
平成２３年５月９日（月） 
 
●ドーム設置場所 
陸前高田市 
地図→http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
陸前高田市高田消防分団 管理者：大坂 
連絡先：岩手県陸前高田市高田町西和野 52-6 
電話：090-5359-9269（大坂） 
HP：http://www.bookshelf.cc/rikuzentakata/ 
 
●協力会社 
基本設計：釘宮（テクノプロト）http://www.technoproto.jp/ 
広報：高木（グッドラック）http://goodrack.jp/ 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 http://tetsuya-jp.com/index.html 
 
●用途 
ボランティアで来られる方の寝泊りする場所として使う。その後不要となれば倉庫として

使いたい。 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約６時間） 
９：３０am～４：３０pm 
（１時間は昼食休憩） 
● 当日の作業者 約９名 
分団員 ３名 
ボランティア ２名 
釘宮 
高木 
木村 
 
●使用角材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ４５ｘ４５ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ２１本・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
・ ロシア白樺耐水合板１２ｍｍ ４．５枚 （エコバーチ２４４０ｘ１２２０） 



 

ボランティアの方、地元大工さんと１基建てました。 

 



平成２３年５月１０日（月） 
 
●ドーム設置場所 
釜石市箱崎町 
地図→http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
荒屋安男 管理者：中村家 
連絡先：中村家 〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町 5-7 
電話：0193-22-1140 
HP：http://www.iwate-nakamuraya.co.jp/ 
 
●協力会社 
企画・設計：釘宮（テクノプロト） 
設計：水谷（水谷嘉信建築設計事務所http://www3.ocn.ne.jp/~archm/） 

／関西建築家ボランティア 

   木村（木村博昭＋ケイズアーキテクツhttp://www.ks-architects.com/ja/works/? 
／関西建築家ボランティア 

広報：高木（グッドラック） 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 
紹介：中村家 
 
●用途 
大工道具を入れる小屋。 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約７時間） 
９：３０am～５：３０pm 
（１時間は昼食休憩） 
 
● 設置者 約９名 
荒屋安男さん 他２名 
水谷  
木村  
釘宮 
高木  
木村  

http://www3.ocn.ne.jp/%7Earchm/
http://www.ks-architects.com/ja/works/


● 木材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ６０ｘ６０ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ４本 ・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
ロシア白樺耐水合板１５ｍｍ ４．５枚 ロシア白樺耐水合板３０ｍｍ ２枚 

 

 



 平成２３年５月１１日（月） 
 
●ドーム設置場所 
NPO 法人 オンザロード 
地図→ http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
NPO 法人オンザロード 管理者：NPO 法人オンザロード 
連絡先：宮城県大崎市田尻小塩字八ツ沢 37-1 
電話：090-4570-3401 
HP：http://www.ontheroad.me/ 
 
●協力会社 
企画・設計：釘宮（テクノプロト） 
広報：高木（グッドラック） 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 
 
●用途 
食糧庫として使用。キャンプ場には頻繁に風が強く吹くのでテントなど飛ばされることも

ある。梅雨ももうすぐなので、木造のシェルターであれば雨露も防げてその心配がない。 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約６時間） 
１０：３０am～５：３０pm 
（１時間は昼食休憩） 
 
● 設置者 約 ７名 
オンザロードボランティアスタッフ ４名 
釘宮  
高木  
木村  
 
●使用角材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ４５ｘ４５ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ２１本・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
ロシア白樺耐水合板１２ｍｍ ４．５枚 （エコバーチ２４４０ｘ１２２０） 

http://maps.google.co.jp/


 

 



平成２３年７月２７日（水） 
 
●ドーム設置場所 
NPO 法人 オンザロード 
地図→ http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
NPO 法人オンザロード 管理者：NPO 法人オンザロード 
連絡先：宮城県大崎市田尻小塩字八ツ沢 37-1 
電話：090-4570-3401 
HP：http://www.ontheroad.me/ 
 
●協力会社 
企画・設計：釘宮（テクノプロト） 
広報：復興支援ボランティア白樺隊 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 
設置：万和㈱ 
設置：オースミ電機㈱ 
設置：東日本システム㈱ 
 
●用途 
食糧庫として使用。キャンプ場には頻繁に風が強く吹くのでテントなど飛ばされることも

ある。木造のシェルターであれば雨露も防げてその心配がない。 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約６時間） 
１０：３０am～５：３０pm（１時間は昼食休憩） 
 
● 設置者 約 ７名 
オンザロードボランティアスタッフ ４名 
奥村潤一郎 梁瀬博明 本間啓介 
 
●使用角材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ４５ｘ４５ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ２１本・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
ロシア白樺耐水合板１２ｍｍ ４．５枚 （エコバーチ２４４０ｘ１２２０） 

http://maps.google.co.jp/


 

 



平成２３年７月２８日（木） 
 
●ドーム設置場所 
釜石市箱崎町第５地割２４ 
地図→ http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
東部漁業協同組合 
釜石市鵜住居地区生活応援センター 
係長 廣田昭仁（ひろた あきひと） 
電話０９０－６５５０－９８８９（ 
 
●協力会社／団体 
企画・設計：釘宮（テクノプロト） 
広報：復興支援ボランティア白樺隊 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 
設置：設計事務所アーキプレイス 
設置：NPO 法人オンザロード 
紹介：釜石市市役所 
 
●用途 
漁業関係資機材の倉庫 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約６時間） 
１０：３０am～５：３０pm 
（１時間は昼食休憩） 
 
● 設置者 約 １０名 
荒屋さんと地元大工職人 ４名 
オンザロードボランティアスタッフ ４名 
石井正博 
●使用角材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ４５ｘ４５ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ２１本・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
ロシア白樺耐水合板１２ｍｍ ４．５枚 （エコバーチ２４４０ｘ１２２０） 

http://maps.google.co.jp/


 
電気引き込み工事もしました。 

 



平成２３年７月２９日（金） 
 
●ドーム設置場所 
釜石市鵜住居町第２８地割２２－３５新川原集会所前 
地図→http://maps.google.co.jp/ 
 
●ドーム受取人／または団体 
釜石市市役所 釜石市鵜住居地区生活応援センター 
係長 廣田昭仁（ひろた あきひと） 
電話０９０－６５５０－９８８９ 
HP：http://www.city.kamaishi.iwate.jp/  
 
●協力会社／団体 
企画・設計：釘宮（テクノプロト） 
広報：復興支援ボランティア白樺隊 
寄贈者：復興支援ボランティア白樺隊 
設置：設計事務所アーキプレイス 
設置：NPO 法人オンザロード 
紹介：釜石市市役所 
 
●用途 
消防関係資機材の倉庫 
 
● 設置にかかった時間（所要時間：約６時間） 
１０：３０am～５：３０pm 
（１時間は昼食休憩） 
 
● 設置者 約 ８名 
地元消防団 ３名 
オンザロードボランティアスタッフ ４名 
石井正博 
●使用角材・合板 
宮城県産杉 
・ ９０ｘ９０ｘ４０００  ３本・ ４５ｘ４５ｘ４０００  ７本 
・ ３５ｘ３５ｘ４０００  ２１本・ロシア白樺耐水合板６．５ｍｍ １７枚 
ロシア白樺耐水合板１２ｍｍ ４．５枚 （エコバーチ２４４０ｘ１２２０） 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/


 

 


