とやま３１１ネット メディア紹介実績
【とやま311ネットについて】
北日本新聞 2011/3/17
「空き家を活用、生活支援準備 富山のNPO」
NHK富山放送局 2011/3/19
「ボランティアで生活支援」
北日本新聞 2011/3/20 社説
「ボランティア 受け入れ態勢を整えたい」
チューリップテレビ 2011/4/11
「支援続ける311ネット 支援の課題は」
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【生活支援】
北日本新聞 2011/3/19
「県内有志が避難者支援 冷蔵庫やテレビ提供」
富山テレビ 2011/3/19
「東日本大震災 被災者へ家電を提供」
毎日新聞 2011/3/23
「県内に避難の被災者支援 寄付された家財提供」
朝日新聞 2011/5/18
「県内避難被災者に提供 賞味期限迫った食料品」

朝日新聞 2011/4/28
「福島・いわき市から富山へ避難 64歳女性」
チューリップテレビ 2011/5/11
「県内の被災者支援 311ネットの支援の輪」

【北日本新聞】
2011/3/19

朝日新聞 2011/5/14
「「とやま311ネット」代表 久保大憲さん」
【朝日新聞】
2011/5/14

朝日新聞 2011/5/16
「朝をひらく：震災ボランティア」
北日本新聞 2011/6/3
「被災者にニューズレター とやま311ネット」

NHK名古屋放送局 2011/6/4
「ウイークエンド中部 震災関連情報」
毎日新聞 2011/6/9
「被災者支援団体が富山に事務所開設」

【富山テレビ】
2011/3/19
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【松川遊覧・街なか散策】
中日新聞 2011/4/12
「富山巡り外出機会を 被災者無料ツアー企画」
北日本新聞 2011/4/20
「富山の春楽しんで 震災避難者招き観光ツアー」
富山新聞 2011/4/20
「被災者が松川クルーズ ボランティア団体、富山市内を案内」
中日新聞 2011/4/20
「富山で避難者観光ツアー 桜、マス寿司 ボランティアが案内」
朝日新聞 2011/4/21
「避難の人に笑顔を 支える動き広がる 観光ツアー企画やお米の提供」

【郊外の竹林・タケノコ掘り】
北日本新聞 2011/5/9
「タケノコ掘り楽しい 呉羽丘陵 福島の家族ら参加」
中日新聞 2011/5/9
「食べて多様性守ろう 富山 避難家族らタケノコ掘り」
中日新聞 2011/6/7
「Bamboo saves the earth(4) 幼竹伐採で里山保全」

【中日新聞】
2011/5/9
【富山新聞】
2011/4/20

【立山・雪の大谷体験】
【定期観光バス・富山名所巡り】
北日本放送 2011/4/28
「観光バスに「がんばろう日本」ステッカー」
読売新聞 2011/4/29
「富山市定期観光バス 県内の避難者を招待」
北日本新聞 2011/4/29
「定期観光バス運行始まる 被災者は無料招待」
富山新聞 2011/4/29
「被災者を無料招待 定期観光バス 春季運行開始」

読売新聞 2011/5/17
「被災者を雪の大谷散策ツアーに招待」
中日新聞 2011/5/17
「雪の大谷 心和ませ 県内被災者 散策ツアー あすまで募集」
NHK富山放送局 2011/5/22
「震災の避難者を立山に招待」
北日本新聞 2011/5/23
「雄大な景色に感激 県内避難者 アルペンルート散策」
富山新聞 2011/5/23
「雪の大谷を満喫 県など 被災者を招待」
北日本新聞 2011/6/10
「あの日から ３・11避難者たちの３カ月(1)」
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【フォルツァ総曲輪・映画鑑賞】
朝日新聞 2011/5/13
「被災者に映画の安らぎを 富山のフォルツァが無料に」

【中山間地の棚田・田植え体験】
北日本新聞 2011/5/23
「被災家族も田植え体験 上市・棚田オーナー」
富山新聞 2011/5/23
「オーナー９組田植え 上市・西種の棚田」

【持続的な活動の成果】
北日本新聞 2011/7/1
「福島から感謝の絵手紙」
読売新聞 2011/7/3
「＠記者席：人ごとにしてはならない」

【障害者施設支援・物産販売】

【地球環境を考える・アースデイ出展】
NHK富山放送局 2011/5/29
「避難者が故郷の味を紹介」
富山テレビ 2011/5/29
「アースデイとやま2011」
チューリップテレビ 2011/5/29
「地球環境を考える「アースデイとやま」富山市で開催」
朝日新聞 2011/5/30
「なみえ焼きそば 被災者にも笑顔 富山の催しで販売」
富山新聞 2011/5/30
「環境保護に思い巡らす 富山でアースデイ」
中日新聞 2011/5/30
「郷土食で被災者支援 「アースデイとやま」盛況」

【ニューズレター】
2011年6月 Vol.1発行

【事務所の様子】

富山新聞 2011/7/26
「福島の商品受け取る とやま311ネット ８月20日販売」
朝日新聞 2011/8/20
「被災授産施設の技 支える」
NHK富山放送局 2011/8/20
「被災地支援 東北の物産展」

団体基本情報
名称

とやま311（さんいちいち）ネット

種別

任意団体

設立

2011年3月17日

事業目的

東日本大震災により富山県内に避難されて
きた方たちの生活支援を行なうこと

代表

久保大憲 （くぼ・ひろのり）

副代表

荒木信成 （あらき・のぶしげ）

事務局長

酒井隆幸 （さかい・たかゆき）

ウェブサイト

http://www.toyama311.net/

事務所

930-0866 富山市高田527 情報ビル4階
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【相馬/花笠/おわら競演・とやま東日本盆踊り大会】
毎日新聞 2011/5/28
「富山・福島、盆踊り“合戦” 避難被災者と交流―８月開催へ」
読売新聞 2011/6/19
「避難者と県民で盆踊り」
富山新聞 2011/6/21
「震災被災者と盆踊り 富山で８月、避難家族ら招き 名物料理も販売」
毎日新聞 2011/6/24
「とやま東日本盆踊り大会：初の練習会 富山で25人」
富山新聞 2011/6/24
「東日本盆踊り大会へ練習会 富山市 東北の踊り練習」
朝日新聞 2011/6/25
「盆踊りで避難者と絆」
中日新聞 2011/7/27
「県内避難者に 郷土の盆踊り 総曲輪で来月 支援イベント」
チューリップテレビ 2011/8/8
「避難者“富山で迎えた夏”」
FMとやま 2011/8/8
「grace：とやま東日本盆踊り大会」
富山シティFM 2011/8/11
「スマイル!!：とやま東日本盆踊り大会」
チューリップテレビ 2011/8/17
「とやま東日本盆踊り大会」

毎日新聞 2011/8/20
「東日本大震災：県内避難者と盆踊り きょう富山でイベント」
読売新聞 2011/8/21
「県内避難者100人招き盆踊り」
朝日新聞 2011/8/21
「避難者と盆踊りの輪 福島・山形の演目も」
北日本新聞 2011/8/21
「被災者と踊りで交流」
富山新聞 2011/8/21
復興へ広がる輪 富山で東日本盆踊り大会 相馬盆踊りや、おわら」
中日新聞 2011/8/21
「被災地に思い寄せて 「できる支援たくさん」」
富山テレビ 2011/8/21
「とやま東日本盆踊り大会」
毎日新聞 2011/8/22
「東日本大震災：東日本盆踊り大会 踊り通しふれあい」
チューリップテレビ 2011/8/22
「東北と富山の盆踊り共演」

