
2012/3.11(Sun) 
10:00 ～ 18:30

会場：真宗大谷派名古屋別院（東別院 境内一帯）  地下鉄名城線東別院駅 4番出口より 徒歩3分

公式ホームページ

http://aichiborasen.org/
問い合わせ・連絡先　080-4530-3117
お取り扱いチケットぴあ　Pコード：620-518

主催：被災者応援愛知ボランティアセンター　エール実行委員会　特別協賛：リゾートトラスト（株） ／ 協賛：（株） TACTI
特別後援：真宗大谷派名古屋別院、（株）東海共同印刷、名古屋工学院専門学校
後援：中日新聞社、朝日新聞社、読売新聞社、東海テレビ放送、ZIP-FM(順不同)　協力：愛知県高校生フェスティバル実行委員会

スピリタス★クールＤａｎｃｅ☆Ｆｅｓｔｉｖａｌ

ゲスト

名古屋フィルハーモニー交響楽団
メンバーによる室内楽演奏

大人  1,000 円　中高校生  500 円　小学生以下  無料
（障がい者：大人 500円、中高生以下無料）

大人  2,000 円　中高校生  1,000 円  小学生以下  無料
（障がい者：大人 1,000 円、中高生以下無料）

運営協力券 前売券 当日券

入場の際は運営協力券が必要になります

3・1 1  東 日 本 大 震 災 被 災 者 応 援 チャリティー イベ ント

あの日から 1 年　　   今、私たちに出来ること

石巻市立門脇小学校  2011年 4 月撮影



被災者応援   758㎞リレー
宮城県石巻市牡鹿半島十八成浜を3月8日(木)
午前７時に出発し、758ｋｍ離れた
名古屋・東別院に11日（日）午後1時に
ゴールする予定です。約20名のランナーが
応援の想いと愛と絆を込めた「たすき」を
被災地から名古屋につなぎます

・　模擬店
・　物産展
・　高校生連絡会
ブース
・　ワンコイン・サポーターズ紹介
・　現地ボランティア活動報告　等
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追悼キャンドル・追悼式
心を込めて一つ一つ手作りした、キャンドルを
3月10日現在で死亡が確認された方の
数だけ灯し追悼します。メインキャンドルの
炎は十八成浜で採火した火をランナーが
リレーで運びます。
14時46分に黙祷、追悼式を行います。

Smile☆☆
～エガオノチカラ～
愛知ボラセンを応援してくださる皆さんの
約2,000枚の笑顔の写真で、ハートの絵を作り
ます。ハートの絵には被災地住民の方々への
メッセージ を添え、名古屋から被災地へ、
たくさんの人の愛と応援を届けます。

被災者は、今
～十八成浜仮設のみなさん
との懇談会～
十八成浜の方々をご招待し、
被災当時のお話から今の状況などを伺います。
現地に行くことができない方も、直接被災者の
方々からお話を伺うことができます。

、今
浜仮設
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とができない
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Smile☆
～私たちの宝物～
愛知ボラセンが活動する中で出逢った、被災地
の子どもたちの最高の笑顔を、会場ステージに
飾ります。また、これから長い応援を続けていく、
愛知ボランティアセンターからのメッセージを
【Smile宣言】として発表します。

中高生スピーチコンテスト
多くの中高校生も災害ボランティアに
参加しています。また被災地から避難している
中高校生もいます。地震や原発、
災害ボランティアなどをテーマに、中高生に
よるスピーチコンテストを通し、被災地への
想いを次の世代へつないでいきます。
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原発を考える講演会：伊藤孝司氏
～メディアが伝えない『フクシマ』・『ヒバクシャ』～
チェルノブイリから継続して原子力発電を取材
されているフォトジャーナリスト・伊藤孝司氏に
よる写真をまじえたレポートです。メディアが伝え
ない福島の真実を紹介して頂き、原発・クリーン
エネルギーについて改めて考える機会を作ります。
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写真展・作品展
さだまさしさんご提供の写真、
石巻かほく新聞復興写真展優秀作品、
愛知ボラセンの現地ボランティア活動の
写真などを展示します。また、愛知ボ ラセンが
被災地住民の方 と々取り組んでいる
「漢字アート」の作品展も開催します。

筒井明子
ラジオ DJ

司会者写真展・作品展

磯谷 祐介
ラジオ DJ

空木 マイカ
ラジオ DJ

「自分達ができることはみんなに音楽を届けること」
名古屋フィルハーモニー交響楽団のメンバーが有志を募り、この日のために
グループを結成しました。みなさんに想いが届くように心を込めて演奏します。

ゲスト

Heart ステージ

エール１ｓｔ とは
　東日本大震災で被害に遭われた方々へ【追悼・応援】の気持ちを込めて開催する第一回目のチャリティ
ーイベントです。
　東日本大震災での死者は15,854人、行方不明者は3,380人（2012年1月20日現在）。多くの方々が大切
な人や、大切なものを失いました。辛い経験を経て、それでも前に向かって進んでいかなければいけない
人達のために、私たちがすべきことは何か。それは犠牲になった方々の死を悼むとともに、今、懸命に生き
ている方々を精一杯に応援することではないか。私たちはそう考えました。
　私たちは、東日本大震災が起きたことを、そして、たくさんの方が深い傷を負い、日本中が悲しみに包ま
れたことを絶対に忘れません。地元【愛知】から、ありったけの【愛】と【エール】を届けましょう‼

　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。
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スピリタス★クールＤａｎｃｅ☆Ｆｅｓｔｉｖａｌ

名古屋が誇る祭り !!
「にっぽんど真ん中祭
り」より昨年の最優秀
チームがここに集う !!
迫力あるパフォーマン
スを間近でご覧下さい!!

にっぽん
ど真ん中祭り

普 段は専業主婦、
スイッチはいれ
ば歌って踊る♪
スーパーママ !! 
☆5 人 組ギャ ル
ママユニット

Mutti 楽 曲に合わせて、
ボトルを投げながら
カクテルメイキング
を行います☆
大会での受賞歴を
もつフレアバーテン
ダーによるスーパー
パフォーマンスは
必見です !!

TATULA ・日本福祉大学付属高校「楽鼓」
・旭丘高校　トーチ部
・M.R.K.T.S
・Zombies
・伊勢山中学校　吹奏楽部
・南山大学　男子コーラス
・バルーンパフォーマー聖空
・Ritz
・桟棚　　　　　   他 (順不同)

11：45～ 13：15～

10：00～10：30

名古屋フィルハーモニー交響楽団
メンバーによる室内楽演奏

さだまさしさん

つづける応援
つながる気持ち

名古屋を中心に活動中のヒップ
ホップグループ。彼らの特徴であ
る“おもしろさ”や、等身大のリリッ
クは必見！！今後の躍進を期待せ
ざる得ないホープ !! 数多くのメ
ジャーアーティストのオープニン
グアクトや共演で知名度上昇中 !!

愛知県内の高校生ダンサーズが大集結！！
東日本大震災から 1 年の今日、自分たち
にも何か出来る事はないか…心を一つに
して素敵なステージを作り上げます。名
古屋が誇るダンサー JUNYA も賛同し、一
夜限りの夢の共演！　！！高校生の愛とパワー
溢れるパフォーマンスをご期待下さい☆


