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新型コロナウイルスの影響で開催が延期
されていた笑顔Pのサブスク会員交流会。

長野県内各地で大雨

ようやく開催することができました。
70名
余りのサブスク会員の内、約20名が参加！

非常時に火や電
気を使わず温かい
食事をとることが
できる「ヒートパッ
ク」を体験。

BBQや、余興、重機を使ったチーム対抗戦
など、笑いあり・ハプニングあり・サプライ

重機のハプニング多々発生！

災害現場での重機による作業は常に危険と

隣り合わせ。操作にも特殊な技術が必要です。

中でも、薪作りや火おこし、ヒートパック

ことで、新しい発見があったり、絆が深まっ

泥道・段差・急斜面といった平時とは異なる環

体験、食料確保、調理、採暖、重機操作などの

たり、自信に繋がったりと、改めて交流する

境下で、
障害物を乗り越え、
現場にたどり着くス

場面では仲間同士で自然に助け合い、協力

ことの大切さに気づくことができました。

キルが求められます。

サブスク会員交流会は今後、定期的に開
催する予定です。

マである「平時を楽しみ、有事に備える」ひ
大人も子どもも大興奮！ 11月28日放 送の
NHK総合「明日を守るナビ」において、災害救

厚く堆積した泥に
足を取られ、
クロー
ラーが外れてしまう
ハプニングが発生。

9 月7 日、
茅野市の災害現場を調査。
民家を襲った泥や岩、
流木。

助で活躍する小型重機を楽しく学べるテーマ

8月の大雨により、長野県内だけで17市町村

です。狭いスペースでも活動できる小型重機を

熟練したオペレーターでも、
60cm以上堆積

タレントの照英さんと鈴木夢ちゃん・楽

30カ所に土砂災害が発生。
日本笑顔プロジェク

用いながら、漂流物や家屋内土砂の撤去・被

した泥の中で重機が立ち往生したり、土砂に含

くん
（鈴木福くん

ト（以下、笑顔P）では、各自治体並びに長野県

災者の財産保護等、
幅広いニーズに対応するこ

まれる流木や石が引っかかりクローラーが外れ

の 妹 弟）
がnuovo

社会福祉協議会様からの要請により、小布施

とができるため、被災者支援を進める上で欠か

てしまったりと、様々なハプニングも発生しまし

で四 輪 バ ギ ー や

町堤外、辰野町、茅野市の3カ所で重機を使っ

せない存在となっています。

た。

重機に初挑戦。撮

た災害支援活動を行いました。

全国各地からも重機系NPOが茅野市へ

ローラーのはめ方といった、
平時のトレーニング

ため災害ボランティアの募集は「市内在住の住
民」に限定......。茅野市で発生した土石流災害

サブスク会員も大活躍！

パークとして、
nuovoが紹介されました。

影を忘れて本気

茅野市の災害支援は、小布施―茅野間を何

で楽しんでくれ

往復もし、
9月13日〜10月20日まで、作業期間が

ました！

１カ月以上に及ぶ長期戦となりました。
様からのお力添えをいただきたく、
ここに支

今年もラニーニャ現象による寒波や大雪
が予想されております。
笑顔Pでは、
昨シーズ

援金のお願いをご案内させていただきます。

ンの雪害緊急支援の教訓を生かし、
雪害や寒

ご支援を賜りました方に、
笑顔Pロゴステッ

波に対する出動体制を整備中。交通麻痺、車
両立ち往生などへの支援物資提供や、
ATV
四輪バギーでの救援活動など、
スピーディー
で小回りの効いた活動を行えるよう、
様々な
ケースを想定し準備を進めております。

災害現場における、
重機系災害支援団体の役割とは

大きな岩が大量に混じった土砂。
コロナ禍の

では、複数の制約が重なり、復旧作業が思うよ

の重要性を痛感します。

笑顔Pの重機

講習会で資格を

うに進みませんでした。

取得された方々

カー
（防水タイプ）
、
2022年笑顔カレンダー、

理する道路、
河川、
公共施設等）
の復旧にリソー

の中には、
サブス

笑顔はがき、笑顔NEWS 等をお届けいたし

スを割かれ、一般家屋や私有地に入り込んだ

ク会員となって

ます。

土砂や漂流物の撤去は、基本的に土地所有者

支援金１口 5,000円

の自助努力に委ねられてしまいます。

茅野市での支援活
動。ソーラーパネ
ルの支柱を覆い尽
くした泥を搬出。

（口数制限なし）

・ 長野県社会福祉協議会
・ 株式会社アイエー（ソリ)
・ モトローラ・ソリューションズ（無線・ ・ 小布施町社会福祉協議会

現場経験を積むたびに、走行の練習やク

災害が発生すると、行政はインフラ関連（管

災害発生時、迅速に対応するためにも、皆
災害協定・連携先（敬称略）

被災地の支援活動へ

特に走行時には、限られたスペース・堆積した

する姿が見られ、文字どおりnuovoのテー

冬季特別支援のおねがい

る復旧活動が連日行われました。

また、それぞれの個性や特技を持ち寄る

の交流会となりました。

タレントさんもnuovoで
バギー・重機を体験！

た重機系NPOも全国各地から結集。重機によ

とときとなりました。

ズありの終始笑顔が溢れる、大盛り上がり

nuovoで育った長ネギをBBQ に。

https://egaonowa.net/

制 作 燕游舎

nuovoオ ー プ ン か ら1年 を 経 て、
11月6日 に

被り物を使った重機ミニゲーム。
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・ 石井食品株式会社（非常食）
トランシーバー）
・ 辰野町社会福祉協議会
・ 株式会社AirX（ヘリコプター）
・ 株式会社Goo-light（映像・ドローン)    ・ 茅野市社会福祉協議会
・ 有限会社ビビッド（電源車)
・ 長野県NPO センター
・ POWERDRIVE R117（ボート・船・キャ ・ 中部観光株式会社（バス)
ンピングカー）
・ 株式会社RSS 高喜屋（ATV バギー） ・ 日本財団（活動補助）
・ DRT JAPAN（重機・技術系）
（キャンピングカー) ・ NEXCO 東日本新潟支社
・ 株式会社e-nature
・ OPEN JAPAN（重機・技術系）
・ 一般社団法人オフロードビークル協会 ・ NEXCO 東日本関東支社
（バギー・モービル）
・ DEF災害エキスパートファーム（重機・
・ NEXCO 中日本
技術系）
・ 真言宗豊山派仏教青年会（寺院ネッ ・ 株式会社NEXCOエンジニアリング新潟
・ KEEN JAPAN（シューズ）
トワーク)
・ 中野市   
・ Patagonia（アパレル）
・ わらび野観光株式会社（バス)
・ 小布施町
・ 株式会社信越車体（車両整備）
・ 株式会社カンバーランド・ジャパン（ト ・ 株式会社コケナワ（携帯トイレ）
・ ジリリタ株式会社（健康増進）
レーラーハウス)
・ 株式会社C-SOS（簡易トイレ）
・ 株式会社サンコーレンタル（重機・建機）
（ヘリコプター）
国際災害対策支援機構
（エアードーム)
・
・ 株式会社ラックス
・ 株式会社インス（アパレル）
・ 匠航空（ヘリコプター）
・ 株式会社アクティオ（重機・建機)

詳細はこちら→
＜支援金のおねがい＞
日本笑顔プロジェクトの活動は、自主財
源に加え、皆様からの支援金のもとで成
り立っております。
災害による緊急支援や復旧作業などに
万全の体制で臨めますよう、
ご支援の程、
なにとぞよろしくお願いいたします。
日本笑顔プロジェクト 代表 林映寿
八十二銀行（ハチジュウニギンコウ）
小布施（オブセ）支店（252）
口座番号 普通：2 １１０３８
口座名 日本笑顔プロジェクト
（ニホンエガオプロジェクト）
※口座番号に７桁の指定がある場合は、
先頭部分に「０」を入力して、
［０2 １１０３８］としてください。

流木の山をハサミ
機で次々と撤去。
茅野市の災害現場
にて。

トレーニングを積
み、
スキルアップ
をして災害現場

そこで、
県内の災害ボランティアセンターを管

で支援活動を行

轄する長野県社会福祉協議会様からの要請を

うメンバーも多

受け、
笑顔Pでは小型重機とダンプ計10台ほど

数います。茅 野

を持ち込んで支援活動を行いました。

市の現 場でも、 発揮されたサブスク会員の皆様。

日ごろのトレーニングの成果を現場でフルに

重機は1台で人の

累計50名以上のサブスク会員や有志消防士が

そこで、
被害を受けた各市町村では多くの場

100倍以上のチカラ

支援活動に参加。重機の操作はもちろん、ダン

合、災害ボランティアセンターが設置され、全国

を発揮するため、被

プの運転や壁際での手作業など、
多岐にわたっ

各地から集まったボランティアが家屋内の土砂

災住民から非常に

て活躍しました。
さらには、
ドローンパイロットの

撤去や家財搬出等、住民からの細かなニーズ

重宝されました。ま

資格を持ったサブスク会員が現地の飛行許可

に手作業で対応します。

た、笑顔Pと連携を

を得て、上空から作業現場や土石流発生現場

ただ、寄せられるニーズの中には当然なが

結ぶDRT JAPAN・

を空撮し、
作業に役立てた場面も。

ら、流木の撤去や大量の土砂搬出作業といっ

OPEN JA PA N・

た、
人力では手に負えないものも多くあります。

DEF TOKYO・チー （上）幅や高さが限られ、動作がまま

そこで登場するのが、重機系災害支援団体

まさに笑顔Pのモットーである「できる人が、
ならない倉庫内での土砂撤去作業。

できることを、
できる時に」
が体現された支援活

ム八ヶ岳などといっ （下）作業後、きれいに整った倉庫床面。 動となりました。
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日本笑顔プロジェクト
（2021年9月―11月）

9月

1〜2日
3〜5日

第29回重機講習会実施、
7名受講
（累計529名）
❶
長野県辰野町・被災地支援❷

3・10日

日本財団公式YouTube「nuovo体験」取材・出演：
SKE48 須田亜香里（QRコードあり）▶︎P.3 コラム参照
長野県小布施町・河川敷の漂流物撤去作業❸

4日

❶

❷

（林代表、
nuovo）
7日
長野県茅野市・土石流災害現場調査❺
8日
有志消防士向け重機スキルアップ講習会実施
9日
テレビ信州
「news every.」
で放送
（災害支援）
9日
「ONE NAGANO.NET長 野 地 域 版 」掲 載
（ 笑 顔P・
2019年台風19号災害支援）
11〜12日 第30回重機講習会実施、
34名受講
（累計564名）
13〜30日 長野県茅野市・土石流災害支援活動 ▶︎P.1 参照
16日
第6回ATV四輪バギー講習会実施
20日
Nova Vita Foundation 様（アメリカ・カリフォル
ニア）
とzoomミーティング❻
23日
SBC信越放送
「SBCニュースワイド」
で放送
（茅野市
災害支援）
24〜25日 第31回重機講習会実施、
12名受講
（累計576名）
25日
オンライン記事
「FNNプライムオンライン」
掲載
30日

（nuovo）
第5回重機講習会
（解体用）
実施、
21名受講❼

災害支援仕様車
「ホワイトイーグル」を
共同開発！
キャンピングカー製造最大手の日本特種ボ

ディー様と笑顔 P による、災害支援に特化し
た日本初オフロードキャンピングカー「ホワ
イトイーグル」の共同開発が決定！ 2 トン車

4WD 仕様で悪路走行はもちろん、ソーラー
パネルや蓄電池も搭載し、災害支援活動を行
う上で必要とされるカス
タムが随所に施され
ます。詳細は次
号をお楽しみ
に！

全国に防災拠点を！
nuovoで企業研修会
今年度よりB&G 財団様が防災拠点事

業として、20 道県25 市町村に防災拠点
を設置され、災害発生時の緊急対応や避

9月3・10 日の両日、人気アイドル
グループSKE48の須田亜香里さんが
日本財団様・Youtube チャンネル動
画の撮影のためnuovo へ。
ATV 四輪
バギー・水陸両用バギーや小型重機
の運転に挑戦されました!
バイクや自動車の免許を持たず、
運転は初めてという須田さん。緊張
と不安、驚きの連続の中、操作はうま

くできたのでしょうか......? 須田さ
んの奮闘ぶりを、
QR コードから動
画でたっぷりとご覧ください!
重機の操作時には、高度なスキル
を身につけたnuovoサブスク会員の
女性が講師に。その丁寧でわかりやす
い指導ぶりも見逃せません。笑顔Pが
主催する重機講習会の様子も垣間見
ることができる内容となっております。

❹

❸

❺

2日
2〜3日
7〜8日
17日

ドローンスキルアップ講習会❽
第32回重機講習会実施、
16名受講
（累計592名）
❾
第33回重機講習会実施、
15名受講
（累計607名）
➓
TBSテレビ「Nスタ」で放送（茅野市災害支援、林代
表）
21日
岳南消防有志向け重機スキルアップ講習会開催⓫
23〜24日 第34回重機講習会実施、
26名受講
（累計633名）
25〜26日 重機技能講習会
（3t以上）実施、
8名受講
29〜31日 第3回チェーンソー講習会実施、
11名受講⓬

❻

❼

１日
6日
9〜11日

を有する防災拠点担当者が全国から集

結され、現場で必要となるスキルやノウ

ハウを学ばれました。3 日間の研修会に

⓫

❿

⓭

⓬

▶︎P.2 コラム参照

10日

SBC信越放送「須坂・高山・小布施 グルメ！温泉！

紅葉ぶらり旅」で放送（nuovo）
11日
NEXCO東日本関東支社様と災害協定締結
（OVO）
⓯
12〜14日 防災拠点事業・重機研修会②（主催：B&G財団様）
16日
NEXCO東日本新潟支社と合同訓練（OVO）

23日
24日

( 以下、nuovo) で開催。小型重機の資格

後編

❾

❿

ジリリタ株式会社様
（本社・東京）
と災害協定締結⓭
サブスク会員交流会実施⓮ ▶︎P.4 参照
防災拠点事業・重機研修会①（主催：B&G財団様）

た機材を配備されます。

同財団様は11 月、人材育成として災

❽

11 月

17〜19日 防災拠点事業・重機研修会③（主催：B&G財団様）
21日
第8回ATV四輪バギー講習会実施⓰

害エキスパート研修会をnuovo パーク

前編

１〜20日 長野県茅野市・土石流災害支援活動

難所運営に必要な防災倉庫の整備さら
には、小型重機やダンプ・救助艇といっ

日本財団公式YouTube
「nuovo 体験」
取材・出演：
SKE48 須田亜香里

10 月

nuovo EX 長野・戸狩 バギートレーニング（共催：
一般社団法人オフロードビークル協会、
以下OVO）
❹
BS 朝日
「バトンタッチSDGs はじめてます」で放送

4日
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大人気アイドルがバギー・重機に初挑戦！

活動の記録

3〜16日
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⓮

SBC信越放送ラジオで放送（nuovo）
KDDIエンジニアリング株式会社様向けATV四輪
バギーライセンス講習会実施（協力：OVO）⓱
24〜26日 防災拠点事業・重機研修会④（主催：B&G財団様）

⓯

⓰

25日
SBC信越放送「SBCニュース」で放送（重機研修）
27〜28日 第35回重機講習会実施、
26名受講
（累計659名）
⓲
28日
NHK総合「明日を守るナビ」で放送 出演：照英、

入れ替わり4 行程が実施されました。

30日

鈴木夢・楽 ▶︎P.4 参照
SBC信越放送ラジオで放送（nuovo）

⓱

⓲

