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◇ハンズオン東京 プロジェクトレポート ダイジェスト
Hands On Tokyo Project Report Digest
レポート：ウギネ・ノレイカイテ（ハンズオン東京インターン）
Report by: Ugne Noreikaite - Hands On Tokyo intern
■児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ
フィットネス＆ダンスプロジェクト
８月13日（木）、ハンズオン東京のボランティア
は、児童養護施設クリスマス・ヴィレッジでのフィッ
トネス＆ダンスプロジェクトを行いました。プロジェ
クトには８人のボランティアと約20人の子どもたち

が参加。フィットネス＆ダンスの先生、栄里とブライ
スは、フィットネスのエクササイズとヒップホップダ
ンスの動きを指導してくれました。子どもたちはステ
ップについていこうと頑張り、私たちボランティアよ
りも、よく踊れていましたよ！ 休憩時間には、スナ

ックを食べたり、飲み物を飲んだりしながら、子ども

たちと一緒にこのプロジェクトについておしゃべりを
楽しみました。みんなとても友好的で、私たちは素晴
らしい時間を過ごすことができました！
■Christmas Village Children's Home's
Fitness and Dance Project
On Thursday, August 13th, Hands On Tokyo
volunteers participated in a Christmas Village

ﬁtness and dance project with children. There
were 8 volunteers and about 20 children. Our
professional teachers, Eri and Bryce, showed
some ﬁtness exercises and Hip Hop dance
moves. The children tried to follow every step,

and were better than the volunteers! We also
had a snack and drink break. The children
shared their impressions. They were so friendly!
We all had a wonderful time!

■Koko Club 英会話プロジェクト
８月１日（土）に、ハンズオン東京のボランティア

は、視覚障害の若者たちによるテニスチーム「東京ミ
ラクルスターズ」の「Koko Club 英会話プロジェク
トに参加しました。ボランティアは、いろいろな楽し

いトピックについて話をし、ボードゲームの「へびと
はしご」をプレーしたり、歌を歌ったりしました。生
徒たちはすばらしい英語の知識を持っており、みんな
とてもよく英語を理解していました！ 私たちは時が
過ぎたことに気がつかないほど、プログラムに熱中し
ました。この日は、スペイン、チュニス、リトアニ

ア、オーストラリア、そして日本からボランティアが
参加し、みんながそれぞれの国について話をしまし

た。次回のプロジェクトは、９月に開催されます。ま
た楽しい時間を過ごしましょう！
■Koko Club English Conversation Project
On Saturday, August 1st, Hands On Tokyo
volunteers participated in the Koko Club English
Conversation Project, with junior high school

students and recent high school graduates with
vision impairment who are part of the "Tokyo
Miracle Stars" tennis team. The volunteers
engaged in a variety of fun topics, playing

"snakes and ladders", singing songs, etc. and
were happily surprised by the studentsʼ
knowledge of English. The majority of them

understood english incredibly well! Everyone
was so excited, we did not notice how fast the
time went. There were volunteers from Spain,

Tunisia, Lithuania, Australia and Japan.
Everybody shared information about their home
countries. The next Koko Club Project will be in

September. We hope to have fun together again
soon!

■「尾花沢スイカ」プロジェクト
山形県尾花沢市の農家のかたから、日本の特産品であ
る「尾花沢スイカ」のご寄付をいただきました。この
「尾花沢スイカ」は、ハンズオン東京を通して児童養
護施設クリスマスヴィレッジ、東京都済生会中央病院
附属乳児院の子どもたちへお贈りしました。超大玉

20kg近いビックサイズのスイカを見て、子どもたち
は「わー、大きいすいか！」「甘い甘い！」と大喜び

で食べてくれたそう。子どもたちの笑顔で、私たちも
幸せになりました。尾花沢市議会議員・武田佳久様、
農業生産法人「夢にぐら」専務理事・折原久治様、ご

尽力いただいた皆さま、どうもありがとうございまし
た！
■"Obanazawa Watermelons" Project
Farmers in Obanazawa city, Yamagata
Prefecture donated many "Obanazawa

Watermelons", their special product. Hands On
Tokyo then gave them to the Christmas Village

Children's Home and the Saiseikai Infants Home.
The children were all extremely delighted by the
44lb (20kg) watermelons, saying "These are
really big watermelons!" "It's so sweet!". Their
smiles made us happy. Thank you Mr. Yoshihisa
Takeda, Obanazawa City council member, Mr.

Kyuji Orihara, Managing Director of the
Agricultural Corporation YUMENIGURA, and all
the staﬀ involved for your wonderful support!

◇東北トリップ 「笑顔をもう一度」

Bringing Back Smiles - Tohoku Trip

レポート：エスター・カイケンドール（プロジェクトリーダー）
Report by: Esther Kuykendoll - Project Leader
支援者の皆さまへ
前回のご報告以来、ティーンアドバイザリーボードは大変忙しく過ごしてまいりました。週末には快適

な東京を離れ、東北地方でボランティア活動をして過ごしました。 自然災害史上最も悲惨な被害を及ぼ
したもののひとつである、マグニチュード9.0の地震がこの地方を襲ってから、ほぼ４年の月日が経ちま
した。そこに暮らす方々は決して忘れられた存在ではないのだと、ハンズオン東京が被災地を訪問する
度に安心してくださいます。
Dear Supporter,
The Teen Advisory Board has been very busy since our last report. The teens left the

comforts of Tokyo and spent a weekend volunteering in the Tohoku region. Almost four years
have passed since the magnitude 9.0 earthquake damaged the area, causing one of the most
devastating natural disasters on record. With each trip, Hands On Tokyo volunteers reassure
the local residents that they have not been forgotten.

５月には、東京から17人の生徒たちが２人の付き添

いとともに東北を訪れました。これは、支援者の皆さ
まに支えられてこそ、実現することができたプロジェ
クトです！ ハンズオン東京のティーンアドバイザリ

ーボードへのご支援をいただき、誠にありがとうござ
います。皆さまからのご寄付により、ティーンアドバ

イザリーボードは、私たちのが現在行っている東北で

の取り組みに貢献することができました。現在、グロ
ーバルギビングにおいて私たちは、4,150ドルの資金
を調達することができ、最低目標額の到達まで、残り
5,850ドルとなりました。目標達成のため、引き続き

皆さまからのご支援をお願いいたしますとともに、た
だ今進行中のキャンペーンについて、お知り合いの

方々にもお知らせいただけると誠にありがたく存じま
す。
In May, 17 students accompanied by two

chaperones travelled to Tohoku from Tokyo.

This was made possible by supporters like you!
Thank you so much for your support of our

Teen Advisory Board. Because of your generous
contributions, the Teen Advisory Board was able
to contribute to our ongoing eﬀorts in the
Tohoku region. We raised $4,150 through
GlobalGiving so far, and we have $5,850

remaining to reach our minimum fundraising

goal. We need your help and support in getting
the word out to others about this fund raising
campaign to meet our goal!

ハンズオン東京クラブリーダーのジェニファーより東北トリップのご報告：
Here is a recap of the trip from Jennifer, the club leader:

６時間の道程を経て、私たちはようやく山元町に到着しました。津波によりすべての農作物を失われた
斉藤さんと奥さまのお手伝いをするため、私たちは山元町に滞在しました。まず、パプリカが倒れずに

育つよう、しっかり幹を固定させることから取りかかりました。これは退屈でうんざりするような作業
でしたが、誰も文句を言う人はいませんでした。17人のメンバーでこの作業はあっという間に終わり、
次に温室の構造を支える大きな金属製チューブを土に差し込んでいくという、さらに労働力を必要とす

る作業へ移りました。大変な作業でしたが、夜ホテルへ戻る前までには、温室を２棟作り上げることが
できました。私たちが出発するときには、斉藤さんがご自分で作られた美味しい新鮮なイチゴを下さ
り、私たちは美しい山々を眺めながら楽しんでいただきました。

We ﬁnally arrived at Yamamoto-Cho after six hours of traveling. We were in Yamamoto-Cho to
help Saito-san and is wife; all of his crops were destroyed in the tsunami. We started by

securing paprika plants so they could continue to grow instead of ﬂopping over to their side.

This was a tedious task but no one complained. With 17 teen volunteers, the job was
completed quickly and we moved on to the more labour-intensive task of sticking large metal
tubes in the dirt to support the structure of the greenhouses. Although this was tough, we

were able to get a couple greenhouses completed before we went to our hotel for the night.

Before we left, Saito-san oﬀered us some of his delicious fresh strawberries that we enjoyed
while looking out at the beautiful mountains.

翌日、私たちは雄勝町へ移動し、被災した小学校の跡地を訪ねました。壊れ落ちた教室の壁や、手をつ
ないだ子供たちが描かれた壁画が粉々に砕けたものなど、瓦礫を見つめながら歩き回ることで、私たち
は胸を打たれました。そのあとは、バスで徳水さんというご夫人が作られたローズガーデンへ向かいま

した。これは、被災後、暗く復興なきままの状態で放置されている地域の皆さんに、希望を持ってもら
えるようにと作られたものでした。そのローズガーデンは、再成長と、美と、色の象徴でした。私たち
はそこで雑草の除去と、ポプリを作るためのラベンダーを刈り取りました。

The next day, we traveled to Ogatsu-Cho where we visited the eﬀects of the disaster on an

elementary school. This touched the hearts of many of the students as they walked around
the rubble viewing the broken down classroom walls and a crumbling painted mural of
children holding hands. Then the bus drove us to a rose garden, which was started by Mrs.
Tokumizu to give hope to the people because after the disaster the area was left

undeveloped and gray. The rose garden was a symbol of regrowth, beauty and color. We
pulled the weeds and cut the lavender to make potpourri.

その後、私たちは、小学校の先生を訪ねました。先生は、津波がこの地域を襲った当時、急速に嵩の増
した水から、どのようにして子供たちが避難したかをシミュレーションを交えて教えてくださいまし

た。ゴムボールや厚い木の板など、津波が来たときに木に引っかかったさまざまなものを見せていただ

きました。そして、３月11日の津波が実際に撮られたビデオを見ました。これはとても衝撃的でした。
まさに私たちボランティアの感情をかきたてるものとなり、来年もクラブで訪れるだけでなく、夏休み
中の可能なときに、ぜひとも自分でまた訪れたいと、多くの生徒たちは話していました。

After gardening, we went to visit an elementary school teacher who led us in a simulation of

how the kids escaped from the rapidly rising water. We saw rubber balls, wood planks, and
other things that got stuck in the trees when the tsunami hit. Then, he showed us a video that
was taken on 3/11 of the actual tsunami. It was a very powerful experience. This really stirred
emotion amongst the student volunteers and many told me that they would love to go on this
trip again on their own time during the summer when they can as well as with the club again
next year.

私は、今回の旅行のリーダーをとても楽しむことができました。来年もまた、多くのボランティア活動
ができる機会をとても楽しみにしています。

ハンズオン東京クラブリーダー ジェニファー
I really enjoyed being the trip leader and I am very excited for next year and all the volunteer
opportunities to come. I am so grateful to be part of Hands On Tokyo and an active member
of the Japanese community.

Jennifer, Hands On Tokyo Club Leader
*ご寄付、またはこの活動を広げるにはこちらをクリック！

Click here to donate or spread the word!
https://www.globalgiving.org/projects/youthempowerment/

◇ハンズオン東京

2015年のスケジュール（予定）

Tentative Hands On Tokyo Events
- please mark your calendar!
◆10月4日（日）デイ・オブ・サービス 2015
◆11月14日（土）テイスト・フォー・ボランティア 2015
◆October 4th (Sunday) Day of Service 2015
◆November 14th (Saturday) Taste for Volunteering 2015
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*If you wish to be removed from our mailing list,
please e-mail us at; information@handsontokyo.org.
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