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被災者を決して「忘れない」 「希望」を届ける

「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。

私たちは、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
至りました。震災の翌2012年、私たちはコミュニティ再生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4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ともに笑顔を取り戻す場
づくりを行っています。

今年度は、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の陸前
高田市の建設プロジェクトに加え、気仙沼市にも内湾地区にも6棟目の建設プ
ロジェクトが決まりました。
中心市街地に大きな被害をうけ、ゼロからの再生に取り組んでいる陸前高田

では「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」というビジョンを
掲げ、住民、そして陸前高田を訪れる人すべてに優しいまちづくりを進めていま
す。また、気仙沼市は豊かな食文化を通し、にぎわいのある商業・観光拠点と
してのまちづくりを目指し、「内湾地区まちなか再生計画」プロジェクトをすすめ
ています。それぞれのまちづくりにあわせて、施設が活用されることを願って、
建設プロジェクトが進められています。

この活動は、約8,000名の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。今後も、コミュニティ施設の建設と活用を通して、
人  々が集う場と機会を提供し「まちのにぎわい」を取り戻すための支援を続け
てまいります。東日本大震災から8年。東北被災地は自律的かつ持続的な
地域社会として復興を遂げることを目指し、自治体・民間企業・大学・ NPO な
どが一体となる取り組みが進んでいます。当財団も引き続き使命感を持って
皆さまと共に東北の再生のサポートを続けていく所存です。

一般財団法人 日本アムウェイ財団　代表理事
 佟 嘉楓

はじめに

Remember HOPEの理念 Remember HOPEとは？

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
HOPERemember
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「気仙沼アムウェイハウス（仮称）」
2019年末（予定）

商業施設
「スローストリート（仮称）」
2019年末夏（予定）

公共公益施設
気仙沼市・まち・ひと・しごと公流プラザ

「創」（ウマレル）

ウォーターフロント商業施設
「迎」（ムカエル）

陸前高田アムウェイハウス（仮称） 
（岩手県陸前高田市） 2019年12月開所予定

南三陸ポータルセンター 
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 
さとばたけ報徳センター

（福島県相馬市） 2014年11月完成

本年度は2つのコミュニティハウスの建設プロジェクトが進められている他、各ハウスを拠点とした活動、
イベントを多数開催しました。地域によって異なるニーズに対応するため、当財団の活動主旨にご賛同
いただいた企業や団体と連携し、プログラムの企画、提供を行いました。年間の総ボランティア時間は、
9,639時間にのぼりました。

活動報告

6棟目のアムウェイハウス建設地が気仙沼内湾地区に決定！（2019年度末完成予定）

気仙沼アムウェイハウス（仮称）は、官民
一体となって開発する「内湾地区まちな
か再生計画」エリアに建設されることと
なりました。「食」を中心に固有の文化・
風土を継承した気仙沼にしかないまち
づくりを目指し、シアター設備を備える
コミュニティホールのほか、スローフー
ドマーケット、ブリュワリー（クラフトビー
ル）から構成される一体型コミュニティ
施設となる予定です。気仙沼アムウェイ
ハウス（仮称）の完成により、にぎわいあ
る商業・観光拠点としてのまちづくりが
加速していくことが期待されています。

NEW

※気仙沼内湾建設エリア

※パースイメージ

※パースイメージ

気仙沼アムウェイハウス
（宮城県気仙沼市） 2019年末完成予定

※パースイメージ

陸前高田アムウェイハウス（2019年完成予定）

地元の素材（気仙杉）を使い、海と陸をつ
なぐ町の美しさを表現したデザインに決定
し、完成が待ち望まれる本施設。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。ハウスは
子育て支援施設、障がい者就労支援カフェ、
相談センター、観光物産案内センターなど
の機能を備えます。

開所：2019年11月予定
敷地面積：約1800㎡（予定）
運営：陸前高田市
所在地：陸前高田市　高田町

2018年10月17日、
起工式が執り行われました！

設計デザインを担当した建築家の隈 研吾氏、
陸前高田市副市長はじめ関係者同席のもと、
起工式が執り行われました。隈 研吾氏より、

「陸前高田らしい気仙大工ならではの建物
をつくることでコミュニティの皆さま、日本の皆
さま、世界の皆さまに注目してもらえるような
施設にしたいと思っています」と、熱い思いを
お話しいただきました。陸前高田市 岡本 雅
之副市長からは、「人々が集まることのできる
施設を市民が必要としていました。それが気
仙大工の力を使ってできることも、復興に向け
ての第一歩になります。施設を有効に活用し
て後世に残るものにしていきたい」とのお話を
いただきました。官民連携によるまちづくり
のモデルケースとして、地域活性化の拠点とな
ることが期待されています。

※ 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。

起工式で設計へ込めた思いを語る建築家の隈 研吾氏

陸前高田市関係者、入居団体、建設関係者の皆さまをお迎えした起工式
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地域コミュニティの交流の場として、ヨガ、
バレエ、オカリナ教室などの定期的な利用
に加え、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
月１回、開催しています。
環境放射線の正しい理解を促進させる活
動を行っているセーフキャストジャパンの
主旨に賛同し、施設入口にリアルタイムセン
ターを設置（2018年5月）。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。

浜辺に流れた流木を切り分け片付けるなどの清掃活動に従事 自由研究特別プログラム「SOMA FUTURE LAB 2018」を開催

恒例となったハロウィーンイベントでは、力作衣装を披露！

セーフキャストジャパン、宇宙航空研究開発機
構（JAXA）、福島大学などの協力の元、子供た
ちが楽しみながらサイエンスを学ぶプログラ
ム「SOMA FUTURE LAB 2018」を実施。研
究者と直に接する貴重な体験の場となりまし
た。また、「相馬国際交流の会」主催の国際
交流イベントも定着。子どもたちが自然に英
語に親しむ良い機会となっています。

主な活動

2018年8月
夏休み自由研究特別プログラム

「SOMA FUTURE LAB 2018」（2日間）
主催： 一般財団法人 日本アムウェイ財団　
共催：SAFECAST JAPAN 一般社団法人
後援：相馬市 / 相馬市教育委員会
協力：環境再生プラザ（福島県・環境省）・福島大学  他
運営： 復興支援センター MIRAI

2018年6月～
国際交流イベント（4回） 
6月 「独立記念日」 / 8月 「夏祭り」
10月 「ハロウィーンパーティー」 / 12月 「クリスマス」
主催：NPO 法人相馬国際交流の会
共催：一般財団法人日本アムウェイ財団
後援：相馬教育委員会
協力：一般社団法人 相馬報徳社

1棟目のコミュニティ施設として6年前に開
所した本施設は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

アートと香りのワークショップではカラフルな絵の具に夢中

海開きを迎える海水浴場「サンオーレそでは
ま」で浜辺の清掃活動や、新たなスポットとし
て整備を進めている「明神崎の恋人岬」の公
園作り作業のボランティア活動を支援しまし
た。アムウェイハウスでは、南三陸をテーマと
したアート作りを子どもたちが体験。絵の具
を大きなキャンバスに塗ったり、特産のタコを
うちわにして楽しみました。また、観光業向け
のワークショップも実施。子どもから大人ま
で多くの皆さんに、興味を持っていただける
プログラムを実施しています。

主な活動

2018 年 7 月
南三陸町内の海岸清掃、公園作りの

「おでって（お手伝い）」ボランティア活動

2018 年 7 月
アートと香りのワークショップ

2018 年 8月
「五感に響くおもてなし講座」
主催：一般社団法人 南三陸町観光協会 
共催：一般財団法人 日本アムウェイ財団 
企画・運営：Air Aroma Japan 株式会社 
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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

来場した皆さんも一緒に全員ダンスを楽しみました

主な活動

HANA先生の楽しい踊りで、会場が１つになりました 波板ビーチフェスタでの、地元大槌の子どもたちによる演奏

主な活動

キャンドルワークショップで、カラフルなキャンドル作りを楽しむ子どもたち

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

ダンスの楽しさや達成感を感じ、健やかな「の
だっ子」として成長する一助となるべくスター
トしたダンススクール。3年目の今回から保
護者も参加し、総勢44名のチームは、著名な
ヒップホップダンス指導者である深澤きよ美
氏やコーチ陣からの指導を受けて初の単独イ
ベント「ダンス交流会 in 野田村2019」を開催。
練習したダンスの披露や、世界大会優勝チー
ムや来場者とともに全員ダンスで交流を行い
ました。

2018年8月
野田村 LightUpNippon（物品寄贈）

2018年11月～
ヒップホップダンススクール（計4回）

2019年1月
「ダンス交流会 in 野田村2019」開催
主催：ダンススクール実施プロジェクトチーム 2018 
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日に開催された「浪板ビーチフェスタ」
に協賛しました。当日は、地元出身のプロ
ミュージシャンや子供たちの演奏、福島フラダ
ンスチームのパフォーマンスなどが行われ、昨
年を上回る1,000人が来場した大きなイベン
トとなりました。会場では「キャンドルワーク
ショップ」を実施し、ボランティアと子どもたち
はオリジナルキャンドル作りをしました。
6月には地元の皆さんと一緒に雑草刈りや植
栽を行い、「浪板ビーチフェスタ」の準備をサ
ポートしました。

2018年6月
庭フェス共催・ボランティアサポート

2018年8月
「浪板ビーチフェスタ」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
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アートを通じて、東北に希望を
「Remember HOPE Art Week」が開催されました

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

２０１９年３月３１日現在

２０１８年度、2億円を超えるご寄付、ご支援をいただきました。
寄付金は、被災地に建つ4棟のアムウェイハウスの維持・管理、新たなアムウェイハウスの建設、
および各ハウスを拠点とした地域支援プログラム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
赤堀　いづみ

事 務 局 長
事 務 局
会 計

池部　カンナ
黒石田　和美
宮川　俊雄

代 表 理 事
評議員会長
評 議 員
評 議 員

佟　嘉楓
ピーター・ストライダム　
マーク・バイダーウィーデン 
マーク・ディビッドソン

TOPICS

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
イニシアチブに日本アムウェイ財団が参
画、次世代リーダー育成プログラムを開
始することを発表しました。プログラムは、
2019年から3年に渡って実施される予定
で、アムウェイハウスの建設地域在住の高
校生に学びの機会を提供し、観光で地元
を盛り上げるプランを作成していきます。 
初年度は、宮城県南三陸町の高校生を対
象に開始。高校生は春休み期間中、地方
都市の観光に関する成功事例を学ぶべく
渡米します。これからのプログラムの進
捗をご期待ください。

東北地方の次世代のリーダーの育成を目指した
「TOMODACHI 日本アムウェイ財団 東北ミライリーダー・プログラム」の設立を発表

2018年11月に開催された米日カウンシル主催の「2018年アニュアル・カンファレンス」で
ウィリアム・F・ハガティ駐日米国大使（写真中央）列席の下、発表されました。

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 

TOPICS

minä perhonen（ミナ ペルホネン）皆川 明 氏
デザインの「メルセデス・ベンツ一本松アートカー」

日本アムウェイ本社１Fファイトカフェには写真家
pm cook氏による隈 研吾氏の建築作品を展示

「松」を題材としたフォトコンテストの入賞作品

2018年9月から12月にかけて、アートを 
通じて東北復興を支援するアートイベント 

「Remember HOPE Art Week」が開催
されました。陸前高田の奇跡の一本松を
デザインしたした minä perhonen（ミナ 
ペルホネン）皆川 明 氏 デザインの「メル
セデス・ベンツ一本松 アートカー」の展示
や写真家 pm cook 氏による隈 研吾氏の
建築作品展示、「一本松チャリティフォトコ
ンテスト」を実施しました。フォトコンテス
ト参加や SNS 投稿によるチャリティ収益
は日本アムウェイ財団に寄付されました。
本イベントは一般社団法人 日本経済団
体連合会（経団連）主催「東北復興応援
フェスタ2018」の一環として実施されまし
た。

主催：日本アムウェイ合同会社
後援： メルセデス・ベンツ日本株式会社 / 隈研吾建

築都市設計事務所 / minä perhonen（ミナ ペ
ルホネン）

日本アムウェイ10円マッチング基金  94,260,760

日本アムウェイ社員による募金 2,323,500

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 90,383,000

日本アムウェイ ディストリビューターによる500円募金 1,013,101 

当財団口座宛 寄付金 3,286,029

日本アムウェイからの寄付金（チャリティイベント他） 4,696,600 

その他　 134,940

TOTAL 196,097,930 

（円）

２０１９年３月３１日現在



2012 2013 20152014 2016 2017 2018 2019

11 12

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 )

2016.04

大槌アムウェイハウス
オープン

2014.11

アムウェイハウス相馬
オープン

2013.08

南三陸アムウェイハウス
オープン

10円
マッチング基金

基金
定期寄付

2019

陸前高田アムウェイハウス
オープン予定

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

億円1.8

2014 2015 2016 2017

¥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

2018

2012 2016.09 2016.12 2017.02 2018.03 2018.11

2015.12

野田村アムウェイハウス
オープン

これまでの実績

寄付金総額 ボランティア時間

時間
以上

億円
以上10
ハウス建設

棟4

ハウス利用者

万人
以上12

48,600

２０１９年３月３１日現在

2019

気仙沼アムウェイハウス
オープン予定

2.1 億円
2.0 億円

2.1 億円 2.0 億円

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。


