

・藤岡喜美子

（社)日本サードセクター経営者協会（JACEVO）

・星野勝芳

（社）長寿社会文化協会

・牧野史子

（特）介護者サポートネットワークセンター アラジン

・松尾道夫

（特）NPO 埼玉ネット

・村井雅清

被災地 NGO 協働センター（神戸）

・村上タカシ

仙台宮城緊急支援対策本部 NPO 連携担当

・茂木秀樹

[NPO 連携]GANBARO↑MIYAGI/宮城復興支援センター

・横尾俊成

（特）greenbird

■立正大学石橋湛山記念講堂
（大崎キャンパス）
〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16
TEL 03-3492-2681
＜アクセス＞
大崎駅（JR 山手線、湘南新宿ライン、埼京線、りんかい線）から徒歩 5 分
五反田駅（JR 山手線、都営地下鉄浅草線）から徒歩 5 分
大崎広小路駅（東急池上線）から徒歩 1 分

＜フォーラム参加申込書＞FAX 03-6808-3788
□第一部 □第二部 に参加します。
（□レ
レ印願います）
お名前

所属団体名

ふりがな

ふりがな

住所
電話番号
e-mail

〒

