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              「唐丹 116 人の子ども支援ツアー」報告 ４  

―私が見た唐丹町― 

  

[ 東北支援ツアーに参加して ]    

右原 君江  東京都江東区 

 

唐丹の教育支援をはじめてから、今回で３回目、同じ唐丹町を訪れて

います。東北地震への支援を続ける自分自身のためにも、エスペラント仲

間からの呼びかけに賛同して参加しました。 

復興がどのくらい進んでいるのか、自分の目で確かめることが目的のひと

つでもありました。 

25 日は、気仙沼、陸前高田に行きました。 

26 日は、釜石駅で、長谷川さんと唐丹の協力者の迎えの車で、唐丹

小学校、唐丹中学校を訪問しました。各校長先生からこどもたちの実態や

活動状況を聞くことができましたし授業も見学できて、よかったです。 

学校の下にあるお寺の本堂にあがり、住職から、お寺の被災状況や

唐丹における、３つの大きな津波の歴史を聞くことができました。唐丹は、

津波の災害なしの生活は考えられない。だから、「大津波の伝える碑」を大切にしている。津波がこ

こまできたという印をとして、東北地震の石碑がきざんであった。子々孫々伝えることが命を守るこ

とでもある。 

そのあと、新造船の進水式が行われるというので、見学した。大漁旗がいくつもはためいて夕日

にかがやいていた。漁師さん達の願いが、かないますようにと思った。紅白の祝いもちを頂いた。花

露辺（けろべ）は、下村さんの家のあるところで床上浸水の被害と言われて、実際にその場にたち、

周囲の景色を見たら遠くに海がみえた津波の高さを想像できた。そのあと、大石部落に住んでいる仮

設住宅４件を見舞ったら、お礼にたくさんの、昆布をもらってしまった。ありがとうございました。     

夕方暗くなって、釜石市街から離れた、根浜海岸にある宝来館という４階建ての旅館についた。 

唐丹中の卒業式の時に、ここで昼食会をした。その時は、まだ修復が終わってなくここまで津波がき

たという印が、2F の壁に見た。今回は、玄関もきれいに片づいてステキなホールになって営業して

いた。 

夕食では、女将さんからの被災活動と現状の説明があった、その中で今は負の連鎖ははじまっている

ことと、仮設住宅の孤独者に対しての希望という、「憩いの店」が開店していることが強く印象残り



ました。 

翌日は、下村さんが岩手日報

にのっていた、ウニ取り名人を紹

介してくれた。ウニの捕る所が見

える場所に案内してくれた。その

時、長谷川さんは夫婦でけんかし

いしい捕っていたことを、生き生

き語っていたのが目に浮かぶ。 

 

大槌の漁港では、「ひょっこり

ひょうたん島」のモデルになった

島が見えました。女性が 2 人で、  【箱崎半島、白浜漁港で三浦憲男さんから震災時の話を聞く】          

カキを洗ってからカキについているいろいろな種類の貝に分けていた。労働の仕事場を見るとほっと

します。少しでも港に活気がでるといいな・・・・お昼は復興食堂を利用した。 

 

その後、釜石市上中島という仮設住宅の長谷川さんが借りていた家で、高舘さんの手作りフルー

ツケーキとジュースで、支援ツアーの乾杯と住民の人達も参加して、交流ができ少し気持ちが同じに

なったかなと思いました。東北人は、つつましくて、がまん強い、内に秘めたやさしさにふれて、逆

に元気をもらったような気分でした。 

 

今回訪問した気仙沼、南気仙沼駅周辺、陸前高田、唐丹、大槌、花露辺、大石部落、箱崎半島、

釜石、釜石市上中島仮設住宅、地震から１年４ヶ月たっているが、まだまだ、３月１１日の災害の後

が、たくさん残っている。 

 

 

 

どこも美しい三陸リアス海岸が、 

がれきの山が続いていた。 

自然の畏敬を忘れず 

美しいふるさとが元の形にもどるまで、 

忘れてはいけなし、 

私のできることを 

続けていくことだと思った。 

 

 



 

第一信（5 月） 唐丹のわかめが縁  
   （レーズングランマ 埼玉県春日部市） 

 

     

【左からわかめ組合本部長 千葉 茂さん、佐々木憲侑さん、レーズングランマさん】 

 

先の毎日新聞記事（2011・6・27 高舘募金記事）を見た時、「わかめの唐丹！？ 私は、わかめ

は唐丹産ばかり食べている。（埼玉県コープで購入）」と、その唐丹に心が向きました。 

震災後、何も出来ずにいる自分に落ち込んでいました。そんな折、高舘さんと出会え「やっと、何かが

自分にも出来る！」と思いました。 

 

わかめの唐丹 → 毎日新聞記事 → 高舘さん → 唐丹 → わかめ → 繋がる縁をとてもかんじ

ています。これからもこの縁を大切にしていきたいです。 

 

 唐丹町本郷の桜並木（「新日本風土記・桜前線絶景 2012・5・3NHK」の放映を全国の皆様方が見、心

を寄せて下さったと思います。私もその一人です。 

 

 

来る 6月のツアーにはその並木路と唐丹わかめの海を見たいと思います。 

       

  

 

 



 

第二信（７月） 唐丹のわかめが縁  

         

                

【大石地区訪問：畠山和信さん、レーズングランマさん、大向惣三さん】 

 

「つなげよう日本」  

の、ロゴマーク入りの新幹線に乗り、一泊二日の釜石・唐丹・大槌への旅に出ました。 

晴れた日も、雨の日も、そして星空も、どんな空も、日本中、世界中つながっています。 

そして海も・・・・。まるい地球を一周すれば原点にたどりつきます。つながっています。 

日本中、世界中の人たちと手と手をとりあって、今日も、明日も、幸せになるために、もっと 

 「つながろう！」  

そう思った旅でした。 

帰路にも 

「つなげよう日本」 

   の文字がありました。 

 

 埼玉県・レーズングランマより 



長谷川
（ 唐 丹 町

芳
片岸

枝
出身）

さん
 

 “語り部” デビュー 

 昨年、3 月まで釜石市上中島仮設住宅に住み、全国各地の

支援者から送られた物資の配布ボランテイアをしてくださっ

た長谷川芳枝さんが、転居先の盛岡市松園の主婦の集会で「被

災経験を聞く会」の講師依頼を機に、東日本大震災の語りべと

してデビューしました。 

漁業を生業としていた長谷川さんは、東日本大震災で家屋

船、車など全てを失いました。そして、息子さんの高校入学を

機に、漁業をやめ、盛岡に転居する道を選びました。 

9 月 11 日。「被災経験を聞く会」の講師依頼があり、企画

者の新井田けい子さん、阿部静子さんに初めてお会いしました。 

奇しくも、震災から 1 年 6 ヶ月に当たるこの日、このよう

な機会に恵まれた事は、自分に課せられた使命と感じ、東日本

大震災の“語りべ”となる事を決意しました。 

9 月 24 日（月）、長谷川芳枝さんは語りべとして 16 名の集

会で、「被災経験」を話されました。その後、お茶とお菓子を

いただきながらの懇談会が和やかに夕方まで続きました。 

 

          [ 長谷川 芳枝さん！松園へようこそ。] 

                   阿部 静子 (盛岡市松園) 

 

震災から 1 年 6 カ月、内陸に住む私達は、震災後 2～3 日寒い思いと不便

を感じただけで、間もなく元の生活に戻り、震災の事を忘れかけておりました。 

しかし、被災した多くの方々が元の生活に戻るには、これから何十年とか

かることでしょう。 

震災の恐ろしさは、一生忘れてはいけないし、語り継いでいかなければなりま

せん。それが生き残った方々の務めであり、震災で亡くなった多くの方々への

供養であると思います。 

第一回 語り部集会 

 「 浜のかあちゃんの声を聞く 」 
                講 師 ： 長谷川 芳枝  

日 時：2012年 9月 24日 午後 1時 30分～4時 

                会 場：街かどギャラリー『にい山』（盛岡市松園 3-3-1） 

 



目の前で自分達の家が流される様子を見

たこと、学校帰りに右と左に別れて帰った友

人が帰らぬ人となったこと、肉親や全ての財

産を失った人のこと・・・など、信じられな

い話をたくさんお聞きし、驚きの連続でした。 

長谷川さんはじめ、被災された方々は、

それぞれ心に深い傷を負ってしまいました。 

心の傷が癒えるまでには、静かな環境と多く

の時間が必要と思います。 

松園地区は、地盤が硬く、地震があってもそ 

れ程揺れを感じませんし、津波や水害の心配もありません。良い人ばかりです。どうぞ、心穏やかに

お過ごし下さいませ。 

 

 

             [長谷川さんをお迎えして] 

                              新井山 けい子（盛岡市 松園） 

 

「皆さん、はじめまして。私、長谷川芳枝と申します。」と、とても歯切

れ良く、力強い口調で、時々、笑顔さえ見せながら一生懸命話してください

ました。 

 長谷川さんは浜のお母さんらしく、日焼けした顔に白い歯がとても印象

的でした。 

聞いているみんなの方が、顔色が悪く、涙をおさえていました。 

今回を機に、沢山の人に聞いてもらう機会が出来たらいいな、と思いま

した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長谷川さんの語り部に聞き入る、主婦の皆さん】                        



 

              EEC 東日本大震災教育支援プロジェクト 

EEC 通信 29 号 

               2012 年 9 月 30 日発行 

【9月 1日から 9月 30 日までの支援者 33名 通帳記帳通りの表記で記載】 

齋 巌、藤本日出子、松岡喜美子、右原君江、村山代利子、岡山県匿名、池田りょう子、内山武、町田浩子

埼玉県匿名、高木健一、高舘千枝子、掘玉江、掘泰雄、新井山けい子他 16名、埼玉県匿名、井上和枝 

【支援金振込み先】 郵便口座  記号：18390 番号：13087781  高舘千枝子宛 

【お知らせ】①支援物資を受け取り、必要な方に配ってくださるボランテイア 

★〒026-0041岩手県釜石市上中島町 3-4上中島仮設住宅 27-4 柏山セツ（TEL:0193-25-3378） 

★〒026-0041岩手県釜石市上中島町 3-4上中島仮設住宅 28-5 佐々木政代（TEL：090-3369-2093） 

★〒026-0121岩手県釜石市唐丹町花辺辺 127-2 下村惠寿（TEL：0193-55-3031） 

★〒026-012１岩手県釜石市唐丹町大石字向 54大石仮設住宅 1-1大向惣三（TEL：090 2367 6084） 

② 唐丹支援の輪は [ 漣
さざなみ

] となって 

★赤澤 典子さんから （岩手県盛岡市） 

 9月 1日、盛岡二高の文化祭の白梅コナー、白梅同窓会特別企画展「想いをつなぐ 復興支援を

支える白梅同窓会 」に、EEC活動の一部を展示させて頂きました。高館さんの心からのメッセ―

ジと昨年、12月 13日の「唐丹小中学生と支援者の集い」で行われた“リラ・プレカリアとプレヤー

ショール”を紹介しました。祈りのショールを手にした人は感慨深く見てました。 

震災への支援、いろいろの視点から、継続の想いを育てることが大切と思ってます。 

★町田 浩子さんから （東京都東村山市） 

 はじめまして…狭山市の松岡喜美子様と 9/9-12にお四国 88ヶ所巡礼拝でご一緒になり、高    

舘様のこと お聞き致しまして、とても感動いたしました！ 宝物のお子達に少しでも手助けできま 

すこと心嬉しく、ほんの心ばかりの私の気持ちを…振込みました。これから長いお付き合いをさ 

せていただきたく、何とぞおよしくお願い申し上げます。どうぞお大切に。9/14夜。 

★岩手県公立学校退職校長会から（本会事務局 菊池 成夫） 

 9月 13日の岩手県公立学校退職校長会は、第 39回件研修・花

巻大会で「東日本大震災に係わる鎮魂・復興の歌」を制作発表

しました。EECはこの趣旨に感動し、日本全国のみならず世界

にも呼びかけ「3013・3・11に鎮魂の歌を歌う」ことを計画し、

只今準備中で、11月に HPに掲載する予定です。 

★ 長谷川芳枝さん「東日本大震災語り部」デビュー 

・唐丹町片岸出身。（現住所：〒020-0203盛岡市西松園 2－13－3） 

・2011 年 3 月 11 日、東日本大震災で被災。 

家屋、車、家業の漁船等、全て津波に流される。 

・2012 年 3月まで釜石市内の仮設住宅で生活。 

・2012 年 4月、盛岡市に転居。 

・2012 年 9 月 11 日、「東日本大震災語りべ 」デビュー。   

【左から新井山けい子さん、長谷川芳枝さん、阿部静子さん】  

「長谷川芳枝 語り部活動」サポーター（語りべ依頼受付等） 

新井山 けい子 〒020-0107 岩手県盛岡市松園 3-3-1 街かどギャラリー『にい山』（tel：019-601－4121） 

阿 部 静 子 〒020-0107 岩手県盛岡市松園 3-4-11（tel：019-661-3092） 
 

平成２４年 ８月２０日 釜石市立唐丹中学校 平成２４年度 学校だより『 不 撓 不 屈 』   

発行  釜石市立唐丹中学校 
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発行  釜石市立唐丹中学校 
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○ 今 

・８月２６日 

釜石・大槌地区駅伝競走大

会 

 


