関西に避難されている方応援企画

「避難者のつどい 3.11 “with” KANSAI」
関西へ避難されて来られた方々がつどい、
情報交換やつな
がりを作る交流会。支援活動に取り組む方々も一緒に参加

参加費
無料

トや衣料品・おもちゃの無料バザー、子ども向けのプログラ
ム・保育も行います。

⃝開催日時

3月11日㈰

10:30～13:00（受付10：00〜）

［問合せ］
避難者のつどい事務局
大阪市社会福祉協議会・大阪市ボランティア情報センター
Tel 06-6765-4041 Fax 06-6765-5618

■事前申込み必要■

3.11from
震災復興応援イベント

して、支え合い・つながりを強めます。お茶菓子のプレゼン

⃝協力団体：あさがお／生活協同組合おおさかパルコープ／大阪府遊技業協同組合／協同組合関西ファッ
ション連合会／
（社）
子ども情報研究センター／
（株）
Dreams／ヒルトン大阪／
（特）
フードバンク関西／
（特）
み・らいず／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®／REENAL by Resona Bank 他

連 動 企 画

KANSAI

これから”も、
「おたがいさま」“まだまだ、

ワンダースクエア
ステラホール

企業による避難家族応援企画
関西の企業、団体による避難されている
皆さんへの「おもてなしプロジェクト」

困った時はおたがいさま。

関西の企業、団体によって関西に避難されている
被災者の皆さんを「おもてなし」。文化、
スポーツ、
サービスなど、
これまでそれぞれに実施してきた
被災支援の活動を一つにまとめました。避難され
ている皆さんに関西をより知っていただき、関西
での生活を少しでも楽しくしていただくきっかけ
として、多数の「おもてなし」メニューご用意し
ています。詳細はウェブサイトでご確認ください。

「忘れない」
復興は、まさにこれから。
継続的な支援を。

「関西で
できること」

今から行動を起こすために
「つながる」。

［問合せ］
（福）大阪ボランティア協会 TEL.06-6465-8391
⃝協力団体：大阪アーティスト協会／大阪ガス
（株）／大阪交響楽団／大阪フィルハーモニー交響楽
団／関西電力
（株）
／関西フィルハーモニー管弦楽団／
（株）
近畿大阪銀行／近畿ろうきん／近畿ろう
きんＮＰＯパートナーシップ制度／国立文楽劇場／資生堂販売
（株）
／
（財）
住友生命社会福祉事業団
／住友生命保険
（相）
／積水ハウス
（株）
／積水ハウス梅田オペレーション
（株）
／大日本住友製薬
（株）
／日本生命保険
（相）
／日本センチュリー交響楽団／日本テレマン協会／ＮＥＸＣＯ西日本グループ／阪
急電鉄（株）／阪神総合レジャー
（株）／阪神電気鉄道（株）／（株）毎日新聞社／街づくり支援協会／
モーツァルト室内管弦楽団／山崎製パン
（株）
／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®／六甲摩耶鉄道
（株）

被災地を支える物販ブース。

■アクセス

JR大阪駅
地下鉄梅田駅
阪急梅田駅

徒歩9分

阪神梅田駅

徒歩13分

関西から東北を想う
震災復興応援イベント
2012年 3月10日㈯ 11時～16時
3月11日㈰ 10時～17時30分
梅田スカイビル

大阪市北区大淀中１丁目1−88

入場無料

【主催】3.11 from KANSAI 実行委員会
（福）大阪市社会福祉協議会／市民フォーラムおおさか実行委員会／スペシャルサポートネット関西／（特）遠野まごころ
［構成団体］
ネット／ミンナ DE カオウヤ／（福）大阪ボランティア協会［事務局］

【協賛企業】 大阪ガス（株）／近畿ろうきん／サントリーホールディングス（株）／資生堂販売（株）／シャープ（株）／

全体企画問合せ

社会福祉法人 大阪ボランティア協会「3.11 from KANSAI 係」
〒 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野 4-29-20 大阪NPOプラザ100号

TEL.06-6465-8391 FAX.06-6465-8393
ウェブサイト http://www.311-kansai.com/

Eメール office@osakavol.org

住友生命保険（相）／積水ハウス（株）／積水ハウス梅田オペレーション（株）／大日本印刷（株）／大日本住友製薬（株）
／日本生命保険（相）／ＮＥＸＣＯ西日本グループ／（株）近畿大阪銀行／全労済アシスト（株）／トップツアー（株）大阪支社／阪急電鉄（株）
／阪神電気鉄道（株）／（株）ＰＲリンク

【協力団体】 大阪労働者福祉協議会／近畿ろうきんＮＰＯパートナーシップ制度／連合大阪

東日本大震災から1年のこの日。
復興への祈りを捧げるとともに、
ボランティア活動のふりかえりや復興商品の販売、
さらに関西に避難して来られた方々の交流会を行い、関西から市民ができることを一緒に考えます。
復興とその支援は、
まだまだこれから・・・。

パズルプロジェクト

［問合せ］パズルプロジェクト実行委員会 TEL＆FAX : 06-6313-2644

想いをつなごう！パズルプロジェクト
「アートで国境や宗教、民族、人種を越える！ そして、繋ぐ！」とい
うコンセプトで2006年に大阪で始まったPUZZLE PROJECT。
人が繋がることによって生まれるパワーで被災された方々を元気

ステージイベント

づけたい！との想いが一致して実現した特別企画です。

青森県八戸市から避難されている書描家の日吉丸さんによる

1辺約20cm～30cmの強化ダンボール製のパズルピースを参

ライブ書描でスタート！ 大阪で活躍するラジオの人気パーソ

加者がペイントするなどして作品化したものを繋げて展示。展示

ナリティやDJがステージを盛り上げます。大物スペシャルゲス

されるまでどのような全体像になるかは誰にもわからないという

トもお迎えするほか、
ボランティアの皆さんの被災地での活動

アートプロジェクトです。

や、
体験談を紹介。子供も大人も大好き！USJの人気キャラク
ターショーも。詳細はウェブサイトにて順次公開します。

⃝開催日時

3月10日㈯ 11:00～16:00
11日㈰ 10:00～16:00

「3 月11日14 時46分18 秒」
みんなで手を繋ぎ、黙祷をささげます。
KANSAIの想いが届きますように。

入場
無料

⃝展示会期

3月10日㈯〜25日㈰

10:00～22:30

ボランティア対象企画

ワールドカフェ

⃝協力団体：大阪府遊技業協同組合／ MERRY PROJECT

■事前申込み必要■

参加費
1ピースにつき
1,000円
(送料別)

⃝協力団体：イメージマーケット・ダンボール倶楽部／ウーニーポンポン
カウカウ／MIギャラリー／生活協同組合おおさかパルコープ／昌栄印刷
（株）
／
（株）
トモエ

［問合せ］
（福）大阪ボランティア協会

TEL.06-6465-8391

～あなたにとっての震災を語ろう～

テーマは「自分にとっての震災をふりかえる」。東日本大震災で活
動したボランティアや、
これから何かしたいなと思っている人々が

展示・物販ブース

東北支援を支える復興商品や飲食、
災害への「日常からの備え」に
ついて考えるコーナーなど
⃝開催日時

3月10日㈯ 11:00～16:00
11日㈰ 10:00～16:00
物 販

被災地であらたに生まれた「てしごと」や復興ビジ
ネスによる素敵な製品や、東北の障がい者福祉施
設でつくられた美味しい、魅力的な製品、そして被
災地に元気を届けるハガキなどを販売します。

体 験

「カルタ」 や「クイズ」で、ご家族皆様で「日常か
らの備え」について考えて頂くブースや、
「アート」
をかけ橋に、被災地に笑顔を届けるワークショップ
を開催するブースなどが出展します。

展示・
活動紹介

これまで、
そしてこれから参加することができる被災
地支援・ボランティアについて、活動団体がパネル
や映像などでご紹介します。被災地で活動されたボ
ランティアの話を聞くこともできます。

飲 食

東北と言えば 「芋煮」。 美味しい「芋煮」をご用
意している他、あげたこ焼きや唐揚げ、おでん、大
阪地場野菜を使ったスープなど関西の美味しい料
理も数多くご用意しています。
※芋煮は 3/11 のみ

入場
無料

自身の活動や体験をふりかえり、
ともに語り合いながら、
自分らし
い震災との関わり方を探索していただける場です。
ワールドカフェとは、
カフェのようなリラックスした雰囲気のなか、
４～５人の小グループをつくり、
メンバーを交代しながら対話をす
すめていく手法。なかなか他人には話せなかった震災にまつわる
胸の内を持ち寄り、語り合うことで、何かが見えてくるかもしれま
せん。

⃝開催日時

3月11日㈰

15:20～17:30

支援組織対象企画

■事前申込み必要■

Ⓒ LLC チーム経営

⃝協力団体：昌栄印刷（株）
／ LLC チーム経営／ほっとステップ

［問合せ］スペシャルサポートネット関西

参加費
無料

TEL.080-3303-3224

まだまだ、これからが復興支援！
～関西から東日本大震災の被災者を支え続ける～
「関西から被災地・復興支援を続けている団体は、
どんな活動を
しているんだろう？」
「これからも支援を継続するためにはどうし
たらいいんだろう？」。復興支援を行う関西のNPO・企業等がつ
ながって、
お互いの強みを補完し合えれば、継続的な支援ができ
⃝出展団体：
（株）
インサイト／
（社）
ウタのタネ／
（特）
edge／
（福）
大阪市北区社会
福祉協議会／
（福）
大阪市社会福祉協議会／大阪市立大学大学院創造都市研
究科都市共生社会研究分野／生活協同組合おおさかパルコープ／大阪府遊技
業協同組合／
（福）
大阪ボランティア協会／大阪よどがわ市民生活協同組合／オ
ルウィン
（株）
／近畿ろうきん／
（社）
健康栄養支援センター／
（特）
サービスグラント
／
（特）
さをりひろば／スペシャルサポートネット関西／積水ハウス
（株）
／大正区有
志会／
（社）
チャンス・フォー・チルドレン／
（特）
遠野まごころネット／
（株）
にっこう社／
（株）
パソナ／
（株）
福市／フロムエイト／
（特）
MERRY PROJECT／連合大阪

るはず。震災から2年目、3年目をどう支えるか、阪神大震災の経
験のある関西だからこそできる継続的な支援のありかたを一緒
に考えませんか？

⃝開催日時

3月11日㈰

12:00～14:00

■事前申込み必要■

参加費
500円

