
支援活動レポート 
－東日本大震災－ 

団体/グループ名 岩手県青年国際交流機構 

参加者 
スタッフ：岩手県青年国際交流機構会員等 10 名 

参加者：30 名（被災者：20 名、その他：10 名） 

活動期間 
平成 23 年 6 月 11 日（土） 

14:30～17:00 
活動場所 ホテル森の風鶯宿（岩手県雫石町） 

活動内容 

（活動・作業内容/ 

連携団体・自治体/

支援対象属性など） 

「IYEO 縁側カフェ」 

 目的：被災者及びボランティア向けへのリフレッシュ時間・空間の提供 

対象：沿岸部からの避難者：約 70 名 

13:45 到着・準備  
14:40 縁側カフェ開始 

 ①コーヒー、お茶配布 
 ②傾聴・話相手 
 ③遊び 

17:00 終了・片づけ 

①コーヒーやお茶等によるブレイクタイム提供 

道具一式を会場に持ち込み、ドミニカコーヒー、お茶、お菓子の提供及びしゃべり場提

供によるストレス軽減、傾聴による心のケア 

 「IYEO 縁側カフェ」の趣旨に賛同し、在日ドミニカ大使館へ働きかけた IYEO のみなさ

ん、おいしいドミニカ共和国コーヒーを提供いただいた在日ドミニカ大使館の方、その

気持ちをコーヒーとともに被災者のみなさんへお届けしました。ありがとうございます。 

②気分転換、遊び空間提供（子供も大人もいっしょに遊ぼう）  

 さかなつりゲーム、黒ひげ危機一髪、おりがみなど 

 

その他 

（参加者の感想/ 

今後の改善点/ 

被災者の声・状況） 

①コーヒーやお茶等によるブレイクタイム提供 

被災者のみなさんは、ソファでくつろぎ、ほとんどの方がコーヒーをおいしいとおかわ

りしました。お菓子は、売店にて購入。ポテトチップスが好評！  

「地震・津波の影響は受けなかったが、火災により住む家を失った」  

「がれきの山の上を逃げてきた」など・・・  

大変な思いをされたみなさんに、少しでもくつろいでいただけたかと思います。 

 

②気分転換、遊び空間提供 

5 歳の女の子は、最初から最後まで楽しんでいました。 

 

今後の予定：毎月第 2・4 土曜日 10:30～15:00 
岩手県内の大学と連携して、実施予定 
 

（提出日）2011 年 6 月 14 日    （提出者）岩手県青年国際交流機構 松崎 俊 



Relief Activity Report 
－Great East Japan Earthquake－ 

Organization/Group Iwate International Youth Exchange Organization (IYEO Iwate) 

Participants 
Staff： 10 Members of IYEO Iwate 
Participants：30 (20 Victims, 10 Others) 

Date 
Saturday, June 11, 2011 
14:30-17:00 

Place 
HOTEL MORI NO KAZE-Ousyuku-

（Shizukuishi Iwate） 

Activity Report 

（Activities/Coordination 

groups, Municipalities/ 

Target） 

「IYEO Engawa (Japanese porch) Cafe」  

 Purpose ： To offer victims and volunteers refresh time and space 

 Target ： About 70 refugees from the coastal areas 
13：45 Arrival and Preparation 
14:40 Start the Engawa Café 

 Ⅰ Serving tea and coffee 
 Ⅱ Listening and Chatting 
 Ⅲ Playing 

17:00 End and Clearance 

1 Serving tea and coffee and chatting  

 To make participants refresh and give psychological care, staff had prepared all tools, served Dominican 

Republic coffee, tea, and snacks, and offered time to chat.   

2 Offering refresh time and playing (Both adults and children) 

 Fishing game, Pop-up Pirate, Origami 

※ Dominican Republic Coffee was offered by Embassy of the Dominican Republic in Japan. We appreciate 

the staff of the embassy and the IYEO staff supporting this event’s purpose that connected them and us. We 

could serve the coffee with their warm hearts. 

Others 
（Reactions/Improvements 

/ Voices of victims  
/Situation） 

1 Serving tea and coffee and chatting 
 Victims relaxed on sofas and almost all of them asked another cup. We bought snacks in 
the stand. Potato chips were popular among them! 
 “Although the influence of the earthquake and the tsunami was not so big, I lost my 
house by a fire.”  

“We ran away climbing a pile of rubbish.” 
 We hope that the participants that had the hard experience felt at ease. 
 
2 Offering refresh time and playing  
 A five-years-old girl was enjoying from the beginning to the end. 

 
Schedule：Second and Forth Saturday each month 10:30-15:00 

  We will hold cooperating with colleges in Iwate pref. 
 

14 June 2011   Reported by Shun Matsuzaki (IYEO Iwate) 



 


