ユースアクション東北
2018年度伴走者名簿

※個人情報が掲載されているので、取り扱いには十分気をつけてください

岩手県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 伊藤 聡

活動地： 岩手県釜石市

所属先： 三陸ひとつなぎ自然学校
連絡先： 090-1065-9976
メールアドレス： hitotsunagi.ito@gmail.com
FBアカウント： 伊藤 聡

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 石川 智香

活動地：岩手県葛巻町

所属先： 葛巻町教育委員会（地域おこし協力隊）
連絡先： 090‐1766-5565
メールアドレス：kuzukoumiryoku@gmail.com
FBアカウント： 石川智香

連絡がつきやすい日、時間： 基本いつでも！

連絡がつきやすい日、時間：平日18時以降、土日

得意なこと：

得意なこと：悩み相談、タスク管理、音楽と旅行

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

岩手県釜石市出身。生まれ育ったまちを元気にしたいと市民活動に足を踏み入

岩手県奥州市出身。2017年7月に東京から葛巻町に移住しています。美術・

れたのが２４歳。それから足掛け１２年ほど地元の活性化を目指して活動をして

芸術・音楽が好きで、大学卒業後は某国立美術館に勤めたり、自身でもジャズ

います。当時から特に力を入れているのが“観光”によるまちの活性化で、現在

バンドを組んで活動をしたりしていました。楽しい事が大好きです！

は地域でアクティブに活動する魅力的な“人”をテーマにした体験プログラムづく

美術館を退職後は、通訳エージェントで通訳コーディネーター（通訳者のマネー

り&提供を行っています。魅力的な“人”が多い地域は、住民にとっても自慢でき

ジャーのような？）という仕事をしていました。ここでは、膨大なやることリストの

る地域となるでしょうし、外の人は第二のフルサトと感じて何度も会いにきてくれ

中から重要度と優先順位を見極めて、締切に間に合わせる「タスク管理」、とい

ています。100人が1度来るよりも、1人が100回来る様な観光地域づくりに興

う力技を身に付けました！どこから手を付けたら・・どのように進めたらいいかわ

味があれば、いろいろお話ししましょう！

からない・・という方のお手伝いができると思います♪
ひとこと： 未来は暗いんじゃない、眩しすぎるから見えないんだー！

ひとこと：何事も“行動” からしか生み出せないと信じています。動くことで新し

自分の興味関心に自信を持って！悩み相談もお気軽にどうぞ＾＾

い気づきや出会いにつながるので、失敗を恐れずに、まずは“行動”しましょう！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 上田 彩果

活動地： 陸前高田市

所属先： NPO法人SET
連絡先： 080-3469-4586
メールアドレス： newswitch0704@gmail.com
FBアカウント： 上田 彩果

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

連絡がつきやすい日、時間： 平日17:00〜21:00

東京都町田市出身。高校生の時の夢は世界史の先生になることでした。大学

活動地：岩手県宮古市

所属先：宮古市役所（ＮＰＯ法人みやっこベース）
連絡先：090-9630-3896
メールアドレス：linkedsoccer239@yahoo.co.jp
FBアカウント：小笠原 藍
連絡がつきやすい日、時間：平日は18時～、土日終日

得意なこと：食べ物を美味しそうに食べること＾＾
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

氏名：小笠原 藍

得意なこと：福祉に関すること
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
岩手県宮古市出身。高校時代は教師になるのが夢で福祉科の教員免許を

生になってからは毎月のように海外に行き、自分の目と鼻と口と耳と肌でリアル

持っています。大学では福祉を専攻、11のサークルに所属しボランティアやフット

を感じる旅にハマってました。（世界遺産検定２級持ってます）ですが、たまたま

サル、映画製作などをしていました。旅行、カラオケに行くことが大好きです。

行ったフランスで岩手県陸前高田市広田町に行くきっかけを、それ以来大学４

大学卒業後は地元に戻り、福祉施設で相談員として6年勤務、現在は市役所

年間、陸前高田市で中高生と町のためになるプロジェクトの企画実行を通して

介護保険課で高齢者福祉の仕事に携わっています。みやっこベースのスタッフ

地域と自分自身の将来を切り拓いていく「高田と僕らの未来開拓プロジェクト」

の一人としても時々お手伝いをしています。

を行なってきました！（バイトはT進ハイスクールでした）そして、今年3月に大学
を卒業し、陸前高田市に移住し活動を続けています！

ひとこと：わたしも日々悩みつつ、小さなアクションを積み重ねていきたいなと
思っています。経験に勝るものはないと思うので楽しくチャレンジしながら一緒に

ひとこと：キミの夢はなんですか？やりたい事はなんですか？迷うよね悩むよね。
正解がないこの世の中、悩みながらも一歩一歩共に未来を開拓していこう！

成長していきたいです！

岩手県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 大串 勇志

活動地： 岩手県

所属先： 認定NPO法人 カタリバ

顔写真
※ぴったりなサイズがな

連絡先：080-9092-2282

い・調整できない場合はこ

メールアドレス：y.ogushi@katariba.net

ちらでトリミングしますので

FBアカウント：大串 勇志

データをお送りください

氏名：金澤辰則

活動地：岩手県岩泉町

所属先：岩泉町地域づくり支援協議会
連絡先： 080-1687-9832
メールアドレス：tatsunori@iwaizumitown.jp
FBアカウント：金澤辰則

連絡がつきやすい日、時間：月・水・金18:00～21:00

連絡がつきやすい日、時間：平日１０～１９時

得意なこと： イベント企画、キャリア学習

得意なこと：早起き、レザークラフト

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

兵庫県神戸市出身。いまは岩手県の大槌町というところにいます。

岩泉町生まれ岩泉町育ち。

いまだに少年ジャンプを愛読している29歳です。

自分探しの旅（？）に出た約1年を除き、ずっと岩泉町に住んでいます。

小学生のころ、阪神淡路大震災を経験し、大学では防災教育を専門に勉強し

子どもの誕生や東日本大震災の発生がきっかけとなり、岩泉町の将来を考える

ていました。防災教育では地域の中学校に出張授業を行ったり、防災を通じて

ようになり、町でまちづくり組織の設立構想がある事を聞き、迷わず応募し設立

学びを得るワークショップを考案と実践をしていました。

初年度から現職場に就いて3年が経ちました。

就職してからはキャリアカウンセラー・キャリア学習の支援をしています。

2017年3月に一般社団法人を起ち上げて兼業しています。他に、商店街活性

若者の働きたいという気持ちを応援したり、高校生の進路選択を応援したりして

化を目指す任意団体の活動や農業・漁業もやっています。これからも幅広く

います。

色々な分野に関わっていきたいと思っています。

「何か学びの場を創りたい！」「ワークショップや議論の場を設けたい！」「プログ
ラムを考えたい！」という方、ぜひお手伝いをさせてください。

ひとこと：

ひとこと：「人生に余白を残さない」がライフテーマです。共に充実した人生を！

経験は財産です。色々な経験積んで財産を蓄えましょう！

氏名：菅野祐太

活動地：岩手県大槌町

氏名： 佐藤 緑

活動地： 岩手県大槌町

所属先：認定ＮＰＯ法人カタリバ コラボ・スクール

所属先： 認定NPO法人カタリバ

連絡先：080-4204-6107

連絡先： 080-1666-0612

メールアドレス：y.kanno@katariba.net

メールアドレス： midori.sato@katariba.net

FBアカウント：yutakanno1987

FBアカウント： 佐藤 緑

連絡がつきやすい日、時間：土日、平日夕方以降

連絡がつきやすい日、時間： いつでも

得意なこと：どうしていいか分からない相談に乗る

得意なこと： デザイン、アイデア発想

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

神奈川県横浜市生まれ。祖父母の家が岩手県陸前高田市にあったのが東北と

山形県山形市出身。吹奏楽に没頭し、「勉強はつまらない、自分のやりたいこと

の縁。高校時代はハンドボール部。部活以外の目標をあまり見いだせず、どこに

がわからない！」ともがいていた高校時代から一転、大学でコミュニティデザイン

自分の思いをぶつけてよいのか分からないようなそんな高校生活を送っていま

に出会い、地域の人が自ら楽しくまちづくりをする方法を学びました。そして今は、

した。大学は教育学部の心理学科で勉強しました。大槌町では、コラボ・スクー

「高校生にも学ぶ楽しさを伝えたい！高校生を応援する大人を増やしたい！」と

ルという小中高生が集まる場の運営をしています。部活に勉強忙しい高校生が

思い、岩手県大槌町に移住しました。私自身も、全国の事例を参考にしながら

なんとかやりくりして、これまでたくさんのプロジェクトを立ち上げてきました！み

大槌で何ができるんだろうと探し中。一緒に語り合うように、相談に乗ります！

なさんの興味と社会のニーズが重なるプロジェクトづくりを応援できればと思って
います。

ひとこと：最近は一人暮らしを始めて、料理やご近所付き合いの楽しさを実感し
ています。デザインは、どんな企画もより楽しく、より人に伝わりやすくする手助け

ひとこと：高校生活は受験のためにあるんじゃなく、いまその高校生活を充実す
るためにある。少しでもその充実の力になれれば！

になります。ぜひお気軽に連絡ください！

岩手県
氏名：佐々木 信秋 活動地：岩手県陸前高田市
所属先：一般社団法人SAVE TAKATA
連絡先：0192-47-3287
メールアドレス：n-sasaki@savetakata.org
FBアカウント：nobuaki.sasaki.54

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 田上 孝幸

活動地： 盛岡市

所属先： NPO法人未来図書館
連絡先： 019-654-6601
メールアドレス： tagamin@miraitoshokan.com
FBアカウント： 田上 孝幸

連絡がつきやすい日、時間：平日09:00〜18:00

連絡がつきやすい日、時間：平日9：00〜17：00

得意なこと：パソコン、まちづくり活動

得意なこと： 話を聞くこと、アイデア出し、デザイン

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

岩手県陸前高田市出身。地元高校を卒業後、東京に進学しプログラミングを学

岩手県盛岡市出身。学生時代の夢は、木工玩具職人か保育士さんでした。今

ぶ。中学生の頃から起業したかったので、専門学校卒業後は2〜3仕事を掛け

はそのどちらでもありませんが、今の未来図書館のお仕事は自分にとって天職

持ちしながら起業するためのアイディアや人脈づくり、勉強に勤しんでいました。

だと思っています。社会に出る前に思い描いた人生とは全然違った道を歩んで

その後イベント会社-Web会社の立ち上げを経て、東日本大震災をきっかけに

いますが、いろんな経験が全て自分自身の財産になっています。たとえ人生遠

陸前高田市でまちづくりNPOを立ち上げ現在に至ります。プログラミングから起

回りでも、あきらめなければ何とかなることを日々実感中です（笑）

業、まちづくりまで幅広く相談にのれることができますし、一緒にまちづくり活動

得意なことは、アイデアを出したり、考えていることを形にすることです。色々と

をしても面白いかも！と思っています。

デザインすることも得意なので、何かれば相談してください！

ひとこと：10代はとにかくなんでもやってみることと、ひとりでも多くの大人と交

ひとこと：思い立ったが吉日。自分が興味を示したものには、どんどんチャレンジ

流することが可能性を広げます。家と学校の往復の毎日のなかで「進路を決め

してしていってください！ その時その時に出会う人達を通じて、沢山の発見が

る」って相当無茶なので、困ったらお気軽に相談ください（笑）

あります！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 恒川 かおり

活動地： 盛岡市

所属先： MPO法人未来図書館
連絡先： 019-654-6601
メールアドレス： river115@miraitoshokan.com
FBアカウント： kaori tsunekawa
連絡がつきやすい日、時間： 平日 9:00～17:00
得意なこと： 面白いイベント企画、ワークショップ

氏名：坪井 奈穂美

活動地：岩手県

顔写真

所属先：フリー

※ぴったりなサイズがな

連絡先：090-9128-4259

い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

メールアドレス：naho.nahoo@gmail.com
FBアカウント：Nahomi Tsuboi
連絡がつきやすい日、時間：特にこだわらず
得意なこと：安全運転

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

岩手県盛岡市出身で滝沢市に住んでいます。高校の教員を経て、NPO職員と

愛知県出身、岩手県陸前高田市在住。岩手に住んで7年目（最初は大船渡、

なり早14年目になります。 専業主婦時代には、サークルをつくって、メンバーの

去年から陸前高田）。東日本大震災が起きて、衝動と直感に従い、東北に通い、

特技を活かしたイベントを仲間たちと150回ほど開催してきました。

そして移住。私の夢は、みんながキラッと輝く社会。みんなの中にあるその“キ

うまくいったりいかなかったり、いろいろな経験をしたことが、現在のNPOでの仕

ラッ”をいっしょに見つけていきましょう！！最近は、ケセン語（大船渡や陸前高

事（子どもと大人が学びあう活動をしています）に役立っています。仲間作りやイ

田のことば）っておもしろいなぁと思って、方言と英語をくっつけて、その土地なら

ベントの企画運営、ワークショップの基本と経験をお伝えできればと思います！

ではの英語をつくれないかと妄想中。そして、４月から大船渡のコミュニティラジ
オ“ねまらいん”にほんのちょっと出てます。イベント告知とかしたいときはお声が

ひとこと： みなさん自身の中にある沢山の可能性を追求してください。

けくださーい！いっしょにおしゃべりしましょう！

未来への希望であるみなさんとお話できることを楽しみにしていますので、気軽
にご相談お待ちしています！

ひとこと：岩手に住んで、運転することが好きになりました。連絡くれたら、一人
で運転して会いに行きますよー！

岩手県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 早川 輝

活動地： 岩手県宮古市

所属先： ＮＰＯ法人みやっこベース

顔写真

連絡先： 080-2836-0682

※ぴったりなサイズがな

メールアドレス： akirarika.h@gmail.com

い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので

FBアカウント： 早川 輝

データをお送りください

氏名：林 正生

活動地：岩手県大槌町

所属先：大槌町役場（大槌町任期付職員）
連絡先：090-7083-0847
メールアドレス：qkbyh367@ybb.ne.jp
FBアカウント：林 正生

連絡がつきやすい日、時間： いつでも

連絡がつきやすい日、時間：平日18時～、土日

得意なこと： 観光関係、イベント運営、写真撮影

得意なこと：人との交流

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

福岡県北九州市出身。大学では情報工学を専攻。三年間大学祭実行委員会

富山県高岡市出身。富山の民間土木コンサルタント会社に25年間勤め、東日

に所属し、イベント運営のノウハウを学びました。卒業後、海外生活の夢を追っ

本大震災を機に復興支援をしたいとの思いで会社を辞めました。そして東京都

てオーストラリアで二年間過ごしました。現地で働いて車を買い、三ヶ月かけて

任期付被災地派遣職員や町任期付職員となり、2012年９月から岩手県大槌

オーストラリア一周旅行をしたのが人生最大の思い出です。

町役場で土木技術者として働いています。私の人生は万丈波乱で、豊富な経

東日本大震災後、個人ボランティアとして宮古市に来ました。ガレキ撤去などの

験を持っています。また、みなさんの両親の世代であり、親心のアドバイスができ

力仕事のほか、子どもの遊び場作りや学習支援、復興支援イベントの企画運営

ると思っています。

などを行ってきました。現在は観光関係の仕事に興味があり、若手が集まる研
究会に参加したり資格取得の勉強をしたりして学んでいます。

ひとこと：表に出ることは不得意で口下手でありますが、高校生イベントの裏方

ひとこと：年齢関係なく一緒に宮古、岩手、東北を盛り上げていく仲間が増えれ

で頑張っています。東北で住んでいる期間、私は、ここでしか出会えない人達に、

ば嬉しいです。サポート態勢を整えながら、みんなのアクション・チャレンジに期待

人生のアルバムの一頁に残る想い出づくりをしてあげたいと行動しています。ぜ

しています！

ひ気軽にご相談ください。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：横山 和毅

活動地：岩手県大槌町

氏名： 常陸 奈緒子

活動地： 岩手県釜石市

所属先：認定NPO法人カタリバ

所属先： 釜援隊協議会

連絡先：080-5647-5451

連絡先： 080-8499-2953

メールアドレス：m.yokoyama@katariba.net

メールアドレス： nhitako84@gmail.com

FBアカウント：横山 和毅

FBアカウント： Naoko Hitachi

連絡がつきやすい日、時間：平日11:00〜21:00

連絡がつきやすい日、時間： 基本いつでも

得意なこと：ワークショップ運営、場づくり

得意なこと： 写真を撮ること、フリスビー

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

神奈川県横浜市出身。学生時代までは新聞記者を目指して、スポーツ観戦、ボ

岩手県釜石市出身。中学生の頃から英語や外国に興味津々で、将来は海外で

ランティア、被爆者への一人取材など、興味あるものに取り組んでいました。し

働きたいな～、釜石は田舎だから早く外に出たいな～。と思っていました。大学

かし紆余曲折を経て、新卒で教育系NPOに就職。首都圏の高校へキャリア学習

では国際協力を専攻し、アメリカ留学や海外研修などなどを経て、卒業後は青

の出張授業の運営をしていました。具体的にはボランティアの募集・研修、イベ

年海外協力隊として念願のアフリカへ！・・・が、震災をきっかけに、帰国後は釜

ント運営、先生との議論などなど。2016年4月からは岩手県大槌町で、中高生

石に帰って復興支援員のお仕事をしています。高校生の頃は無関心だった釜石

への学習支援をはじめ、ブログ担当など広報も担当しています。

が、今ではとっても大好きです。釜石では、若者のボランティア活動を通じた地
域との関わりづくりやまちの良さを知ることや、高校生のみんなが「何かやりた

ひとこと：自分の高校時代を振り返ると、本当に損をしていたなと思います。笑

い！」気持ちを形にするサポートをしています。

やりたいことは沢山あったはずなのに、周りを気にして「出る杭」にならないよう
に必死でした。だけどやっぱりそれはつまらなくて。なので、僕はみんなの「やりた

ひとこと： 「これがやりたい！」と決まっている人も「何から始めたら良いかな…」

い」を応援します。何か力になれることがあったら相談してください！

と不安な人もいると思います。それで大丈夫！一緒に話して、悩んで、楽しみな
がらチャレンジしていきましょう☆

宮城県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：足利 文香

活動地：大崎市

所属先：特定非営利活動法人Avain
連絡先：090-4555-6246
メールアドレス：osk.fumika28@gmail.com
FBアカウント：足利 文香

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 阿部 将樹

活動地：石巻

所属先：一般社団法人ISHINOMAKI2.0
連絡先：080-2800-6280
メールアドレス：m_abe@ishinomaki2.com
FBアカウント： 阿部 将樹

連絡がつきやすい日、時間：平日17:30～20:00

連絡がつきやすい日、時間：いつでも！

得意なこと：歌うこと、写真撮影

得意なこと：楽しく生きる

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
生まれも育ちも宮城県大崎市。故に大崎市大好き人間。

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
山形県新庄市出身。石巻市にある「一般社団法人ISHINOMAKI2.0」というま

宮城大学を卒業後、現在は地元に就職。並行して大学時代からNPO法人の活

ちづくり団体に所属しています。普段はIRORI石巻というカフェで週末に中高生

動も行っています。これまで、地元高校生とのコラボ企画を数回行ってきました。

対象のワークショップを行ったり、石巻地域の学校と連携して授業のお手伝いを

夏祭りで脱出ゲーム、お化け屋敷などなど…。学生・若者が「やりたい！」と思う

したりしています。

ことを実現するためのお手伝いをしたい。イベントを行う上でのコツ等、お伝えで

高校時代にはマイプロジェクトスタートアップ合宿東北カイギに参加したり、マ

きると思います！それと、趣味でご当地ソングを歌う活動だったり、大崎市の魅

イプロとして自分の活動をしたりしました。そのため、自分の活動を進めていく上

力を発信するブログなんかも行っています。

での悩みや葛藤に対しての助言などお伝えできると思います！

ひとこと：中学・高校と、コミュ障で人見知りの激しいチキン野郎でしたが、自分

ひとこと：平成10年生まれということもあり、皆さんと近い立場でお話しできると

を変えたい一心でえいやっと何かに参加すると、案外うまくいくものです。本質

思います。何かを教える・導くことはできませんが、全力で一緒に悩み、一緒に

的にコミュ障は変わっていませんが(笑)行動すれば必ず何かはついてくる！

考えます。ぜひ気軽に話しかけてください！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 石川 聖

活動地： 仙台市

所属先： teams.
連絡先： 090-4884-5714
メールアドレス： team.s.go.on@gmail.com
FBアカウント： 石川 聖

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 江川 沙織
所属先：

活動地： 仙台市

認定NPO法人底上げ、NPO法人wiz

連絡先： 090-6629-3708
メールアドレス： knk.ioo@gmail.com
FBアカウント： 江川 沙織

連絡がつきやすい日、時間： いつでも

連絡がつきやすい日、時間： いつでもどうぞ！

得意なこと： アイスブレイク

得意なこと： 仙台のイベント会場、ワークショップ

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

宮城県東松島市出身。学生時代は、子ども向けキャンププログラムの企画・運

宮城県仙台市出身。高校生の頃、こんなつまんない町イヤだ！と横浜の大学に

営、表現活動等に夢中になっていました。専門学校卒業後、幼稚園で９年間勤

進学。大学では、テコンドーをやったり、休学して一人旅に出たりしているうちに、

務し、保育士起業家として独立。現在は、保育士、専門学校講師を始め、様々

NPOとお金に興味を持ち、銀行に就職しました。イヤだと飛び出したはずなのに、

な仕事をしています。行動する楽しさや喜びをみなさんと共有していきたいで

地元に帰りたくなってしまい、震災後にUターン。今では、地元の魅力的な人や

す！

その活動に触れて、こんな面白い場所なかなか無いな～と思っています。仕事
で、岩手、宮城、福島のNPOを支援する為色々な場所に出向いていたので、

ひとこと：わくわくを大切に、チャレンジすることを楽しんでいきましょう！

様々な活動や、活動している人についての情報で協力できるかも！

ひとこと： 何がしたいとか、何に困っているとか、明確じゃなくても大丈夫。
とりあえずお茶でも飲んで話しましょ。希望があれば遠征しますよー！

宮城県
氏名：大沼洋子

活動地：宮城県仙台市

所属先：あそぼう広場（兼文庫） 社会福祉士

顔写真
※ぴったりなサイズがな

連絡先：090-2361-6599

（できればショートメールで）

い・調整できない場合はこ

メールアドレス：

ちらでトリミングしますので

FBアカウント：雨手芸晴耕（ハートの折り紙の絵の写真）

データをお送りください

氏名： 神澤 祐輔

活動地： 石巻市

所属先： NPO法人 かぎかっこPROJECT
連絡先： 0225-23-9371
メールアドレス：kan@doorwaytosmiles.jp
FBアカウント： 神澤 祐輔

連絡がつきやすい日、時間：平日夜8時以降

連絡がつきやすい日、時間： 平日16:00〜20:00

得意なこと：地域のあれこれ、モノづくり

得意なこと： イラスト、デザイン

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

活動…子ども会や町内会・地域文庫、子どもの居場所づくり、冒険遊び場作り

兵庫県三木市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、それを生かしてイラス

（現在、仙台みやぎ冒険遊び場連絡会役員）、親子読書、図書館づくり、子ども

トを描いたり、デザインをするのが得意です。前職ではお店の内装デザインやそ

の遊ぶ権利協会、子どもへの暴力防止プログラム（CAP）や、ペアレントプログラ

れに伴うポスターやチラシのデザインを行ってきました。

ム（MY TREE)など。オフロードの自動二輪に乗りますが、華道・茶道・謡、手芸

デザインは伝えたいことをより伝えやすくするための技術や考え方です。イベント

全般（染めて紡いで糸にして織る、編む、縫う…）菓子作り、畑の収穫物で加工。

の参加募集や企画書など、想いを伝えたい様々な場面でご協力できると思いま
す!!

ひとこと：まず、活動してみましょう。楽しく取り組みましょう。活動したことをPR
しましょう。継続させましょう。発展させましょう。フットワーク！ネットワーク！

ひとこと：みなさんにとって、今できる経験のひとつひとつがとても貴重な経験で

チームワーク！資格：精神保健福祉士・介護福祉士・管理栄養士・保育士・幼稚

す。いろんな人に話を聞いたり、将来について考えてみたりしながら「ワクワクす

園教諭・司書・学校心理士などの、「生活全般」や「いきる」ことを支えます的な資

る」時間をたくさん過ごしてほしいので、そのためのお手伝いをしていきたいと

格を得るために学んだ知識や情報を伝えられます。

思っています。気軽に相談して下さいね。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 神田 大樹

活動地： 気仙沼市

顔写真

所属先： 一般社団法人i.club
※ぴったりなサイズがな

連絡先： 080-1619-9363

い・調整できない場合はこ

メールアドレス： hirokikanda0724@gmail.com

ちらでトリミングしますので

FBアカウント： 神田 大樹

データをお送りください

氏名：加藤 くるみ

活動地：石巻市

所属先：NPO法人かぎかっこPROJECT
連絡先：0225-23-9371
メールアドレス：kurumi@doorwaytosmiles.jp
FBアカウント：加藤 くるみ

連絡がつきやすい日、時間： 平日18時以降

連絡がつきやすい日、時間：いつでも(年末年始を除く)

得意なこと： カレー作り・カレーアドバイス

得意なこと：ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ、お菓子づくり、ﾍｱｱﾚﾝｼﾞ

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
宮城県角田市出身で、大学時代も角田から片道2時間通学を繰り返す日々を

■三重県津市出身。大阪の大学を卒業して、気仙沼大島に移住しました。

過ごしました。大学時代はボランティアで東松島の子ども達と朝市を開いたり、

■一般社団法人i.clubに所属し、気仙沼市内の高校の授業にて商品開発の取

山元町の町民会議の運営に関わって住民の人の想いを聞き出したりする活動

り組みをサポートし、日々先生とともに授業を進めています。

をしていました。また、町民バスの路線・利用者の調査もしたり、仙台のプロバス

■新しいアイデアを生み出すことを学ぶ教育、「イノベーション教育」の分野に関

ケットボールチームでインターンをしたり、多角的に地域と関わることを見てきま

わっているので、新しいことに挑戦したり、新しいものを生み出すことへのコツや

した。社会人2年目の私もまだまだ修行中の身です。一緒にがんばりましょう！

ヒントをお伝えできると思います。（※関西弁です。）
ひとこと：好きな食べ物、好きな音楽、好きなアニメ、、、その好きを「人」に向け
ひとこと：何かをはじめたり、続けるのって、とてもたいへん。でも、わくわくするこ

て推しメンをつくると、人との出会いや会話が楽しくなるよ！みんな同じ人間、

と、好きなことには、やっぱり挑戦してみたい。僕自身もいろんなことにチャレン

怖くないよ。

ジしていくので、一緒に楽しくやっていきましょう！

宮城県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：加納実久

活動地：石巻市

所属先：一般社団法人イシノマキ・ファーム
連絡先：080-5135-5296
メールアドレス：m.kanou@noukajapan.com
FBアカウント：加納実久

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：北村 孝之

活動地：仙台市など

所属先：NPO法人ボランティアインフォ
連絡先：090-8387-9797
メールアドレス：kitamura@volunteerinfo.jp
FBアカウント：/kitamuratakayuki

連絡がつきやすい日、時間：早朝・深夜以外なら！

連絡がつきやすい日、時間：いつでもどうぞ

得意なこと：イベント企画・運営、ご縁つなぎ

得意なこと：アイデアを出すこと、ボランティア関連

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

愛知県豊田市出身。大学で神奈川・東京に。就職後は、東京、日光（栃木）を

滋賀県出身。大学卒業後、東京のIT企業でサービス企画やwebサイトのディレク

経て、石巻に。

ター、マーケティング、カスタマーサービスセンター立ち上げなどに従事。

大学では商学部に、そして文系では比較的珍しく大学院に進学し「開発経済

2010年に友人と途上国の教育支援をするNPOを立ち上げ、カンボジアに小学

学」を学び、南アジアのバングラデシュに研究に赴いたりしていました。院時代に

校を日本人ボランティアと一緒に建設。東日本大震災後はボランティア募集情

は、留学生寮に住み、世界中から日本に来た学生たちと過ごし、長期休みの際

報をとりまとめインターネットで情報発信を行いながら、仙台駅にボランティア案

は、彼らの国を訪ねて旅を。おかげさまで、留学はせずとも、仕事で一応使える

内所を開設し多くのボランティア希望者に活動先を案内。その後、NPO法人ボラ

程度の英会話を習得！現在は、地元の豊田市と石巻市を行き来する二拠点生

ンティアインフォを立ち上げ、代表理事に。ボランティア情報の発信以外にも

活を送っています。

2012年からイベントなどのボランティアコーディネート、2015年から高校でのボ

ひとこと：おかげさまで色々なご縁をいただき、石巻はもちろん、国内外でお世

ランティア教育プログラムも実施しています。

話になっている人のご縁の広さ、深さには定評が。「こんな大人の話が聞いてみ
たいから紹介して！」なんてリクエスト、お気軽にどうぞ！

氏名：木幡 真人

活動地： 仙台市

所属先： 宮城大学事業構想学部3年(風見研究室)
連絡先： 080-1668-6230
メールアドレス： masatoaaa1995@gmail.com
FBアカウント： 木幡 真人(Masato Kohata)

ひとこと： ボランティア関係のことは何でも聞いてください！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 斉藤 誠太郎

活動地： 石巻市

所属先： いしのまき学校 （ISHINOMAKI2.0）
連絡先： 090-5950-6700
メールアドレス： s_saito@ishinomaki2.com
FBアカウント： 斉藤 誠太郎

連絡がつきやすい日、時間： 深夜以外はいつでも

連絡がつきやすい日、時間：平日19時以降、土日

得意なこと： デザイン、動画づくり、ブログを書く

得意なこと： 前向きに考える

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み：

宮城県涌谷町出身。宮城大学事業構想学部3年生。

宮城県石巻市で「ISHINOMAKI2.0」という街づくり団体に所属しています。

高校生のとき、高校生団体くじらステーションを設立し、「高校生が伝える石巻」

「街を元気にする・街で楽しいことをする」ための色々なノウハウやネットワークが

をテーマにUstream番組をつくり発信しました。大学入学後、風見研究室にてコ

あるので、相談してくれれば何かしらアドバイスはできると思います！（たぶん）

ミュニティビジネスを起点としたまちづくりを学び、修行中です。「地域」「人」「メ

出身は北海道、大学は神戸、今は東京で学生もしています。アジア・ヨーロッパ・

ディア」をテーマに活動してきたので、「情報発信」をする活動、活動を発信する

中東へのバックパッカー経験もあるので東北以外の外のことも少しわかります。

際のSNS、Web、動画、デザイン周りはお手伝いできます。

ただし英語は苦手です。
活動のサポートの他に、進路相談や進学相談、受験サポートも(修行中ですが)

ひとこと： 直感で楽しい、やりたい！と思ったことはどんどん行動していったほう
が多くのチャンスと素晴らしいひとたちに巡り逢えると思ってます。一緒に挑戦し
ていきましょう！

取り組んでいるので、何かあればとりあえず気軽に声をかけてください！
ひとこと：
本当に自分がやりたい・楽しいと思えるコトを見つけて、ある意味自分のために
行動してほしいです。それは他の人にとっても絶対にプラスになるので。

宮城県
氏名：齋藤 渉
所属先:

活動地：仙台市内とその周辺

学校法人東北学院（東北大学大学院経済学研究科）

連絡先：メールかFBでご連絡ください。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ

メールアドレス：watapon.tg@me.com
FBアカウント：齋藤 渉

ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：斉藤祐輔

活動地：宮城県

所属先： 認定NPO法人底上げ
連絡先： 07050131161
メールアドレス：yusuke@sokoage.org
FBアカウント：斉藤祐輔 ゆっけ

連絡がつきやすい日、時間：平日17:00～&土日祝

連絡がつきやすい日、時間：いつでも

得意なこと： 学校生活、経営のこと、柔道など

得意なこと： 話を聴くこと、思考を整理すること
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
岩手県盛岡市出身ですが、小学校からは仙台で育ちました。現在は東北学院
大学で学校の将来計画や、学生さんたちが学ぶ環境を作るお仕事をしながら、
東北大学大学院経済学研究科で学校やNPOの経営を研究をしています。少し

埼玉県出身。震災後から気仙沼に移住し2012年NPO法人底上げを立ち上げ
る。2014年から1年半海外を旅する。自分がチャレンジしたことの失敗談やそこ
から学んだことは伝えられます！

前は中学高校で、事務仕事だけではなく、文化祭を生徒と一緒に考えたり、部
活動の指導をしていました。皆さんのアクションプランを「何かをやりたいという
想いから実行へ」とつなげる具体的なお手伝いが、経営学の知識や仕事の経
験を通じて役立てると思います！
ひとこと：自分で考えて、自分で判断して、自分でやってみたことは、本当に大き
な財産になるなぁ、と最近おもってます。

ひとこと：If you can dream it, you can do it！
何から始めよう等些細なことからでもお気軽に相談ください！
人との縁を大切につなげてください。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 佐藤 司

活動地：仙台市、名取市

所属先：尚絅学院大学
連絡先：メールかFBでご連絡ください。
メールアドレス：t_sato@shokei.ac.jp
FBアカウント：佐藤 司 https://www.facebook.com/tsukasa.sato）

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 澤畑 学

活動地： 栗原市、仙台市

所属先： 栗原市花山地区地域おこし協力隊
連絡先： 090-9303-8955
メールアドレス： sawahata@uni.verse.jp
FBアカウント： 澤畑 学

連絡がつきやすい日、時間：いつでもOKです。

連絡がつきやすい日、時間：平日18時以降、土日

得意なこと：ボランティア、大学との連携

得意なこと： エクセル、企画書づくり

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

仙台市出身。小中と野球をして運動が不得意なことと支えることが好きなこと

千葉県松戸市出身。高校生のときは、勉強と部活しかない平凡な学校生活で

に気づき、高校で野球部マネージャーに。大学でも学生全員を応援するため、学

したが、大学で学生団体に入ったことをきっかけに、「普通」の概念をぶっ壊され、

生会の会長となり、楽しい学生生活創りに献身。学外ではスポーツボランティア

ブルガリアで1ヶ月半インターンしてみたりと、卒業まで活動にのめり込む。

を始め、環境活動やまちづくりなどの市民活動、震災時は災害ボランティアや復

新卒で都内のベンチャー企業に就職しましたが、4年前に転職で仙台へ。

興支援・震災伝承活動、小学校の地域連携・防災教育のお手伝いを行ってきま

今年の4月から、栗原市の花山地区（人口1000人、高齢化率50％という典型

した。仕事は、旅館の番頭として働いた後、大学で備品や施設、就職支援、学

的な「過疎地」）に移住し、地域おこし協力隊として、地域住民の方の生活基盤

長室、地域連携・産官学連携の仕事に携わってきました。現在は、東北大学大

の維持や、移住・定住の促進などに携わっています。

学院教育学研究科でスポーツボランティアについて研究もしています。
ひとこと：宮城や東北で生きていることを満喫してここまできました。皆さんとも、

ひとこと： 「何かやりたい」「チャレンジしてみたい」と思っても、実際に行動に移

長所を活かし合いながら、この地で生きることを一緒に楽しんで、１秒でも多く

すのはなかなか難しい、って人も多いかと思います。私も未だに迷うことが多い

笑顔でいれたり、１人でも多く笑顔にしていける関係を築けたらと思っています。

ですが、まずは一緒に楽しんでアクションしましょう♪

宮城県
氏名： 鈴木 胡美

活動地： 宮城県女川町

所属先： 認定NPO法人カタリバ 女川向学館
連絡先： 0225-24-9964
メールアドレス： kurumi.suzuki@katariba.net
FBアカウント： 鈴木 胡美 (Kurumi Suzuki)

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：千葉 百華

活動地：仙台市、岩手県

所属先：宮城教育大学教育学部４年
連絡先：090-5835-2594
メールアドレス：0619momoka@gmail.com
FBアカウント：千葉百華

連絡がつきやすい日、時間：平日 12時以降

連絡がつきやすい日、時間：いつでも！！

得意なこと：人の話を聞くこと、励ますこと、犬と分かりあうこと

得意なこと：エビの殻むき、服のコーディネート

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

福島県郡山市出身。女川はもちろん、福島も郡山も大好きで大切な場所です。

岩手県奥州市出身元ギャル。EXILEとエビが大好き。無人島でサバイバル経験

学生時代は国際協力や海外・英語、に興味があって、貧困層出身のフィリピン

あり。大学で特別支援教育、数学教育を勉強しながら専門学校で心理学を学

で青少年たちの育成を行っていました。大学卒業後は英会話スクールで働き、

ぶ。教育に興味のある学生を対象に語る・考える場を提供するALL東北教育

いまは女川向学館というところで子どもたち（幼児～高校生）の学習支援、居場

フェスタの代表、高校生へキャリア教育をしている宮城山形カタリバ に所属。小

所づくり、様々なチャレンジのお手伝いなどを行っています。

さい頃から友達はいるものの家族や部活の悩みを相談することがこわくて一人

「人の成長」が大好きです！教育や学びについて考えること、人と話を聞くこと、

で悩み込む。そんなわたしに気づいてくれた恩師に救われた経験から「子どもが

励ますこと、イベント企画、など一緒にできます～！

しんどいときに一人で抱え込まず、自分で居場所を選べる世界」をつくるために

あと犬をこよなく愛しているので、いつか犬になる（！）ことが現在の最大の目標

日々奮闘中！イベント企画運営方法、自身の想いを言葉にすることのお手伝い

です。

ができると思います！
ひとこと：みんなと年が近い分みんなの悩みに共感すると思うし、一緒におもし

ひとこと： 一歩ずつがんばっていきましょー！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名 ： 野田篤秀

ろいことできたら最高！気軽に連絡ください。

活動地 ： 南三陸町・気仙沼

氏名：成宮 崇史

活動地：気仙沼市

所属先： 認定NPO法人底上げ

所属先： 認定NPO法人底上げ

連絡先： 080-3591-0611

連絡先： 090-9683-6341

メールアドレス： atsu@sokoage.org

メールアドレス：naru@sokoage.org

FBアカウント： 野田 篤秀

FBアカウント：成宮崇史

連絡がつきやすい日、時間： とりあえず連絡ください

連絡がつきやすい日、時間：基本はいつでもですー

得意なこと： 野球・ 家事

得意なこと：ゆっくり話を聞くこと、ポジティブな言葉に言い換えること

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

神奈川県横須賀市出身。野球だけをやり続けた学生時代でした。捕手歴12年

7年前に東京から気仙沼市にボランティアとして来て、そのまま移住。今は気仙

だったので、野球と身体のメンテナンスに関しての知識は豊富です。大学は教育

沼を中心に町のために何かしたいという思いのある高校生のサポートを行ってい

学部に行き、初等教育・幼児教育を専攻。人間の変化（特に子ども）に興味をも

ます！一人ひとりにとって、自分のペースで自分の思いを話すことができる「安

ち、教育の道にのめり込みます。教員になる前に、東北で若者を応援したい！

心安全な場所」を作りながら、高校生の思いをカタチにするお手伝いをしていま

と今に至ります。昔から変なタイプの人間で、勉強も苦手で、周囲の目ばかり気

す。色々な仕事もしてきたので、一つの価値観に捉われずゆっくりとお話を聞く

にしていました。「周りの人に合わせなきゃ…」と思って自分の思うように行動で

ことができると思います⭐

きていない人たちに寄り添っていけたらいいな。と思っています。
ひとこと：とにかく自分が楽しいと心から言える道を一緒に全力で探していきま
ひとこと：年齢もみなさんとわりと近めです（気持ち的には）。精神年齢はもしか
したら下かもしれません（少年の心）。いつでもご連絡お待ちしています！

しょう！ハッピー！

宮城県
氏名： 橋本 展行

活動地： 仙台市とその周辺

所属先： 株式会社ポラリス
連絡先： まずはメールかFBで連絡ください
メールアドレス： hasshy@polaris-t.co.jp
FBアカウント： 橋本 展行

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 疋田 圭介

活動地： 仙台市

所属先： CData Software Japan 合同会社
連絡先： 080-3423-7415
メールアドレス：hornets79@gmail.com
FBアカウント： keisuke.hikita.5

連絡がつきやすい日、時間： 平日の夕方以降

連絡がつきやすい日、時間： いつでも

得意なこと： パワポ、ビジネスプラン作成、幹事

得意なこと： 英語、インドネシア語、ビジネスプラン

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

宮城大学事業構想学部卒業。社会人キャリアはＩＴ系商社の営業として11年と

仙台市出身。高校では1年アメリカに留学。仕事は金融→インドネシア（5年）

数ヶ月務め、その後退職し独立。その約２年後に自分でもやるとは思わなかっ

→IT で現在に至る。好きな言葉は“Boarder-less”で、日本-外国、エンジニア

た障害福祉事業を立ち上げ現在は個人事業（ＩＴ導入支援）との二足のわらじ状

-非エンジニア、文系-理系の壁なんてありません。

態です。そんな自分が協力できることはプランの作成支援と人と人をつなげるこ

仕事以外では、3人の娘と空手の稽古をしたり、自転車に乗ったり、庭で烏骨鶏

とかもしれません。さらにもう一歩踏み出せないという方に「やるかやらないか」、

を飼ったりしています。YFU という留学支援団体のお手伝いもしています。

「強みを弱みは何かをわかった上でどうするか」のアドバイスは出来ますよ！
ひとこと： 他人と違うことをやりましょう！ 変化の速い時代です。常識と思われ
ひとこと： 「10代のウチに様々な経験をしておけばよかった」という後悔が僕に

ていることのほとんどは変化の中でなくなります。自分で経験して、自分で考え

はあります。みなさんにはそういった後悔をしてほしくありません。僕の経験で役

て、自分で「もっと良くしたい」と思ったことに突き進みましょう。

立てることがあれば惜しみなく伝えていきます。何を聞きたいかわからないという

人生は一度だけ。自分で決めよう。

方も気軽にご相談ください。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 前田純

活動地： 石巻市

所属先： 桜塾

顔写真

連絡先： 090-6648-6728

※ぴったりなサイズがな

メールアドレス：maeda.j.kyoudo@gmail.com
FBアカウント： 前田純

LINE： junchan3919

い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：松本 学

活動地：仙台市

所属先：株式会社デイリー・インフォメーション
連絡先：０８０－５５６９－４２７２
メールアドレス：m_matsumoto@din-group.co.jp
FBアカウント：松本 学(Manabu Matsumoto)

連絡がつきやすい日、時間：基本いつでもOK

連絡がつきやすい日、時間：いつでもどうぞー！

得意なこと： 大学受験指導

得意なこと：面白い話を聞くことすること。スノボ。

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

長崎県出身。大学から10年以上を大阪で過ごしたので、九州弁または関西

宮城県仙台市出身です。両親が聴覚障がいを持っていたため、日常会話程度

弁を話します。ニュージーランドの中高一貫校でアシスタント講師をしていたこと

であれば手話が使えます。中学・高校と陸上部に所属し、800mや駅伝をやって

もあり英語も大丈夫です。

ました。福島大学在学中に被災し、その後３年間はボランティア活動とラグビー

大学時代、塾講師とバーテンダーのアルバイトをしていました。仕事内容は全

部に明け暮れる毎日に。県外への短期疎開プログラムなどに携わっておりました。

然違うけど、人（子ども・大人）に楽しんでもらい、やる気になって帰ってもらうと

卒業後は、仙台の広告代理店に勤務。主に学校関係や不動産関係のクライア

いうやりがいを感じてました。それで一般就職ではなく、起業しようと考えました

ントを持ち、広報面での課題解決のサポートをしてきました。2年半で退職し、

が、20代前半で夜中心の仕事はしんどいな～と思い、桜塾を立ち上げました。

2016年10月よりBride for Fukushimaに現在に転職。そしてこの春からはまた

「遊びも。勉強も。」をモットーに、震災後は石巻で桜塾をやっています。

仙台に戻ってきました！
ひとこと：人と話をすることが大好きで、みんなのいろんな経験を是非教えて欲し

ひとこと： 現在30名ほどの全国の高校生と毎週LINEやSkypeでやり取りをして

いなーと考えております！これからより成長してく高校生のみんなと、一緒に考

いますが、主にそれは受験対策です。勉強も、勉強以外もなんでも相談ください。

え、学び、成長したいです！たくさんお話しましょう。よろしくお願いします！

宮城県
氏名： 水野 なほ美

氏名：

活動地： 仙台

丸橋 亜希

活動地：

仙台市、他

所属先： コスモシステム株式会社

所属先：

（フリーランス）

連絡先： 090-3982-8474

連絡先：

090-4124-1371

メールアドレス： naomihotta703@hotmail.com

メールアドレス：

FBアカウントhttp://facebook.com/naomi.mizuno.hotta

FBアカウント

連絡がつきやすい日、時間： 平日18時以降

連絡がつきやすい日、時間：

得意なこと： 旅に関すること、人の話を聞くこと

得意なこと 心理学、キャリア、コミュニケーション

akiki97@gmail.com

https://www.facebook.com/aki.sato.50364

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

現在は宮城県に本社のある会社に勤めています。これまで、海外取引（契約交

岩手県盛岡市生まれ、宮城県仙台市出身。外資系企業の人事、組織人事

渉、貿易業務）や、新卒採用に関わってきました。いまの会社に入る前は、

コンサルタントの経験を経て、現在は、子どもから社会人を対象とした

商社～旅行業界の経験があります。 （仕事で約50カ国に行きました！）

心理・キャリア・カウンセラー、企業コンサルタントをしています。ま

また、昨年までは大学院で経営学を学んでいました。

た、社会人になってから、カナダに語学留学、その後は大学院で経営学

こうした経歴から、海外を相手に仕事をすることや、キャリアプラン、もしくは自

（MBA)を学び、さらに現在は心理学の研究をしています。何かを学ぶこ

分たちが企画を進めているプロジェクトをどうやったらうまくできるか？という相

とがとても好きです。心理やキャリアについてはもちろんのこと、東京

談に乗ることができます。

や関西に長く住んでいたので、各地域の特色、外から見た東北について
お伝えすることができると思います。また、大人や外国人とのコミュニ

ひとこと：

まずは気軽に声をかけてください！（＾＾）

ケーションの取り方、マナーについてもお話しできますのでお気軽にご

他愛のないおしゃべりから、見えてくることもあると思いますよ！

相談ください。

Facebookの友達申請のときには、メッセージを一言添えてくださいネ。

ひとこと：

新しいことにチャレンジするのはとてもワクワクしますよ

ね。一方で、不安や悩みもあるかもしれません。そんなときは是非聴か
せてくださいね。みんんなで楽しくやりましょう！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：門馬 優

活動地：石巻市

所属先：ＮＰＯ法人ＴＥＤＩＣ

顔写真

連絡先：0225-25-5286

※ぴったりなサイズがな

メールアドレス：y.monma@npo-tedic.net

い・調整できない場合はこ

FBアカウント：門馬 優（Yu Monma）

ちらでトリミングしますので

連絡がつきやすい日、時間：深夜（？）

データをお送りください

宮城県石巻市出身です。３歳の頃からずっと柔道を続けていて、いまは石巻地
域の中学生のコーチをしています。仕事は、色んな事情の中で学校に通うことが
しんどかったり、家で生活するのが苦しかったり、そんな子どもたちを支える仕事
をしています。夜、一緒に夕ご飯をたべたり、自宅に訪問して一緒に遊んだり、
受験や進学に向けたお金のサポートをしたり。あとは仕事柄、教育委員会や児
童相談所などの行政機関と関わることがとても多いです。

ひとこと：プロジェクトをするにも、何をするにも「エネルギー」が必要ですね。
「ちょっと疲れたなぁ」「学校、行くのだるいなぁ」そんなときは、思い切って誰かに
相談してみてくださいね。自分を大切にしつつ、頑張っていきましょー！

活動地：仙台・気仙沼・南三陸

所属先： 認定NPO法人底上げ 東北芸術工科大学
連絡先： 070-6567-3835
メールアドレス： hiro@sokoage.org
FBアカウント： 矢部寛明
連絡がつきやすい日、時間：いつでも！かもーん！

得意なこと： 柔道、子ども・家庭福祉関係
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

氏名：矢部寛明

得意なこと：話を聞くこと・応援すること
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
東京・東北・世界をまわりながら高校生を中心としたプロジェクトの研究、応援を
しています。高校時代は、うまく学校教育というシステムに馴染めなかった記憶
しかありませんが、仲間は多かったかな。大学には23歳から行ったよ。5年間大
学生になる前に社会勉強を積んだよ（笑）。まわりは反対したけど、自分の心に
従った。早稲田大学では教育学を学んで教員の免許を取ったよ。卒業のタイミ
ングで震災。気仙沼に移住したんだ。僕の人生がマイプロジェクトの連続さ。人
生ジェットコースターみたいな方が楽しいだろ？

ひとこと：
僕はまじで、みんなと東北の地でわくわくする連鎖を作っていきたいのである。

宮城県
氏名： 山﨑 賢治

活動地： 仙台市

氏名：吉川恭平

活動地：石巻市

所属先：特定非営利活動法人ハーベスト・宮城県庁

所属先：石巻市子どもセンター

連絡先：090-2986-0719

連絡先：0225-95-1111

メールアドレス：yamazakizaki@gmail.com

メールアドレス：yoshikawakyohei109@gmail.com

FBアカウント： 山崎 賢治

FBアカウント：

連絡がつきやすい日、時間：平日18:00～22:00

連絡がつきやすい日、時間：祝日以外の９～１９時

得意なこと： みんなのやる気を起こすこと！

得意なこと：イベント企画運営、スポーツ、商店街

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

宮城県庁職員をやりながら，キャリア教育のプログラムを中学校・高校に提供す

東京都世田谷区出身、宮城県石巻市在住。

るＮＰＯ法人の役員をやっています。ライフワークとライスワークの二足のわらじ

普段は、石巻市子どもセンター(児童館)の職員として、子どもまちづくりクラ

を履いて活動しているので，役所やビジネスはもちろんＮＰＯの世界まで幅広く

ブの活動をサポートしたり、イベントを利用者の子どもたちと一緒に企画していま

知り合いがいます。「こんな人に会いたい！」「こんな人の話を聞きたい！」とい

す。また、ハロウィン祭りなど地域の商店街や団体を巻き込んだ企画も開催！

うリクエストがあれば皆さんにつなぐことができますよ！また地元の役所と何か

大学時代は、幼稚園の頃から生活の一部だったサッカーに関わる仕事をして

をしたいときなど，どんな部署に相談したらいいのかなど行政機関とのつながり

みたいと思い、J2リーグの東京ヴェルディのインターン生として2年半勤務しまし

方なども教えられるかと。山登りや温泉・ＣＡＭＰ・ＢＢＱも詳しいデース！

た。主に取り組んだことは、サッカースタジアムを使ったイベントや、商店街とコラ
ボレーションしたイベントの実施などスポーツを通した地域活性化です！

ひとこと：10代はやったもん勝ち！！できるだけたくさんの人と出会うことで，
自分が将来やりたいことが見つかると思います。ハタチまでに３００人の大人の

ひとこと： 私たちをぜひ「いい意味」で利用してください！伴走者は、みんなの

知り合いつくってみよう！旅に出るのも一つの作戦だね！！

チャレンジしてみたいという気持ちを大切にサポートしていきます！！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 渡邊 洸

活動地： 宮城県女川町

所属先： 認定NPO法人カタリバ女川向学館
連絡先： 0225-24-9964
メールアドレス： k.watanabe@katariba.net
FBアカウント： 渡邊 洸

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 渡辺

剛

活動地：多賀城・山元・仙南エリア

所属先：多賀城市市民活動サポートセンター／一般社団法人まなびの森

連絡先： 080-1818-7731
メールアドレス： tuy0saku@yahoo.co.jp
FBアカウント： わたなべつよし

連絡がつきやすい日、時間： 平日

連絡がつきやすい日、時間： 火曜日、金曜日

得意なこと： 物事を整理すること

得意なこと： 文を書くこと、整理整頓、空想

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

岩手県北上市立花出身。

宮城県仙台市出身。特徴：好奇心旺盛、フットワークが軽い、献血大好き。

北海道大学公共政策大学院修了。

高校時代は文化祭の運営に燃えてて、3年の時には実行委員長を務めました。

前職は経営コンサルタント（専門は行政改革・業務改善）。

大学卒業後、中学校の教員などを経て、現在はNPOの職員。いろんな所で、何
かやってみたい想いを持っていたり、すでに地域で活動している人（10代～80

地元岩手をはじめ、田舎のまちづくりについて考えたり話したりすることが大好

代！）の後押しやサポートをしたり、情報発信に携わっています。

きです！

また、まちあるきで変なものを見つけることや地図づくり、人の話を聞くことが好
きです。

ひとこと：高校生の可能性が無限大！どんどん挑戦して東北を変えよう！！
ひとこと：行動しないで「あーあの時やっておけばよかったー」という後悔だけはし
ないように、ちょっとずつでもチャレンジしていきましょう～！

福島県

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：石島 来太 活動地：福島県会津地域
所属先：喜多方市地域おこし協力隊
連絡先：090-4158-4558
メールアドレス：raita3000@gmail.com
FBアカウント： 石島 来太

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 内海 博介

活動地：浜通り

所属先： NPOカタリバ
連絡先： 090-92073665
メールアドレス：h.utsumi@katariba.net
FBアカウント：

内海 博介

連絡がつきやすい日、時間： いつでもオッケー！

連絡がつきやすい日、時間：毎日。どの時間でも！

得意なこと：自然体験、教育、スポーツ、イベント

得意なこと： 話を聞くこと。一緒に考えること。

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

長野県上田市出身。地元の高校卒業後福島大学に進学。大学２年生の時に東日本大震

千葉県市川市出身。高校時代までは野球部に所属し、大学時代は週末にイベ

災が発生し、仙台で被災。避難所生活を５日間程送る。その後ボランティア活動に参加し

ントやワークショップに参加する日々を送っていました。その中でもマイプロジェク

たり、自身が役員を務める団体で復興支援イベントを企画。大学卒業後は大和ハウス工業
株式会社に就職し、就職から一年半で退社。２０１４年１０月に大学時代のツテを辿り喜多
方市のまちづくり会社に就職し、起業家支援活動、若者支援活動、自然体験教育活動な
どを行う。まちづくり会社退社後はフリーランスとして活動した後、喜多方市の地域おこし協

トの授業づくり・中高生に対して今後のキャリアを考えるワークショップの実施・
過疎地域のまちづくり事業・社会人が集まるコワーキングスペースでのインターン
などは特に力を入れて関わりました。一方、家で何もせずのんびりした時間を過

力隊に今年の４月から着任。色々やってきたおかげで人脈だけは広いので、どんな内容の

ごすのも結構好きです。マイブームは豆から挽いてコーヒーを淹れること、100均

相談でも大体受けられます。やりたいことがわからない子も、やりたいことに気づくまで導い

で買い物すること。

てあげられますので、気軽に相談してください。

現在は福島県で、高校生の放課後の居場所づくりを仕事にしています。
ひとこと：「やりたいことあるんだけど、何をしたらいいかわからない」 「とりあえず

ひとこと：「高校生」というのはとても不思議な年代です。まさに大人と子供の狭間。自分が
何者かわからないまま、何者かになることを強制される年代でもあります。いっぱい悩むこと

話を聞いてもらいたい」など思ったときは、気軽に連絡くださいー！一緒に悩み、
考えましょう！

もあるでしょうが、その度に力になります。いつでもご連絡下さい。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：岡田 健哉

活動地：いわき市

所属先： 日産自動車㈱
連絡先： 090-6629-3238
メールアドレス：j.mask622@gmail.com
FBアカウント： 岡田 健哉

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：沓澤 理恵

活動地：福島市

所属先：一般社団法人Bridge for Fukushima
連絡先：０８０－１８１０－２３７３
メールアドレス：riekutsuzawa@bridgeforfukushima.org
FBアカウント：沓澤 理恵

連絡がつきやすい日、時間：平日19時～22時

連絡がつきやすい日、時間：いつでもどうぞ！

得意なこと： おしゃべり、テンションをあげること

得意なこと：話をきくこと、食べること

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

千葉県市川市生まれ。福島県立平工業高校を卒業し、日産自動車㈱に入社。

秋田県湯沢市出身です。院内学級の先生になる夢を叶えるため、福島大学で4

高校時代に福島農産物の魅力を発信する高校生団体、「TOMODACHIファー

年間教育について、特に障がい児の教育について学んできました。がしかし、大

ム」を設立。高校卒業後もイベント運営や野菜販売等に従事し、多くの方に魅

学在学中にやりたいことが変わり、先生にはならず障がい者福祉の道に進みま

力を伝えてきました。

した。2年間障がい者施設で働き2016年5月に福島に戻ってきました。たくさん

アクションを起こす上での相談はもちろん、進学はせず就職という道に進んだ

の人から、いろいろなお話を聞いて、高校生の皆と一緒に学んでいけたらなと

違った視点で経験を伝えることが出来ると思います！

思っています！よろしくお願いします！

ひとこと：
ひとこと：どんな悩みでも、悩んだと思ったら連絡をくれるとうれしいです。

私もまだまだ半人前です。皆さんからの「こんなこと聞いてきた！」「最近こんな

とりあえずおしゃべりして、一緒に成長していきましょう！

ことがあった！」というお話聞いて、学んでいきたいと思います。ぜひ、たくさんお
話しましょーう！

福島県
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：坂上 英和

活動地：郡山市、福島全域

所属先： NPO法人コースター
連絡先： 090-5189-9014
メールアドレス： sakaue@costar-npo.org
FBアカウント： 坂上 英和

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：白土 楓華

活動地：福島県 郡山市

所属先：NPO法人コースター
連絡先： 090-5539-6451
メールアドレス：shiratofuka@gmail.com
FBアカウント：Fuka Shirato
連絡がつきやすい日、時間：火〜土
10:00~18:00
得意なこと： ノリと勢いの英語、話を聴くこと

連絡がつきやすい日、時間： いつでもOK
得意なこと： 企画書づくり、組織運営
プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

福島第二原発がある富岡町出身です。キャリアカウンセラーとして今まで1000

福島県田村市出身。

人以上の大学生へのキャリア相談を担当してきました。元々インターンシップ・ボ

１８〜１９歳の一年間はオーストラリアのシドニーを中心に生活。カフェで働いた

ランティアのプログラムづくりやイベント企画を通して、皆さんのような若者と大

り、田舎の広大な農地でカンガルーと農作業に勤しんだり。帰国後、高校生の

人をつなげることも良くしていました。今はそうした仕事のほかに、団体の理事

頃から興味関心を持っていた地域活性の現場で活動を始めました。高校生支

として、組織全般の運営や企画書・計画書づくりなどを中心に行っています。考

援、被災地支援、中間支援（コンサル）などなど。趣味は近所の小山へハイキン

えや活動に困ったときに物事を整理することが得意なので、そうした点でお困り

グへ出かけること。音楽は演奏するのも踊るのも大好きです。

の場合は気軽に相談してください。
ひとこと：プロジェクトで起こしたいこと、やりたいことが頭の中でもやもや、まだ
ひとこと：興味あることはもちろんのこと、あえて興味ないことも体験することで、

形になっていない人、お話しをして頭の中の整理をお手伝いできればと思います。

日常の楽しみがどんどん広まっていくかもしれません。僕自身も、お互いに食わ

私もまだまだ成長過程です。一緒に頑張りましょう( ´ ▽ ` )ﾉ

ず嫌いにならず、貪欲に何事もチャレンジしていきましょう。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：杉浦 遥平

活動地：福島県双葉郡

所属先：NPOカタリバ
連絡先：
メールアドレス：
FBアカウント：杉浦 遥平

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：根本政嗣(ねもとまさつぐ)活動地：いわき市
所属先： チームスマイル・いわきPIT
連絡先：
メールアドレス：m.nemoto@team-smile.org
FBアカウント： 根本政嗣

連絡がつきやすい日、時間：平日16:00～20:00

連絡がつきやすい日、時間：平日 9：00～23：00

得意なこと：思考整理 文章記述 英文読解

得意なこと：イベント企画、広報、フットサル

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

千葉県出身。現在は大学院生です。今は休学して教育の実践の場に身を置い

福島県双葉郡楢葉町出身。小・中はサッカーをやっていました。現在は、いわき

ています。論文やレポートを膨大に書いてきた他、ディスカッションする場所に数

PITでイベントの企画をしつつ若い世代と一緒に楽しめる企画のチャンスがあれ

多く身を置いてきました。そのため、頭の中にある考えを整理して言語化したり、

ばどんどんサポートをしています！いろいろなカフェ巡りをするのが楽しくなってい

考えて居ることを他の人に伝わりやすいように整理したりするなどは得意ですの

ます。いわきの美味しいカフェを知りたい人はぜひ声をかけてください。現在の仕

で、もし、「考えがまとまらない…」「どうやって伝えればいいかわからない…」など

事では、ハロウィンイベントをいわきの高校生と共に盛り上げています。イベント

のお悩みがある方には、お力になれるのではと思っています！

の企画や広報についていろいろと協力できればと思っています。

ひとこと：「若いうちにしか悩めない」とある方から言われました。私もやりたいこ

ひとこと：今回のプログラムは、自分の可能性を想像以上に広げられる絶好の

とに向けて悩み、もがいている最中です。皆さんが悩んだときも思いっきり悩ん

機会です。そして、プログラムの中で行動することが怖くなることがあると思いま

で、自分なりの解を見つけながら、ゆっくりでも進んでみてください。

す。そんな時にはしっかりとサポートしますのでいつでもご相談してください！

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名：長谷川 勇紀

活動地：福島県 浜通り

氏名： 本田 詩織

活動地：福島県 浜通り

所属先：認定NPO法人カタリバ 双葉みらいラボ

所属先： NPOカタリバ

連絡先：090-3433-4821

連絡先：

メールアドレス：y.hasegawa@katariba.net

メールアドレス： shiori.honda@katariba.net

FBアカウント：長谷川 勇紀

FBアカウント： 本田 詩織

連絡がつきやすい日、時間：毎日、夜ならいつでも

連絡がつきやすい日、時間： いつでもどうぞ！

得意なこと：アイデアを出すこと、一緒に悩むこと

得意なこと： 企画書づくり、広告物づくり

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

新潟市出身、大学から10年間、東京に住み、現在は福島県いわき市にて在

広島生まれ→山口育ち→大学で福岡→5年間東京で仕事→福島浜通りへ。

住です。大学時代から教育に興味を抱き、幼稚園、小学校の子どもたちと一緒

東北初心者ですが、東北以外の地域のことについてお話しできるネタは、多少

に大島へ行き、8泊9日のアドベンチャーキャンプをしていたりしました。ちょっとし

持ち合わせているかな～と思います。

た環境や関わる人たちの違いで、その子、その人が持っている力がどんどん伸び

カタリバに来る前の仕事では、広告物の作成や企画に携わっていました。相手

ていくのを目の当たりにして、大学を卒業してからは社会人の教育分野へ就職。

へのアクション（イベント参加・仲間集めなど）を促す広告物の作成や、企画書づ

その後、NPOカタリバへ転職。一貫して「教育」というキーワードの中で動き続け

くりで悩んだときは、お手伝いできると思います！

ています。一方で、海外旅行が好きで、大学時代は1年間休学をして、アジアを

みなさんのチャレンジを、ちょっとでもお手伝いできればと思っているので、企画

中心に世界21か国を巡り歩いていたりしました。途中、デンマークで留学もして、

書や広告物のことではない相談も、Welcomeです！

海外のことは色々話せたりします。日本中も巡り歩いたので、日本の面白い場
所、取り組みなんかもお話できると思います。

ひとこと：いつでも気軽にご連絡どうぞ～！

ひとこと：話をするのは好きなので、いつでも何でも気軽に連絡くださいませ。

顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 本田 紀生

活動地： 福島県内

所属先： 特定非営利活動法人元気になろう福島

顔写真

連絡先： 080-3192-2998

※ぴったりなサイズがな

メールアドレス：honda@genkifukushima.jp

い・調整できない場合はこ

FBアカウント： 本田 紀生
連絡がつきやすい日、時間： いつでも
得意なこと： 人を繋ぐ、人材育成、産業創出

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
福島県南相馬市出身。大学卒業後３８年間広告業に従事し、2010年10月に
特定非営利活動法人元気になろう福島を、広告の仲間と設立しました。半年後
の2011年3月11日に東日本大震災が起き、被災地（避難指示12市町村）の
復興活動を、行政と連携して行っています。産業創出・人材育成・街づくりの活
動を行っています。震災で未曾有の被害を受けた福島県から、新しい産業を創
出する為活動をしています。若い皆さまが世界に羽ばたく事ができるよう、お手

ちらでトリミングしますので
データをお送りください

氏名： 和田 祐樹

活動地： 郡山市・会津

所属先： ホールアース自然学校 （福島校）
連絡先： ０２４－９８３－６４１１
メールアドレス： yuuki.wada@wens.gr.jp
FBアカウント： https://www.facebook.com/wadaki
連絡がつきやすい日、時間： 平日18：00～22：00
得意なこと： 人つなぎ、考えの整理整頓

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み
福島県矢吹町出身。教育学部卒。在学中は大人が本気で鬼ごっこする活動を
企画・運営する学生団体に所属。駅前大通りを封鎖した鬼ごっこなどを実施。
東南アジア周遊やオーストラリアでの2ヶ月間半無人島生活など、変わっている
けど誰にでも出来る活動を実践。卒業後は、自然学校と呼ばれる「アウトドア×
体験教育」の分野に入り、震災後に企業内起業を行い、福島校を開校。
得意分野は、自然の中での活動、体験を主軸とした活動の企画・運営。

伝いします。
ひとこと：高校生はもう小さな大人だと思っているので、「友人」として、なんでも
ひとこと：若い皆さまは何事にもチャレンジして、日本国内だけではなく世界中を
見れるグローバルな人間になってください。世界に羽ばたく人材になれるよう、
微力ですが応援させていただきます。

気軽にどうぞ！やるときゃ本気で、遊ぶときも本気で！何でも本気が嬉しいし悔
しい。みんなの活躍の応援をしております。

東京都
顔写真
※ぴったりなサイズがな
い・調整できない場合はこ
ちらでトリミングしますので
データをお送りください

ユースアクション東北 事業担当
氏名：箕輪憲良

活動地：東京

所属先：ソフトバンク株式会社
連絡先：080-4797-5470
メールアドレス：nminowa@yahoo-corp.jp
FBアカウント：箕輪憲良
連絡がつきやすい日、時間：いつでも
得意なこと：ふんわりしたことにケリをつけること

プロフィール・活動に協力できそうな経験や強み

相内 洋輔

東京都出身。東日本大震災から東北に行きまくり、東北が第2の故郷になりま
した。ヤフーには検索のマーケティングリサーチ（検索がもっと使われるようになる
にはどうしたらよいか、データを使って明らかにする仕事）担当として入社。現在
は社会貢献担当として、インターネットで募金を集めたり、チャリティーオークショ
ンを実施したりしています。インターネットを使って何かアクションをするときに悩
むことがあったら、いつでも相談してください。
また、東京のヤフー本社では自由に外部の人が使えるスペース『LODGE』の管理
人もやっています。「東京で人を集めてイベントをしたい」「2時間空いたけど、PC
で作業したい」ときにも遠慮せず声をかけてください。
ひとこと：心がワクワクすることに、どんどん人を巻き込んでアクションにつなげて
いこう。みんなのアクションで未来は変えられるのだから。

高際 均

佐々木 梨乃

ユースアクション東北
2018年度 活動拠点MAP

岩手県

NPO法人みやっこベース みやっこハウス

住所 岩手県宮古市末広町8-24

最寄り駅 宮古駅

利用可能時間 平日16～20時 / 土日祝10～18時 （月曜休館） 最大収容人数 約30人
利用時の注意 特になし

TEL 0193-77-3809

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

プリンター
（無料）

プロジェク
ター

ホワイト
ボード

ＦＡＸ

電子レンジ

ＤＶＤ

認定特定非営利活動法人カタリバ コラボ・スクール大槌臨学舎

住所 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第21地割字高清水84-5

利用可能時間 平日 11:00〜21；00

最寄り駅 釜石駅から車で20分程度

最大収容人数 15〜50名程度（時間帯、部屋によるので要相談）

TEL 0193-27-8527
使える設備・備品
電源

Ｗｉ-Fi
（無料）

コピー機
(無料)

プロジェク
ター

ホワイト
ボード

電子レンジ

プリンター
（無料）

スクリーン

岩手県

一般社団法人SAVE TAKATA

住所

岩手県陸前高田市高田町字大隈93-1 高田大隈つどいの丘商店街9号

利用可能時間 要相談

最大収容人数 要相談

利用時の注意 要相談

TEL 0192-47-3287

最寄り駅

陸前高田市駅（BRT）

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

プリンター
（無料）

コピー機
（無料）

FAX

電源

電子レンジ

冷蔵庫

TV

特定非営利活動法人未来図書館

住所 岩手県盛岡市肴町4-20 永卯ビル3階
利用可能時間 要相談

最寄り駅 JR盛岡駅、盛岡バスセンター

最大収容人数 要相談

利用時の注意 必ず事前に連絡ください TEL 019-654-6601
使える設備・備品
プリンター
（無料）

コピー機
(無料)

パソコン
(無料)

電源

湯沸かし器

宮城県

NPO法人底上げ そこそこハウス

住所 宮城県気仙沼市南が丘2-2-12号

利用可能時間 要相談

最寄り駅 BRT南気仙沼駅、JR気仙沼駅

最大収容人数 10名

利用時の注意 必ず事前に連絡ください

TEL ０２２６-２５-９６７０

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

電源

プロジェク
ター

スクリーン

ホワイト
ボード

FAX

台所

電子レンジ

特定非営利活動法人Avain cafe Avain

住所 宮城県大崎市古川台町2-21 千葉ビル1F東

最寄り駅 古川駅

利用可能時間 不定期、要相談（Facebookページ、ブログ等でお知らせ） 最大収容人数 40人程度
利用時の注意

専用駐車場がない為、お近くの駐車場に停めて頂く必要があります

TEL

090-4555-6246(足利)

使える設備・備品
プロジェク
ター

Ｗｉ-Fi
（無料）

電源

ホワイト
ボード

ＴＶ

電子レンジ

冷蔵庫

ＤＶＤ

宮城県
一般社団法人 ISHINOMAKI2.0 IRORI石巻 CUBE1：いしのまき学校ブース

住所 宮城県石巻市中央２丁目10-2 新田屋ビル１階

最寄り駅 石巻駅（徒歩８分）

利用可能時間 年中無休 10時～22時（日曜は19時まで／高校生は20時まで）
最大収容人数 ８０人（４人以上の利用希望の際には事前に相談してください。） TEL 0225-25-4953
利用時の注意 基本的に「いしのまき学校」専用ブースを利用してください。初めて利用するとき、４人以上で
利用したいときは事前に連絡・相談をしてください。IRORIはカフェとして利用するお客様もい
るので、迷惑にならないよう騒音などに注意してください。他の貸し切りイベント利用などで
使えない場合があります。皆さんの利用をお待ちしています！

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

電源

ホワイト
ボード

プリンター
（有料）

コピー機
(有料)

プロジェク
ター

特定非営利活動法人 かぎかっこPROJECT いしのまきカフェ「

住所 宮城県石巻市穀町14-1 石巻市役所1階

電子レンジ

」

最寄り駅 石巻駅

利用可能時間 16時から19時まで 最大収容人数 20人
利用時の注意

近隣の他店舗に迷惑がかかるので、大声で騒ぐのは禁止です。

TEL 0225-23-9371

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

電源

ホワイト
ボード

プロジェク
ター

電子レンジ

湯沸かし器

台所

宮城県

NPO法人カタリバ 女川向学館

住所 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字門前4

最寄り駅 浦宿駅駅

利用可能時間 平日 13:00-21:30 最大収容人数 150名程度
利用時の注意 必ず事前に予約をしてから来てください。

TEL 0225-24-9964

使える設備・備品
パソコン
（無料）

コピー機
(無料)

電源

プロジェク
ター

スクリーン

ホワイト
ボード

電子レンジ

湯沸かし器

石巻市子どもセンター

住所 宮城県石巻市立町1丁目6番1号

最寄り駅 JR石巻駅徒歩10分

利用可能時間 9時半～19時(祝日及び第1、3木曜日を除く) 最大収容人数 40人程度
利用時の注意 10人以上で利用する場合は、事前にご相談ください。

TEL 0225-23-1080

使える設備・備品
プロジェク
ター

スクリーン

ホワイト
ボード

台所

電子レンジ

湯沸かし器

TV

DVD

宮城県
桜塾

住所 宮城県石巻市開北1-1-12

最寄り駅 ミヤコーバス石巻ターミナルから徒歩5分

利用可能時間 平日10～17時／土日応相談 最大収容人数 20～30名
利用時の注意 事前連絡ください

TEL 0225-25-7970

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
(無料)

プリンター
(無料)

プロジェク
ター

台所

冷蔵庫

FAX

特定非営利活動法人ハーベスト

住所 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０−３３

最寄り駅 JR仙台駅

利用可能時間 要相談 最大収容人数 6人
利用時の注意

事前に相談があり打ち合わせスペースが空いていれば利用できます。

TEL 022-395-4311

使える設備・備品
プリンター
（有料）

コピー機
(有料)

電源

ホワイト
ボード

Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

プロジェク
ター

スクリーン

宮城県
多賀城市市民活動サポートセンター

住所 宮城県多賀城市中央2－25－3
利用可能時間
利用時の注意

最寄り駅 JR仙石線多賀城駅から徒歩12分

平日・土曜：9:00～21:30、日曜・祝日：9:00～17:00 ※水曜は休館

最大収容人数 下記参照

・フリースペースは無料で自由に使えます。
（1階6名、2・3階15名程度まで。イベント開催で利用の場合は事前相談が必要）
ただ、他の利用者の方の迷惑にならないように利用してください。
また、会議室の利用についてはお問い合わせください。
活動やイベント開催にあたっての相談も大歓迎です。気軽に窓口のスタッフまでどうぞ！
TEL 022－368－7745

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

電源

ホワイト
ボード

プロジェク
ター

スクリーン

コピー機
(有料)

一般社団法人まなびの森 ひだまりカフェ

住所 宮城県亘理郡山元町つばめの杜1丁目8

最寄り駅 JR常磐線山下駅から徒歩1分

利用可能時間 火曜～金曜 17:00～21:00 ※祝日はお休み 最大収容人数 20人
利用時の注意

山元町防災拠点・山下地域交流センター（つばめの杜ひだまりホール）の一室を借りて運営しています。
日によって、センター内で場所が変わる場合があります（看板が目印です）。
TEL 0224-87-6808

使える設備・備品
ホワイト
ボード

電源

福島県
一般社団法人Bridge for Fukushima

住所 福島県福島市五月町2-22

最寄り駅 JR福島駅徒歩5分

利用可能時間 平日・土日10～20時

最大収容人数 10名

利用時の注意 必ず事前に連絡をしてから来てください

TEL 024-503-9069(事務所)

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

電子レンジ

コピー機
(有料)

電源

プロジェク
ター

ホワイト
ボード

台所

NPO法人コースター 福島コトひらく

住所 福島県郡山市富久山町久保田字下河原１９１－１

最寄り駅 太郎殿（バス）

利用可能時間 火-土 10時-21時(それ以外は要相談） 最大収容人数 部屋によって変わりますが一番入れる部屋は100名

利用時の注意

コワーキングスペースは先着順。会議室以外は無料で使ってOKです。

TEL 024-983-1157

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

プリンター
（無料）

コピー機
（無料）

電源

プロジェク
ター

FAX

台所

福島県
NPO法人カタリバ コラボ・スクール 双葉みらいラボ

住所 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替22
利用可能時間 平日16～20時

最寄り駅 広野駅

最大収容人数 30名

利用時の注意 必ず事前に連絡をしてから来てください

TEL 0240-25-8424

使える設備・備品
Ｗｉ-Fi
（無料）

パソコン
（無料）

コピー機
(無料)

電源

プロジェク
ター

ホワイト
ボード

台所

TV

おまけ
〜伴走者おすすめの本・映画〜

おすすめの本
ビジョナリー・ピープル

絶望に効く薬
センス・オブ・ワンダー
孤独が君を強くする(岡本太郎)
青い空の向こう(アレックスシアラー)

ちょっと今から仕事辞めてくる
強く生きる言葉(岡本太郎 敏子)

砂漠(伊坂幸太郎)

人間失格、銀河英雄伝説、プリズンホテル、ガリレオシリーズ、
加賀恭一郎シリーズ、グミ・チョコレート・パイン

人を動かす
塩狩峠(三浦綾子)

おとなになる本(パットパルマー) 竜馬がゆく(司馬遼太郎)
ゆっくりでいいんだよ

冷たい校舎の時は止まる
君たちはどう生きるか
アルケミスト

蜜蜂と遠雷(恩田陸)
翻訳できない世界のことば
いのちをむすぶ(佐藤初女)

本日は、お日柄もよく

知性を磨く― 「スーパージェネラリスト」の時代(田坂 広志)
リーダーシップの旅 見えないものを見る(野田 智義・金井 壽宏)

峠 / 坂の上の雲(司馬遼太郎)
落日燃ゆ
ワイルドサイドを歩け / Work shift / モモ / ＧＲＩＴ
春を恨んだりはしない（池澤夏樹） 知ろうとすること（早野龍五）
「白線流し」を知っていますか

伊坂幸太郎さんの本全般！

遊んで暮らす コレジャナイ仕事術
スヌーピーたちの人生案内
ギヴァー 記憶を注ぐ者 / ロイス・ローリー / 新評論
地域ではたらく「風の人」という新しい選択
パパラギ はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集
Der Papalagi: Die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea (1922)

おすすめの映画
ライフ

君の名は

ニュー・シネマ・パラダイス

バケモノの子

インディ・ペンデンス・デイ

フェイク インサイダー ゴッドファーザー 地雷を踏んだらサヨウナラ 攻殻機動隊

この世界の片隅に

スタンドバイミー
ジョイ・ラック・クラブ
耳をすませば

スウィングガールズ
ホテル・ルワンダ
湯を沸かすほどの熱い愛

バックトゥザフューチャー

ポテチ

Love Letter
プラダを着た悪魔

グリーンマイル
イエスマン“ＹＥＳ”は人生のパスワード

ショーシャンクの空に

ビッグフィッシュ

青い春

最高の人生の見つけ方

かもめ食堂
いまを生きる
サマーウォーズ

