これまでの、全国の沢山の方々のご支援・ご協力に心から感謝を申し上げます。

復興支援 CD「camellia～椿のうた～」は 2017 年 3 月 11 日現在 2,396 枚のご協力
をいただいております。その他の寄付金も含め、私たちの手で、大船渡市長、大船渡
観光物産協会会長を通じて、市の皆さまのお役に立てていただくよう、寄付させてい
ただいております。沢山のご協力、本当にありがとうございます。
これからも大船渡の皆さんに寄り添いながら、ずっと応援していきたいと思います。
今後とも、ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

2017 年 8 月

主な支援活動・コンサートなど

アカペラ・ユニット XUXU

＊大船渡・現地訪問では、毎回可能な限り、様々な施設での
訪問コンサートもさせていただいております。

～2011～
5月

・京都「東本願寺」宗祖親鸞聖人 750 回御遠忌「子どもナイトフェスティバル」出演
・葛飾公民館講堂「葛の葉」チャリティライブ
・港区観光協会主催「大船渡災害地支援・さんま募金チャリティーイベント」出演
・大船渡・現地訪問①（避難所（カメリアホール）・仮設住宅・大船渡地域振興センターミニライブ、盛小学校・
明和保育園・綾里こども園・高齢者施設にてコンサート）

6月

・文京「シビックホール」日本椿協会総会コンサート

支援金：市役所へ

238,000 円

・「入間市産業文化センター」～入間市民大学講座～
7月

・半蔵門「ジロール麹町」 チャリティイベント出演

8月

・大船渡・現地訪問②（第 24 回海上七夕歌謡ショーステージ、末崎保育園、大船渡市立博物館にてミニライブ、
ショッピングセンター”サンリア”復興ライブ、盛町復興七夕祭り開会式ステージ、夏祭りステージ）

9月

・神奈川県相模原市「紫陽花コンサート大船渡市復興支援コンサート」出演
・東京タワー「第 3 回・さんりく大船渡さんま祭り」

支援金：市役所へ

観光物産協会へ 100,000 円

・新橋「ヤクルトホール」東北支援チャリティイベント
10 月

438,205 円

・愛知県長久手市「愛フェス 2011」イベント出演
・山口県萩市「御船蔵」チャリティコンサート
・滋賀県近江八幡市「伊崎寺」コンサート

11 月

・長野県佐久市「三陸大船渡さんままつり in 佐久」佐久市農業祭 大船渡市復興支援イベント
・大門「港区観光協会」復興支援懇親会
・国立市「さくらホール」～XUXU KUNITACHI NIGHT～コンサート

12 月

・銀座「JP-home Space にはたずみ」書道家・笠間千弘個展「白黒花火」出演

支援金：市役所へ

～2012～
2月

308,800 円

観光物産協会へ 200,000 円

・曳舟ユートリヤ「トレンドセミナー2012～東日本大震災復興応援チャリティコンサート」
・山口県萩市「全国椿サミット萩大会」出演

3月

・
「はなびらは手をつないで」 大船渡復興支援報告会＆ミニコンサート＠六本木ホテルアイビスホール
・大船渡・現地訪問③（第 16 回三陸大船渡つばきまつり“camellia～椿のうた～” 披露コンサート、リアスホールにて
吹奏楽「さくらコンサート」コラボ演奏、高齢者施設コンサート）

5月

・大船渡・現地訪問④（碁石海岸観光まつり、日本丸クルーズ船内コンサート）

6月

・川崎市有馬・野川生涯学習支援施設「アリーノ」コンサート

8月

・大船渡・現地訪問⑤（第 25 回海上七夕歌謡ショーステージ、夏まつりステージ、高齢者施設コンサート、
仮設住宅集会所ライブ、障がい者施設コンサート、保育園コンサート）
・埼玉県入間市産業文化センター「平成 24 年度入間市福祉大会」

9月

50,000 円

支援金：市役所へ

観光物産協会へ 50,000 円

・セシオン杉並ホール「杉並ぞうれっしゃ合唱団 25 周年ありがとうコンサート 2012」ゲスト出演
・東京タワー「第 4 回・さんりく大船渡さんま祭り」
・出雲市音楽鑑賞教室ツアー（小・中学校 18 校）
・山口県山口市「樹庵」コンサート

10 月 ・恵比寿ガーデンプレイス「Kameyama candle プレゼンツ“Love is“」イベント出演
・足立区立第十中学校・防災教育活動「東日本大震災を記憶にとどめる第十中学校の教育活動」にて講演
・大船渡・現地訪問⑥（第 26 回三陸大船渡さんま祭り、リアスホール復興支援コンサート、海の星幼稚園コンサート）
・世田谷区

戸板中学・戸板女子高等学校

・岩手県陸前高田市

創立 110 周年記念コンサート

ネパリ・バザーロ主催☆椿油製油工房「椿のみち」オープニング記念コンサート
支援金：市役所へ

～2013～
2月

80,000 円

観光物産協会へ 80,000 円

・文京区「求道会館」～東日本大震災孤児支援チャリティーイベントコンサート～
・文京区更生保護女性会主催コンサート
・沖縄県本部町・国頭村「全国椿サミット 沖縄大会」出演

3月

・大船渡・現地訪問⑦

4月

・中目黒「さなべぇ presents 東北復興ライブイベント

5月

・合唱講座 XUXU デミー「camellia～椿のうた～」レッスン（3 部合唱バージョン）

6月

・山口県山口市大船渡復興支援チャリティコンサート

7月

・大船渡・現地訪問⑧（全国商工会議所観光振興大会、酔仙酒造新工場にてミニライブ）

（リアスホール「東日本大震災二周年大船渡市犠牲者追悼式」献歌、盛保育園ミニライブ）
桜 Cafe Vol.1」出演
支援金：市役所へ

98,000 円

観光物産協会へ 98,000 円

・六本木・ハリウッドビューティプラザ「気仙椿ドリームプロジェクト“気仙椿リップクリーム”」
プレスリリースイベント出演
・毎日フォーラム 7 月号“創る”に記事掲載
・群馬県前橋市

絵本「ひまわりのおか」朗読会

・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”始動（第 1 回練習会＠渋谷）
・文教大学にて講演

支援金：市役所へ

・イベント学会金曜サロンにて講演＆ミニライブ
8月

観光物産協会へ 60,000 円

・大船渡・現地訪問⑨（第 26 回海上七夕歌謡ショーステージ、夏まつりステージ、立根保育園コンサート）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 2 回練習会＠秋津・清瀬）
・大船渡・現地訪問⑩（鎌田水産さんま祭り）

9月

・大船渡・現地訪問⑪

（客船「ぱしふぃっくびいなす」船内コンサート・大船渡入港歓迎行事出演、

第 27 回三陸大船渡さんま祭り、日頃市保育所コンサート、長洞仮設住宅団地サポートセンターライブ）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 3 回練習会＠東京タワー）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 4 回練習会＠目黒）
・東京タワー「第 5 回・さんりく大船渡さんま祭り」＊第 1 回 XUXU っぺしプロジェクト（102 名参加）
11 月

・ネパリバザーロ主催「フェアトレードと東北被災地支援」イベント出演

12 月

・大船渡・現地訪問⑫（リアスホール・クリスマスコンサート）
XUXU っぺしプロジェクト見舞金：
市役所へ

～2014～
2月

・神奈川県相模原市「福よ来い来い

3月

・
「はなびらは手をつないで」 大船渡復興支援報告会＠東京タワー

福豆イベント」

・愛媛県松山市「全国椿サミット松山大会」出演

60,000 円

72,893 円

5月

はなぶさ

・渋谷区幡ヶ谷「フラワーショップ 英 チャリティライブ」出演
・愛知県名古屋市

東別院ホール「東日本大震災復興支援

6月

・神奈川県相模原市

7月

・大船渡・現地訪問⑬（サンマ漁船“新栄丸”進水式）

チャリティトーク＆ライブ IN 名古屋」出演

杜のホールはしもと「紫陽花コンサート」出演

・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”第 2 回始動（第 1 回練習会＠渋谷）
8月

・大船渡・現地訪問⑭（第 27 回海上七夕歌謡ショーステージ、夏まつり）

支援金：市役所へ

・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 2 回練習会＠横浜）
9月

80,000 円

観光物産協会へ 80,000 円

・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 3 回練習会＠清瀬・東村山）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 4 回練習会＠東京タワー）
・神奈川県川崎市「洗足学園中学高等学校“第 67 回洗足祭”」コンサート
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 5 回練習会＠東京タワー）
・東京タワー「第 6 回・さんりく大船渡さんま祭り」＊第 2 回 XUXU っぺしプロジェクト（78 名参加）

10 月

・伊豆大島「椿人の集い」コンサート＆ワークショップ
・大船渡・現地訪問⑮（第 28 回三陸大船渡さんま祭りステージ、第 34 回大船渡市産業まつりステージ）
XUXU っぺしプロジェクト寄付金：さんりく大船渡

～2015 年～

東京タワーさんままつり実行委員会へ

2月

・大船渡・現地訪問⑯（森下水産

3月

・
「はなびらは手をつないで」 大船渡復興支援報告会＠東京タワー

4月

・秋田県男鹿市「全国椿サミット男鹿大会」

5月

・都内「大船渡ポートセミナー」

6月

・神奈川県相模原市

39,532 円

新工場完成祝賀会）

杜のホールはしもと「紫陽花コンサート」

・都内「岩手県立高田高等学校同窓会」
7月

・大船渡・現地訪問⑰（第 28 回海上七夕歌謡ショーステージ、夏まつり）

8月

・都内「全国中学校社会科教育研究会・関東ブロック中学校社会科教育研究会夏季セミナー2015～
大船渡市大震災からの復興の現状と課題～」
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”第 3 回始動（第 1 回練習会＠横浜）

9月

・釧路さんま祭り・岩手漁船支援の御礼ステージ
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 2 回練習会＠清瀬・東村山）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 3 回練習会＠東京タワー）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 4 回練習会＠洗足学園合唱部）
・東京タワー「第 7 回・さんりく大船渡さんま祭り」＊第 3 回 XUXU っぺしプロジェクト（107 名参加）
・大船渡・現地訪問⑱（さいとう製菓工場まつり）

10 月 ・都内「大船渡人会」

XUXU っぺしプロジェクト寄付金：さんりく大船渡
東京タワーさんままつり実行委員会へ

・長野県佐久市交流文化会館浅科「コンサート＆ドラマ」出演

56,450 円

・大船渡・現地訪問⑲（第 29 回三陸大船渡さんま祭りステージ、第 35 回大船渡市産業まつりステージ、
新沼謙治チャリティコンサート＠リアスホール）
11 月

・台東区上野公園「三陸なう」出演

12 月

・第 1 回岩手 NPO×東京交流会（丸の内 3×3Labo）

～2016～
2月

・合唱講座 XUXU デミー「camellia～椿のうた～」レッスン（2 部合唱バージョン）
・第 2 回岩手 NPO×東京交流会（丸の内 3×3Labo）

3月

・NHK 盛岡放送局・復興イベント「よみがえるふるさとの情景のつどい～みらいへの一歩～」
・クラブツーリズム相模大野店「復興支援トーク＆ライブ」

4月

・京都府与謝野町「全国椿サミット与謝野大会」

5月

・大船渡・現地訪問⑳（サンマ漁船“善宝丸”進水式）
・合唱講座 XUXU デミー「camellia～椿のうた～」レッスン（2 部合唱バージョン）

8月

70,000 円

支援金：市役所へ

観光物産協会へ 70,000 円

・合唱講座 XUXU デミー「camellia～椿のうた～」レッスン（2 部合唱バージョン）
・大船渡・現地訪問㉑（第 29 回海上七夕歌謡ショーステージ、夏まつりステージ、高齢者施設にてコンサート）

9月

・合唱講座 XUXU デミー「camellia～椿のうた～」レッスン（2 部合唱バージョン）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”第 4 回始動（第 1 回練習会＠清瀬・東村山）
はなぶさ

・渋谷区幡ヶ谷「フラワーショップ 英 チャリティライブ」出演
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 2 回練習会＠幡ヶ谷）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 3 回練習会＠東京タワー）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 4 回練習会＠戸塚）
・東京タワーさんま祭り合唱応援“XUXU っぺしプロジェクト”（第 5 回練習会＠洗足学園合唱部）
・東京タワー「第 8 回・さんりく大船渡さんま祭り」＊第 4 回 XUXU っぺしプロジェクト（108 名参加）
・“XUXU っぺしプロジェクト”反省会＠銀座まるしち

XUXU っぺしプロジェクト寄付金：さんりく大船渡

・神奈川県鎌倉市「大船 to 大船渡」ステージ出演
10 月

・大船渡・現地訪問㉓（第 29 回三陸大船渡さんま祭りステージ）

東京タワーさんままつり実行委員会へ

24,1562 円

・ギネス世界記録挑戦に参加「最も長い食用魚の列」として生サンマ 1,260 匹を並べる
・大船渡・現地訪問㉔（さいとう製菓工場まつり）
ギネス達成！！！

～2017～
3月

・綾里漁協・食べる通信“綾里の漁師 in 東京”参加
・石川県野々市市「全国椿サミット野々市大会」出演
・大船渡・現地訪問㉕（三陸復興大同窓会“さんりくるっと”ステージ、高齢者施設訪問）
・大船渡応援ソング「ホタテロック」完成

7月

・大船渡応援ソング「ホタテロック」配信スタート

8月

・大船渡・現地訪問㉖（第 30 回海上七夕歌謡ショーステージ出演、夏まつりステージ、明和保育園コンサート、
高齢者施設訪問、小石浜漁港ミニライブ）
・大船渡応援ソング「ホタテロック」CD 販売開始

支援金：市役所へ

50,000 円

