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【はじめに】
平成２６年９月１日に東北岩手応援チャンネルを設立、平成２７年４月から第２期に入りました。
第２期は三陸地方、及び内陸部・県北から県南に掛けて少しずつ活動内容・活動範囲を拡げてまいりました。
これからも応援の程よろしくお願いいたします。　　　　　

東北岩手応援チャンネル　代表理事　出淵晴彦

【主な活動履歴】

平成２７年４月

　　　＃９日
　　　盛岡情報ビジネス専門学校 浄法寺漆産業パンフレットミーティングに参加
　　　＃１０～１１日
　　　盛岡市　ゆめさとtown 田野畑村支援イベント「ハックるフェア　in盛岡」に出展
　　　ミニライブを催しイベントを盛上げると共に、田野畑村「ハックの丘」のイメージ動画
　　　に合わせて制作した歌「たのはたゆめあわせ～ハックの丘に捧ぐ～」を公開
　　　盛岡タイムスより取材を受ける
　　　＃１２日
　　　二戸市 漆の木・伐採風景の撮影
　　　＃１３日
　　　二戸市 カシオペア連邦局おもてなし課ミーティング
　　　二戸市産業振興部、カシオペアＦＭを訪問
　　　野田村 道の駅のだ・ぱあぷるを訪問
　　　＃１４日
　　　田野畑村ポストカードを野田村 道の駅のだ・ぱあぷると国民宿舎えぼし荘に
　　　取り扱いしてもらうことに決定。納品と共に販売開始
　　　田野畑村開発産業公社を訪問。タペストリー型ポスターの提案
　　　田野畑村ハックの家 「島越愛唱歌保存事業」について工藤房子さんと打合せ
　　　田野畑村机浜番屋群を見学・撮影
　　　＃１５日
　　　田野畑村開発産業公社と販促ツール制作について打合せ
　　　大槌町わらびっこ商店街内金崎自転車商会にオリジナルノボリを納品
　　　北上市北上アビリティーセンター 岩手日日新聞より田野畑村ポストカードの
　　　取材を受ける
　　　＃１９日
　　　岩手日日新聞に田野畑村ポストカード制作の記事が掲載される
　　　＃２０日
　　　代表出淵晴彦、北三陸久慈市ふるさと大使を委嘱される
　　　＃２５日
　　　世界にたったひとつのオリジナルノボリ動画をyoutubeに公開
　　　＃２９日
　　　松本佳奈ワンマンライブの収録業務を担当
　　　＃３０日
　　　盛岡タイムスに代表と東北岩手応援チャンネルの記事が掲載される

二戸市産業振興部

大槌町 内金崎自転車商会

岩手日日新聞取材



平成２７年５月
　　　＃５日～６日
　　　「赤浜ロックンロール」小西晴子監督インタビュー動画をyoutubeに公開
　　　＃１０日
　　　田野畑村机浜番屋群見学動画をyoutubeに公開
　　　＃１３日
　　　田野畑村役場 石原弘村長、工藤房子さんと「島越愛唱歌保存事業」の打合せ
　　　＃１４日
　　　田野畑村机浜番屋群を取材・撮影
　　　＃１５日
　　　田野畑村ハックの家 田野畑村産業開発公社と販促ツール制作について打合せ
　　　＃１６日
　　　盛岡市東家 浄法寺漆産業パンフレット用撮影担当
　　　＃１７日
　　　盛岡市八幡町ぽんぽこ市・濱守栄子ライブサポート出演
　　　＃１８日
　　　二戸市 カシオペア連邦局おもてなし課ミーティング・漆苗畑の撮影
　　　＃１９日
　　　盛岡情報ビジネス専門学校 浄法寺漆産業パンフレットミーティングに参加
　　　カネイリスタンダードを訪問
　　　よしはまラーメン ＰＲ映像打合せ
　　　＃２８日
　　　田野畑村机浜番屋群突撃訪問取材動画①をyoutubeに公開
　　　＃２９日～３０日
　　　渋谷 東北つぎっこ展 宮古市・大棒レオ子さんの津波体験語り部を収録
平成２７年６月
　　　＃２日
　　　陸中たのはたロゴ完成
　　　＃４日
　　　当法人事業所 三陸みらいシネマ代表・室伏氏と打合せ
　　　＃５日
　　　田野畑村机浜番屋群突撃訪問取材動画②をyoutubeに公開
　　　＃８日
　　　田野畑村産業開発公社、陸中たのはた販促ツール作成用撮影
　　　田野畑村産業開発公社たのはた牛乳パックのぼり完成
　　　＃９日
　　　白花しゃくなげ荘、羅賀荘訪問
　　　＃１０日
　　　大船渡市吉浜湾 よしはまラーメンＰＲ用スチル＆動画撮影
　　　＃１２日～１３日
　　　滝沢市～盛岡市 チャグチャグ馬コ撮影
　　　＃１３日
　　　北上市ＰＡＬ 陶芸教室イベント撮影
　　　＃１４日
　　　二戸市浄法寺町風景撮影
　　　＃１５日
　　　岩手県立大学 カシオペア連邦局おもてなし課ミーティング
　　　＃１６日
　　　田野畑村 ウニの口開け婦人部作業風景撮影
　　　野田村 ＮＰＯ法人のんのりのだ物語を訪問。下向代表をインタビュー収録
　　　＃２３日
　　　野田村 ＮＰＯ法人のんのりのだ物語訪問記動画をyoutubeに公開 　　　
　　

田野畑村役場 石原弘村長 工藤房子さん

浄法寺漆産業パンフレット用撮影

田野畑村　販促ツール用撮影

岩手県立大学 カシオペア連邦局おもてなし課



平成２７年７月
　　　＃４日
　　　田野畑村机浜番屋群突撃訪問取材動画③をyoutubeに公開
　　　＃１１日
　　　立教大学 陸前高田ＮＰＯキャラバンin東京に参加
　　　＃１６日
　　　田野畑村机浜番屋群突撃訪問取材動画④をyoutubeに公開
　　　＃２２日
　　　田野畑村教育委員会を訪問。愛唱歌保存事業お披露目会場下見
　　　＃２３日
　　　田野畑村島越黎明台団地集会所 島越愛唱歌の合唱隊と初顔合わせ
　　　＃２４日
　　　二戸市 カシオペア連邦局おもてなし課ミーティング
　　　二戸市観光協会を訪問
　　　＃２５日
　　　盛岡市永祥院買酒地蔵尊例大祭・濱守栄子ライブサポート出演
平成２７年８月
　　　＃３日
　　　もりおか歴史文化館・濱守栄子ライブサポート出演
　　　＃４日
　　　盛岡市 さんさ踊り撮影
　　　＃５日
　　　田野畑村 工藤房子さんと島越愛唱歌録音の打合せ
　　　＃７日
　　　陸前高田市 うごく七夕まつり撮影
　　　＃１０日
　　　田野畑村島越黎明台団地集会所 島越愛唱歌録音
　　　田野畑村産業開発公社タペストリー型ポスター完成
　　　＃１２日
　　　久慈市役所 遠藤久慈市長を訪問
　　　＃１３日
　　　盛岡市 よしはまラーメンＰＲ映像撮影
　　　＃１５日
　　　陸前高田市 下矢作灯篭七夕まつり撮影
　　　＃２８日
　　　ＦＭ花巻（ＦＭOne）フワラーガーデンに出演
　　　＃２９日～３０日
　　　北上市 オーガニックフェスタin岩手に出展
　　　濱守栄子ライブサポート、ウタカラユニットライブ出演
平成２７年９月
　　　＃７日～８日
　　　東銀座・銀河プラザ 岩手県立大学復興ガールズ＆ボーイズイベント協力
　　　＃１２日
　　　田野畑村 田野畑村支援イベント・ハックるまつりライブコーナー出演
　　　野田村 道の駅のだ・ぱあぷる 三陸歌声喫茶イベント開催打合せ
　　　田野畑村 工藤房子さんと島越愛唱歌保存事業の打合せ
　　　＃１３日
　　　野田村 国民宿舎えぼし荘 三陸歌声喫茶イベント開催打合せ
　　　宮古市田老 三陸歌声喫茶イベント開催会場下見
　　　北上市専修大学北上福祉教育専門学校祭ライブ出演
　　　＃１４日
　　　二戸市 軽米町 カシオペア連邦局おもてなし課ＰＲ映像撮影

田野畑村机浜番屋群

田野畑村 島越合唱隊

陸前高田市うごく七夕まつり 田野畑村販促ツール完成

田野畑村 島越愛唱歌録音



平成２７年１０月
　　　＃５日
　　　カシオペア連邦局おもてなし課ＰＲ映像４作品をyoutubeに公開
　　　＃１１日
　　　陸前高田市　ツールド三陸・濱守栄子ライブサポート出演
　　　陸前高田市　りくカフェ 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃１２日
　　　大船渡市 屋台村 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃１３日
　　　気仙沼市 ケアハウスみなみ 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃１４日
　　　東海新報に陸前高田市三陸歌声喫茶イベントの記事が掲載される
　　　＃２１日
　　　田野畑村役場 島越愛唱歌保存事業お披露目会の打合せ
　　　＃２２日
　　　野田村　国民宿舎えぼし荘 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃２３日
　　　田野畑村アズビィホール 島越愛唱歌保存お披露目会の打合せ
　　　宮古市田老　グリーンピアみやこ 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃２４日
　　　大槌町　わらびっこ商店街 三陸歌声喫茶イベント開催
　　　＃２７日
　　　盛岡市　猫カフェもりねこ 東北岩手応援チャンネルグッズ取扱い開始
平成２７年１１月
　　　＃６日・１３日
　　　ＦＭあすも（一関）　おむすびラヂオに出演
　　　＃６日
　　　松本佳奈ワンマンライブＤＶＤ完成
　　　＃２０日
　　　ＦＭ花巻（ＦＭOne）フワラーガーデンに出演
　　　「たのはたココロのうた」ダイジェストムービーをyoutubeに公開
　　　＃２２日
　　　田野畑村 愛唱歌お披露目会「たのはたココロのうた　ふるさと想う音楽祭」開催
　　　「たのはたココロのうた」ＣＤ販売開始
平成２７年１２月
　　　＃５日
　　　盛岡市ふれあいランド ふれあい音楽祭ライブ出演
　　　＃１４日
　　　さくら茶屋 「たのはたココロのうた」ＣＤ販売開始
　　　＃１６日
　　　岩手ＮＰＯ×東京企業交流会に参加

三陸歌声喫茶キャラバン

たのはたココロのうた　ふるさと想う音楽祭岩手ＮＰＯ×東京企業交流会



平成２８年１月
　　　＃４日
　　　カシオペア連邦局おもてなし課ＰＲ映像撮影
　　　＃６日
　　　田野畑村役場　石原村長を訪問
　　　田野畑村ハックの家　ＮＨＫテレビ「おばんですいわて」から
　　　島越愛唱歌保存事業の取材を受ける
　　　＃８日
　　　盛岡市 岩手県制作地域部制作推進室いわて未来づくり機構訪問
　　　＃１７日
　　　北上市更木地区交流センター　更木ウタカラ音楽祭2016を開催　
　　　代表が制作した更木地区イメージソング「さらきの里」を披露
　　　＃１９日
　　　カシオペア連邦局おもてなし課ＰＲ映像新規作品をyoutubeに公開
　　　岩手日日新聞に「更木ウタカラ音楽祭2016」の記事が掲載される
　　　＃２３日
　　　岩手日報に「さらきの里」制作の記事が掲載される
　　　＃２３日
　　　岩手日報「ひと」欄に代表出淵晴彦の記事が掲載される
　　　＃２７日
　　　聖学院大学発行「子どもの心にそっと寄り添う第５集」に代表出淵晴彦が執筆
　　　＃３１日
　　　浄法寺漆・海外向けＰＲ映像「URＵSHI」が完成
平成２８年２月
　　　＃１０日
　　　オネットマーケットプラン都内営業コーディネイト担当
　　　＃１６日
　　　オネットマーケットプラン「コイカユ」ＰＲ動画をyoutubeに公開
　　　＃２５日
　　　岩手ＮＰＯ×東京企業交流会に参加
平成２８年３月
　　　＃４日
　　　明治大学　日本漆アカデミー発足式講演会に参加
　　　＃１２日
　　　早稲田大学 思惟の森の会OB総会　たのはたココロの歌音楽祭を報告
　　　＃２８日
　　　田野畑村役場・教育委員会　２８年度「たのはたココロのうた保存事業」の打合せ
　　　＃２９日～３０日
　　　二戸市 カシオペア連邦局おもてなし課ミーティング
　　　＃３１日
　　　北上市更木地区交流センターを訪問　「さらきの里」ＣＤ制作について打合せ

北上市 更木ウタカラ音楽祭2016

カシオペア連邦局おもてなし課ＰＲ映像撮影

二戸市 カシオペア連邦局おもてなし課聖学院大学「子どもの心にそっと寄り添う第５集」



【監査報告】
　私は、特定非営利活動促進法１８条の規定に基づき、特定非営利活動法人東北岩手応援チャンネルの
平成２７年度（平成２７年９月１日から平成２８年３月３１日まで）の業務の監査を行い、次の通り報告する。
　業務監査について、年次報告書を確認し、また理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧などの監査手
続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
　これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行されているものと認められた。
　ここに私は、上記期間に係る事業報告書が同法人の業務執行の状況を示し、その内容が真実であるものと認
める。
　　　　　特定非営利活動法人東北岩手応援チャンネル　監事　鈴木勝美

500,000助成金

69,000会費収入

寄付金収入 981,236

事業収益 1,224,534

その他収益 34

合計合計合計合計 2,774,8042,774,8042,774,8042,774,804

0図書教育費

40,000給料手当

287,339旅費交通費

1,806,619イベント制作原価
運賃 8,344

車両関連費 259,901

事務用消耗品費 41,679

消耗品費 24,562

貸借料 138,920

租税公課 40,800

接待交際費 63,100

通信費 6,667

支払手数料 7,604

会議費 192,760

その他経費計 78,550

合計合計合計合計 2,996,8452,996,8452,996,8452,996,845

【会計報告】

＃収入の部（単位：円）

＃支出の部（単位：円）



【おわりに】

賛助会員の皆様へ。
ここに第２期活動報告書をお送りさせて頂きます。
活動内容につきましては、同封いたしましたＤＶＤでも代表が自ら報告しておりますので
お時間のある方はどうぞご覧ください。

東北岩手応援チャンネルでは、引き続き、内陸、沿岸を問わず、東北岩手を映像と音楽と
食のチカラで応援してまいります。その活動のためには皆さんからのご寄付、ご協力が
とても重要です。皆さんの引き続きの応援と共に、より多くのサポーターさまのご参加を
促すよう、皆様の拡散活動を何卒よろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人東北岩手応援チャンネル　
〒154-0003　東京都世田谷区野沢1-35-8　アクティ三軒茶屋 1F さくら茶屋内
Tel＆Fax 03-3410-6661

Ｅ-mail  tohoku.iwate.ouen.channel@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/tioch1491

ワードプレス
http://tohokuiwateouenchannel.wordpress.com/

アメブロ
http://ameblo.jp/tioch1491/

ツイッター
https://twitter.com/TIOCH1491

CANPAN

http://blog.canpan.info/tioch1491/



【メディア掲載実績】

岩手日報　平成２８年１月２５日付


