
    
第 1 回 Teen for 3.11 東北旅⾏ 

報告書  平成 24年 10 月 24 日（水） Teen for 3.11 代表   塚田 耀太  旅⾏班⻑    手嶋 ゆり             
１．旅⾏の概要 
２．事前説明会について（旅⾏前） 
３．ワークショップについて（旅⾏中） 
４．リフレクションについて（旅⾏後） 
５．旅⾏の問題点と対策 
６．収支報告 
７．備考    



１．旅⾏の概要 
 日程 2012年 8 月 11(土)〜8 月 12 日(日)  1 泊 2 日 ⾏先 宮城県気仙沼市 宿泊地 男：紫会館(宮城県気仙沼市浜⾒⼭１の１）／ ⼥：河原⽥⾃治会館(宮城県気仙沼市河原田) 参加者 高校生 42 人（Teen for 3.11 運営メンバー13 人） 保護者役：宮尾 拓 (元 Youth for 3.11 及びみちのく caravan 運営 現:社会人) 交通手段 高速バス（株式会社ケイエム観光） ⾏:新宿駅〜宿泊地 帰:宿泊地〜東京駅 費用 参加者一人当たり 7,000 円（移動・宿泊・入浴費 込） 目的 実際に被災地に⾏き現状を知ることで、日本の 10 代の震災に対する意識を上げる。また、被災地の 10 代との交流によりコミュニティを拡げ、次の震災に備える。 コンセプト 「東北さいこう！」 お祭りに参加して東北の希望の光に触れる 採光 東北の⾼校⽣とつながり、⼤きなコミュニティから未来へ働きかける 再興 実際に被災地へ⾏き、東北を肌で感じて現実を⾒直す 再考 内容 一日目 8/11(土) 07:00 新宿駅⻄⼝センタービル前集合 東北へ出発 09:00 友部 SA（茨城県） 10 分休憩 12:00 安達太良 SA（福島県） 20 分休憩 15:40 泉 PA（宮城県） 10 分休憩 18:45 ⿅折到着 19:00 紫会館、河原田自治会館到着 20:00 最寄りのプラザホテルにて入浴 22:00 紫会館にてリフレクション(男⼥合同) 22:30 紫会館、河原田自治会館にて夕食 23:30 就寝  協⼒ 気仙沼復興商店街紫市場（http://kesennumafs.com/） インディアンフレンドシッププロジェクト（ブログ:http://profile.ameba.jp/indianfriendshipproject/） 底上げ Young（ブログ：http://profile.ameba.jp/sokoage-young/）   
２．事前説明会について   ※TF3 は Teen for 3.11 の略  日程 2012年 8 月６(月) 14:00〜16:00 場所 新宿エコギャラリー  東京都新宿区⻄新宿 2-11-4 参加者 旅⾏参加者の内 30 人、 旅⾏不参加運営メンバー２⼈  全 32 人 目的 安全で安⼼できる旅⾏を提供するため。また団体や⾏き先の気仙沼について知ってもらうため。 内容 旅⾏の参加同意書とボランティア保険加⼊費用を回収。(事前に提出物に関するお知らせを各家庭に郵送) TF3の説明、旅⾏の目的・諸注意、しおりの配布、旅⾏中のワークショップの説明、そして震災前の気仙沼の 写真のスライド上映を⾏った後、⾃⼰紹介をして交流を深めた。 

二日目 8/12(日) 06:30 起床 07:00 朝食 07:30 チェックアウト 09:00 気仙沼の 10 代とワークショップ 11:15  “底上げ Young”による町めぐり 12:00 昼⾷＠復興商店街 ＋ 自由散策 14:50 紫会館集合、気仙沼出発 16:50 ⻑者原 SA（宮城県） 10 分休憩 19:50 那須高原 SA（栃木県） 25 分休憩 22:30 東京駅到着 



３．ワークショップについて 
 日時 2012年 8 月 12 日(日) AM9:00〜AM11:00 （旅⾏⼆⽇目） 場所 復興商店街内「みなみまち cadocco」  （http://wawa.or.jp/project/support/000224.html） 参加者 旅⾏参加者 42 人、 底上げ Young・気仙沼市内の高校生 6 人  全 48 人 目的 被災地と被災地外の相互の意⾒を生で交わし、震災の影響と課題は何なのかを考える。 内容  参加者を６グループに(東北からの参加者が各班に１⼈⼊るように)分けた。 まずは、各⾃が今回の旅⾏中に撮影した写真について班内で意⾒交換をし、良いと思う(被災地の現状を表している、気持ちが伝わる…など)写真を数枚選んだ。選んだ写真についてさらに班内で話し合い、写真が示す問題・気付いたこと・解決策を模造紙に記入。その後各班の代表者が全体にむけて発表し共有した。   
４．リフレクションについて 
 日時 2012年 8 月 19 日(日) 14:00〜17:00 場所 新宿エコギャラリー  東京都新宿区⻄新宿 2-11-4 参加者 旅⾏参加者の内 34⼈、旅⾏不参加運営メンバー 5 人  全 39 人 目的 旅⾏で得たことを振り返り、話し合いの結果を発信することで、今後へ活かす。 内容  旅⾏を通して感じた震災の課題(被災地の課題、東北から帰り⾒つけた⾃分の街の課題…など)を挙げた後、それらを吟味して５つに絞った。一課題に対して一班(計 5班)を作り、課題に対する解決策を話し合った。   話し合った課題 ①震災の風化防止対策 ②近々東北以外で震災が発⽣した場合の対応 ③TF3 の知名度向上にむけて ④被災地の中高生の息抜き場確保 ⑤知名度の差による復興進度差  ５つの具体案にはそれぞれ担当者を決め、今後の TF3 の活動として実施していくことになった。特に具体案①④⑤は、新たに結成したイベント班の中で考えられていくことになった。    
５．旅⾏の問題点と対策 
 １．参加者について  ・ 参加者からお⾦をとっていることへの責任感が⾜りない →［対策］いかにして参加者に価値あるものを持って帰ってもらうかを第一に考える。 ・ 参加者のアイスブレイクができていなかった →［対策］事前説明会と共に⾷事会を開き交流する機会を作る。バスレクリエーションの再検討。 

解決策の具体案（○内の番号は対応） ①東北⾏きの修学旅⾏の事前情報を TF3 が提供する ②全国の団体と連携強化 ③メディアをフル活用、アプローチをかける層を意識 ④高校生主体(経営)のカフェを企画 ⑤釣りツアーを展開 



・ マナーの欠如 ex.)⾞内がうるさい、集合解散が速やかにできない →［対策］説明会で、団体の一員である責任とマナーに関する話をきちんとする  ２．旅⾏のプログラムについて  ・ 不測の事態への対応⼒が低い ex.)渋滞、食事場所閉店時、 →［対策］具体的にデッドラインを決め、それを越えた場合の対処法をある程度考えておく。 ・ ワークショップにおける東北の⼈間が少ない →［対策］早い内から東北側に話を通し、直前も連絡を密にとる。 ・ ワークショップやリフレクションの内容を把握していない人が多かった →［対策］⼝頭だけでなく、説明資料を作るなどして記憶に残るようにする。 
 

 準備不⾜ と 責任感の欠如  →  早めの企画とシミュレーションの徹底 と 責任  
 
 
６．収支報告            宮尾さんの旅費は、保護者役の代⾦として Teen for 3.11が負担。 余剰⾦は、今後の Teen for 3.11 の活動資⾦に充てる。  ex.）冊子制作    
７．備考 
� 旅⾏に参加したことがきっかけで、新しく４⼈が運営メンバーに加わった。  
� 旅⾏参加者：関東甲信越 40 人、 関⻄ 2 人  
� 今回の旅⾏の反省点は殆どが準備不⾜によるものだった。企画・⾒積・募集を早めに⼿がけてシミュレーションを徹底し、不測の事態に対応且つ周囲への気配りができるよう、余裕のある第⼆回旅⾏を企画したい。 


