
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【事務局からのお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTVCかわらばん！2021年 2・3月号 
発行者：CTVC-カトリック東京ボランティアセンター 

   東京都港区六本木 4-2-39 フランシスコ会聖ヨゼフ修道院 2 階 

カトリック東京ボランティアセンターは、2021 年 3 月 31 日をもって活動

を終了いたします。これまで長きにわたりご支援、ご協力いただきました皆様

に心より感謝申し上げます。 

 

CTVC オンライン講演会「福島から語る」 

見えない壁を乗り越えて ～紙芝居で伝える福島の今～ 
 

東日本大震災・原発事故後の福島の人々の思いをお伝えしてきた CTVC 講演会

シリーズも今回で最終回となります。 

今回は、福島県浪江町の「浪江まち物語つたえ隊」の紙芝居「見えない壁を乗り

越えて」（本邦初演）と「浪江のお母さんの話 おふくろ」をお届けします。 

参加申し込みは不要です。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

日時： 2021 年 2 月 28 日（日）午後 2 時～3 時 45 分終了予定 

講演者：浪江まち物語つたえ隊（福島県浪江町） 

参加費：無料 

パソコン要約筆記あり 

参加方法：facebook ライブ配信【申込不要】 

CTVC の facebook ページ（以下の URL）にアクセスしてご視聴ください。 

 https://www.facebook.com/ctvc.tokyo/ 
 

お問い合わせ：CTVC-カトリック東京ボランティアセンター 

電話 03-6721-1421 ファクス 03-6721-1422 メール tokyo@ctvc.jp 
 

※テレワーク実施中のため、お問い合わせはメールにてお願いいたします。 

 

「思いつづける 3.11」オンライン配信のお知らせ 
 

東日本大震災 10 年となる 3 月 11 日、地震発生時刻に合わせてともに祈る集い

のオンライン配信を企画しております。参加申し込みは不要です。 

詳細はメーリングリスト、ウェブサイト、facebook にてご案内いたします。 
 

日時：2021 年 3 月 11 日（木）14 時 30 分開始予定 

参加方法：YouTube「カトリック東京ボランティアセンター」チャンネル 

     （以下の URL）にアクセスしてご参加ください。 

https://www.youtube.com/channel/UC-76dex0VcdqwIJ5kR_Acuw 



【南相馬だより】福島県・カリタス南相馬からの報告です。 

 

 

長引くコロナ禍で厳しい中、皆さんどのようにお過ごしでしょうか？宿泊を伴

うボランティアさんの受け入れを１年近く休止していますが、離れていてもカ

リタス南相馬を思い、応援してくださりありがとうございます。この間にも生

活に困られている方々への食糧など支援活動を継続しており、多くの方々から

支援物資や寄付金をお送りいただきました。大変感謝しております。 
 

昨年はフェイスブックで皆さんからの写真メッセージ『エールをおくろう！』

を掲載させていただきましたが、今回第 2 弾を企画しました。 

福島で活動されたボランティアさん、まだカリタス南相馬に訪れたことはない

方々、カリタス南相馬を支援してくださっている 

方々、そして南相馬や浜通りの方々が、福島への 

思いを伝えあえる場になればと考えています。 

内容は福島での活動や訪れた時の思い出、訪れた 

ことはないけれど福島に対する熱い思い、福島の 

好きな場所や食べ物の紹介など、福島を想う気持 

ちを自由に書いて、出身や名前、ニックネーム等 

を記載のうえメールまたはファックス、郵送等で 

お送りください。但し、他者が不愉快になるよう 

な表現などは削除させていただきますので、ご了 

承ください。 
 

また、懐かしい写真や現在の顔写真など 1～2 枚お送りください。カリタス南

相馬のフェイスブックに掲載することが承諾出来る写真をお願いします。 
 

写真メッセージのタイトル『思いで、いっぱい‼2021』は、「福島の思い出」

と「福島を思って」にかけており、一人一人の「一杯」で溢れるほどいっぱい

になるよとの思いできめました。是非ご参加ください。 

カリタス南相馬 スタッフ 福田 仕 
 

-------------------------------------------------- 

一般社団法人カリタス南相馬 賛助会員募集中 

入会金：5,000 円 年会費：5,000 円（初年度無料） 

ご支援いただける方は、下記郵便振替口座にご送金をお願いいたします。 

郵便振替口座 口座番号 ０２２３０－２－１２７６４３ 

（ゆうちょ銀行二二九支店 当座０１２７６４３） 

口座名義 一般社団法人カリタス南相馬 

南相馬市でのボランティア・現地訪問についてのお問い合わせ 

一般社団法人カリタス南相馬（受付時間：平日 9 時～17 時） 
住所 〒975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町 1-15 

電話 0244-26-7718     ファクス 0244-26-8007 

E-mail  info@caritasms.com  URL https://caritasms.com/ 



【CTVC 10 年間のあゆみ】 

2011 年 

3 月 11 日 東日本大震災 発災 

4 月 カトリック東京ボランティアセンター（CTVC）設立、第 1 回連絡会開催 

フランシスコ会聖ヨゼフ修道院内（東京都港区六本木）に事務局開設 

6 月 宮城県・岩手県に開設されたカリタスベースへのボランティア派遣・広報、 

福島から首都圏への避難世帯支援開始 

9 月 福島ボラパック（福島県福島市でのボランティア活動）開始 

10 月 亘理ボラパック（宮城県亘理町・山元町でのボランティア活動）開始 

11 月 白河ボラパック（福島県白河市でのボランティア活動）開始 
 

2012 年 

2 月 福島県内の支援グループによる「福島ブロック会議」発足 

5 月 講演会シリーズ「福島から語る／被災地から語る」開始 

6 月 福島県南相馬市にカリタス原町ベース開設 

12 月 福島県会津若松市での避難者支援開始 
 

2013 年 

5 月 「復興支援ふれあいフェスタ」開催 

11 月 亘理町支援グループによる「チーム亘理」発足 
 

2014 年 

3 月 東日本大震災追悼・復興祈念行事「思いつづける 3・11」開始 

10 月 福島県から山形県米沢市への避難者支援開始 
 

2016 年 

12 月 カリタス原町ベース移転、カリタス南相馬に改称 
 

2019 年 

4 月 カリタス南相馬が「一般社団法人カリタス南相馬」として CTVC から独立 
 

2020 年 

9 月 オンライン講演会「福島から語る」開始 

 

 

 



【スタッフからのメッセージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

被災地支援を通して、身近な人や見知

らぬ人、様々な人々の思いがつなが

り、支えあいが生まれました。この支

えあいの体験こそが最大の学びであ

り、今後も私たちを励まし続けると思

います。ありがとうございました！ 

事務局長 漆原 比呂志 

2012 年に始まった「CTVC かわら

ばん！」もついに最終号を迎えまし

た。多くの方に支えていただきながら

現地の情報や活動報告をお届けする

ことができました。 

ありがとうございました。 

山﨑 恵 

「たくさんの祈りとともに、今ここに

いる」と感じながら活動した 10 年間

でした。皆さまからの様々な形でのご

支援、お祈りに心から感謝申し上げま

す。 

これからもずっと「思いつづける」。 

辻 明美 

福島を心にかけ「かわらばん」を読み

続けてくださり、本当にありがとうご

ざいました。出会い、つながり、仲間

として共に歩んでくることが出来た

10 年！感謝！とてもうれしく、励ま

されました。 

丸森 秀子 

あの日から 10 年、CTVC ボラパック

では沢山の出会いと恵みをいただき

ました。親しくさせていただいた方々

との悲しいお別れもありました。その

全てを心の糧に歩み続けたいと思い

ます。ありがとうございました。 

金子 操 

CTVC は、数えきれない愛のネットワ

ークに支えられて活動してきました。

私はその大海の一滴ほどのお手伝い

をさせていただきましたが、素晴らし

いたくさんの出会いと恵みに感謝申

し上げます。 

西垣 真子 

人間てすごいなーと思っています。支

援の私たちを心配させないための配

慮だったのかも知れませんが、被災の

苦しみ、哀しみを乗り越えて絆にして

しまう強さを感じています。人間って

いい。すべての出会いに感謝します。 

三上 一雄 

東日本大震災は忘れることのできな

い大きな出来事でした。そしてその後

の活動で、多くの出会いをいただきま

した。この出会いは大きな恵みです。

この恵みを大切にこれからも活動し

ていきます。ありがとうございまし

た。          金山 重之 

 CTVC 事務局へのお問い合わせ 
※2021 年 3 月 31 日（水）に 

活動を終了いたします。 

電話   03-6721-1421 

ファクス 03-6721-1422 

E-mail   tokyo@ctvc.jp 

URL    https://ctvc.jp/ 


