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唐丹町と EEC のつながりも…
―いっそうの繋がりを求めて―

震災から 2 度目の冬を迎えようとしております。
6 月に「唐丹町 116 人の子ども支援ツアー」以来、唐丹町の皆様との繋がりが出来たこと、深謝です。

１唐丹町花露辺にお住まいの、
下村惠寿さんが私達ツアー参
加者を唐丹町内の被災状況、
漁業復興状況の見学はじめ観
光ガイドまでして頂きました。

２盛岩寺住職 三宅俊禅さ
から「唐丹町の津波の歴史」を
お聞きした事。
【唐丹町花露辺地区を堤防から望む】

3 訪問先の小白浜地区、花露辺地区、大石地区の皆様と心温まる交流ができた事。
EEC

はこの思いを出来るだけ長

く持ち続け、形に残しながら支援活動を
展開できる事を願い、その方法を模索し
ておりました。そんな思いで過ごしてい
た 9 月、岩手県退職校長会が「鎮魂の
歌」を制作発表したのです。
「歌は全世
界を結ぶ糸、一緒に鎮魂の歌を歌いま
しょう！」と全世界に呼びかます。支
援者の堀 泰雄さんがエスペラント語で
世界中に呼びかけてくださいます。
（詳細は、特集「鎮魂の歌」を検索してご覧下さい。）

【ガイドをして下さる下村惠寿さん（中央）
】

2011・3・11 東日本大震災犠牲者に捧げる

「鎮魂の歌を歌おう」
―国内会場 唐丹町盛岩寺―
2012 年 9 月、岩手県公立学校退職校長会が「鎮魂の歌」を制作したことを知り、EEC はこの歌が
長く歌われ、子ども達に、これからの社会を創る原動力なって欲しいと願い、「鎮魂の歌を歌う会」
を企画しました。この歌は、Projecto Jupitero（木星プロジェクト）によって You Tube,ニコニコ
動画に公開されました。
東日本大震災と福島県の原発事故は世界中に大きなショックを与えました。被災した方々のこの先
の長い苦しみ、悲しみを思うと語りかける言葉も見つかりません。辛いですが、これが現実です。
私達は被災した方々を思い続け、「鎮魂の歌」を歌う事で、エールを送り続けます。
岩手県釜石市唐丹町盛岩寺での「鎮魂の歌を歌う会」に多くの方の参加をお待ちしております。
＜鎮魂の歌関連ホームページアドレス＞

http://www10.plala.or.jp/yasnoli/（EEC: 特集「鎮魂の歌」）
http://www.nicovideo.jp/watch/sm19386293（ニコニコ動画）
http://youtu.be/zvIL_gbTsK4 (YouTube)

国内会場
１、日 時
２、会 場
３、所在地
４、その他

岩手県釜石市唐丹町盛岩寺のご案内

2013 年 3 月 13 日（水）午前 11 時 4５分から
盛岩寺本堂
〒020-0121 岩手県釜石市唐丹町小白浜 453 番 （TEL：0193-55-2174）
・演奏会終了後、参加者全員で昼食（有料）をはさみ寺務所、境内で懇談をします。
・アクセス ①東北新幹線 新花巻駅下車
釜石線新花巻駅発 9：19（快速はまゆり 1 号）→釜石駅着 11：04
②東北本線 花巻駅下車
釜石線花巻駅発 9：12（快速はまゆり 1 号）→釜石駅着 11：04
③釜石駅から唐丹町盛岩寺までタクシー（約 20 分）

エスペラントによる震災支援活動
堀

泰 雄

大震災が起きたとき、誰もが「自分はどう貢献で
きるか」を考えたに違いない。しかし考え付くのは、義
援金を出す、元気なら被災地へボランティアに行く、あ
とは、せいぜい「関心を持ち続ける」ということになっ
てしまう。私も、当初はこの義援金派だったが、悶々と
しているうちに、自分が生き甲斐にしているエスペラン
ト語で、他の人とは全く違う支援が出来ることに気づい
た。
エスペラント語は、1887 年ポーランドの眼科医ザメ
ンホフが、国際交流の手段として創案した国際共通語で、
今年は発表 125 周年になる。やさしく学べ、美しく、国
境を越えて愛と友情を育む素敵な言葉で、今では世界で
100 万人が、エスペラントを使ってさまざまな交流をし
ている。世界中に連絡網があるのが強みで、インターネ
ット時代になって、この「網」は更に細かく世界中に広
がり、しかも瞬時にその隅々まで届くようになった。
大震災が起こった直後から、私のパソコンには世界中
からお見舞いの言葉が入ってきた。原発事故も起こった
から、世界の関心は強いが、所詮はマスコミの関心内の
報道で、海外エスペランチストは、直接の、生の情報を
知りたがった。私はこの声に応えようと決心して、最初
の一ヶ月は毎日、その後は週に 2－3 回、その後は少し
間遠になったが、2012 年 3 月まで、絶え間なく日本の
情報を送り続けた。そして友人たちは、それぞれの持っ
ているメーリングリスト、ホームページやブログ、ある
人は翻訳して地元の新聞に売り込むなど、さまざまな手
段で、私からの情報を広げてくれた。
報告は、震災の被害と悲しみ、立ち上がる人々、原発
事故のその後、政府の対応、人々の反応、更には私の
創作童話「飯舘、ぼくのゆめ」など、さまざまな分野
に及び、多くの人を感動させてきた。それで、昨年 9
月に、最初の 3 ヶ月分を収録した「堀さんの震災日記」
がベルギーで出版され、今年 6 月には、この一年間の
すべての報告を収録した全文エスペラントの「日本か
らの報告（大震災）」
（Ａ５判 432 ページ）が日本で出
版され、今世界のエスペランチストが読んでいる。現
在も「震災 2 年目の報告」を送付中で、来年 5 月には、
続編も予定している。

私は、もと英語の教員だが、このような報告活動は英語
では絶対に出来ない。なぜなら、英語学力の問題や報告や
出版物を広める手段がない、などの問題があるからだ。私
の報告活動は、エスペラントでなければ出来ないユニーク
な支援活動であった。
2008 年から毎年、私はフランスへエスペラント語での講
演活動を行っているが、昨年の主なテーマは、当然のこと
ながら「大震災」になった。映像が必要と思い、津波の写
真などは雑誌から、その他私自身が訪問した釜石、大槌、
仙台などの被災地の写真を組み合わせスクリーンに映し、8
か所ほどの町で講演した。小さな町が多かったが、以前オ
リンピックが開かれたグルノーブルでは、40 人ほどの座席
の喫茶店が 70 人の参加者でぎっしりになり、ドアの向こう
にも人が立つほどだった。
講演では、必ず、岩手県のもと高校教師が始めた「釜石
と う に

市唐丹の子ども 130 人を支援する活動」に触れ、中学校に
掛けてあった「唐丹中学 5 つの誓い」（目、耳、口、手足、
心を他の人のために使おう、という趣旨）を紹介し、そう
いう気持ちで、日本人はこの大災難に立ち向かっている、
と話した。そして最後に一言「余裕があれば支援してくだ
さい」と訴えると、必ず講演の後に何人かが静かに近寄っ
てきて、10 ユーロ、20 ユーロと手渡してくれるのだ。これ
には、本当に心が暖かくなり、いつも胸にこみ上げてくる
ものがあった。この講演旅行では 7 万円が集まった。
講演に参加したマルセーユの小学校の先生は、自分のク
ラスの子どもに、毎月作品を仕上げさせ、それを唐丹小学
校へ送ってきている。これに応えて、唐丹からも作品が送
られ、小学生同士の国際交流が、エスペラントを仲立ちに
して始まっている。
この 9 月にも 20 日間ほど、またフランスへ講演に行く。
この一年間に私は、釜石には 4 回、福島原発の北の南相馬、南のい
わきなどにも行ってきた。それらの新しい情報も加え、原発大国の
フランスで、原発の危険性を訴えたい。「エスペラントは言語おた
くの趣味」と、昔は思っていたが、実は、世界を変える、平和な世
界を作る大きな力があることを実感したこの一年であった。
執筆者略歴
1941 年生まれ、もと高校、大学の英語の教員、一般財団法人日本エ
スペラント協会副理事長、もと世界エスペラント協会理事

【11 月 1 日から 11 月 30 日までの支援者 16 名
齋

通帳記帳通りの表記で記載】

巌、村山代利子、松沢有奈、右原君江、埼玉県匿名、松岡喜美子、赤澤典子、内山武、橋口成幸、

高木健一、町田浩子、高舘千枝子、高木道子、嶋田弥生、堀泰雄、堀玉枝

【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）

② 長谷川芳枝さん「東日本大震災語りべ 」活動中
（岩手県盛岡市西松園在住、釜石市唐丹町片岸出身）

・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西松園に転居。
・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。
・盛岡市内とその近郊を中心に活動。要請があれば県外にも行きます。

③

唐丹小学校、いよいよ解体！
♪♪♪♪♪・・・さようなら、ありがとう・・・♪♪♪♪♪

復興への願い 「きっと・・・」
★僕はみんなに助けられたので人の役に立つ人になりたいです。
★唐丹の町が早く復興してみんなが笑顔になりますように。
★私は人を思いやる心を持って人助けのできる人になりたいで
す。
★将来は獣医さんになりたいです。理由は動物を助けたいからで
す。
★唐丹の町に笑顔がたくさん増えますように。
★おばあちゃんの病気が治りますように。
★りっぱな学校ができますように。
★家族が幸せになりますように。
★誰も病気にならないように。
（平成 24 年唐丹小校報「かもめ」/NO13/7 月 4 日(水)より抜粋）

EEC 東日本大震災教育支援活動
EEC 通信 31 号
2012 年 11 月 30 日発行

