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―支援金は日本の各地からそして海外からも― 

募金活動も７ヶ月目に突入。支援者数は 10 月 31 日現在、延べ 303 名となり

ました。支援者の在住県と海外支援者の国籍は次の通りです。 

 

北海道、岩手県、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡

県、石川県、福井県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、福岡県の各

地。イギリス、フランスの各地。 

 「支援金は温かいメッセージと共に」 

 いつの間にか夕刻になると窓辺から虫の音が聞こえるようになりました。 

私は此の所、身体の調子が悪く加えて脊髄の圧迫骨折のため、ほとんど歩行

困難になりました。心にかかりながら送金遅くなりました。 

災害にあった子供達の事を想うと心痛むばかりです。（横浜市在住 80 代女性） 

   

 実りの秋なのに重ね々の災害に、自然の恐ろしさを感じております。 

私の生活の許す中での事、少しばかりですが送りました。（逗子市在住 70 代女性） 

 

堀様とはエスペラントを通じた仲間です。私は東京より夫の転勤でこちら

に参り仙台で生活してます。今回の震災では幸いにも我が家に大きな被害は

ありませんでした。8 月 30 日に訪問した唐丹中学校の先生のお話しにも心

打たれました。1 日も早い復興を願うばかりです。（仙台市在住 60 代女性） 

 

EEC 通信 17 号を拝見いたしました。 

校長先生のお話、子供たちの様子も伝わってきました。何気ない日常が戻る

には時間もかかると思いますが、卒業生の皆さんの応援で修学旅行が実現で

きるとの事、唐丹の人々のふるさとへの思い、絆の深さ感じます。他では味

わえない感慨深い旅行になることと思います。（群馬県在住 60 代女性）                            

【10 月の庭の花々 Photo: T・Chieko 】 

http://www10.plala.or.jp/yasnoli/


[ フランスでの唐丹への募金活動 ] 

                                         堀 泰 雄 

 

2008 年、私が世界エスペラント協会の理事をしていたとき、フランスのエ

スペラント協会から、「オランダでの理事会のついでにフランスに寄ってエスペ

ラントの講演をしてくれないか」という要請があった。フランス国内での交通

費、宿泊、食事は、みなタダ、というので喜んで引き受けた。私の講演は評判

がよく、2009 年、2010 年と講演旅行は続き、理事退任の今年も要請が来た。 

 

今度は自腹でフランスまで行かなければならないが、皆が待っているという

ので、また出かけてきた。こうしてこの 4 年間に 40 以上の都市を回り、エスペ

ラント会が主催する一般向けの講演会、また学校、老人ホームなど、普通の観

光旅行では見られないようなところを回ってきた。 

  

 今年の話題は、なんと言っても大震

災である。よく理解してもらうには映像

が必要だと考えて、 

 

第１部…雑誌などから転写した写真で  

全体像。 

第 2 部…6 月に行った宮城県の写真。 

【アルベールビルで講演する筆者 photo:荒井敏允】   

第 3 部…8 月の終わりに行った岩手県の写真。そして最後には原発関係の写真。

の４部構成にした。 

 

これらの映像が、スクリーンに映し出されると、参加者が、津波の巨大さ

に息を呑んでいるのがわかった今回の、大震災も、やはりフランスにとっては

他人事だから、テレビで流される映像は限られているだろうし、回数も少ない

し、画面も小さい。町全体がなくなっている釜石や陸前高田の映像には、皆「信

じられない」という顔つきだった。 



もちろんこの第 3 部に、唐丹の写真が入り、小学校だけがのこっている写

真のところで、「ここには私は深い思いがあるのでちょっとお話したい」と前置

きして、「子供たちを個人的に援助したいと思っていたときに高舘さんの援助計

画のことを知り援助し始めた」とその

計画を語り、更に村と津波の歴史など

を語った。中学校の校長室にかけてあ

る「がんばろう唐丹中学 5 つの誓い」

（前の号参照）を紹介すると、震災に

日本人が冷静であった理由がわかっ

たという雰囲気が広がった。 そして

最後に「もし、余分のお金があったら、

ぜひ寄付してほしい」と付け加えた。  【ロマン市エスペランチストと共に photo:荒井敏允】 

その後原発関係の話に移り、最後に、フランスと日本はともに原発大国だが、

ぜひともに原発反対に手を取り合って闘いましょう、と結んだ。 

最後は質疑になり、大体はほとんど原発関係だった。フランス政府は、福島

の事故を恐れ「福島ははすでに終わった」として報道しないようつとめている

という。確かに、フランスの新聞をあちこちで広げてみたが、この 20 日間、震

災はもちろん、原発関係の記事は一度も見なかった。講演の最後が原発になっ

たので、参加者の頭から唐丹が忘れられる結果にはなったが、それでも講演し

た 8 箇所のうちの 5 箇所で、終わったあ

と、何人かが静かに近寄ってきて「少し

だけど子供たちに」と私にお金を手渡し

てくれた。最高が 50 ユーロ、大多数は

20 ユーロか 10 ユーロだったが、帰って

数えてみると 725 ユーロもあった。遠い

日本の子供に思いを馳せる人がこんな

に多いのかと、お金を受け取るたびに私      

【 南フランス・ガップの小学生 photo:荒井敏允】    の目頭は熱くなった。 

また、マルセーユ近郊の小学校の先生が、子供たちに唐丹激励の絵を描かせ、

それを手渡してくれた。この通信が出たころまでには、フランスからの暖かい

思いが唐丹に届いていることでしょう。 

 

（371-0825 群馬県前橋市大利根町 2－13－3 在住 ） 



[フランスの子供達から届いた絵] 

        ―フオンテーヌの文化祭― 

  

「 私は日本で何が起こったか知っているので 

手紙を書きます。 

 

全てが良くなりますように！ 

 私たちはあなた方と共におります。」 

  

   

－ラ・シオタ（南仏）から－   －ネルソン・マンデラ子供文化協会から－ 

  

     

 

 

 

 

 

          



東日本大震災の被災地、釜石市唐丹
と う に

町の小・中学校を訪問して 

                     桜美林大学人文学系 宗教学専攻 

                   准 教 授  長谷川（間瀬）恵美 

 2011 年 3 月１１日、東北地方太平洋沖地震マグニチュード 9.0 の揺れは大地

を揺るがし、巨大なる津波が多くの人々の生命と暮らしを飲み込んだ。この未

曾有の大津波により、岩手県釜石市唐丹町は壊滅的被害を受けた。 

唐丹町は人口 2100 人、956 世帯の漁村であ

る。住民の家の三分の一が全・半壊、死亡・

行方不明者 22名、唐丹駅は水没、海辺に位置

した市立唐丹小学校は全壊、唐丹中学校校舎

も一部破損した。その様子を唐丹中学校の藤

舘茂校長、そして唐丹小学校の青笹光一校長

にお聞きした。 

 当日、唐丹中学校生徒 47名と教職員 10名    

【青笹光一小学校長と筆者（右）】     は、本校の校庭に避難した。しかし波の高さ 

の危険性を察し、高台を通る国道 45号線沿いにあるＮＴＴ工事事務所に移動す

る。そこで二泊三日を過ごした。しかし、高台まで上がることのできない御老

人を担当した藤館校長は、体育館に残った。幸い、津波は体育館の前でぎりぎ

りストップした。中学校の体育館が、町の被災者の一時的収容所となった。そ

の後、仮設住宅ができるまで、人々は地域内の数か所の避難所や知人宅、雇用

促進住宅の空き部屋等に身を寄せる生活が続く。震災から三カ月後、少しずつ

仮設住宅に入れるようになり、ようやく 8月 10日に全員入居した。また、一時

間弱かけてスクールバスで通学している生徒もいる。中学校では体育館の片隅

にパーティションで区切られたコーナーを

設けて教室として授業をしている。小学校

は、隣町の平田小学校で授業をしている。

今後、中学校の校庭に、二階建ての小・中

学校校舎を建設することを目標としている。 

 唐丹小学校児童 68 名、中学校生徒 54 名

が尊い生命を生きながらえた。この震災で

多くの子供たちが突如、家を失い、家族を

失い、身内を失った。身内の死を受容する    【藤舘茂中学校長と筆者（左）】 

ことは簡単なことではない。ましてや、遺体が見つからない身内の死を受容す

ることは、精神的に困難であるのが現状である。子供たちが死を眼前にして何

を、どのように受け止めたのだろうか。 



 唐丹町で唯一の寺院（盛岩寺）は 400

年の歴史を持つ。高台に位置する寺で

あるが、この震災で壊滅、山門も、鐘

突き堂も流された。8 月に入り、よう

やく寺の一部が再建された。「お盆に

間に合った」と、電話の向こうの三宅

俊禅住職の声は力強かった。これから

も被災者の人々の心の拠り所となる

ことであろう。  

 何を以て復興とするのか、と問われ 

【壊滅状態の唐丹小学校】          たとき、宗教者は人々の精神的復興を

目指す。それには「待つ」という忍耐の時間も必要である。わたしが研究生活

を過ごしたキリスト教の国スウェーデンでは、太陽の日照時間の短い長い冬の

間、じっとその暗さの中を耐え、南からルシア女神が「光」を携えてやってく

るのを待ち、その到来を祝う。このルシア祭にちなんで、今年 12 月 13 日に、

唐丹中学校の体育館でハープの演奏会により子供たちの心を癒す時を持たせて

いただくことを企画している。これは、死という現実から目を背けず、力強く

生きてほしいと願い、祈りから開催される死者と生者のための慰霊、祈祷、鎮

魂である。「慰める」ということは互いに受け入れあい、穏やかな祈りをもって

希望へと歩むことである。そして、それが諸宗教の目指す「魂への配慮」であ

る。 

    

             【震災で壊滅状態となった唐丹小学校周辺】 

 

    

              【唐丹中学校のある小白浜地区】 



        

              【 岩手県八幡平国立公園の紅葉と霧氷 Photo:2011.10.18 T･chieko 】 

【 10 月 1 日から 10 月 31 日までの募金者 63 名 通帳記帳通りの表記で記載 】 

中村佐智子、城戸誠、城戸梢、谷田裕子、吉川良子、堀泰雄、第九回安中松井田平和集会（群 

馬県）、フランスエスペランチスト：アルベール地方、ラ・シオタ地方、ブールカンブレス地方

ガップ地方、匿名エスペランチスト、齋 巌、齋藤ツメ、釈 萩江、田畑肇、水野義明、相田

弥生、鈴谷俊二、藍原千太郎、菊池定則、松岡喜美子、内山武、下村達志、及川登美子、安東

マチ、狩野喜美子、亀田好子、堀泰雄、大谷和子、アラヤマサオ、安斉清子、鈴木ひろ子、新

井健、吉田朋子、廣澤三子、菅原光江、相川矩子、スズキタモツ、佐藤貴和子、堀泰雄、高舘

千枝子、ナカムラフミオ、須釜菜穂子、荒川萃代、堀泰雄、矢尻操江、田沢洋子、宮本満里子、

山田涼子、本木英子、中澤哲、中澤礼子、高橋則子、谷田裕子、右原君江、前澤和子、菊地定

則、菊地法子、星 司、岡田昭子、山本和子、埼玉県匿名 

【支援金の振込み先 】郵便総合口座  記号 18390 番号 13087781  高舘千枝子宛  

【 支援物資送り先 】〒026-0041 岩手県釜石市上中島町 3-4 仮設住宅 29-5  

          長谷川 芳枝宛 （tel：080 5565 0145） 

【 支援物資提供者 9 名 敬称略】 

 高木道子、狩野喜美子、小沢薫、掘泰雄、松岡喜美子、伊藤富美子、濱田澄子、堀泰雄 

 濱田澄子（全国の皆様にお願いです！冬物寝具、冬物衣料品等を送ってください。壊滅した家の数だけ被災

家族がおり、厳しい冬を迎えようとしています。特に仮設住宅にこもりっ

きりの高齢者に物資はほとんど届いていません。宜しくお願いします。）   

        ― お  礼 ―  

震災まもなくから子供達への教育支援のおかげで、安心して

学校生活を送れる事に感謝しております。その上に、暖かい毛

布、衣類等の心温まる品々を私達へ送ってくださいまして、感

謝で涙がいっぱいで幸福です。あの日、私達家族の住む唐丹町は津波で全ての家が流され、 家

は全壊、漁業の養殖施設、船、車など何もかも失いました。でも、私達家族の命、大切な命を

つなげる事が出来ました。生かされた命への感謝でございます。まだまだ大変ではありますが、

一歩一歩前へ進んで行きます。親として、母親として未来ある子供達のためにも、私達の悲し

みが少しでも喜びに変わる日が一日も早く来ますよう宜しくお願いします。全国の皆様からの

ご支援を沢山頂きまして、大変感謝申し上げます。 

これからも御力をお貸し下さいますよう心からお願い申し上げます。  長谷川芳枝 



    

【 予  告 】   

１、12 月 13 日（火）―唐丹小中学生と支援者の集い―  

「リラ･プレカリア（祈りのたて琴）とプレーヤーショール」 

※ リラ・プレカリア(祈りのたて琴)とは、日本福音ルーテル社団(JELA)が主催するハー

プと歌で祈る音楽を提供するプログラムです。 

  EEC 通信 15 号参照。詳細は EEC 通信 19 号（11 月末発行）に掲載予定。 

２、会  場････唐丹中学校体育館 13 時 40 分から 

          （所在地：〒026-0121 岩手県釜石市唐丹町小白浜 314 Tel：0193-55-2106） 

 

３、対    象････唐丹小中学生と父母、教職員、EEC 教育支援者 

・全国の支援者の皆様、唐丹の子供達と一緒に過ごしませんか？ 

・リラ･プレカリアの音色に心が癒され、明日への元気がわく事でしょう！ 

・支援者の皆様の参加大歓迎！12/13（火）に唐丹中学校体育館でお会いしましょう。 

 

（ 問合わせ先： 019-697-3851 E-Mail:tchieko@cocoa.ocn.ne.jp 高舘千枝子 ） 

 

       

     【秋田県田沢湖の「たつこ像」－船越保武作－ photo:2011 .10.19 T･Chieko】 

 

 

EEC 東日本大震災教育支援プロジェクト 

       EEC 通信 18 号 

2011 年 10 月 31 日発行 
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