
支援活動レポート 
－東日本大震災－ 

 

国 フィンランド オーランド諸島 

企画者 北欧事後活動ミーティング出席者とエマウス・オーランドとの共同企画 

活動期間 2011 年 8 月 6 日 活動場所 オーランド諸島 マリハムン 

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） 

チャリティー団体「エマウス・オーランド」は毎年 8 月 6 日夕方、オーランド諸島中心地

マリハムンにて広島記念式典を開催している。今年、スウェーデン及びフィンランドの

「世界青年の船」事後活動組織は、オーランド諸島にて初となる北欧事後活動協議会

を行い、エマウス・オーランドと協力し、今年の式典のテーマである、東日本大震災およ

び大津波の被災者への募金活動を行った。スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、ス

ペイン、トルコ、バーレーン、そしてコスタリカから参加した「世界青年の船」事業・事後

活動組織のメンバーは、オーランド諸島の人々に折鶴の折り方を教え、折り紙一枚に

つき 3 ユーロをいただいた。更に、日本のこと、地震や津波、福島での惨事について話

し、日本の友人達から届いた、今の日本の状況を伝えるメッセージを会場の人々に伝

えた。既参加青年達及び“SWYer サポートチーム”（既参加青年の家族）は伝統芸能ソ

ーラン節を踊り、オーランド諸島を地元とするアーティスト達は音楽と歌を披露した。式

典は伝統にのっとり、会場の人々の参加のもと、火を灯した灯篭を海に流すことで閉幕

した。 
私たち約 25 人がまとめ役となってこのイベントの企画に当たり、参加者は約 300 人と

いう結果となった。オーランド諸島に住む既参加青年達はエマウス・オーランドに協力

し、これから毎年式典に関わり続けること、そして折鶴も 1000 羽集まるまで続けること

を決めた。 

支援物資/支援金 

（物品名/数/金額） 

 

※チャリティイベント 

の場合、募金総額/

募金人数など 

 

イベントでは計 14,925 円を募金として募り、東日本大震災被災者のために日本青年国

際交流機構へと送金された。 

その他 

（参加者の感想/ 

今後の改善点/ 

被災者の声・状況） 

広島記念式典の重要性は、平和に関する諸問題への気づきを促すこと、そして日本の

人々と思いやりを分かち合い、このイベントを毎年続けていくことにあると考えている。 

（提出者）ぺトラ グランホルム 



Relief Activity Report 
 

Initiated by former participants of International Youth Exchange Programs sponsored by the Cabinet Office, Japanese Government 

－Great East Japan Earthquake－ 
Country Åland Islands, Finland 

Organizer(s) of 
the Event 

(For example, name of the group, organization, individual etc. ) 

Participants of the Nordic SWY meeting in collaboration with Emmaus Åland 

Date 6.8.2011 Place Mariehamn, Åland Islands 

Activity Report 
(Content, number 
and nature of the 
participants, size of 
the event, etc.) 

The charity organization “Emmaus Åland” organizes a Hiroshima commemorative 
evening on August 6 every year, in the capital of the Åland Islands Mariehamn. This 
year, the Swedish and Finnish SWY AAs held the first ever Nordic Meeting on Åland, 
and decided to join forces with Emmaus Åland to raise money for the victims of the 
Great East Japan Earthquake and tsunami, which was the special theme of this year’s 
Hiroshima night. SWY Alumnis from Sweden, Finland, Norway, Spain, Turkey, Bahrain 
and Costa Rica taught the Ålanders to fold origami cranes for which we charged 3 euros 
each per origami paper. We also talked about Japan, the earthquake, the tsunami, the 
Fukushima disaster and read messages sent from our Japanese friends to the audience, 
telling about the situation in Japan today. The ex-PYs and “supporting SWYers” (family 
members to ex-PYs) performed the traditional Soran dance and local Ålandic artists 
performed through music and singing. According to tradition, the evening was concluded 
through the lightening of candle lantern that we put out on the sea, for which people 
could contribute to as well.  
We were about 25 organizers of this joint event, and the audience consisted of about 300 
people. The ex-PYs on Åland have decided to try to help Emmaus Åland with the 
Hiroshima night every year from now on, also so we can continue folding origami cranes 
until we reach a thousand.  

Outcome 
In case of fund 
raising or charity 
event, total amount 
of donation raised 
and the recipient of 
the donation 

The event raised a total of 14,925 Japanese Yen that was sent to the IYEO for distribution 
to victims of the Great East Japan Earthquake.  

Others 
(Comments, 
messages, etc.) 

We believe the importance of the Hiroshima night lies in the awareness raising of issues 
concerning peace and compassion with the Japanese people, and the continuation of this 
every year.  

Reported by Petra Granholm 



 

Photographs 
and 
Explanations 
of the 
Photographs 

 

 





 
 


