
AFH　移動距離 (単位;km)

ARTS for HOPE遠征隊の移動距離（2017/5/31）現在 130785ｋｍ

     これを単位換算すると・・・

日本一周（本土域(北海道・本州・四国・九州)の海岸線）・・・・・ なんと約6.9周分！！

地球一周（南極と北極を結んだ線）・・・・・ なんとなんと地球約3.3周分！

スカイツリー（高さ）・・・・・ 約206286個分！！

富士山（高さ）・・・・・ 約34636個分！！

月日 県別 場所 施設 経路1
2011/4/23 宮城県 宮城県岩沼市 農村環境改善センター（避難所）　往路 360
2011/4/24 福島県 福島県相馬市 中村第二小学校（避難所） 42
2011/4/25 宮城県 宮城県仙台市 荒町児童館 53
2011/4/26 宮城県 宮城県岩沼市 岩沼市民会館（避難所） 17
2012/4/26 宮城県 宮城県岩沼市 岩沼市民会館（避難所）　帰路 361
2011/5/3 福島県 福島県相馬市 中村第二中学校（避難所）　往路 305
2011/5/3 福島県 福島県相馬市 中村第二小学校（避難所） -
2011/5/4 福島県 福島県須賀川市 須賀川アリーナ（避難所） 129
2011/5/5 福島県 福島県いわき市 湯本高校（避難所） 106
2011/5/5 福島県 福島県いわき市 湯本高校（避難所）　帰路 202

2011/5/27 福島県 福島県南相馬市 上真野小学校放課後児童クラブ　往路 295
2011/5/28 福島県 福島県相馬市 中村第二小学校（避難所） 15
2011/5/29 宮城県 宮城県七ヶ浜町 七ヶ浜国際村（避難所） 68
2011/5/29 宮城県 宮城県七ヶ浜町 中央公民館（避難所） 1
2011/5/29 宮城県 宮城県七ヶ浜町 中央公民館（避難所）　帰路 393
2011/6/10 福島県 福島県いわき市 平体育館（避難所）　往路 212
2011/6/11 宮城県 宮城県気仙沼市 上八瀬上公会堂　 342
2011/6/11 宮城県 宮城県気仙沼市 児童養護施設旭が丘学園 11
2011/6/12 宮城県 宮城県気仙沼市 落合保育所 9
2011/6/12 宮城県 宮城県気仙沼市 落合保育所　　帰路 502
2011/6/24 宮城県 宮城県石巻市 湊第二小学校（避難所）　往路 438
2011/6/25 岩手県 岩手県大船渡市 市民文化会館・市民図書館（リアスホール） 116
2011/6/25 岩手県 岩手県大船渡市 放課後児童クラブさくらりっこ 1
2011/6/26 岩手県 岩手県陸前高田市 市立第一中学校（避難所） 18
2011/6/27 宮城県 宮城県東松島市 子育て支援センターほっとふる 108
2011/6/27 宮城県 宮城県東松島市 子育て支援センターほっとふる　　帰路 426
2011/7/8 福島県 福島県南相馬市　 千倉臨時児童クラブ　往路 291
2011/7/9 福島県 福島県南相馬市 かしま保育園 2

2011/7/10 福島県 福島県相馬市 角田東グラウンド仮設住宅 12
2011/7/10 福島県 福島県相馬市 西工業団地仮設住宅 8
2011/7/11 福島県 福島県南相馬市 鹿島幼稚園 20
2011/7/11 福島県 福島県南相馬市 八沢臨時児童クラブ 3
2011/7/12 福島県 福島県南相馬市 上真野臨時児童クラブ 6
2011/7/12 福島県 福島県南相馬市 上真野臨時児童クラブ　帰路 295
2011/7/28 茨城県 茨城県水戸市 茨城県立こども病院　往路 116
2011/7/29 宮城県 宮城県東松島市 野蒜小学校放課後児童クラブ 282
2011/7/29 宮城県 宮城県仙台市 岡田児童館 35
2011/7/30 宮城県 宮城県東松島市 鳴瀬地区保育所 37
2011/7/30 宮城県 宮城県石巻市 門脇中学校（避難所） 14
2011/7/30 宮城県 宮城県石巻市 門脇中学校（避難所）　帰路 435
2011/8/4 宮城県 宮城県仙台市 鶴ケ谷児童館　往路 392
2011/8/4 宮城県 宮城県仙台市 六郷児童館 14
2011/8/5 宮城県 宮城県気仙沼市 赤岩児童館 125
2011/8/5 宮城県 宮城県気仙沼市 古町児童館 4
2011/8/6 宮城県 宮城県気仙沼市 気仙沼中学校（避難所） 2
2011/8/6 宮城県 宮城県気仙沼市 気仙沼中学校（避難所）　帰路 508
2011/8/9 千葉県 千葉県千葉市 千葉県こども病院　往路 61

2011/8/10 岩手県 岩手県盛岡市 岩手県立療育センター 587
2011/8/11 岩手県 岩手県宮古市 総合福祉センター 90
2011/8/11 岩手県 岩手県宮古市　 中里応急仮設住宅 4
2011/8/11 岩手県 岩手県宮古市　 中里応急仮設住宅　帰路 640
2011/8/18 山梨県 山梨県南都留郡 清水国明の森と湖の楽園　往路 117
2011/8/19 山梨県 山梨県南都留郡 清水国明の森と湖の楽園　帰路 117
2011/9/4 宮城県 宮城県石巻市 門脇中学校（避難所）　往路 435
2011/9/4 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 総合体育館（避難所） 17
2011/9/4 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 総合体育館（避難所）　帰路 452

2011/9/10 宮城県 宮城県仙台市 荒町児童館　往路 376
2011/9/11 宮城県 宮城県仙台市 荒町市民センター　あーとらんどくらぶ -
2011/9/12 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院 91
2011/9/12 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院　帰路 289
2011/9/22 宮城県 宮城県東松島市 グリーンタウンやもと応急仮設住宅　往路 428
2011/9/22 宮城県 宮城県石巻市 大街道地区放課後児童クラブ 13
2011/9/23 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 清水地区応急仮設住宅 20
2011/9/23 宮城県 宮城県石巻市 向陽町住宅地区応急仮設住宅 21
2011/9/23 宮城県 宮城県石巻市 向陽町住宅地区応急仮設住宅　帰路 433
2011/10/1 宮城県 宮城県気仙沼市 大島児童館　往路 516
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月日 県別 場所 施設 経路1
2011/10/2 宮城県 宮城県気仙沼市 赤岩五駄鱈応急仮設住宅 9
2011/10/2 岩手県 岩手県陸前高田市 陸前高田市立第一中学校グラウンド応急仮設住宅 23
2011/10/3 岩手県 岩手県大船渡市 越喜来保育所 30
2011/10/4 岩手県 岩手県盛岡市 盛岡市立病院 127
2011/10/4 岩手県 岩手県盛岡市 盛岡市立病院　帰路 549

2011/10/18 福島県 福島県南相馬市 かしま保育園　往路 292
2011/10/19 福島県 福島県南相馬市 八沢幼稚園 3
2011/10/19 福島県 福島県南相馬市 八沢幼稚園 帰路 294
2011/10/29 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 中央児童センター　往路 332
2011/10/29 宮城県 宮城県岩沼市 南児童館 9
2011/10/30 福島県 福島県相馬市 西工業団地応急仮設住宅 35
2011/10/30 福島県 福島県相馬市 刈敷田地内応急仮設住宅 6
2011/10/31 宮城県 宮城県岩沼市 総合南東北病院 36
2011/10/31 宮城県 宮城県岩沼市 総合南東北病院　帰路 362
2011/11/8 福島県 福島県南相馬市 上真野幼稚園　往路 296
2011/11/8 福島県 福島県南相馬市 上真野児童クラブ -
2011/11/9 福島県 福島県南相馬市 八沢幼稚園 6
2011/11/9 福島県 福島県南相馬市 大甕児童クラブ 14

2011/11/10 福島県 福島県南相馬市 鹿島幼稚園 11
2011/11/10 福島県 福島県南相馬市 東町児童クラブ　 10
2011/11/10 福島県 福島県南相馬市 東町児童クラブ　　帰路 285
2011/11/17 岩手県 岩手県大船渡市 放課後児童クラブにこにこ浜っこクラブ　往路 540
2011/11/18 岩手県 岩手県大船渡市 放課後児童クラブゆうゆう 3
2011/11/19 宮城県 宮城県仙台市 岡田児童館 154
2011/11/19 宮城県 宮城県仙台市 岡田児童館　帰路 384
2011/12/1 福島県 福島県南相馬市 かみまの保育園　往路 296
2011/12/1 福島県 福島県南相馬市 南相馬市立総合病院 13
2011/12/1 福島県 福島県南相馬市 上町児童クラブ 4
2011/12/2 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立こども病院 89
2011/12/2 宮城県 宮城県気仙沼市 気仙沼市立病院 145
2011/12/3 宮城県 宮城県気仙沼市　 古町児童館 3
2011/12/3 宮城県 宮城県気仙沼市　 古町児童館　帰路 506

2011/12/14 福島県 福島県南相馬市 鹿島小学校　往路 291
2011/12/15 宮城県 宮城県東松島市 グリーンタウンやもと応急仮設住宅 106
2011/12/16 岩手県 岩手県大船渡市 岩手県立大船渡病院 123
2011/12/16 岩手県 岩手県大槌町 安渡小学校 54
2011/12/16 岩手県 岩手県大槌町 安渡小学校　帰路 580
2011/12/21 宮城県 宮城県石巻市 石巻赤十字病院　往路 434
2011/12/22 福島県 福島県福島市 福島赤十字病院 136
2011/12/22 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院 11
2011/12/22 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院　帰路 289
2012/1/31 福島県 福島県南相馬市 鹿島小学校小学2年生　往路 291
2012/2/1 福島県 福島県南相馬市 青葉幼稚園 10
2012/2/2 福島県 福島県南相馬市 よつば保育園 3
2012/2/2 福島県 福島県南相馬市 よつば保育園　帰路 287

2012/2/21 岩手県 岩手県上閉伊郡大槌町 おさなご幼稚園　往路 583
2012/2/22 岩手県 岩手県釜石市 釜石保育園 12
2012/2/23 福島県 福島県南相馬市 原町みなみ幼稚園 272
2012/2/24 福島県 福島県南相馬市 原町聖愛保育園 86
2012/2/24 福島県 福島県南相馬市 原町聖愛保育園　帰路 284
2012/3/24 福島県 福島県南相馬市 のまおい夢気球×Happy Flower 　往路 285
2012/3/25 福島県 福島県南相馬市 のまおい夢気球×Happy Flower 、みんな共和国 3
2012/3/25 福島県 福島県南相馬市 のまおい夢気球×Happy Flower 、みんな共和国　帰路 285
2012/3/31 東京都 東京都世田谷区 都立砧公園　往路 11
2012/3/31 東京都 東京都世田谷区 都立砧公園　帰路 18
2012/4/10 岩手県 岩手県下閉伊郡山田町 下水道処理場予定地応急仮設住宅　往路 602
2012/4/10 岩手県 岩手県下閉伊郡山田町 猿神農業担い手センター応急仮設住宅 6
2012/4/11 岩手県 岩手県下閉伊郡山田町 浦の浜応急仮設住宅 6
2012/4/11 岩手県 岩手県下閉伊郡山田町 石峠橋付近応急仮設住宅 16
2012/4/11 岩手県 岩手県下閉伊郡山田町 石峠橋付近応急仮設住宅　帰路 607
2012/4/26 福島県 福島県南相馬市 よつば乳児保育園西町園　往路 287
2012/4/26 福島県 福島県南相馬市 石神第二児童クラブ 2
2012/4/27 福島県 福島県郡山市 富岡町こおりやま児童クラブ 83
2012/4/27 福島県 福島県郡山市 富岡町こおりやま児童クラブ　帰路 245
2012/5/6 岩手県 岩手県陸前高田市 けせん朝市　往路 516
2012/5/7 岩手県 岩手県陸前高田市 二日市仮設住宅 6
2012/5/7 岩手県 岩手県陸前高田市 二日市仮設住宅　帰路 521

2012/5/28 宮城県 宮城県仙台市 東長町児童館　往路 373
2012/5/29 福島県 福島県南相馬市 北町保育所 73
2012/5/29 福島県 福島県南相馬市 北町保育所　帰路 286
2012/6/7 福島県 福島県南相馬市 八沢小学校1～3年生　往路 294
2012/6/8 福島県 福島県南相馬市 八沢小学校4～6年生 -
2012/6/9 宮城県 宮城県東松島市 グリーンタウンやもと 103
2012/6/9 宮城県 宮城県東松島市 グリーンタウンやもと　帰路 425

2012/6/20 岩手県 岩手県岩手県下閉伊郡山田町 わかき保育園　往路 598
2012/6/20 岩手県 岩手県岩手県下閉伊郡山田町 町民グラウンド仮設住宅 7
2012/6/21 岩手県 岩手県釜石市 鵜住居保育園 26
2012/6/21 岩手県 岩手県岩手県下閉伊郡山田町 山谷仮設住宅 31
2012/6/21 岩手県 岩手県岩手県下閉伊郡山田町 山谷仮設住宅　帰路 600
2012/7/11 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 荒浜保育所　往路 337
2012/7/11 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 中央児童センター 6
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月日 県別 場所 施設 経路1
2012/7/12 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 吉田保育所 7
2012/7/12 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 中央工業団地応急仮設住宅 4
2012/7/12 宮城県 宮城県亘理郡亘理町 中央工業団地応急仮設住宅　帰路 334
2012/7/24 岩手県 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 アートキャンプin岩手／森海　往路 493
2012/7/25 岩手県 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 アートキャンプin岩手／森海 -
2012/7/26 岩手県 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 アートキャンプin岩手／森海 -
2012/7/26 岩手県 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 アートキャンプin岩手／森海　帰路 493
2012/8/3 東京都 東京都港区 六本木ヒルズキッズワークショップ　往路 4
2012/8/3 東京都 東京都港区 六本木ヒルズキッズワークショップ　帰路 4

2012/8/10 静岡県 静岡県御殿場市 富士山こどもの国/SOMA Relief 311　往路 118
2012/8/10 静岡県 静岡県御殿場市 富士山こどもの国/SOMA Relief 311帰路 127
2012/8/16 宮城県 宮城県蔵王町 アートキャンプin宮城／森海　往路 357
2012/8/17 宮城県 宮城県蔵王町 アートキャンプin宮城／森海 -
2012/8/18 宮城県 宮城県蔵王町 アートキャンプin宮城／森海 -
2012/8/18 宮城県 宮城県蔵王町 アートキャンプin宮城／森海　帰路 357
2012/8/21 静岡県 静岡県御殿場市 アートキャンプin静岡／森海　往路 95
2012/8/22 静岡県 静岡県御殿場市 アートキャンプin静岡／森海 -
2012/8/23 静岡県 静岡県御殿場市 アートキャンプin静岡／森海 -
2012/8/23 静岡県 静岡県御殿場市 アートキャンプin静岡／森海　帰路 101
2012/9/3 福島県 福島県南相馬市 寺内塚合応急仮設住宅　往路 293
2012/9/4 福島県 福島県南相馬市 牛越応急仮設住宅　 10
2012/9/4 福島県 福島県南相馬市 牛越応急仮設住宅　帰路 288

2012/10/1 福島県 福島県南相馬市 牛越応急仮設住宅　往路 288
2012/10/2 福島県 福島県南相馬市 福島オフィス開設（ふくしまインドアパーク）　 4
2012/10/2 福島県 福島県南相馬市 福島オフィス開設（ふくしまインドアパーク）　帰路 284

2012/10/13 宮城県 宮城県東松島市 グリーンタウンやもと／交流一周年記念祭　往路 428
2012/10/14 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 総合運動場内アスレチック広場 31
2012/10/15 宮城県 宮城県東松島市 大曲浜保育所　 24
2012/10/15 宮城県 宮城県東松島市 大曲浜保育所　帰路 430
2012/10/26 福島県 福島県南相馬市 桜井町応急仮設住宅　往路 284
2012/10/26 福島県 福島県南相馬市 桜井町応急仮設住宅　帰路 284
2012/11/8 岩手県 岩手県釜石市 鵜住居幼稚園・第一幼稚園　往路 572
2012/11/9 福島県 福島県南相馬市 太田児童クラブ　 280
2012/11/9 福島県 福島県南相馬市 太田児童クラブ　帰路 281

2012/12/12 福島県 福島県南相馬市 上真野幼稚園　往路 296
2012/12/12 福島県 福島県南相馬市 上真野児童クラブ -
2012/12/13 福島県 福島県南相馬市 かみまの保育園 295
2012/12/14 福島県 福島県南相馬市 太田小学校 281
2012/12/15 福島県 福島県南相馬市 HappyMerryChristmas（ふくしまインドアパーク）　 4
2012/12/15 福島県 福島県南相馬市 HappyMerryChristmas（ふくしまインドアパーク）　帰路 284
2013/1/19 福島県 福島県南相馬市 のびっこらんど愛愛　往路 283
2013/1/20 福島県 福島県南相馬市 南相馬市民文化会館　 3
2013/1/20 福島県 福島県南相馬市 南相馬市民文化会館　帰路 285
2013/2/20 岩手県 岩手県大船渡市 明和保育園 538
2013/2/21 岩手県 岩手県陸前高田市 第一中学校応急仮設住宅 16
2013/2/22 福島県 福島県南相馬市 大甕幼稚園 220
2013/2/22 福島県 福島県南相馬市 大甕幼稚園　帰路 279
2013/2/28 宮城県 宮城県石巻市 南境第5応急仮設住宅　往路 438
2013/2/28 宮城県 宮城県石巻市 南境第5応急仮設住宅　帰路 438
2013/3/12 宮城県 宮城県石巻市 渡波第2応急仮設住宅　往路 444
2013/3/12 宮城県 宮城県石巻市 渡波第2応急仮設住宅　帰路 443
2013/3/30 福島県 福島県南相馬市 Happy Flower Project　往路 285
2013/3/30 福島県 福島県南相馬市 Happy Flower Project　帰路 285
2013/4/1 宮城県 宮城県石巻市 渡波北部第4応急仮設住宅　往路 434
2013/4/1 宮城県 宮城県石巻市 渡波北部第4応急仮設住宅　帰路 434

2013/4/24 岩手県 岩手県大槌町 吉里吉里第２・第３仮設団地　往路 619
2013/4/24 岩手県 岩手県大槌町 小槌仮設団地 11
2013/4/25 宮城県 宮城県仙台市 のびすく仙台 238
2013/4/26 福島県 福島県南相馬市 牛越仮設住宅 83
2013/4/26 福島県 福島県南相馬市 牛越仮設住宅 帰路 287
2013/5/30 福島県 福島県相馬市 八幡幼稚園　往路 305
2013/5/31 福島県 福島県南相馬市 高平幼稚園 18
2013/5/31 福島県 福島県南相馬市 太田児童クラブ 7
2013/5/31 福島県 福島県南相馬市 太田児童クラブ　帰路 281
2013/6/1 福島県 福島県南相馬市 南相馬アートリノベーション 往路 284

2013/6/27 岩手県 岩手県大船渡市 大船渡保育園 229
2013/6/27 岩手県 岩手県陸前高田市 高田高校第二グラウンド仮設住宅 8
2013/6/28 岩手県 岩手県大船渡市 綾里こども園 21
2013/6/28 岩手県 岩手県大船渡市 綾里こども園　帰路 542
2013/7/23 宮城県 宮城県栗原市 アートキャンプin宮城／森のアート海のゲイジュツ往路 448
2013/7/25 宮城県 宮城県栗原市 アートキャンプin宮城／森のアート海のゲイジュツ帰路 447
2013/7/30 福島県 福島県相馬市 原釜幼稚園 往路 306
2013/7/31 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立こども病院 72
2013/7/31 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立こども病院 帰路 373
2013/8/5 山形県 山形県鶴岡市 金峰少年自然の家　往路 477
2013/8/7 山形県 山形県鶴岡市 金峰少年自然の家　帰路 480

2013/8/15 福島県 福島県南相馬市 しらゆり公園アートリノベーション　往路 285
2013/8/16 福島県 福島県南相馬市 個人宅アートリノベーション -
2013/8/17 宮城県 宮城県山元町 体育文化センター 38
2013/8/17 宮城県 宮城県山元町 体育文化センター　帰路 319
2013/8/22 宮城県 宮城県本吉郡 本吉町障がい児者施設アートリノベーション　往路 467
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月日 県別 場所 施設 経路1
2013/8/24 福島県 福島県南相馬市 太田小学校 166
2013/8/24 福島県 福島県南相馬市 太田小学校　帰路 281
2013/9/26 岩手県 岩手県大船渡市 末崎保育園　往路 509
2013/9/26 岩手県 岩手県大船渡市 平林仮設住宅 -
2013/9/27 岩手県 岩手県大船渡市 気仙光陵支援学校 14
2013/9/27 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅 1
2013/9/27 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅　帰路 523

2013/10/18 福島県 南相馬市　 よつば公園アートリノベーション　往路 320
2013/10/19 宮城県 仙台市 仙台市体育館　往路 73
2013/10/23 宮城県 亘理郡山元町 宮城病院　往路 35
2013/10/23 宮城県 亘理郡山元町 宮城病院　帰路 353
2013/11/3 福島県 福島県南相馬市 秋祭り復興あきいち2013　往路 274
2013/11/3 福島県 福島県南相馬市 秋祭り復興あきいち2013　帰路 273

2013/11/15 福島県 福島県南相馬市 インドアパーク南相馬園　往路 272
2013/11/16 福島県 福島県南相馬市 小川公園 3
2013/11/16 福島県 福島県南相馬市 小川公園　帰路 274
2013/12/21 岩手県 岩手県大船渡市 宮田応急仮設住宅　往路 518
2013/12/22 岩手県 岩手県大船渡市 サンマチ(大船渡市カメリアホール) 3
2013/12/22 岩手県 岩手県大船渡市 サンマチ(大船渡市カメリアホール)　帰路 515

2014/2/5 福島県 福島県南相馬市 橋本町児童センター　往路 277
2014/2/8 宮城県 宮城県仙台市 宮城県聴覚支援学校　 77
2014/2/8 宮城県 宮城県仙台市 宮城県聴覚支援学校　帰路 360

2014/3/15 宮城県 宮城県仙台市 折立市民センター　往路 355
2014/3/15 宮城県 宮城県仙台市 折立市民センター　帰路 356
2014/3/21 福島県 福島県南相馬市 青葉公園　往路 276
2014/3/23 福島県 福島県南相馬市 青葉公園　帰路 275
2014/4/24 福島県 福島県南相馬市 上町児童センター　往路 279
2014/4/28 福島県 福島県南相馬市 上町児童センター　帰路 278
2014/4/16 岩手県 岩手県大船渡市 平林応急仮設住宅　往路 507
2014/4/17 宮城県 宮城県岩沼市 総合南東北病院 177
2014/4/18 宮城県 宮城県仙台市 八本松市民センター※Wonder Art Productionの活動として 14
2014/4/18 宮城県 宮城県仙台市 八本松市民センター※Wonder Art Productionの活動として　帰路 362
2014/5/22 福島県 福島県会津若松市 竹田綜合病院　往路 291
2014/5/24 福島県 福島県南相馬市 雲雀ヶ原祭場地 132
2014/5/25 福島県 福島県南相馬市 雲雀ヶ原祭場地　帰路 278
2014/5/31 福島県 福島県いわき市 小名浜西小学校　往路 194
2014/6/2 福島県 福島県いわき市 小名浜西小学校　帰路 193

2014/6/12 福島県 福島県南相馬市 東町児童センター　往路 277
2014/6/15 福島県 福島県相馬市　 相馬市生涯学習会館 24
2014/6/16 福島県 福島県南相馬市 東町児童センター　 24
2014/6/16 福島県 福島県南相馬市 東町児童センター　帰路 277
2014/7/4 福島県 福島県相馬市 公立相馬総合病院　往路 296
2014/7/7 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス仮設住宅 西集会所 106
2014/7/7 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス仮設住宅 東集会所　帰路 422

2014/7/25 福島県 福島県福島市 わんわん学童クラブ　往路 283
2014/7/26 福島県 福島県福島市 わんわん学童クラブ　帰路 287
2014/8/5 山形県 山形県西村山郡大江町 アートキャンプin山形／森のアート海のゲイジュツ　往路 401
2014/8/7 山形県 山形県西村山郡大江町 アートキャンプin山形／森のアート海のゲイジュツ　帰路 402

2014/8/13 宮城県 宮城県栗原市 アートキャンプin宮城／森のアート海のゲイジュツ　往路 431
2014/8/15 宮城県 宮城県栗原市 アートキャンプin宮城／森のアート海のゲイジュツ　帰路 435
2014/9/25 福島県 福島県いわき市 福島県立聾学校 平分校　往路 214
2014/9/29 宮城県 宮城県気仙沼市 学童施設 ほっぷ 256
2014/10/1 宮城県 宮城県亘理郡 山元町宮城病院 ※Wonder Art Production主催 148
2014/10/1 宮城県 宮城県亘理郡 山元町宮城病院 ※Wonder Art Production主催　帰路 312

2014/10/17 宮城県 宮城県気仙沼市 学童福祉施設 ほっぷ　往路 467
2014/10/18 福島県 福島県相馬市 柚木仮設住宅 166
2014/10/18 福島県 福島県相馬市 北飯渕仮設住宅 8.6
2014/10/19 宮城県 宮城県仙台市 宮城社会福祉センター 74
2014/10/20 宮城県 宮城県仙台市 学校法人 立華幼稚園 34
2014/10/20 宮城県 宮城県仙台市 学校法人 立華幼稚園　帰路 374
2014/11/11 岩手県 岩手県大船渡市 宮田応急仮設住宅　往路 520
2014/11/12 岩手県 岩手県陸前高田市 長砂応急仮設住宅 19
2014/11/14 宮城県 宮城県牡鹿郡 女川町旧子育て支援センター 113
2014/11/14 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス応急仮設住宅  8
2014/11/15 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス応急仮設住宅 　帰路 440
2014/11/25 福島県 福島県会津若松市 城北小学校北仮設住宅　往路 290
2014/11/26 福島県 福島県会津若松市 福島県立会津養護学校 竹田分校・福島県立聾学校 会津分校 2
2014/11/26 福島県 福島県会津若松市 河東学園仮設住宅 10
2014/11/27 福島県 福島県会津若松市 一箕町長原仮設住宅  7
2014/11/27 福島県 福島県会津若松市 一箕町長原仮設住宅 　帰路 308
2014/12/5 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院　往路 273
2014/12/7 福島県 福島県相馬市 公立相馬総合病院 59
2014/12/7 福島県 福島県南相馬市 市民情報交流センター 26
2014/12/7 福島県 福島県南相馬市 市民情報交流センター　帰路 276

2014/12/12 岩手県 岩手県釜石市 岩手県立釜石病院　往路 553
2014/12/12 岩手県 岩手県釜石市 岩手県立釜石病院 院内保育所 -
2014/12/12 岩手県 岩手県大船渡市 岩手県立大船渡病院 47
2014/12/13 宮城県 宮城県仙台市 たいはっくる 171
2014/12/14 宮城県 宮城県仙台市 みやぎNPOプラザ 6
2014/12/14 宮城県 宮城県仙台市 みやぎNPOプラザ　帰路 364
2015/1/26 福島県 福島県福島市 旧佐原小学校仮設住宅　往路 283
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月日 県別 場所 施設 経路1
2015/1/27 福島県 福島県福島市 宮代仮設住宅 23
2015/1/28 福島県 福島県福島市 福島県立大笹生養護学校 7
2015/1/28 福島県 福島県福島市 福島県立大笹生養護学校　帰路 294
2015/2/6 福島県 福島県福島市 福島県立須賀川養護学校医大分校 ※Wonder Art Production主催　往路 223
2015/2/7 宮城県 宮城県仙台市 仙台市福祉プラザ 143
2015/2/8 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 新田仮設住宅 71
2015/2/9 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 蟹田仮設住宅 10
2015/2/9 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス仮設住宅 3

2015/2/10 福島県 福島県相馬市 福島県立相馬養護学校 108
2015/2/10 福島県 福島県相馬市 福島県立相馬養護学校　帰路 298
2015/2/17 岩手県 岩手県大船渡市 大船渡市立大船渡北小学校放課後児童クラブゆうゆう　往路 515
2015/2/17 岩手県 岩手県大船渡市 大船渡市立大船渡北小学校放課後児童クラブゆうゆう　帰路 518
2015/3/13 福島県 福島県相馬市 北飯渕仮設住宅　往路 295
2015/3/13 福島県 福島県相馬市 北飯渕仮設住宅　帰路 296
2015/3/24 福島県 福島県南相馬市 寺内塚合仮設住宅　往路 284
2015/3/25 宮城県 宮城県石巻市 大街道児童クラブ 113
2015/3/26 岩手県 岩手県大船渡市 たっせ学童クラブ 122
2015/3/27 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅 2
2015/3/28 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅　帰路 523
2015/4/22 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立聴覚支援学校　往路 359
2015/4/22 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立聴覚支援学校　帰路 367
2015/5/23 福島県 福島県南相馬市 雲雀ヶ原祭場地 往路 279
2015/5/24 福島県 福島県南相馬市 雲雀ヶ原祭場地　帰路 278
2015/5/25 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 新田仮設住宅　往路 404
2015/5/25 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 新田仮設住宅　帰路 403
2015/6/3 岩手県 岩手県大船渡市 平林仮設住宅  往路 514
2015/6/3 岩手県 岩手県大船渡市 大立仮設住宅 13
2015/6/4 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅 7
2015/6/4 岩手県 岩手県大船渡市 長洞仮設住宅 0.7
2015/6/5 岩手県 岩手県陸前高田市 第一中学校仮設住宅 20
2015/6/5 岩手県 岩手県陸前高田市 第一中学校仮設住宅　帰路 509
2015/7/4 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 新田仮設住宅 往路 403
2015/7/5 宮城県 宮城県石巻市 旭化成団地仮設住宅 24
2015/7/6 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス仮設住宅 14
2015/7/7 岩手県 岩手県大船渡市 羅・萌衣瑠～ら・めーる～　 114
2015/7/9 岩手県 岩手県大船渡市 羅・萌衣瑠～ら・めーる～ 帰路 506

2015/7/16 福島県 福島県郡山市 富田町若宮前仮設住宅　往路 241
2015/7/17 福島県 福島県郡山市 福島県立郡山養護学校 3
2015/7/18 宮城県 宮城県遠田郡美里町 宮城県立聴覚支援学校 小牛田校　 124
2015/7/18 宮城県 宮城県遠田郡美里町 宮城県立聴覚支援学校 小牛田校　帰路 343
2015/7/31 岩手県 岩手県滝沢市 国立岩手山青少年交流の家 往路 550
2015/8/3 岩手県 岩手県大船渡市 長洞仮設住宅 130
2015/8/5 岩手県 岩手県陸前高田市 竹駒小学校仮設住宅 21
2015/8/5 岩手県 岩手県陸前高田市 竹駒小学校仮設住宅 帰路 507

2015/8/11 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅　往路 520
2015/8/11 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅　帰路 527
2015/8/28 福島県 福島県南相馬市 牛越第1・2仮設住宅　往路 275
2015/8/28 福島県 福島県南相馬市 牛越第3・4仮設住宅 -
2015/8/29 福島県 福島県南相馬市 あすなろデイケアセンター 9
2015/8/30 福島県 福島県福島市 飯舘村立草野飯樋幼稚園 46
2015/9/1 福島県 福島県福島市 飯舘村立草野飯樋幼稚園　帰路 285
2015/9/6 宮城県 宮城県石巻市 石巻バイパス仮設住宅 往路 393
2015/9/6 宮城県 宮城県石巻市 仮設南境第5団地 7
2015/9/7 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 新田仮設住宅 17
2015/9/8 岩手県 岩手県盛岡市 盛岡市立病院 178
2015/9/9 岩手県 岩手県大船渡市 長洞仮設住宅 113
2015/9/9 岩手県 岩手県大船渡市 大立仮設住宅 7

2015/9/10 岩手県 岩手県陸前高田市 堂の沢仮設住宅 23
2015/9/10 岩手県 岩手県陸前高田市 堂の沢仮設住宅　帰路 508
2015/9/28 福島県 福島県白河市 郭内第1・2仮設住宅 往路 200
2015/9/29 福島県 福島県石川郡石川町 福島県立石川養護学校 22
2015/9/29 福島県 福島県石川郡石川町 福島県立石川養護学校　帰路 233
2015/10/7 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 女川フューチャーセンターCamass　往路 402
2015/10/8 宮城県 宮城県牡鹿郡女川町 女川フューチャーセンターCamass　帰路 401

2015/10/26 福島県 福島県福島市 宮代第1仮設住宅　往路 290
2015/10/27 福島県 福島県福島市 福島県立聾学校 福島分校 8
2015/10/28 宮城県 宮城県角田市 特別養護老人ホーム寛ぎの郷 57
2015/10/28 宮城県 宮城県角田市 特別養護老人ホーム和らぎの郷 -
2015/10/29 宮城県 宮城県石巻市 市営蛇田復興公営住宅 81
2015/10/30 宮城県 宮城県仙台市 宮城学院女子大学附属幼稚園 56
2015/10/30 宮城県 宮城県石巻市 大街道地区放課後児童クラブ 59
2015/11/1 宮城県 宮城県南三陸町 南三陸町産業フェア 45
2015/11/1 宮城県 宮城県南三陸町 南三陸町産業フェア　帰路 425
2015/12/2 福島県 福島県福島市 福島県立医科大学附属病院　往路 292
2015/12/2 岩手県 岩手県一ノ関市 岩手県立磐井病院 257
2015/12/3 岩手県 岩手県大船渡市 宮田仮設住宅 74
2015/12/3 岩手県 岩手県大船渡市 岩手県立大船渡病院 5
2015/12/4 宮城県 宮城県仙台市 宮城県立こども病院 167
2015/12/4 宮城県 宮城県山元町 国立病院機構宮城病院 57
2015/12/4 福島県 福島県相馬市 公立相馬総合病院 16
2015/12/5 宮城県 宮城県仙台市 仙台市福祉プラザ 58

5/7



月日 県別 場所 施設 経路1
2015/12/6 福島県 福島県南相馬市 文化会館ゆめはっと 25
2015/12/6 福島県 福島県南相馬市 文化会館ゆめはっと　帰路 275

2015/12/10 埼玉県 埼玉県さいたま市 さいがい・つながりカフェ 往路 34
2015/12/10 埼玉県 埼玉県さいたま市 さいがい・つながりカフェ　帰路 33
2016/1/13 福島県 福島県南相馬市 南相馬市立中央図書館 市民情報交流センター　往路 277
2016/1/17 福島県 福島県南相馬市 南相馬市立中央図書館 市民情報交流センター　帰路 276
2016/1/20 岩手県 岩手県石巻市 イオンモール石巻　往路 383
2016/1/24 岩手県 岩手県石巻市 イオンモール石巻　帰路 384
2016/1/27 岩手県 大船渡市 大船渡市民文化会館 リアスホール　往路 516
2016/1/31 岩手県 大船渡市 大船渡市民文化会館 リアスホール　帰路 523
2016/2/12 岩手県 盛岡市 JR盛岡駅　往路 532
2016/2/13 岩手県 盛岡市 JR盛岡駅　帰路 539
2016/2/18 宮城県 仙台市 JR仙台駅　往路 359
2016/2/19 宮城県 仙台市 JR仙台駅　帰路 367
2016/2/25 福島県 福島市 JR福島駅　往路 281
2016/2/27 福島県 福島市 JR福島駅　帰路 288
2016/3/3 東京都 台東区 東京文化会館　往路 1
2016/3/3 東京都 台東区 東京文化会館　帰路 1
2016/3/5 東京都 台東区 JR上野駅　往路 1
2016/3/5 東京都 台東区 JR上野駅　帰路 1
2016/3/6 東京都 台東区 JR上野駅　往路 1
2016/3/6 東京都 台東区 JR上野駅　帰路 1

2016/3/19 宮城県 石巻市 新立野第一復興住宅　往路 383
2016/3/20 岩手県 大船渡市 サポートセンターとみおか 116
2016/3/21 岩手県 釜石市 鵜住居第二仮設住宅 45
2016/3/21 岩手県 釜石市 鵜住居第二仮設住宅　帰路 569
2016/4/27 福島県 白河市 郭内仮設住宅 往路 200
2016/4/28 福島県 福島市 宮代仮設住宅 96
2016/4/28 福島県 伊達郡桑折町 桑折駅前団地 7
2016/4/29 福島県 南相馬市 牛越第二仮設住宅 60
2016/4/30 福島県 南相馬市 東町児童クラブ 3
2016/4/30 福島県 南相馬市 東町児童クラブ　帰路 276
2016/5/12 熊本県 阿蘇郡 西原村山西小学校避難所　往路 1,205
2016/5/15 熊本県 益城町 益城町総合体育館避難所 13
2016/5/15 熊本県 益城町 益城町総合体育館避難所　帰路 1,195
2016/5/20 宮城県 遠田郡美里町 宮城県立聴覚支援学校 小牛田校　往路 403
2016/5/20 宮城県 遠田郡美里町 宮城県立聴覚支援学校 小牛田校　帰路 410
2016/5/26 福島県 南相馬市 雲雀ケ原祭場地　往路 279
2016/5/29 福島県 南相馬市 雲雀ケ原祭場地　帰路 278
2016/6/14 宮城県 仙台市 宮城県立聴覚支援学校　往路 341
2016/6/14 宮城県 仙台市 宮城県立聴覚支援学校　帰路 343
2016/6/23 熊本県 熊本市 熊本大学医学部附属病院　往路 1,193
2016/6/24 熊本県 上益城郡 益城町第四保育所 12
2016/6/24 熊本県 上益城郡 益城町第三保育所 5
2016/6/25 熊本県 上益城郡 益城町総合体育館（避難所） 4
2016/6/26 熊本県 熊本市 城南児童館 14
2016/6/26 熊本県 熊本市 城南児童館　帰路 1,208
2016/7/13 岩手県 大船渡市 川原アパート（災害公営住宅）　往路 515
2016/7/13 宮城県 気仙沼市 五右衛門ヶ原運動場住宅 34
2016/7/14 宮城県 気仙沼市 宮城県立気仙沼支援学校 7
2016/7/14 岩手県 陸前高田市 西下災害公営住宅 28
2016/7/14 岩手県 陸前高田市 西下災害公営住宅　帰路 510
2016/7/29 福島県 相馬市 公立相馬総合病院 往路 290
2016/7/29 福島県 相馬市 公立相馬総合病院　帰路 291
2016/8/3 熊本県 益城町 中央小学校（避難所） 往路 1,201
2016/8/3 熊本県 益城町 中央小児童クラブ -
2016/8/4 熊本県 西原村 山西小学校学童クラブ 12
2016/8/4 熊本県 益城町 広安小あすなろクラブ 15
2016/8/5 熊本県 益城町 総合体育館（避難所） 3
2016/8/5 熊本県 益城町 広安小さくらんぼクラブ 3
2016/8/5 熊本県 益城町 広安小さくらんぼクラブ　帰路 1,196
2016/8/9 宮城県 仙台市 宮城県立こども病院（拓桃館）　往路 357
2016/8/9 宮城県 仙台市 宮城県立こども病院（本館） 359

2016/8/10 宮城県 石巻市 新立野第一復興住宅 69
2016/8/10 宮城県 仙台市 あしなが育英会仙台レインボーハウス 52
2016/8/10 宮城県 仙台市 あしなが育英会仙台レインボーハウス　帰路 344
2016/8/18 宮城県 仙台市 旭第一ビル（ARTS for HOPE宮城事務所）　往路 354
2016/8/22 宮城県 仙台市 旭第一ビル（ARTS for HOPE宮城事務所）　帰路 344
2016/9/27 宮城県 気仙沼市 水梨コミュニティ住宅 　往路 455
2016/9/27 宮城県 気仙沼市 反松公園住宅 4
2016/9/28 岩手県 陸前高田市 高田高校グラウンド仮設住宅 23
2016/9/28 岩手県 陸前高田市 米崎地区コミュニティセンター 4
2016/9/29 岩手県 陸前高田市 諏訪仮設住宅 9
2016/9/29 岩手県 陸前高田市 西下災害公営住宅 14
2016/9/29 岩手県 陸前高田市 西下災害公営住宅　帰路 484

2016/10/28 宮城県 牡鹿郡女川町 新田仮設住宅　往路 404
2016/10/28 宮城県 石巻市 石巻バイパス仮設住宅 11
2016/10/29 岩手県 大船渡市 宮田仮設住宅 122
2016/10/30 岩手県 大船渡市 サポートセンターとみおか 1
2016/10/30 岩手県 大船渡市 サポートセンターとみおか 帰路 527
2016/12/3 神奈川県川崎市 川崎市岡本太郎美術館　往路 34

6/7



月日 県別 場所 施設 経路1
2016/12/3 神奈川県川崎市 川崎市岡本太郎美術館　帰路 32

2016/12/15 熊本県 熊本市 熊本大学医学部附属病院　往路 1,195
2016/12/15 熊本県 熊本市 熊本赤十字病院 6
2016/12/16 熊本県 益城町 第四保育所 7
2016/12/16 熊本県 西原村 にしはら保育園 10
2016/12/17 熊本県 西原町 小森団地 2
2016/12/17 熊本県 西原町 小森団地　帰路 1,207
2016/12/21 福島県 福島市 飯舘村立草野飯樋幼稚園　往路 278
2016/12/21 福島県 相馬市 公立相馬総合病院 49
2016/12/22 山形県 山形市 山形大学医学部附属病院 116
2016/12/23 宮城県 仙台市 あしなが育英会仙台レインボーハウス 67
2016/12/24 福島県 南相馬市 市民文化会館ゆめはっと（第1部） 78
2016/12/24 福島県 南相馬市 市民文化会館ゆめはっと（第2部） -
2016/12/24 福島県 南相馬市 市民文化会館ゆめはっと（第2部）帰路 275
2017/1/24 広島県 広島市 旧日本銀行広島支店 往路 817
2017/1/25 広島県 広島市 旧日本銀行広島支店　帰路 817
2017/2/10 福島県 南相馬市 大町災害公営住宅  往路 277
2017/2/11 宮城県 仙台市 仙台市福祉プラザ 79
2017/2/11 宮城県 仙台市 仙台市福祉プラザ　帰路 367
2017/2/21 福島県 福島市 飯舘村立草野飯樋幼稚園　往路 292
2017/2/21 福島県 福島市 飯舘村立草野飯樋幼稚園　帰路 292
2017/2/24 兵庫県 神戸市 ハーバーランドumie　往路 531
2017/3/3 兵庫県 神戸市 ハーバーランドumie　帰路 532
2017/3/4 熊本県 益城町 益城町児童館 往路 1,195
2017/3/5 熊本県 熊本市 城南児童館 13
2017/3/5 熊本県 熊本市 城南児童館　帰路 1,204

2017/3/25 熊本県 熊本市 蔦屋書店熊本三年坂　往路 1,195
2017/3/27 熊本県 益城町 木山仮設団地　 13
2017/3/27 熊本県 益城町 木山仮設団地　帰路 1,196
2017/4/26 岩手県 陸前高田市 中田公営住宅 往路 481
2017/4/26 岩手県 大船渡市 放課後児童クラブゆうゆう 14
2017/4/28 宮城県 仙台市　 ARTS for HOPE　Wonder Art Studio　旭第一ビル 170
2017/4/29 福島県 南相馬市 春の市民まつり 79
2017/4/29 福島県 南相馬市 春の市民まつり 　帰路 276
2017/5/13 宮城県 仙台市　 ARTS for HOPE　Wonder Art Studio 往路 345
2017/5/13 宮城県 仙台市　 ARTS for HOPE　Wonder Art Studio 帰路 350
2017/5/20 熊本県 西原村 小森団地　往路 1,207
2017/5/21 熊本県 益城町 木山上辻仮設団地 11
2017/5/21 熊本県 益城町 木山仮設団地 1
2017/5/22 熊本県 益城町 広安小あすなろクラブ 2
2017/5/22 熊本県 益城町 広安小さくらんぼクラブ -
2017/5/22 熊本県 益城町 広安小さくらんぼクラブ 　帰路 1,196

移動距離 118,895.7
総移動距離 130,785
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