
熊助組活動報告 

平成 28年熊本地震に対するボランティア活動について 

 

■概要 

 平成 28年 4月 14日に発生した最大震度 7、M6.5 の地震に際して、熊助組では平成 28年 4

月 15日の午前にミーティング・午後に避難所支援、平成 28年 4月 16日からは各地の社会福祉協

議会と連絡を取りつつ、災害復旧支援を行ってきましたので活動内容を以下に記載します。 

 

■活動内容 

・【2016年度】 

──────────────────────────────────────── 

【4月 15日(金)】 

■避難所運営支援ボランティア@熊本大学体育館 

関連機関：熊本大学 

活動場所：熊本大学体育館 

活動時間：①18:00～25:25、②18:00～21:00 

活動内容：熊本大学体育館において、物資や毛布などの配布を行った。体育館は学生が 50名程度 

であったが、徐々に増えてきている状況であった。その後、本震が起きるまではその状態が続 

いた。 

 

──────────────────────────────────────── 

【4月 16日(土)】 

■避難所運営支援ボランティア@熊本大学体育館および運動場 

関連機関：熊本大学 

活動場所：熊本大学体育館・運動場 

活動時間：1:25～5:00 

活動内容： 

本震後は体育館には子供、高齢者等を優先し、

他の人は運動場に避難してもらった。運動場に避

難してくる人の誘導を行い、その後は急激に増加

した避難者に対して、運動場を巡回し声掛けを行

った。 

 

 

 

 



■物資搬入出ボランティア 

@うまかなよかなスタジアム 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：うまかなよかなスタジアム 

活動時間：14:00～19:00 

活動内容：物資搬入出の作業。 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【4月 17日(日)】 

■物資搬入出ボランティア@うまかなよかなスタジアム 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：うまかなよかなスタジアム 

活動時間：9:00~17:00 

活動内容：①物資搬入+交通誘導、物資搬入＋区役所での物資受け入れ 

└①に関しては行村が担当し、スタジアムに搬入するトラックの交通誘導を行った。誘導の際には代表者

名と数量の確認を行った。②に関しては大坂と川嶋の2名がスタジアムより搬送される物資の受け入れを

行うために熊本市社会福祉協議会の人と北区役所に向かったが、手違いが起こり北区役所に到着した

頃には受け入れが終了していたのでスタジアムに戻った。②に関しては移動時間が多かったようだ。 



──────────────────────────────────────── 

【4月 18日(月)】 

■物資搬入出ボランティア@うまかなよかなスタジアム 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：うまかなよかなスタジアム 

活動時間：9:00~17:00 

活動内容：うまかなよかなスタジアム 2 ゲートで人が少なくハード。午後からボランティアの人数増加。 

──────────────────────────────────────── 

【4月 19日(火)】  

★防災サポーターとして活動★ 

■物資搬入出ボランティア 

@うまかなよかなスタジアム 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：うまかなよかなスタジアム 

活動時間：8:30~17:00 

活動内容：うまかなよかなスタジアムの 1 ゲートで

物資搬入出をしたが、一般のボラン

ティアがスタジアムに 700人くらい集まっており搬入出の作業頻度は少なかった。30分に１

回のペースで搬入出を行った。 

 

 

■物資受け入れボランティア@南区役所 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：南区役所 

活動時間：9:00~15:00 

活動内容：①物資搬入、②子供たちとの交流、トイレの補助、

物資の配布。 

 



──────────────────────────────────────── 

【４月 20日(水)】 

■ニーズ調査のお手伝い＠熊本市東区 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市東区 

活動時間：9: 00~16:00 

活動内容：熊本市東区の個人宅へのニーズ調査。 

──────────────────────────────────────── 

【４月 21日(木)】 

■熊本市ボランティアセンター前日準備@熊本市 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市社会福祉協議会 

活動時間：9:00~15:00 

活動内容：ボランティアセンター運営のオリエンテ

ーション。 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【4月 22日(金)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去)@美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦礫の撤去などの家屋の片づけ 

 

 

 

■避難所支援@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：駐車場のゴミ拾い、物資の配給、避難所内の消 

毒活動などの避難所支援。 

 

■ニーズ調査@熊本市東区 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 



活動場所：熊本市東区 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：熊本市社会福祉協議会ニーズ調査 

──────────────────────────────────────── 

【4月 23日(土)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦礫の撤去などの家屋の片づけ 

 

■避難所支援@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：避難所支援 

 

■ニーズ調査@熊本市東区 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市東区 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：熊本市社会福祉協議会ニーズ調査 

 

■ボランティアセンター設営準備、子供たちとの交流@西原村 

関連機関：西原村社会福祉協議会 

活動場所：西原村役所裏生涯学習センター 

        西原村小森 3259 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：ボランティアセンターの設営準備、子供たちとの交流。 

 

──────────────────────────────────────── 

【4月 24日(日)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~13:00 



活動内容：瓦礫の撤去などの家屋の片づけ 

 

 

 

■避難所支援@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：避難所支援、交通誘導 

 

■ボランティアセンター設営準備、子供たちとの交流@西原村 

関連機関：西原村社会福祉協議会 

活動場所：西原村役所裏生涯学習センター 

        西原村小森 3259 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：ボランティアセンターの設営準備、子供たちとの交

流。 

──────────────────────────────────────── 

【4月 25日(月)】※途中大雨中止、瓦礫撤去のニーズ出てきた。 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去)@美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保険センター湯の香 

活動時間：9:00~11:40 

活動内容：地域内に集められた瓦礫、 

及び住宅３棟の瓦撤去 

要望・出来事：長靴が欲しい。次からは田んぼ  

での瓦礫の作業になる。 

 

■避難所支援、交通誘導@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~17:00 

活動内容：①トイレ掃除、パン・ごはん在庫確認、②交通誘導。 

① に関しては田中が担当、②に関しては加藤、西嶋が担当 

今日全体的にボランティアの人数が少ない。 

──────────────────────────────────────── 



【4月 26日(火)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

(担当：木下さん)  

活動場所：福祉保険センター湯の香 

活動時間：7:30~1５:00 

活動内容：瓦礫・ブロック塀の撤去、集積 

その他：日あたりが悪く、足元がぬかるんでいた。 

       ニーズ、ボランティア人数ともに増えてき 

       た。高校生の参加者が多かった、自衛 

隊出動。 

 

■老人介護施設での活動@菊池市 

関連機関：菊池市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県菊池市隈府 888 

活動時間：9:00~15:30 

活動内容：要援護者の見守り、簡単な掃除、 

          ドライヤー等。体操、食事配膳の補 

          助。 

 

 

 

■避難所支援、交通誘導@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~17:00 

活動内容：町役場のサポート、物資の仕分け、配給に使った発砲スチロールの洗浄、簡単な調理作業。

ゴミ集積場で対象地域の住民か確認、車両の誘導、車が通れないところの片づけ。 

──────────────────────────────────────── 

【4月 27日(水)】※雨のため、菊池市でのボランティア以外中止 

■要援護者の介護の手伝い@菊池市 

関連機関：菊池市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県菊池市隈府 888 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：要援護者の介護、高齢者(平均年齢 90歳)との積極的なコミュニケーション。 

 



────────────────────────────────────────

【4月 28日(木)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保険センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦礫の撤去 

 

 

 

■要援護者の介護の手伝い@菊池市 

関連機関：菊池市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県菊池市隈府 888 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：要援護者の介護、高齢者(平均 

90歳)とのコミュニケーション。 

 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去)@宇城市 

関連機関：宇城市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県宇城市松橋豊福 1695 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：家屋の片づけ、屋外のブロック塀・瓦礫の撤去 

──────────────────────────────────────── 

【4月 29日(金)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保険センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦やブロック塀の撤去、室内の片付け 

 

■家屋の片付け@宇城市 

関連機関：宇城市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県宇城市松橋豊福 1695 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅の家屋の片付け 

──────────────────────────────────────── 



【4月 30日(土)】 

■家屋の片付け@宇城市 

関連機関：宇城市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県宇城市松橋豊福 1695 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅室内の片付け 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 1日(日)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去) @益城町 

関連機関：益城町社会福祉協議会 

活動場所：井関熊本製造所グラウンド 熊本県上益城郡益城町安永 1400 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦やブロック塀の撤去 

──────────────────────────────────────── 

【5月 2日(月)】 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去など) @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：家屋の片付け、農機具等の移動、 

その他片付けの手伝い 

 

 

──────────────────────────────────────── 



【5月 3日(火)】 

■家屋の片付け @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：屋内のみでの片付け 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 4日(水)】 

■家屋の片付け @美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：家屋の片付け 

 

 

■家屋の片付け @菊池市 

関連機関：菊池市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県菊池市隈府 888 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：屋内の片付け、ブロック塀の撤去 

 

 

 

 

 

■避難所調査 @熊本市 

関連機関：横浜市立大学 石川英子准教授 

活動場所： 熊本市内の避難所 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：避難所運営者へ調査(避難所の実 

          態調査) 

 

 



──────────────────────────────────────── 

【5月 5日(木)】 

■家屋の片付け@熊本市 

関連機関：NPO法人がんばりよるよ星野村 

活動場所：熊本市西区 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：室内・小屋の荷物の片付け 

 

■災害ゴミ回収@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：一般家庭の災害ゴミ回収 

 

■足湯のボランティア@御船町 

関連機関：レスキューストックヤード 

活動場所：御船中学校 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：被災者への足湯のボランティア、手も 

          み 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 6日(金)】 

■給水補助、災害ゴミの片付け・運搬@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：給水補助、災害ゴミの片付け・運搬 

 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 



【5月 7日(土)】 

■家屋の片付け@熊本市東区 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市社会福祉協議会 

東区ボランティアセンター 

熊本県熊本市健軍 3-1-43 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：屋内外での家具などの片付け・掃除 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 8日(日)】 

■家屋の片付け@熊本市東区 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市社会福祉協議会 

          東区ボランティアセンター 

       熊本県熊本市健軍 3-1-43 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅室内での片付け 

(ニーズ 1件) 

 

 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去・運搬)@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅での瓦礫の撤去・運搬 

(ニーズ 2件) 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 14日(土)】 

■家屋の片付け@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 



活動時間：9:00~16:00 

活動内容：民家の片付け、集積場への搬出。 

          (ニーズ 2件)  

──────────────────────────────────────── 

【5月 15日(日)】 

■家屋の片付け@菊池市 

関連機関：菊池市社会福祉協議会泗水支所 

活動場所：熊本県菊池市隈府 888 

活動時間：9:00~15:30 

活動内容：民家の片付け・運搬。1件目はブロック塀の片付けと納屋の片付けを行い、 

2件目は、屋根瓦の運搬や、窓や畳の運び出し。(ニーズ 2件) 

 

 

■家屋の片付け(瓦礫の撤去・運搬)@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：集積所の誘導、瓦礫の撤去 

 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 21日(土)】 

■家屋の片づけ、瓦礫の撤去@美里町 

関連機関：美里町社会福祉協議会 

活動場所：福祉保健センター湯の香 

活動時間：8:50~11:00 

活動内容：民家での片付け(倒れたタンス・食器 

          の片付け)、瓦礫の撤去・運搬。 

          (ニーズ 3件) 

 

──────────────────────────────────────── 

 

 

 



【5月 22日(日)】 

■家屋の片づけ、廃材の撤去・運搬@西原村 

関連機関：西原村社会福祉協議会 

活動場所：熊本県阿蘇郡西原村鳥子 358-3 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅の廃材を撤去・集積場への 

          運搬。(ニーズ 2件) 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 28日(土)】 

■家屋の片づけ、瓦礫の撤去・運搬@宇城市 

関連機関：宇城市社会福祉協議会 

活動場所：熊本県宇城市松橋豊福 1695 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦礫(主に瓦)の撤去、集積場への 

          運搬・積み下ろし、屋外へ家電の運 

          び出し。(ニーズ 2件) 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【5月 29日(日)】 

■屋内の片付け去@宇土市 

関連機関：宇土市社会福祉協議会 

活動場所：宇土市民体育館 

       熊本県宇土市旭町 504 

活動時間：9:00~14:00 

活動内容：個人宅について本棚の移動、本・植木鉢・土嚢の整理、土壁の撤去。(ニーズ 1件)  

 

■物資の整理@南阿蘇村 

関連機関：南阿蘇村社会福祉協議会 

活動場所：久木野総合福祉センター 

ふれあいサロン内 

活動時間：9:00~16:00 

    



活動内容：5つの福祉施設におくる物資の在庫 

整理(ニーズ 1件) 

備考：片道 1時間半 

(熊本大学～南阿蘇ボランティアセンター) 

──────────────────────────────────────── 

【6月４日(土)】 

■被災材の片付け@大津町 

関連機関：大津町社会福祉協議会 

活動場所：大津町運動公園 

熊本県菊池郡大津町森 1000 

活動時間：9:00~14:00 

活動内容：個人宅について、屋内から家財を出

す作業、廃棄場への運搬(ニーズ 1件) 

 

──────────────────────────────────────── 

【6月５日(日)】 

■テント村の移動ボランティア、足湯のボランティア 

           @御船町、熊本市(サンライフ熊本) 

関連機関：御船町社会福祉協議会 

活動場所：サンライフ熊本 

活動時間：10:00~12:00、16:00~18:00 

活動内容：午前：テント村の移動、午後：サンラ

イフ熊本における足湯のボランティア(対象：6名) 

 

 

■瓦礫の撤去、運び出し作業@菊陽町 

関連機関：菊陽町社会福祉協議会 

活動場所：菊陽町福祉支援センター 

       熊本県菊池郡菊陽町久保田 2596 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：瓦礫の撤去、大きい家具の運び出 

し、菊陽中学校における体育館の支 

援物資の運び出し。 

 

──────────────────────────────────────── 



【6月 18日(土)】 

■ボランティアセンター引越し@大津町 

関連機関：大津町社会福祉協議会 

活動場所：大津町運動公園 

熊本県菊池郡大津町森 1000 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：災害ボランティアセンターの引越しのお手伝い 

 

 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【6月 19日(日)】 

■瓦礫の撤去@菊陽町 

関連機関：菊陽町社会福祉協議会 

活動場所：菊陽町福祉支援センター 

       熊本県菊池郡菊陽町久保田 2596 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：損壊したブロック塀の撤去、災害ゴミ 

          の搬出 

 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【6月 26日(日)】 

■民家の土砂清掃@宇土市 

関連機関：宇土市社会福祉協議会 

活動場所：宇土市民体育館 

       熊本県宇土市旭町 504 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：水害被害を受けた川沿いの個人宅について、主に車庫などの土砂出し。 

 

──────────────────────────────────────── 



【6月 30日(木)】 

■農業ボランティア・炊き出し@益城町 

関連機関：益城町宮園区長  

活動場所：馬水南公民館ほか 

活動時間：7:30~20:30 

活動内容：午前中：水田の田植えを 2面、午後：水田の田 

植えを 1面、その後 16時ぐらいから炊き出しのお 

手伝いや子供への風船配り。農業ボランティアは人 

手が今後も必要。また、フィットする長靴と軍手では 

なくゴム手袋が必要。 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【7月 2日(土)】 

■民家の土砂清掃@宇土市 

関連機関：宇土市社会福祉協議会 

活動場所：宇土市民体育館 

       熊本県宇土市旭町 504 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅の土砂出し作業。シャベルを 

使った肉体労働が中心で、服などが 

ひどく汚れる。 

 

──────────────────────────────────────── 

【7月 3日(日)】 

■農業ボランティア@益城町 

関連機関：Relief8、ミヤモリさんなど 

活動場所：益城町 

活動時間：8:00~16:00 

活動内容：8~9時：カボチャ詰め用箱作り、 

9～12時：ジャガイモ畑で収穫、 

13~16時：カボチャの仕分けと箱詰 

め。ジャガイモ畑での作業では、

Relief8や社会人団体(山梨や東京の人)との作

業、カボチャの箱詰めは奈良天理大学(前日に熊本入り)との作業。収穫時期が遅れているようで、また

服や車ともに汚れる作業だった。 



──────────────────────────────────────── 

【7月 9日(土)】 

■高齢者宅の被災ゴミの運搬@嘉島町 

関連機関：嘉島町社会福祉協議会 

活動場所：嘉島町福祉センター 

活動時間：9:00~15:00 

活動内容：高齢者宅の家具や冷蔵庫を含む被災ゴミの運搬(午前、午後に 1件ずつ)、 

──────────────────────────────────────── 

【7月 10日(日)】 

■家屋の片付け@菊陽町 

関連機関：菊陽町社会福祉協議会 

活動場所：菊陽町福祉支援センター 

活動時間：9:30~15:30 

活動内容：瓦と土のうの撤去、倒れたタンスを元に戻す作業、ボランティアセンターの片付け(少しだけ) 

──────────────────────────────────────── 

【7月 16日(土)】 

■土砂撤去@大津町 

関連機関：大津町社会福祉協議会 

活動場所：大津町老人福祉センター駐車場 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：個人宅の土砂撤去、床下掃除など 

 

 

 

 

 

 

■農業ボランティア@益城町 

関連機関：Relief8など 

活動場所：馬水南公民館 

活動時間：9:00~15:30 

活動内容：収穫後の畑の片付け(杭抜きなど) 

 

 

 

 



 

■7月 17日準備@大津町 

関連機関：Relief8など 

活動場所：岩嵜さん宅ガレージ 

活動時間：10:00~16:00 

活動内容：明日の準備、 

次回 9月の流しそうめん準備 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【7月 17日(日)】 

■避難所における炊き出し、子供たちとの交流@益城町 

関連機関：広安西小学校避難所運営、NPO くまもと 

活動場所：広安西小学校 

活動時間：9:00~16:00 

活動内容：3つの班に分かれて、そうめんの炊き出し、カフェ、子供との交流を実施 

 

 

──────────────────────────────────────── 

【8月 6日(土)】 

■子供たちとの交流@御船町 

関連機関：御船町スポーツセンター避難所運営 

活動場所：御船町スポーツセンター 

活動時間：13:00~18:00 

活動内容：子供との交流としてバルーンアート、水遊び（竹の水鉄砲、水風船）、その後足湯を実施 

 

 



 

──────────────────────────────────────── 

【8月 20 (土)】 

■子供たちとの交流@御船町 

関連機関：熊本 YMCA、熊本大学、その他協力団体 

活動場所：御船町スポーツセンター 

活動時間：13:00~20:00 

活動内容：子供との交流としてバルーンアート、その後花火などに参加 

 

──────────────────────────────────────── 

【9月 10 (土)】 

■支援物資の配給@益城町 

関連機関：東北大学  

活動場所：益城町 

活動時間：10:00~16:30 

活動内容：支援物資の配給 



  

──────────────────────────────────────── 

【9月 22(木)】 

■ちびっこ相撲大会での出店@西原村 

関連機関：兵庫県立大学  

活動場所：宮山神社 

活動時間：13:00~15:30 

活動内容：ちびっこ相撲大会での出店(スーパーボールすくい、綿菓子) 

  

 

 

──────────────────────────────────────── 



【10月 8(土)、9(日)】 

■香川大学との合同ボランティア@南阿蘇村 

関連機関：香川大学  

活動場所：南阿蘇村 

活動時間：8:00~15:00 

活動内容：瓦礫撤去、被災した部屋の荷物出し、部屋の掃除、にゅうめんの炊き出し 

   

──────────────────────────────────────── 

【11月 5(土)】 

■御船町スポーツセンター秋祭りでのボランティア@御船町 

関連機関：御船町スポーツセンター、熊本 YMCA その他御船町スポーツセンター避難所運営等  

活動場所：御船町スポーツセンター避難所運営 

活動時間：10:00~15:00 

活動内容：スーパーボールすくいとポップコーンの出店、バルーンアート 

   

──────────────────────────────────────── 

【11月 19(土)、20(日)】 

■東北大学との合同ボランティア@益城町 

関連機関：東北大学等 

活動場所：益城町の仮設住宅地数ヵ所 

活動時間：10:00~16:00 

活動内容：足湯、折り紙カフェ 



   

──────────────────────────────────────── 

【12月 10(土)】 

■足湯・折り紙カフェ@益城町 

関連機関：馬水仮設団地自治会 

活動場所：益城町馬水仮設団地集会所 

活動時間：14:30~16:30 

活動内容：足湯、折り紙カフェ 

   

──────────────────────────────────────── 

【12月 25(日)】 

■ソラシドエア、熊本大学合同クリスマスイベント@益城町 

関連機関：株式会社ソラシドエア、熊本大学 

活動場所：ましきラボ 

活動時間：9:30~16:30 

活動内容：綿菓子、バルーンアート、スーパーボールすくい 



  

  

──────────────────────────────────────── 

【2月 22(水)】 

■東北大学との合同ボランティア@益城町 

関連機関：東北大学、熊本大学 

活動場所：テクノ仮設団地 

活動時間：10:00~16:00 

活動内容：足湯、折り紙、お茶会 

  

 

 

 



──────────────────────────────────────── 

【2月 23(木)】 

■東北大学との合同ボランティア@御船町、益城町 

関連機関：東北大学、熊本大学 

活動場所：御船町ふれあい広場第 2仮設団地、益城町赤井仮設団地 

活動時間：10:00~16:00 

活動内容：足湯、折り紙、お茶会 

  

──────────────────────────────────────── 

【2月 24(金)】 

■東北大学との合同ボランティア@益城町 

関連機関：東北大学 

活動場所：馬水東仮設団地 

活動時間：10:00~12:00 

活動内容：足湯、折り紙、お茶会 

  

──────────────────────────────────────── 

【3月 29(水)】 

■御船町こども食堂@御船町 

関連機関：御船町仮設団地 



活動場所：御船町ふれあい広場仮設団地 

活動時間：9:00~14:00 

活動内容：調理補助、子供たちとの交流 

  

──────────────────────────────────────── 

【４月 22日(金)～６月 30日(木)】 

■熊本市災害ボランティアセンターの運営 

関連機関：熊本市社会福祉協議会 

活動場所：熊本市中央区花畑広場、東区サテライト 

活動時間：8:00~17:00 

※熊本大学学生の取りまとめ役、運営スタッフとして数名が活動 

  

 


