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             「唐丹 116 人の子ども支援ツアー」報告 ５（最終）  

―私が見た唐丹町―  

  「末永くお付き合い、させてください。」 

         松岡喜美子  埼玉県狭山市 

          【花
け

露
ろ

辺
べ

の堤防に立つ松岡喜美子さん（左）】   

 

6 月中旬、唐丹支援ツアーに参加させて頂きました。 

東北はトンネルの中、あの惨状のままでした。 

 

その中で、子ども達は勉強を頑張る、部活を頑張ると、 

積極的で活気溢れる授業でホットしました。 

 



両親、家族の思いやり、優しさの中の底力、    

町内、組合の団結、 

働いている姿を見ているからです。 

 

仮設に住む方、漁師の方々は精神的に 

迷いながら夢中で過ごしたこの一年余り、 

私達はどんな言葉を 

かけられるでしょう。 

胸が痛みました。 

 

  涙を流した方々に「頑張って」の 

言葉は充分なのですから。 

 

 

 

 

 東北人魂を応援し、 
 

一人でも多く支援の輪を広げ 

唐丹小中学校の 

子ども達が     

健やかに成長する事を願って 

末永くお付き合い    

させて頂きます。 

 

 



    支援ツアーに参加して思ったこと 

 

             嶋田 弥生  東京都杉並区 

  

 支援ツアーに、参加させて頂きありがとうございました。 

自分のしたことが、どのようになっているのか知りたい。本当に

役だっているのか知りたい・・・と思っていた所、右原さんより

紹介して頂いて、また、この目で確かめる機会までもてて良かっ

たと思っています。倉庫に山積みになっている物品ではなく、個

人の１枚のスラックスを喜んでもらえる。 

そんな支援をしたいと思います。 

 

高舘さんは、大変かと思いますが、今後もよろしくお願い

します。パワーに圧倒されました。 

また、１年以上もたっているのに、復興がこんなにも遅れている

という事を実感しました。 

 

科学も工業技術も進んでいる日本で、なぜ、車の山や木材の

山等がこんなに残っているのか？ガレキと言ったら申し訳ないのだがものすごく原始的な方法

で、土とゴミをふりわけていたのには、びっくりした。あと何年かかるのだろうか・・・。 

１年後、また様子をみたい・・・・と思いました。 



第 2 回 唐丹小中学生と支援者の集い 

「唐丹サンタルチア」 

 

     
              【 「第一回 唐丹小中学生と支援者の集い」2011 年 12 月 13 日 】 

 

１．日時： 2012 年 12 月 13 日（火）13 時 40 分から 14 時 30 分 

２．会場： 唐丹中学校体育館  

      （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。 

唐丹町にお住まいの方、EEC 教育支援者。 

４．内容： キャロル・サックさんのハープ演奏 

アメリカとＥＥＣ東京から届いたショールを被災者に贈る。 

（小学 1 年生と唐丹小中学校新任教職員、初めて参加する唐丹町の方のみ） 

    ５．参加申し込み期限  平成 24 年 12 月 5 日（厳守） 

６．問合せ：  高舘千枝子（〒028-3603 岩手県紫波郡矢巾町西徳田 7－7） 

Tel/019-697-3851 E-Mail/tchieko@cocoa.ocn.ne.jp 

 

― 開会セレモニ（11：45～12：30）― 

１．開 会        （司会：高舘） 

２．参会者自己紹介 

・唐丹小中学校長、副校長 

・唐丹小中学校父母代表 

・内川尊喜ちゃん祖父母 

・盛岩寺住職 三宅俊禅様 

・唐丹町関係（下村惠寿さん、小白浜代表   

者、花露辺代表者、大石代表者） 

・長谷川（間瀬）恵美氏 

・キャロル・サックさんと娘さん 

・支援者の方々、調理をお願いした方 3 名       【2011・12・13 の開会セレモニー】         

３．支援金、お見舞い等の授与             

小中学校長、小中学校父母代表、内川利久さん、小白浜代表者、花露辺代表者 

大石代表者、盛岩寺 三宅俊禅様（津波犠牲者 24 名にお見舞いの品）、下村惠寿さん 

４. 昼 食 参加者全員で唐丹町の方が用意してくださった昼食を頂きます 

（＊釜石以外からの参加者は、朝９時に盛岡駅から車に分乗して参加します。） 
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唐丹小中学校教育支援に携わって 

 

 

「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」（ローマの信徒への手紙 12 章 15節） 
 

 
「唐丹

と う に

小・中学校の子どもたちが、死という現実から目をそむ
けず、力強く生きてほしいと願いつつ、穏やかな祈りをもって希
望へと歩む手助けをさせていただきたい」という思いで企画した
のが、唐丹・サンタルチアです。12月 13日は、キリスト教国 Sweden
では「ルシア祭」といって、希望の女神の到来を祝う日なのです。
そこでは、子どもたちの心を癒すための、祈りの時間、そして「死
者と生者の絆」を確認する慰霊・鎮魂

ちんこん

、そして未来へと前進して
生きる人々の希望の絆が紡がれます。 
 
  
 震災後、子どもたちはたくさんの恐怖を体験しました。地震の
恐ろしさ、津波の恐ろしさ、原発の恐ろしさ…。また、たくさん
の「死」を体験しました。身近に見て、嗅いで、触れて、感じた
残酷な「死」、それはそう簡単に受け止められることではありま
せん。「スピリチュアル・ペイン」（spiritual pain 精神的な傷、
魂の痛み）はデータに換算できません。気持ちの整理がつくまで
には長い時間がかかります。そういう過酷な状況の中で、宗教者
の果たすべき役割は何なので しょうか？ 

【2011・12・13 の唐丹小中学生と支援者の集いで】            
 

 契約や業績原理、データに基づく社会的役割ではなく、それ以上に個人の内面の心の救済、
魂への配慮に携わる事のみが宗教者の果たすべき役割なのだと信じています。つまり、個人に寄
り添い、個人の心を心として、その魂への配慮をすることが微力ながら宗教の社会貢献に繋がる
と思います。 

 
 
日本の将来を担う子どもたちに生きる勇気と希望を与えること、子どもたちの魂に潜む小さな

希望の種に水を注いで養育すること、そのために、相互信頼のもとでエキュメニズム（諸宗教一
致）による協同の活動が、いま私たちに是非とも必要とされている、そう信じて企画しています。
宗教者は、人々の精神的復興を願います。そこには「待つ」という忍耐の時間が必要です。私は、
ひとりの小さい宗教者として、子どもたちが「忍耐して希望の女神の到来を待つ」ということの
大切さを魂に訴えたいと思いました。 

 
  
隣人（となりびと）への苦しみ・痛みに共感し、

手を差し伸べること、それは、「絆」が結ばれる第
一歩です。弱さ・痛み・苦しみの共感から絆を結
んでいくこと、これが spiritual careの第一歩で
す。 
被災地を案じつづけ、被災された人々の苦しみを
忘れないこと、見捨てないこと、祈り続けること。
祈りは、宗教の実践行動の一つです。そして、共
に祈ることは希望を共有することであり、それが
社会を変える原動力になると私は固く信じていま
す。 
 
 そうした祈りを胸に、長谷川（間瀬）恵美とキ
ャロル・サックは今年も、唐丹小・中学校に伺い   

ます。                         【キャロル・サックさん】  

どうぞ、ご参加くださって共に集い、祈りの時を 
共有して下さい。 

 
  

桜美林大学人文学系宗教学専攻准教授 長谷川（間瀬）恵美 
Lyra Precaria(祈りの竪琴) ディレクター キャロル・サック 



 

【10 月 1 日から 10 月 31日までの支援者 29 名 通帳記帳通りの表記で記載】 

齋 巌、村山代利子、伊藤富美子、右原君江、（掘泰雄フランス講演地：Angers 、Le Roch sur Yon、 

Brive,Toulouse,Tarbe  ）、フランス人匿名、堀泰雄、岡山県匿名、松岡喜美子、日本エスペラント協会全

国大会、堀泰雄、菊地定則、埼玉県匿名、内山武、高木健一、町田浩子、須田希江子、橋口成幸、齋藤ツ

メ、堀泰雄、堀玉江、高舘千枝子、高根澤貴美子、井上和枝、岡山県匿名 

【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の住所。 

★〒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露辺 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） 

★物資支援者：松岡喜美子 

② 長谷川芳枝さん「東日本大震災語り部 」活動中 

（〒020-0103 岩手県盛岡市西松園 2 丁目 13-3 tel:080 5565 0145） 

・東日本大震災で被災し家屋、家業の漁船等、全て津波に流されました。 

・2012 年 3月まで釜石市内の仮設住宅で生活。 

・2012 年 4月。息子の高校入学を機に盛岡市に転居。 

・2012 年 8 月 30 日（木）NHK 総合・盛岡「おばんです岩手」-あの日あの時-に出演。 

・2012 年 9 月 11 日、震災から 1 年 6 ヶ月を機に「東日本大震災語りべ 」デビュー。 

・「東日本大震災被災経験の話を聞く会」を各地で行い、被災者の悲   

しみ、苦しみを少しでも分かち合っていただきたいと思います。 

③『世界の旅人堀さんのエスペラント気ままエッセー２』発行 

 著者：堀 泰雄 発行所：ホリゾント出版 定価：本体 1300 円 

第 1部 東日本大震災 

第 2部 エスペラントの旅 

第 3部 学生大好き非常勤講師日記 

第 4部 18歳の真弓さんと交換メール 

全 270ページ中、第 1部が全体の 3分の１（１００ページ）に及んで

おり、堀さんの東日本大震災への思いの深さがうかがわれます。 

注文・堀泰雄（tel/027-253-2524 ・高舘 千枝子(tel/019-697-3851) 

             EEC 東日本大震災教育支援活動 

                 EEC 通信 30 号 

               2012 年 10 月 31 日発行 

 


