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「被災者を決して忘れないこと」「希望を届けること」。 

この２つの理念を軸に地域コミュニティの再生を長期支援する活動。
それが 「Remember HOPE（希望を忘れない） 東北復興支援プロジェクト」で
す。　
東日本大震災の発生直後から被災地の皆さまにお話を伺い、真の復興には地域
コミュニティの結びつき、絆の再生が不可欠であるという思いに至り、コミュニティ
再生支援プロジェクトを立ち上げました。これまでに地元の行政や関係団体の
皆さまと連携しながら、甚大な震災被害を受けた東北被災地3県（岩手、宮城、福
島）に6棟のコミュニティ 施設を建設し、地域の皆さまやボランティアの皆さまと
共に笑顔を取り戻す場づくりを行ってまいりました。 　

昨年度は、陸前高田市に5棟目の建設プロジェクトとして当財団の活動にご賛同
いただいた建築家の隈 研吾氏設計による施設、そして気仙沼市にも内湾地区
再開発プロジェクトの一環として6棟目のコミュニティ施設が完成しました。　
これらの活動は、プロジェクト発足当初から変わらず支援いただいている定期
寄付者をはじめとする多くの支援者の皆さまによって支えられています。長期
的かつ継続的にご支援をいただいていることに、 心より感謝申し上げます。
　
震災から10年、真の復興への道のりはまだ長いものとなりますが、地域では官
民連携のもと、自律的かつ持続的な取り組みが進んでいます。当財団も皆さま
と共に支援を続けてまいります。

一般財団法人 日本アムウェイ財団　代表理事
 池部　カンナ

はじめに

Remember HOPEの理念 Remember HOPEとは？

被災者を決して「忘れない」 「希望」を届ける
HOPERemember

陸前高田市（岩手県）と気仙沼市（宮城県）に
新たなアムウェイハウスが完成しました。
建設して終わりではなく、コミュニティ支援、
地域活性の場としての役割を果たしていきます。

陸前高田アムウェイハウス 
（岩手県陸前高田市） 2020年1月完成

南三陸アムウェイハウス
（宮城県南三陸町） 2013年8月完成

大槌アムウェイハウス
（岩手県大槌町）2015年12月完成

野田村アムウェイハウス
（岩手県野田村）2015年12月完成

アムウェイハウス相馬 
（福島県相馬市） 2014年11月完成

気仙沼アムウェイハウス  
（宮城県気仙沼市） 2020年3月完成

東日本大震災で甚大な被害にあった東北被災地３県（岩手、宮城、福島）のコミュニティの再生のため、
人と人とのつながりを取り戻す「場」としてハウス（施設）を建設し、地域の活動をサポートしています。
地元行政、地域団体や地域団体と連携し、ボランティアと資金の両面から地域活動を支援しています。

コミュニティの再生

活動を支える
資金

ハウス建設

活動を支える
ボランティア

サポート活動

地域活性の場「アムウェイハウス」
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気仙沼アムウェイハウス 拓（ヒラケル）

気仙沼市、中心市街地の内湾地区に6棟
目となるアムウェイハウスが誕生しました。
気仙沼の誇るスローフード文化の魅力を
発信する拠点となるようシアター設備を持
つコミュニティホールを中心として、スロー
フードマーケット、ブリュワリー醸造所か
ら構成される、一体型のコミュニティ施設と
なりました。「拓（ヒラケル）」には、市民と観
光客が交流する場所として、まちの未来を
開拓していってほしいとの願いが込められ
ています。

開所：2020年3月
延床面積：498.51㎡ （テナントエリア含む）
運営：気仙沼地域開発株式会社
所在地：宮城県気仙沼市南町3丁目2-5

2019年12月プレオープン
正式オープンに向け活気上々

2019年12月「気仙沼アムウェイハウス　拓（ヒ
ラケル）」が完成し、施設を運用いただく気仙
沼地域開発（株）に引き渡しを行いました。
12月20日のプレオープンには映画も上映さ
れ、地元への支援を続けている俳優の渡辺謙
さんがゲスト出演されました。
プレオープン以降、入居するテナントの皆さん
の営業が開始され、日々、地元の方々で賑わっ
ています。

陸前高田アムウェイハウス まちの縁側

陸前高田アムウェイハウスは、国立競技場
の設計に携わった隈 研吾氏により設計さ
れ、訪れる人たちが陸前高田の歴史や文
化を感じられるよう、気仙大工の卓越した
技術と地元の気仙杉を生かした親しみや
すい建物としてデザインされました。陸前
高田市の中心市街地に位置し、交通拠点と
なる BRT「新陸前高田駅」に隣接。陸前高
田市が掲げる「ノーマライゼーションという
言葉のいらないまちづくり」のもと、地域活
性化の拠点として、誰もが気軽に集える場
所となるようにとの想いが込められて、完
成しました。
開所：2020年1月
延床面積：545.28㎡（倉庫棟含む）
運営：陸前高田市
所在地：岩手県陸前高田市高田町字館の沖111

（KC17－1－1）

2020年1月26日
オープニングセレモニーを開催

本施設には子育て支援施設、障がい者就労
支援カフェ、観光物産協会、くらし応援窓口な
どが入居。内装はファッション・テキスタイル
ブランド minä perhonen（ミナ ペルホネン）
のテキスタイルが施された温かみのある優し
いインテリアを使用し、完成しました。
オープニングセレモニーには、市長の戸羽太氏、
隈氏、皆川氏、在札幌米国総領事館 総領事ア
ンドリュー・リー氏、Remember HOPE アンバ
サダーの山﨑利枝子さんをはじめ、地元の方
や関係者が多数出席して門出を祝福しました。
同日には、完成記念として 隈研吾氏特別講演
を近隣のホールで開催し、満員の聴衆を前に 
本施設を通した復興と未来について、お話し
いただきました。

運営を担う気仙沼地域開発株式会社 代表取締役社長の
菅原昭彦さんに施設の引き渡しを行いました

1. 映画も上映できるコミュニティホール   2-4. 地産の鮮魚店や手作り惣菜店などから構成される
スローフードマーケット  5. ブリュワリー（クラフトビール）醸造所も入居。気仙沼初のクラフトビ
ールは、地元を愛するさまざまな世代のコミュニティをつなぐ役割も期待されています。

1-3.内装も木とテキスタイルのぬくもりが感じられるデザインに（上：障がい者就労支援カフェ  中
央：子育て支援施設） 4.展望デッキからは陸前高田の町並みを一望することができます

1

2

4

3

1

2

4
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※ 気仙大工は、日本四大名工とされる優れた建築技術を
誇る職人集団で、岩手県気仙地方の大工の呼称です。

オープニングセレモニーでのテープカットと共に風船が舞
い上がり、温かい拍手に包まれました

NEW NEW
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地域コミュニティの交流の場として定着し、
バレエ、オカリナ教室、フラワーアレンジメン
ト、スマホスクールなどの定期的な利用及
び、地元 NPO 団体主催のイベントにも広
く利用されています。支援者から寄贈され
た DVD を活用した「シネマカフェ」も開催
しています。 
2018年5月より、施設入口にリアルタイム
センサーを設置、信頼性の高い 環境放射
線データの可視化とデータ構築の協力を
行っています。

施設入口に設置した
リアルタイムセンサー

開設：2014年11月
敷地面積：831.90㎡
延床面積：260㎡
運営： 一般社団法人相馬報徳社
所在地：福島県相馬市馬場野山越89

アムウェイハウス相馬 さとばたけ報徳センター

＊セーフキャストジャパンは世界中
に放射線データを提供するクラウド
ソース/オープンソースプロジェクト
を行っているボランティア団体です。

春休みには渡米し、異文化交流や、被災からの復興の様子、観光業について学びました 国際交流イベント「Easter」

恒例となったハロウィーンイベントでは、皆さん力作衣装で楽しく参加

恒例の「相馬国際交流の会」主催の国際交流
イベントを実施しました。簡単なゲームや遊
びを通して、子どもたちだけでなく、一緒に参
加された保護者の皆さんも自然に英語に親し
み、外国の文化、習慣を学ぶ良い機会となっ
ています。

主な活動

2019年4月～
国際交流イベント（4回）
4月 「Easter」
8月 「Summer Vacation」
10月 「Halloween」
12月 「Christmas Party」

1棟目のコミュニティ施設として開所したこ
の施設は当初、住宅や公的施設を失った
地域の方たちが集う場として利用されてき
ました。最近では三陸自動車道のインター
チェンジができ、近隣地域から訪れやすい
地域となりました。観光協会が入居してい
るこの施設は、南三陸町の窓口として、各種
プログラムの集合場所、セミナー会場、台湾
から来た修学旅行生との交流の場など活
用の幅を広げて、情報発信の拠点にも使
われています。

開設：2013年8月
敷地面積：2100㎡
延床面積：250㎡
運営：南三陸町観光協会
所在地：
宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下51-1

南三陸ポータルセンター アムウェイハウス

米国研修を含む8カ月のプログラムの成果を発表する高校生たち

米日カウンシルと在日米国大使館が主導す
る官民パートナーシップ TOMODACHI イニ
シアチブに参画し、観光で東北地方の次世代
リーダーの育成を目指す「TOMODACHI 日
本アムウェイ財団 東北ミライリーダー・プログ
ラム」がスタートしました。南三陸町の高校
生16名が参加し、2019年１月から研修を始め、
春休みに渡米。現地の高校やホームステイ
を通した異文化交流、ニューヨーク グランド
ゼロにある911メモリアル＆ミュージアム、ハ
リケーン・サンディの被害を受けた沿岸の町で、
被災からの復興について学びました。帰国後、
ハウスでのワークショップを行い、９月、町長
や町内関係者に向けて8カ月のプログラムの
成果の発表を行いました。米国研修での学
びを活かし、自分たちで歩いたり、情報収集を
しながら、グループ毎にアイディアをまとめた
プランは、どれもユニークなものばかりで、南
三陸町の佐藤町長からも賞賛と激励の言葉
をいただきました。

主な活動

主催：公益財団法人 米日カウンシル－ジャパン 
　　  TOMODACHI イニシアチブ 
協賛：日本アムウェイ財団 
協力：南三陸町、一般社団法人 南三陸町観光協会 

南三陸アムウェイハウス  一時利用停止のお知らせ
令和元年台風第19号の影響により、近隣の河川が氾濫し、施設が浸水する被害を受けました。直後よ
り復旧対応を行ってまいりましたが、床下浸水の被害がひどく、衛生上の懸念もあるため、施設の運
用、管理を行っている南三陸町観光協会さんは2020年3月より近隣の仮施設で業務を行うことになり
ました。これに伴い施設の利用は一時的に休止しております。
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三陸復興国立公園 浪板海岸園地事業の
公園施設内に位置し、サーフショップなど
の3つのテナントを併設しています。ヴィレッ
ジ周辺では芝生を醸成。トランポリンやテ
ラス席が設置され、人のにぎわいをとり戻
す場として利用されています。地元で 8月
に開催される花火大会の会場としても利用
されています。

開設：2015年12月
テナントオープン：2016年4月
敷地面積：1661㎡
延床面積：276.86㎡
入所可能テナント数：3 
運営： 一般社団法人大槌町観光交流協会   
           (2019年２月1日～）
所在地：
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第14地割3-1

大槌アムウェイハウス リメンバーホープ 浪板海岸ヴィレッジ野田村アムウェイハウス 野田村リメンバーホープヴィレッジ ねま〜る

野田村総合文化祭にダンスパフォーマーとして出演。会場を盛り上げました

主な活動

Kids Teamは厳しいながらも笑顔あふれるレッスンを楽しみました 『浪板ビーチフェスタ』では、地元の有志の皆さんが歌や踊りを披露し、盛り上がりました

主な活動

荒天の中、浪板ヴィレッジの有志とともにハーブの植栽を行いました

コミュニティスペースとテナントエリアを持
つ本施設。人々が集まり交流する地域に
根付いた施設になってほしいという願いを
込めた『ねま～る』という愛称で親しまれて
います（方言で座るの意味）。2016年から
続く『プチよ市』では、大屋根と室内を活か
し、多くの店が出店。食べ歩きやお買い物、
おしゃべりを楽しむ地元の皆さんでにぎわ
うなど、コミュニティの場として、定期的に活
用されています。

開設：2015年12月
敷地面積：約1,200㎡ 
延床面積：約245.95㎡ 
入所可能テナント数：4
運営：野田村商工会
所在地：岩手県九戸郡野田村野田第20地割43-1

2016年にスタートした「野田村ヒップホップダ
ンスプロジェクト」では延べ127人への活動
を支援してきました。HANA Enterprise 全
面協力のもと、ワークショップで踊る楽しさを
学びつつ、世界大会で幾度もチャンピオンに
輝いている同ダンススクールのダンサーたち
との交流を続けてきました。　
今年度は2019年10月の「第55回野田文化
祭」に加え、2020年1月には「第72回岩手芸
術祭総合フェスティバル in 北三陸」に招聘され、

「野田村ダンスチーム」として出演、キッズチー
ム、大人チームのダンスパフォーマンスで会場
を沸かせました。

2019年4月から2020年1月（全9回）
「野田村ダンスレッスン」
主催：ダンススクール実施プロジェクトチーム2019
共催：一般財団法人 日本アムウェイ財団
後援：岩手県野田村
協賛：株式会社 HANA エンタープライズ

8月11日に、大槌アムウェイハウスのあるリメ
ンバーホープ浪板海岸ヴィレッジで、今年で3
回目となる『浪板ビーチフェスタ2019』が開催
されました。三陸鉄道が全線開通し、岩手県
内外から昨年を上回る1,200名もの来場者を
迎えた、大きなイベントとなりました。当日は
会場内でビーチグラスアクセサリーのワーク
ショップ運営も行いました。
また、この夏フェスに向けての準備として、6月
15日、16日の2日間に渡り、日本アムウェイ社
員有志が地元有志の皆さんとともにハーブの
植栽を行いました。

2019年6月
庭フェス共催・ボランティアサポート

2019年8月
『浪板ビーチフェスタ2019』協賛
主催：浪板ビーチフェスタ実行委員会 
協賛：一般財団法人 日本アムウェイ財団 
後援：大槌町・一般社団法人大槌町観光交流協会
協力：僕らの夏休み Project 実行委員会
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所 在 地

設 立 日

〒150-0042　東京都渋谷区宇田川町7-1
日本アムウェイ合同会社内
2013年8月1日

2020年３月31日現在

２０１9年度も1億9千万円近いご寄付、ご支援を頂きました。
寄付金は被災地のアムウェイハウスを拠点とした地域支援のために活用させていただきます。

年間活動報告〈ファンドレイジング〉

収支報告の詳細は　 http://csr.amway.co.jp/　上に開示しております。

財団概要

監 事
理 事
理 事

上田　寛一
岩城　淳子
青木　高

事 務 局 黒石田　和美
代 表 理 事
評議員会長
評 議 員
評 議 員

池部　カンナ
ピーター・ストライダム　
マーク・ディビッドソン 
佟　嘉楓

日本アムウェイ10円マッチング基金  93,396,484

日本アムウェイ社員による募金 2,152,500

日本アムウェイ ディストリビューターによる My 月支援金 88,756,000

日本アムウェイ ディストリビューターによる500円募金 2,461,985 

当財団口座宛 寄付金 9,341,894

日本アムウェイからの寄付金（チャリティイベント他） 1,148,000

その他　 164,000

TOTAL 197,420,863

（円）

2020年3月31日現在

TOPICS

国内被災地への復興支援活動を行っている世界的デザイナー
のコシノジュンコ氏と共に、アートとファッションで東北を応援
するプロジェクト『Remember HOPE Art Project by JUNKO 
KOSHINO』を実施しました。
東北に古くから伝わる郷土玩具である「張り子」を使った墨流しで
オーナメントを作る子供たちのワークショップを東北4カ所と東
京で 10月末から11月にかけて開催。各地で制作された約500
個のオーナメントは、コシノジュンコ氏プロデュースのもと、ひとつ
のモニュメントとなり、『 “ WA ” -connect-』と命名。11月28日
に日本アムウェイ本社にて、オープニングセレモニー及びレセプショ
ンを開催。12月末まで展示が行われ、多くの来場者の皆さんに
見ていただきました。
コシノジュンコ氏からは、「東北の子どもたちがアートに触れ、新し
いことへの挑戦やこどもの未来につながってほしい。復興支援
を通じての輪が表現できた」とのコメントをいただきました。

アートとファッションで東北を応援
『Remember HOPE Art Project by JUNKO KOSHINO』

東京でのワークショップは、コシノジュンコ氏が飛び入り参加され、子
供たちと一緒にオーナメントを作り、世界にひとつだけのデザインを楽
しんで完成させました。

モニュメントは日本の和、繋がりの輪、球体の輪（円）”をコンセプトに 
「“WA “ -connect-」と命名されました

オーナメント作りのワークショップを東北4カ所で開催！　
地域ごとのカラフルな墨流しが完成しました！

墨流しワークショップは10月、相馬アムウェイハウス
からスタートしました。緑とブルーの墨流しはとっても
爽やか！

10月、大槌の子どもたちが作ったのは、黄色と黒が
混ざったスタイリッシュな墨流し。墨流しの面白さに皆
さん夢中になっていました

11月3日『2019南三陸町産業フェア』内で、墨流しを開催。
来場した多くの皆さんに参加いただき、行列ができるほど。
親子で楽しみながら作っていただきました。

11月、野田村アムウェイハウスで開催された墨流しワーク
ショップでは、ピンクと黒の墨流しをたくさん作っていただ
きました。

相馬 野田村

南三陸大槌

Remember HOPE 

Art Project by 

JUNKO KOSHINO MOVIE



2012 2013 20152014 2016 2017 2018 2019 2020
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活動を支える主な支援金

プロジェクトの歩み

プロジェクト発足 グッドデザイン賞受賞
( 大槌アムウェイハウス )

10円
マッチング基金

基金
定期寄付

ゴールド・スタンダード・
アワード2016
トップ 3入賞

第14回  
企業フィランソロピー賞

「希望のコミュニティ賞」

「被災地から学ぶ
かぞくの防災」出版

TOMODACHI
日本アムウェイ財団
東北ミライ
リーダープログラム開始

¥10 ¥10
¥20

¥10 ¥10
フード
製品

ペット
製品

対象商品を購入 マッチング 寄付

2012 2016.09 2016.12 2017.02 2018.03 2018.11

これまでの実績

寄付金総額 ボランティア時間

ハウス建設

棟6

ハウス利用者

万人
以上15

２０１９年３月３１日現在

10円マッチング基金
10円マッチング基金は、日本アムウェイ合
同会社が販売した対象製品1点につき、
購入者から10円、日本アムウェイ合同会
社から同額のマッチング基金の計 20円
が寄付金として一般財団法人　日本アム
ウエイ財団に寄付される仕組みです。

億円
以上12.7

時間
以上54,000

2015 2016 2017 2018 2019

2.1 億円2.1 億円 2.0 億円 1.9 億円2.0 億円

大槌アムウェイハウス
オープン

アムウェイハウス相馬
オープン

南三陸アムウェイハウス
オープン

2013.08 2014.11 2015.12 2016.04 2020.01 2020.03

陸前高田アムウェイハウス
オープン

野田村アムウェイハウス
オープン

気仙沼アムウェイハウス
オープン

2015年からの合計が
12億円を超えました！


