
やおきん熊本復興
ゆめ応援基金 
 活動報告会 
 

一般財団法人 

くまもと未来創造基金 

 



今日の流れ 

1. 開会 一般財団法人くまもと未来創造基金 

2. 採択団体活動報告発表 （各団体10分×13団体） 

3. 途中休憩                        
（140分） 

4. 交流会                     
（30分程度） 

5. 閉会 



やおきん熊本復興ゆめ応援基金 
 活動報告 （１） 

団体名：木山仮設団地 西自治会 

代表名： 和後秀典 



清掃活動         餅つき大会 



やおきん熊本復興ゆめ応援基金 
 活動報告 （２） 

団体名  おはなし会ポプリ 

代表名  清田 美由紀 



活動紹介  

赤ちゃんから大人まで おはなしの力で
たくさんの人を笑顔にしたい！ 



パパやママと一緒に・・・ 
８組の親子 ２５名が参加 







ぼくのママが 
つくったよ！ 



仮設やサロンなど３か所にて４８名が参加。 
益城の民話や手遊びなどで盛り上がりました！ 



１年間で１５回開催総勢２１１名の親子が参加 



講師を招いての語りの勉強会や  
おはなし会の小道具作り 



ほっと一息カフェプロジェクト様と
の共同開催。誰もが一日中楽し
める広場を作りました。 



益城町図書館様や 

他の団体の皆様に協力
いただき、 

ボランティアスタッフ２５名
で作りあげたイベントです。 
来場者は 
２００名を超えました。 



成果 

地域の仲間との繋がり 

親子のコミュニケーション 

シニアの交流の場 



今後の活動計画・寄付者へのメッセージ 
やおきん社様、そしてご寄付を寄せていただいた皆様、この度は本当にありがとう
ございました。皆様のおかげで、たくさんの笑顔に出会うことができました。 
 
今も全国各地で災害が起こり、その度に胸を痛めていますが私達が 
乗り越えることで、被災地の方々にも希望を与えたいと思います。 
 
 
 

これからも、おはなしの
力を信じて、私達にでき
るあったかい活動を続け
ていきます。 
そして、今回出会った皆
さんとの繋がりを大切し
ていきたいと思います。  

おはなし会ポプリ 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （３） 

団体名：復興コンサート 

代表名：井芹大吾 



活動紹介 

• 熊本地震に被災した体験を綴った自身の著書の収

益を使って、熊本地震で疲弊した人たちへ生きる力

や一時のやすらぎを感じることができるライブを開

催したいと願い、ミュージシャンのタテタカコさんと

Illustratorの足田メロウさん、フクシマの大工でミュー

ジシャンでもあるミーワムーラさんによる復興応援ラ

イブ「風と大地」を開催した。 



活動報告１ 



成果 

• 地震で国道やJRが寸断され、普段でさえもライブやイベント

に縁遠い地域だった阿蘇西地区。仮設住居暮らしや子育て

中で、被災して生活に余裕がなくなり、音楽を楽しむどころで

はない。そんな現状に少しでも気分転換する機会を作りたい。

そう思って企画したライブでしたが、フランスの田舎で私が体

験した夜会のように子どもからお年寄りまでが楽しめる素晴

らしいライブを開催することができました。 



今後の活動計画・寄付者への 
メッセージ 

• 熊本地震で被災したことで多くの新しい出会いがありました。
今回、ボランティアを買って出てくれたKくんは復興支援に阿

蘇に来てくれた一人ですが村の観光協会で事務局長となっ
て活躍しています。災害ボランティアで阿蘇に入ってきたIくん

は阿蘇地域の空き家を活用するビジネスを立ち上げ、地域
の空き家の有効活用や移住定住の促進などソーシャルビジ
ネスを展開しています。私自身は、今回の地震の影響で南
阿蘇村から無くなってしまった障がい者の働く場所を作るべく、
南阿蘇村の民間介護施設のスタッフとなり、就労継続支援
AB多機能型事業所の来年度の開所を目指して、阿蘇を駆け

回っております。様々な年代の多様なクラスタの人たちが復
興に向けた活動を今も継続しています。 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （４） 

団体名：南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 

代表名：広瀬雅子 



命の大切さ 
 

『象徴言語』 

馬たちの言葉に寄らないコミュ
ニケーション 

24 南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 



馬たちの生活費（餌代）として 

25 南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 

現在２０頭、申請
当時、 

２３頭もいたオー
プンセサミ、餌代
だけでも大変！
😨 
 

およそ月に２０～
３０万が必要で
す。 
 

そこで、やおきん
様の『熊本復興
ゆめ応援基金』
へ応募させて頂
く事になりました。 
 

※写真はイメージ
です 



３３才高齢馬ハイエストシンザン（ユウ
ザン） 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 26 

当時３３歳と人間でいえばゆう
に１００歳超えのハイエストシン
ザンは、あの戦後初のクラシッ
ク三冠馬！八大競争の勝利数
から「五冠馬」と呼ばれた昭和
の名馬、 
のシンザ
ンを父に
持つこと
から、深く
愛され、
高齢なこ
とから、
様々な資
料をは配
合した食
事を常々
与えてい
ました。 



父シンザンは、銅像にもなるような名
馬!! 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 27 

京都競馬
場 

にある、 

父シンザ
ン 

の銅像 



高齢馬達には、スタミナ満点ニンニク
味噌も! 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 28 

※写真は参考です。 



            中には、巨大化し
たコも… 

• 食べ過ぎて、こんなに
大きくなりました。 

• 人間と比べてみてくだ
さい 

 

 

 

 

• （冗談です） 

 

 

 

 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 29 



みんなが幸せそうにご飯を頂きました
(^^) 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 30 



みんなが幸せそうにご飯を頂きまし
た(^^) 

こんなに！ 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 31 

おいし
い! 最
高！ 



就労準備支援の菊愛会さん来訪！
2017.11 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 32 



就労準備支援の菊愛会さん来訪！
2018.5 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 33 

みんなで 
牧場体験！ 



児童養護施設の龍山学苑の子供たち
も！ 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 34 



龍山学苑の子ども達、お馬さんたちと
親しんだよ！ 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 35 



龍山学苑の子ども達、思い出になっ
たかな？ 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 36 



くまもと未来創造基金おもやい様あり
がとう! 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 37 



みんなの笑顔は、やおきん熊本復興ゆ
め応援基金のおかげです！ 

南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 38 



南阿蘇の余生馬牧場オープンセサミ 39 

Thank you! 



やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 （５） 

団体名：しあわせの輪 

代表名：高田美香 

























やおきん熊本復興夢応援基金 
     活動報告 

団体名 がんばろう風当 

代表名 奥野 美樹 

 



活動紹介 

• 風当地区の栗と柚子の収穫 

• 地域住民参加の柚子胡椒作り体験 

• 熊本地震追悼イベントの開催 

• 地域外ボランティアとの交流 

• 地域と情報及び現状の共有 



活動報告１ 

• 風当地区の栗と柚子の収穫 



活動報告２ 

• 地域住民参加の柚子胡椒作り体験 



活動報告３ 

• 熊本地震追悼イベントの開催 



活動報告４ 

• 地域外ボランティアとの交流 

 



活動報告５ 

• 地域と情報及び現状の共有 



成果 
活動を通じて、地域の新しいコミニュティが構築されました。地
震前は、関係性が薄かった地区住民の方とも、この活動に参加
してもらった事により新しい関係性が生まれ、今まであった地域
コミニュティがより良く、新しいメインバーも加わり関係性と繋が
りが深くなりました。仮設住宅とみなし仮設、地元に残っている
人が、今まで以上に連絡を取るようになり、地震で離れたしまっ
た住民の連携意識が、地震前以上に良くなったと感じてます。
地震とこの活動で再認識できた事は、特に西原村の様な田舎
では、災害発生時に地区の連携と情報共有が一番大事な事だ
と改めて感じる事が出来ました。また、様々な世代が同じ目的
で活動が出来た事が、今から地区を離れる人、公営住宅に移
る人、地元に残る人が『風当』を通して地域の未来を話し合う
きっかけとなり、復興から新しい『風当の未来』を想像出来た事
が、地域住民の活力と元気に繋がったと強く感じております。 



今後の活動計画・寄付者への 
メッセージ 

• 集落再生への活動はまだまだ続いていきます。
今後も地域内外の方々のお力を借りながら、
今まで以上に愛着のわいた風当の景観や習
わしを保ち、地区住民がここにずっと住みたい、
また移住して来たいと思われる様な魅力的な
地域づくりを目指します。皆様、ぜひ西原村に
遊びに来てください。この様な機会を与えてく
ださったやおきん様。ありがとうございました。 


