東日本大震災
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人は幸せになるために生まれてきました。

今日も被災地で健気に頑張っている子どもたちがい

一人では困難なことでも、みんなで力を合

届けることが出来なかった親御さんに代わって私た
ちが出来る事、、、一人の力は小さくても、多くの方

わせれば出来る事があ

震災孤児遺児応援

ます。愛する我が子の成長を楽しみにしながら、見

ワンコイン ･ サポーターズ 20,000人プロジェクト

の協力があれば、子どもたちに夢と希望を失わずに

り ま す。 ど う ぞ 皆 様 の

生きる元気を届ける事が出来るの
ではないでしょうか。子どもたち

お力添えをお願い致し

の未来を、輝く笑顔を、私たち大

ます。

人が守っていきませんか？今を共
に歩いて行きましょう。

檀

れい

いとうまい子

被災地各地の復興が一歩一歩進むなか、
震災により
大好きだった親御さんを亡くした子供達の事を考えると、
いたたまれない気持ちでいっぱいになります。
子供達が夢を叶えられる環境にするのが、
我々生き残った大人の責務だと思います。
微力ですが、少しでも
子供達が笑顔になれるような

活動を続けていきたいです。
一緒に頑張りましょう！
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こんにちは 安藤美姫です。
新しい年が始まりました。

Sunao Noto

毎日寒いですね
風邪などひいてませんか？

登り切ったら

元気ですか？
元気がなくなったり 淋しくなったり
もちろん 大きな声で笑いたくなったりした時
一人じゃないからね
いつもそばにいる事はできないけど
大きな空で みんなとつながっています。
たまに空をみて下さい。
では どこかで

しんどい時、俺は…
今、のぼり坂を
登っているんやと思うようにしてる。

安藤美姫
2013.1

今まで見られへんかった物が
見られるはず…
一歩ずつ…
一緒に歩いて行こう！
亀田興毅

みんなに会えるのを楽しみにしています。
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ちを応援しよう !!
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一口 500円 からの
サポーターを募集しています!!

今を乗り切れば、

みんなが笑顔になる日が
きっときます。
一歩ずつ着実に
歩んでいきましょう。
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一人ではありません。
みんながついています。
ともに頑張りましょう！

株式会社ＴＡＣＴＩ 代表取締役社長

鶴田誠一

リーゾートトラスト

順不同

東日本被災者応援 愛知ボランティアセンター
代表

久田光政 ( 東海中学・高校教員）

〒 456-0006 名古屋市熱田区沢下町 8-4

愛知私学会館内

Tel:090-6590-3117
e-mail:aichiborasen@gmail.com 公式 HP http://aichiborasen.org/

現在、高校生の孤児遺児から、お母さんのお腹にいた子どもたちまで、
東日本大震災で、お父さんお母さんを亡くしたすべての子どもたちが
高校を卒業する 2030 年まで応援金を贈り続けます。
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東日本大震災 震災孤児遺児応援

ワンコイン ･ サポーターズ 20,000人プロジェクト

サポータ―大募集 !!
私たちは長期的な活動として、
『震災孤児遺児応援 ワンコイン・サポー
ターズ 20,000 人プロジェクト』
（以下ワンコイン・サポーターズ）を４
月に立ち上げました。このプロジェクトは震災発生時にお母さんのおな
かの中にいた赤ちゃんが高校を卒業する 19 年後まですべての震災孤児遺
児を対象に応援活動を続けます。19 年間継続して応援するために、応援
して下さる皆さんの銀行口座から、私たちの銀行口座へ、毎月ワンコイ
ン (500 円 ) を自動送金する手続きをとって頂くというものです。そして、
毎年 3 月 11 日を目途に震災孤児遺児の皆さんの銀行口座に応援金をお
贈りします。
19 年間ずっと応援し続ける、これだけの長期間の応援を明確に打ち出
している、これがワンコイン・サポーターズの大きな特徴の一つです。
特定の方から１億円寄付金を頂ければ確かに嬉しいですが、それでは
その１回の活動で終わってしまいます。少ない額でも、たくさんの方が、
毎月毎月貴重なお金を寄付してくださる、そんなたくさんの方々の
想いの込もった応援金だからこそ、このお金は暖かく、お贈りす
る価値があるのだと考えています。何年経っても肉親を亡くされ
た子どもたちの悲しみは消えません。そのこどもたちのことを、
20,000 人の人が 19 年覚えている、ずっと心は寄り添っている。
そんな想いとともに応援金を届ける、愛知ボラセンのワンコイ
ン・サポーターズです。

【震災孤児遺児応援金の届け方】

二児の母
副代表 山田涼子

応援金は、毎年１月に各県教育委員会やマスコミのご協力を頂いて広く紹介し、孤児
遺児の皆さんからお申し込みを頂き、２月末までに寄せられた応援金を申し込み人数で
割り、毎年３月 11 日をメドに送金します。なお、応援金の一部は振込経費に充てさせ
ていただきます。会計は監査の上、公式ホームページで毎年公開します。

阪神淡路大震災でお父さんお母さんを亡くした
中学生高校生に奨学金を贈る中学生高校生の会
愛知ボランティアセンター代表久田は 1995 年 2 月に「阪神淡路
大震災でお父さんお母さんを亡くした中学生高校生に奨学金を贈る中
学生高校生の会（奨学金を贈る会）
」を立ち上げました。以来、16 年
間、奨学金を贈る会の中高校生は代を受け継ぎながらも毎月 17 日に
「17 日募金」と銘打ち、今までに 300 回を超える街頭募金を継続し
ています。そして、兵庫県南部地域の約 400 校の中学・高校に直接
応募用紙をお送りし、震災遺児激励金の申請を頂いています。１年間
阪神・淡路大震災 孤児遺児激励金 年度別支給状況
に寄せられた募金額を
年度 支給人数
支給額
年度 支給人数
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545 人

3084.5 万円

すべての震災孤児遺児が高校を卒業するまで応援し続けるために毎

月 11 日に１口＝ワンコイン (500 円 ) を自動送金する手続きをお願い
します。チャリティイベントなどでの収益金なども受け付けています。
●ゆうちょ銀行
記号 12100 番号 17999031 口座名：被災者支援愛知ボランティアセンター
●三菱東京ＵＦＪ銀行
名古屋営業部 普通 口座番号 0342572
口座名：愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座 代表 久田光政
●三井住友銀行
名古屋栄支店 普通 口座番号 1796163
口座名：東日本大震災被災者応援愛知ボランティアセンター 震災孤児遺児応援口座
●中京銀行
栄三越プラザ出張所 普通 口座番号 1129754
口座名：東日本大震災被災者応援愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座 代表 久田光政
●名古屋銀行
本店営業部 普通 口座番号 3851691 口座名：被災者応援愛知ボランティアセンター
代表 久田光政
●大垣共立銀行
名古屋支店 普通 口座番号 925258
口座名：愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座 代表 久田光政
●十六銀行
名古屋支店 普通 口座番号 1451264
口座名：被災者応援愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座 代表 久田光政
●百五銀行
名古屋支店 普通 口座番号 202205 口座名：被災者応援愛知ボランティアセンター
●岡崎信用金庫
上前津支店 普通 口座番号 9009774
口座名：愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座 代表 久田光政
● JA バンク（愛知県信用農業協同組合連合会）
本店営業部 口座番号 0044601 口座名：愛知ボランティアセンター震災孤児遺児応援口座

銀行名

愛知ボランティアセンターは、 明るく楽しく、そしてまじめに をモットーに東日本大震災の被災者の皆さんを応援す
るために立ち上がった民間のボランティア団体です。
2011 年 3 月 17 日の立ち上げ以来、市民の皆さまからお預かりした新品衣類など約 6,000 箱に愛を込めて被災地に直
接届けてきました。
現地ボランティアには毎週末に大型バスで向かい、のべ 3,500 人以上 (12 月末時点 ) が活動しています。
現在は、宮城県石巻市牡鹿半島十八成 ( くぐなり ) 浜の仮設住宅を毎週訪問しています。
仮設住宅にお暮らしの皆さんに、昼食を作り、一緒に食事をしながら、被災地域の皆さん同士が人間関係を深めあうお
手伝いをしています。

ゆうちょ銀行
三菱東京 UFJ 銀行
三井住友銀行
中京銀行
名古屋銀行
大垣共立銀行
十六銀行
百五銀行
岡崎信用金庫
JA バンク
※県内農協

サービス名称
自動送金
国内定額自動送金サービス
定額自動送金
自動送金
自動送金サービス
自動送金
送金
定額自動送金サービス
為替自動振り込みサービス
自動支払いサービス

手数料
同一支店 同一銀行 他金融機関
120
120
525
105
157
367
210
210
525
105
210
630
210
315
525
52
157
367
105
315
525
157
262
682
105
210
525
105
※ 105
367
（単位円）

