
E E C           高 舘 千 枝 子           
Education ExChange Community                    028-3603 

(http://www10.plala.or.jp/yasnoli/)                           岩手県紫波郡矢巾町西徳田 7-7 

    Tel/fax : (81)  019-697-3851 

EEC 東日本大震災教育支援募金報告 Ⅹ        Mail:tchieko@cocoa.ocn.ne.jp 

 

年の締めくくりは明るい希望を抱いて  

―震災から 9 ヶ月、今度は厳しい冬が― 

 

初冬の寒さの中での生活の大変さが被災地ニュースとして届き、また心痛の

思いです。この冬を越すのもそれはそれは大変な事ですね。「自分にできる事は

何か？」「何が出来るのか？」と問われ続けている当方です。 

未来ある子供達に夢と希望を持ち続けてほしいです。学ぶ手助けが出来ればと

思ってます。（埼玉県春日部市在住 60 代女性） 

 

始めまして、大変辛い日々、お過ごしのことと思います。 

ただただ、一日も早く前向きな気持ちを持たれますよう、遅くなりましたが皆

様にお見舞いの気持ちです。本を読んでおりましたら唐丹のことが書かれてあ

りましたのでコピーも同封します。 

今回の大災害で沢山の方々、それぞれ助けて欲しい事沢山おありでしょう。 

ご自分達で声をあげないと注目してもらえないくらい広い範囲の方たち、声を

あげる力や人や･････を持ちえない、本当に困っている人たち、どうされている

のでしょう。 

私にできる事はいつも心に想っていのることだけです。 

どうぞ、皆様。体も心も、少しずつお元気になられますよう遠くより想ってい

ます。（埼玉県さいたま市在住、女性） 

 

 この度、適切な献金先を探しておりました所、高舘さんの尊いお仕事の事を

伺い、一も二もなく決めさせて頂きました。未曾有の大災害で想像を絶する苦

しみの中で命を落とされた御地の皆様に比し、手厚い看護の下 苦しみも無く逝

く事のできた主人は幸せでした。少しでもお役に立てれば故人も喜ぶと存じま

す。（茨城県つくば市在住、80 代女性） 
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東北の現地の様子はテレビで状況は知らされていますが、新聞の記事から小さ

な港町の様子がわかり苦労されていることを知りました。その他にも報道され

ていないけれど、島や小さな町や村では日々の生活さえままならない方々が沢

山おられることに胸が痛みます。 何かできることはと思いましてもどうした

ものか私にも作れるものでと巾着を作りました。子供さんたちにお渡しいただ

けたらと思い、お願いします。（千葉県船橋市女性） 

 

 本日少しですがお金をお送りします。 

「年末を安らかにすごせるように」と心から思ってます。 

東日本大震災により被災された全ての方々の悲しみに寄り添いたいと思ってい

ます。（東京都東大和在住、女性） 

      孫（3 歳）が大好きなアンパンマンが言ってます。 

 

もし、自信をなくしてくじけそうになったら 良いことだけ思い出せ 

さびしくなったら愛すること。愛すること すてないで 

涙なんかふいて 大空飛び出そう 

元気をだして 力のかぎり 勇気をだして信じることさ 

                                   （アンパンマン体操より） 

 

わすれないで ゆめを  こぼさないで なみだ 

そうだ うれしんだ いきる よろこび 

たとえ どんなてきがあいてでも たとえ むねのきずがいたんでも 

                      （アンパンマンマーチより） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－唐丹小中学校と支援者の集いの報告－ 

 2 月 13 日（火）は支援者 17 名の参加で、キャロ

ルサックさんが奏でる「リラ・プレかリア（祈りの

竪琴）とプレヤーショール」の集いが祈り多い中で

終了いたしました。唐丹中学校長、藤舘茂先生から

寄せられたお手紙と 48 名の生徒達の感想、唐丹小

学校５,６年生８名の感想を掲載させていただきま

す。子供たちの感想のから集いの雰囲気を感じ取て   

【キャロルさんのクリスマス 1】    いただければ幸いです。 

 

  「リラ・プレカリア(祈りの竪琴)とプレヤーショール」のお礼 

                     釜石市唐丹中学校 

                     校 長  藤 舘 茂 

この度は、子供たちは勿論 教職員・父母に

とって深く思い出に残る集いを開催いただき、

心より感謝申し上げます。 

悪夢の日々を癒してくれるかのようなハー

プの音色と、心温まる演出や皆様の優しさと励

ましにふれさせていただき、『私たちが守って

いるから、頑張り抜きなさい』と背中を優しく

包み、押してくれたように思います。 

津波が多くの方々のかけがえのない命を奪い  【キャロルさん宅の玄関に置かれたミニハープ】 

ました。家や車や財産も一瞬のうちに飲み込みました。残ったのは悲しみや不

安でした。そのような中で、これから私たち教職員には果たさなければならな

い大きな責任があります。それは、子供たちのために懸命ご支援、心遣いを下

さった EEC 関係各位はじめ、世界中の方々の真心を唐丹の宝として未来に伝え

ていくと共に、このご恩を忘れず、大人になったら支援、心遣いの恩返しがで

きるように、一生懸命学ぶ生徒を育てることと、生き抜くための技を身につけ

させることです。 

皆さまにおかれましては、日常のお務めや多方面でご活躍されご多用のとこ

ろ、唐丹の子供たちのために誠心誠意ご支援賜りましたことに、紙面をお借り

して改めて深く御礼申し上げます。お陰様で子供たちの笑顔と元気な声が戻り

ました。 

生徒たちの感想を同封させていただきます。ありのままの感想を受け止めて

いただければ幸いです。 



       唐丹中学校 48 名の感想 

《一学年感想 10 名》 

・ 今日はハープの演奏会を行っていただ

きありがとうございました。ショール

やクッキー、あめなどをもらい、とて

もうれしかったです。僕たちはこれか

らも頑張って生きたいと思います 

尾形圭介 

・ 今日の演奏会はとてもすごかったです。

ショールをもらったりクッキーやあめ

をいただきました。とてもうれしかっ

たです。ゆっくり食べたいとおもいま 

【キャロルさん宅で、マリア像】          す。鈴木彩乃 

・ 本日は、私たちのためにありがとうございました。ハープのきれいな音と歌

声、そして高舘さんにはいろいろと支援ありがとうございました。高舘さん

達のおかげで、私たちはこのようなハープを聴くことができました。 

これからも温かく見守ってください。佐久間奈生 

 

・ 今日のハープの演奏会はとてもよかったです。温かいショールをもらったり、

きれいなハープの音色がきけて良い時間をすごしたなーと思いました。クッ

キーやあめ玉もありがとうございました。あとでゆっくり食べたいと思いま

す。鈴木結貴 

 

・ 今日はすごくリラックスできました。ハ

ープの音が聴きやすいし、歌声もす 

ごくきれいでした。クッキーとアメもと

ってもうれしかったです。今回はありが

とうございました。木村零次 

                     

・ 今日はハープ演奏会をひらいていただ

きありがとうございました。すごいキレ

イな歌声でした。帰りにはクッキー、ア

メ、ショールをいただきありがとうござ

いました。すごくうれしかったです。      【キャロルさんのクリスマス２】 

から僕はがんばりたいと思います。鈴木孝輔 



 

                                     【キャロルさんのクリスマス ３ 】 

・今日はハープの演奏会を開いていただきありがとうございました。終わりに 

もクッキーやアメのような気づかいをしてくれてうれしかったです。ぼくた

ちはこれからもがんばります。尾形拓真 

 

・ 今日はハープの演奏会を開いていただき、ありがとうございました。帰りに

はクッキーなどをありがとうございます。僕はこれからも頑張ります 

森 勝稔 

・ 今日はハープの演奏会をひらいていただきありがとうございました。 

歌声もハープもとてもきれいでした。ショールやアメのほかいろいろくださ

ってとってもうれしかったです。上野成海 

 

・ 今日はハープの演奏会を開いていただきありがとうございました。クッキー

やアメもありがとうございました。うれしかったです。これからも、がんば

っていきたいです。佐々木拓海 

《二学年感想 19 名》 

・ 今回のハープ演奏会ありがとうございました。僕は一度もハープを聴いたこ

とはありませんでした。なのでこのような機会にきかせてもらいとてもうれ

しいです。今回は震災関係でハープを聴かせてもらいましたが、もう一度聴

いてみたいと思いました。ありがとうございました。甲斐友朗 



 ショールなど、暖かい支援に感謝し   

ながら聞きました。心が癒されるよ  

うな音色でした。貴重な体験ができ  

て嬉しいです。木村銀次 

 

・ ハープの音を初めて聞いてみて、

とってもいいなと思いました。ま

た来てほしいです。ありがとうご

ざいました。佐藤匠 

【キャロルさんのクリスマス 4 】 

・ハープの演奏会を通して感じたことは、心が安らかになることです。震災を

経験したので聴き応えがしました。また、ロウソクで演奏会をやるのが初め

てなので感動しました。本当にありがとうございました。菊池碧史 

 

・ キャロルさんのハープの音色がとても素敵でした。ショールもとても嬉しか

ったです。スウェーデンの事も、そして、今日のルチア祭の事も初めて知り

ました。自分のためだけでなく他の人の事も気にしてくれている人もいるん

だなーと思いました。鈴木智己 

 

・ ハープを初めて聴いたのですが、本当にきれいな音でとても感動しました。 

さらに、ショールまでいただいてありがとうございました。大切に使いたい

と思います。ありがとうございました。千葉健太郎 

 

・ 頭が「ボー」としていました。キャロルさんに「トウニノ ホームページ ノ

セル」と言われて、期待しています。姫田一輝 

 

・ 今日の演奏会は、すごくきれいな音色でした。ハープは初めて聴いたので、

どんな音がするのか分かりませんでした。聴いてみたら、きれいな音色でし

た。また、機会があったら聴きたいです。三浦愛斗 

 

・ 初めてハープの演奏を聴きました。すごくきれいな音でした。最後にハープ

をさわらしてもらいました。すごかったです。そして、いろいろな方から支

援して頂いてる事を忘れないようにしたいです。井上みお 

 

・ とてもすてきな演奏でした。ショールまでいただきありがとうございました。 

とても暖かかったです。本当にありがとうございました。井上怜美 



           【キャロルさんのクリスマス 4 】 

・ ハープを初めて聴いたけど、すごくきれいな音色でした。最後にハープを弾

けてよかったです。ハープを弾くとき、難しいと思ったけど案外、簡単でし

た。上野栞璃 

 

・ ハープの音色が綺麗だった。歌声もすごく綺麗だった。ショールも温もりが

感じられました。ありがとうございました。三浦真衣 

 

・ ハープを初めて聴いたけど、すごくきれいな音色でした。演奏している人の

歌声もきれいな歌声でした。ショールがとても暖かかったです。最後にハー

プにさわれてよかったです。鈴木樹 

 

・ 暗い中のろうそくがきれいでした。ハープの音もきれいで聴いていて、ここ

ち良かったです。ショールも温かくてとてもよかったです。 

たくさんの支援ありがとうございました。大瀧美輝 

 

・ キャロルさんのハープの演奏がとてもきれいな音色で、すごかったです。ま

た、ショールも私達の為に編んでいただきありがとうございました。大事に

使っていきたいと思います。私たちにたくさんの支援をしていただきありが

とうございました。小野寺沙希 



 

・ 私達の為に、ハープの演奏会あ

りがとうございました。心が和

みました。 

たくさんの気持ちがこもったシ  

ョールもうれしかったです。 

たくさんの支援ありがとうござ  

いました。鈴木星香 

 

・ すごくキレイな歌声と心おちつ

くキャロルさんのハープ演奏が

とても素晴らしかったす。 

どうやったら、あんなにキレイ    

【photo：高 舘】 

な歌が歌えるのだろうと思いました。また、心のこもったショールありがと

うございました。おかしも嬉しかったです。鈴木汐里 

 

・ 今、とっても落込んでいるときに、ハープが聴けて良かったです。歌声もと

ってもキレイでした。ショールもかわいかったです。 

少し、元気でました。ありがとうございました。ボンド久美子 

 

・ キャロルさんの歌声が響いて、すごくきれいで、感動しました。ハープと歌

声がすごくベストマッチしていて、泣きそうになりました。すごく、いろい

ろなことを考えさせてくれました。ありがとうございました。三浦沙姫 

 

 

 

 

《三年生の感想 19 名》 

・ ハープ演奏会では、ハープの演奏というものを初めて聴きました。ハープは、

とてもきれいな音が出ていて歌声と重なると聴いていてとても心が和らぎ

ました。スウェーデンの事はよく知りませんが、ハープの演奏はすばらしい

と思いました。 

このような会を開いていただいて本当にありがとうございました。鈴木秀房 

 



・ハープ演奏会を開いていた 

だきありがとうございまし  

た。ハープの音色がとても 

きれいでした。それから、   

支援金もいただき本当にあ  

りがとうございます。今日 

の演奏ありがとうございし  

た。小澤龍太郎 

 

・ ハープの音色は、初めて聴い

たけどとてもいい音色で、す

ごく癒されました。それから

支援金をいただきました本当に        【photo：高 舘】 

ありがとうございました。鈴木裕也 

 

・ ハープ演奏会を開いていただき、ありがとうございます。ハープのきれいな

音色が心にしみました。ほかにも温かい手編みのショール、たくさんの支援

金、本当にありがとうございました。小野寺雄太 

 

・ハープ演奏は初めて聴きました。きれいな音色で、聴いていて眠っ     

てしまいそうになりました。ハープの演奏を聴いて、これからも頑  

張りたいと思いました。ありがとうございました。津江祐也 

 

・ 12 月 13 日がそんな日だとは初めて知りました。ハープの音色を初めて聴き

ました。音色は、とてもきれいで落ち着きました。小野寺達之 

 

・ 今回、唐丹中学校にすてきな演奏やショールをありがとうございます。演奏

は、すごくすばらしいと思いました。他にも支援金をたくさんありがとうご

ざいます。これから、復興にむけてがんばりたいです。雲南孝也 

 

・ 今回、このような素晴らしい演奏会を開いていただき、本当にありがとうご

ざいました。ハープの音色はとても美しい音色でした。他にもたくさんのご

支援ありがとうございます。高舘さんをはじめ、皆さんの温かい支援をいた

だき、本当に助かっています。今日は本当にありがとうございました。 

                              長谷川紀 

 



・ ハープ演奏会をやってくれてありがとう

ございました。すごく素晴らしい演奏で

した。また、義援金の支援の方もありが

とうございました。高舘さん、本当にあ

りがとうございました。葛西敬太 

 

・ 今日、初めてハープの演奏を聴きました。

とてもきれいな音で心が安らぎました。

ショールをかけてもらったときは温かい

気持ちになりました 

また、今回だけでなく、唐丹の為にたくさ  

んの支援などありがとうございました。今 

日は、このような会を開いていただき本当 

にありがとうございました。大瀧健太朗 

【キャロルさんのクリスマス】 

・ 今日初めて、ハープの音色を聴きました。聴いたときは、きれいな音色だな

～と思いました。ショールを掛けてもらった時に温かい気持ちになりました。 

ハープの澄んだ音色が心までしみわたりました。今回の演奏会だけでなく、

支援金も下さったと言う事で、唐丹のためにいろいろしてくれて本当にあり

がとうございました。鈴木幸宏 

 

・ 今日は、ハープ演奏会を開いて頂き、ありがとうございました。ハープの演

奏、歌声がきれいでした。また、ショールもとてもあたたかくて、いい気持

ちになりました。この他にも、たくさんの支援金も頂き、本当に助かります。

感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。上野岬希 

 

・ 高舘さん、いろいろな支援やこのハープ演奏会、本当にありがとうございま

した。高舘さんのおかげでオレらも元気が出ました。 

ありがとうございます。尾形大成 

 

・ 今日は、このような会をひらいていただき、本当にありがとうございました。

ハープの演奏を生で聴ける機会はあまりないので、うれしかったです。 

ハープのきれいな音色はすごく心に響きました。とても、癒されました。ま

た、たくさんの支援金をいただき、すごく、助かります。みなさんからの支

援を忘れずに、これから、明るく、頑張っていきたいと思います。尾形美咲 

 



・ 思っていた音と違っていたし、

女神の時は少しびびったけど、

自分たちのためにこんなに支援

して応援してくれる人達がいる

ことを知れて、とてもうれしか

ったです。ストールもとても温

かくて他にもたくさんいただい

て、今までにないくらい感動し

ました。尾形彩香 

                      【キャロルさんのクリスマス 5 】 

・ 今日はすてきなハープの演奏をしていただきありがとうございました。あと、

私たちのためにショールを編んでいただきありがとうございます。とても暖

かかったです。ほかにも、さまざまな支援をしていただき本当に感謝してい

ます。ありがとうございました。尾形春美 

 

・ 今日は、このような会をひらいていただき本当にありがとうございます。と

てもキレイでした。その他にも、たくさんの支援金を支援していただきあり

がとうございます。私たちは絶対に負けません。井上いずみ 

 

・ 私達の為にこのような会をひらいていただきありがとうございました。改め

て自分達はたくさんの人達に応援されているんだな、と実感することができ

ました。その他にもいろいろな面で支援していただきありがとうございまし

た。今日のことを忘れず、これからも頑張っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。松山祥子 

 

・今日は暖かいショールときれいなハープをありがとうございました。心がと

てもスッキリしました。たくさんの方々の支えで、今楽しく過ごせています。

ハープの音、すごいきれいでした！楽しかったです！支援金も頂いて感謝し

ています。本当にありがとうございます。曽根紗彩 

 

 

 

 

 

 



唐丹小学校 8 名のメッセージ 

「心がおちつく きれいな音色」      

5 年 及川 良太 

 ぼくは、本物のハープを初めて見ました。

ハープはとても大きかったので音も大きい

のかなと思っていたけれど、音はなめらか

で心がおちつく音でした。 

さらにハープをひいていた、キャロルさん

の歌もとてもきれいでした。途中で下にお

いてあった物をたたいたあとに たたいた

所からまわしてたてた音もきれいでした。 

 今回の企画を計画してくれたことに、本

当に感謝しています。おかげで心がおちつ

くことができました。本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

「勇気をもらったハープの音色」      

5 年 尾形 忠広 

 ぼくが、ハープで思ったことは、それは、すごく大きかったことと、大きく

てもきれいな音を出すということにびっくりしました。そして、キャロルさん

がひくハープの音色はきれいでした。歌声も強弱があってきれいでした。ガラ

スのびんのようなものをたたいて長くひびきがありきれいでした。そして、ス

ウェーデンの国のはたにたくさんメッセージがあり、アメリカからはショール

をもらって、とてもショールがあたたかくて、気持ちが伝わり、日本だけでは

なく、全国の人々がぼくたち東北の人の復興を願っていることをおしえてもら

い ほっとした気持ち、悲しい気持ち、うれしい気持ちがあきあがり、勇気がで

ました。本当にありがとうございます。 

 



「ありがとう！たくさんの感謝のハープかんしょう」  

5 年 久保 芽衣 

 私はハープの音色、大きさなどを知りませ

んでした。 

そして、キャロルさんがハープをひいてくれ

た時には、「こんな音色なんだ。すごくなめら

かできれいだな。」「ハープってこんなに大き

いんだ。それに、かたにおいて両手でひくん

だ。」など、いろいろな感想が出てきました。

また、ききたいと思いました。 

 えんそうのと中では、照明がけされて、キ

ャンドルだけが “チラチラ”ときれいにか

がやいていて、うっとりねむくなってしまい

ました。東京の人たちが心をこめて編んでく

れた「ショール」も、とてもあたたかく、本

当に「ありがとうございます」の感謝の気持

ちでいっぱいになりました。 

 

 

      「ハープから伝わった優しさ」   

 6 年 伊藤 千聖 

 私はスウェーデンの方々にも支えてもらっていると初めて知りました。スウ

ェーデンと日本はずいぶんはなれているのに、私達のことを想っていてくれる

ことは、とてもありがたいです。そういう、たくさんの方々に愛を注いでもら

っているので、いつかまた会えるなら、「ダーコン！！（ありがとう！！）」と

言って、恩返しをしたいです。 

 ハープの音色はとてもキレイで美しかったです。こいうものを「味わいのあ

る美しい音色」というのだと思います。うまく表現できないけれど、楽器の音

色はひき手の思いをうつしていると思います。あの日聴いたハープの音色から

は優しさが伝わりました。だから、ひいてくれた方は、とても、優しい方だと

思いました。今日のことは一生忘れないようにしたいです。 

        



「たくさんの人に支えられて」    

 6 年 小池 雅美 

 私は、このハープかんしょうをやって

とても心が落ち着きました。全国各地や

世界のみなさんがここまで私たちの事を

思ってくださって本当に支えてもらって

いると思いました。そして、ハープの演

奏を聴いている時そっと後ろからショー

ルをかけてくれて、とてもほっとしまし

た。そして分かったことがあります。な

みだはいやしになることです。本当にき

れいな音や声と司会者さんの優しい声で

とても優しい気持ちになって、あのこと

を思い出して泣くところでした。本当に

たくさんの支えに感謝したいです。 

 

     

 

「ありがとう、むくもりと優しさ」  

  6 年 小久保 祐里 

 今回のハープかんしょう会で、世界中のぬくもりと優しさが伝わってきまし

た。このハープかんしょう会は特別なものに感じました。世界中の人たちが私

たちを応えんしてくれている、そんな気持ちでいっぱいになりました。私たち

にどれだけの人がしえんしてくれているのか、そう思いました。 

 いままでもらった希望をもって未来へ進んで生きたいと思います。 

 

       「心にひびいたハープ」        

 6 年 鈴木 玲緒奈 

 私は、ハープ演奏会は明るい所でやるのだと思っていましたが、ろうそくだ

けだったので、びっくりしました。私は、ハープをききながら、家族や友だち



がいて本当に良かったと改めて思いました。私は、みんながいなかったら、毎

日たのしく過ごすことはできなかったと思います。 

 演奏中に手作りのショールをかたにかけていただきました。ショールはとて

も温かくて、私たちのためを思っていっしょうけんめい作ってくれたんだなｱ 

と思いました。ショールは、これから大切に使っていきます。 

ハープは私の心にひびいて、これからもがんばっていこうという気持ちになり

ました。とても気持ちがおちつく時間でした。 

 

    「世界中の人に支えられて」 

       6 年 三嶋 萌 

 ハープの音は、とても新鮮でなめらか

でした。時間がたつのも忘れて、聞き入

ってしまいました。 

 ショールをかけてもらった時、とても

あたたかいものに包まれた気がしまし

た。ハープの心地よい音色とショールの

やさしいあたたかさになんだか安心し

ました。ハープ鑑賞をして、改めて、世

界中の人に支えられていること、自分一                     

人ではないこと、感謝をすることをふり

返ることができた良い機会になったと思いました。 

 

 「EEC 支援者の皆様へ」 

中学生の母 長谷川 芳枝 

 この度は「祈りのたて琴」に支援者の

方々と集い、キャロル・サックさんのハ

ープと歌による生きた祈りを私どもの

子供達と一緒に聴き、心を癒す時を過ご

すことが出来、本当に皆様に感謝してお

ります。  

 海外から送っていただいた暖かいシ

ョールに包まれ、ハープの音色に私は涙

が止まりませんでした。穏やかなひと時  



を過ごすことが出来まして、本当にありがとうございました。 

 あの日の震災の津波で私たちの住む家も流されました。漁業の養殖施設、機

械、船など全てを失い、悔しく、とても悲しかったです。でも、私たち家族の

命は無事でした。 

 全国の多くの方々から多くのご支援をしていただきました。皆様の心からの

ご支援を思うと涙が止まりませんでした。 

私達の住む唐丹町は漁業をしている家が多く、歴史、文化がある所です。 

 今、長男が震災のストレスで夜、眠れなかったり、あの日の津波に呑まれる

夢を見たり、かなしばりで心を痛め、薬を飲む生活をしています。親としては

ただ見守るしかできず、ふがいない自分がやりきれません。しかし、私の息子

にも将来の夢や希望があります。一日も早く、息子が笑顔になれる日がくるよ

うに、母親として家族で頑張り、一歩一歩前へ進んでいきます。 

来春は受験です。息子が希望の花を咲かせる事が出来ますように、願うばかり

でございます。 

 全国の皆様からいただいたご恩を一生忘れません。子供達に安心、安全で楽

しい高校生活や生きていて良かったと思える人生を送らせてあげたいと思って

います。 

 寒さも日毎に増し、何かと気忙しい頃となりましたが、全国の EEC 支援者の

皆様、どうぞ、ご健康でよいお年を迎えて下さいますように。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【12 月 1 日から 12 月 31 日までの支援者 53 名 通帳記載通りの表記で記載】 

齋 巌、高木道子、右原君江、伊藤順子、及川登美子、山本和子、宮城英子、松岡喜美子、下村達志 

狩野喜美子、橋本眞弓、藤本日出子、内山武、城戸誠、城戸梢、アラヤマサオ、スズキタモツ、高木健

一、アベトシユキ、吉田朋子、高柳裕美、高木健一、近久美子、中沢礼子、田牧栄子、等々力美津子、 

葉山ヨシ、本木敏、本木英子、矢尻操江、山田涼子、宮本満里子、田沢洋子、中沢哲、高橋則子、広沢

三子、佐藤貴和子、齋藤ツメ、堀玉江、松本美恵子、ヤマダカズヨ、高舘千枝子、菊地法子、名古屋市

匿名、谷田裕子、佐藤宗純、佐藤順子、星 司、清原順子、前澤和子、伊藤富美子、荒川萃代 

 

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

【生活物資提供者敬称略】2７名 

山田涼子、岩崎君子、高橋則子、橋本眞弓、堀泰雄、清原順子、齋藤ツメ、星野千佳、濱田澄子、星野

千佳、徳江雅子、大田茂子、岩崎喜美子、濱田澄子、堀泰雄、高木道子、高橋貴子、長谷川啓子、西村

友美、志村裕子、福本真美恵、中沢礼子、高橋信一、高橋則子、伊藤富美子、井原京子、右原君江 

【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） 

【山田尊喜ちゃんの様子について】 

尊喜ちゃんはこの寒さで風をひき、肺炎、喘息で 12 月 3 日に入院しました。12 月 30 日、3 歳の誕生

日をむかえます。皆さんと共に、尊喜ちゃんの回復を祈ってます。尊喜ちゃん、頑張ってください。 

 

              支援物資を受け取って下さった方の感謝のメッセージが届きました。 

★ 全国からの心温まる品々を私達へ送ってくださいまして感謝します。ありがとうございました。 

                               （上中島町仮設住宅 50 代女性） 

 

★ 一日一日寒さが増してきました。この度、全国の心温まる品を戴きまして本当に心より感謝してお

ります。元気に頑張って行きますので ありがとうございました。 （上中島町仮設住宅 66 歳女性） 

 

★ 仮設住宅に住みながら、皆それぞれ、震災のストレスを抱えている中、手作りの品等、心のこもっ

た贈り物に感謝しております。ほんとうにありがとうございました。（上中島町仮設住宅 45 歳女性） 

 

★ 寒さを感じ心細くなって来た此の頃、心温まるご支援ありがとうございます。大切に使用させてい

ただきます。（上中島町仮設住宅 64 歳女性） 

 

★ ありがとうございます。これからの寒い冬をあたたかい毛布ですごしていきます。 

  頑張りますので！（54 歳女性） 

 

★ おいしいお茶をありがとうございました。（50 代、60 代、70 代、80 代、90 代男女多数） 



 

★ 大変助かりました。ありがとうございました。（30 代女性） 

 

★ 色々なものを頂きありがとうございます。本当にたすかります。（70 代女性） 

 

★ 色々いただいて本当にたすかります。ありがとうございます。（78 歳女性） 

 

★ たくさんいただいて ありがとう。（70 代女性） 

 

★ とても あたたかく たすかりました。（80 代男性） 

 

★ ありがとう！（90 代女性） 

他、たくさんの仮説住民の方々からも本当にありがとうございますと、言葉をいただきました。 

                      （支援物資受付ボランテア 長谷川芳枝さんの報告） 

 


