
気仙沼大島第 2 期活動報告 
１）活動概要 

【日程】2011 年 10 月 1 日（土）～3 日（月） 

【参加者】森本ゼミの学部生 6 名、院生 1 名、学部生 1 名、RA2 名、教員 1 名 

【受入れ先】村上さん 気仙沼大島 旅館「明海荘」オーナー、PTA 会長 

 

【具体的なタイムスケジュール】 

1 日(土)  

6 :40 深夜バス組 フェリーで大島へ(その後、明海荘にて休憩) 

12 :30 新幹線組 フェリーで大島へ 

13 :00～15 :00 小中学生の学習指導 

15 :00～18 :00 小学校校庭と明海荘でレクリエーション 

18 :15～18 :45 夕食 

19 :00～20 :00 小学生とバレーボール 

21 :00～ 振り返り、明日の作業確認 

2 日(日)  

10 :00～12 :00 子ども達と交流 

12 :00～12 :30 昼食 

13 :00～15 :00 小中学生の学習指導 

15 :00～17 :00 校庭でレクリエーション 

18 :00～18 :30 夕食 

20:00～ 振り返り、明日の作業確認 

3 日(月)  

9 :30～12 :00 島内視察(龍舞崎、亀山など) 

12 :00 大島発のフェリーで気仙沼へ 

12 :30 各自高速バス or新幹線で帰京 

【内容】 

■１日目午後 

宿題やドリルを使ってみんなで勉強☆↓     

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強の後は、校庭でドッジボール♪↑ 



                   ■1 日目夜→ 

小学生と一緒にバレーボール☆ 

次は試合をしようと約束しました！！ 

 

■2 日目午後 

 

 

 

 

   ←1 日目に続いて勉強タイム♪ 

                    みんなかなり集中してます☆ 

 

 

 

 

 

■3 日目午前中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ←↑亀山から撮影した写真 

 

 

2）森本ゼミ学生の感想 

管家 佳奈美 

一番の感想としては、「楽しかった」です。ただ夢中になってしまい、振り返りの時に森本先生もおっ

しゃっていましたが、被災地で活動をしている気持ちはほぼなく、自分自身楽しんでしまったというと

ころがありました。活動前に被害を受けた場所を見ていたら尐し違ったかもしれません。知ったからと

いって特別何かができるわけではありませんが、気仙沼大島は、あの恐ろしい地震を経験して今がある

ということを再確認すること自体が大事なのではないかと思います。 

 活動でまず驚いたのは、思っていたよりもたくさんの子どもたちが来てくれたことです。これは、泊

まらせていただいた明海荘の女将さんが宣伝をしてくれたおかげということでした。子どもたちがたく

さん来てくれたおかげで、時間を持て余すことなく、全力で遊べたと思います。子どもたちは、全体的

に優しくて純粋で社交的な子が多く、初対面のわたしたちのこともすぐ受けて入れてくれたように感じ

ました。みんなで遊ぼう、というと集まってくれて、ドッヂボールやけいどろもできました。そんな風

に遊んでもらえるのが嬉しくて夢中になってしまいました。 



 勉強に関しては、まったくといっていいほど役に立てなかったと思います。勉強時間はほんの一部

であったし、こどもたちにも、何か勉強のコツや楽しさを伝えることはまったくできなかったからです。

一度でそういったことができるとは思いませんが、本当に勉強に関してわたしは何もすることができず、

ただひたすら遊んで楽しんでしまいました。せめて、同じように子どもたちも楽しんでもらえていたら

いいな、と思います。ボランティアは、自分から進んで行うものです。自己満足になってはいけません

が、自分自身が楽しめる活動だということも必要ではないかと思います。楽しい活動で、誰かも楽しく

なれたら、すごく嬉しいです。実際には分かりませんが、今回、子ども達も楽しんでくれいるように見

えました。そう考えると今回の活動はよかったのではないかと思います。 

 帰る前に、気仙沼大島、気仙沼の、被害が特にひどいところを見ました。改めて、あの震災の恐ろし

さを思い知りました。壊れるとは想像できない電信柱が真っ二つになっていたり、車が燃えて鉄くずに

なっていたり、船が陸にあがっていたり、ショックなものがたくさんありました。気仙沼は、まだまだ

がれきの撤去も行われていました。正直、半年も経っているし、もうほぼ片付いているのではないか、

と思っていたので、わたしの考えは甘かったと思いました。 

 最後に行かせていただいたぴんぽんでは、すごく温かいおもてなしとおいしいお料理をいただきまし

た。お店の方々はとても明るく元気でしたが、お店を紹介して下さった先生から、みなさん被災し、家

が流されてしまっているということを後から聞きました。そんな辛い経験をし、今現在も辛い中、東北

の方々は笑顔で元気でがんばるしかないんだ、ということを先生はおっしゃっていて、だんだんと復興

し始めているように見えても、まだまだ被災した方々は傷を負ったままで、消えることはないというこ

とに気づかされました。気仙沼を案内して下さった方もおっしゃっていたように、わたしたちは、東北

の現状やそういった気持ちをみんなに伝えていくことも必要だと感じました。知ることで変わることは

たくさんありました。わたしは、他人事に考えてはいけない、何かしなくてはいけない、と思うように

なりました。わたしが見た気仙沼の現状や、それを見て受けたショックや感じたことを周りへ伝えてい

こうと思いました。 

 

兼子 彩沙 

 私は、10 月 1 日～3 日の 3 日間で宮城県気仙沼大島での合宿を行った。このゼミ合宿で、初めて被災

地へ行くことができ、とても良い機会だった。気仙沼駅周辺は土地が高く津波が来なかったため、あま

り被災地に来た実感が湧かなかったが、港に近づくにつれ津波の爪痕も見ることができた。しかし、自

分が想像していたよりも被害が尐ないと感じた。 

1 日目は 14 時頃に大島の明海荘へ着き、小中学生の学習指導を行った。子供は 12 名ほど来ていて、

意外と参加してくれているという印象を受けた。子供たちが持参した学校の宿題を教えていたが、すぐ

に終わってしまった子が手持ち無沙汰になってしまっていた。その後 15 時頃から小学校の校庭や明海荘

でレクリエーションを行った。子供たちは明るく元気で、震災のことなど忘れてしまったかのように感

じた。そのため私も被災地という意識が薄く、子供支援としてというより一緒になって楽しんでいた部

分が大きいように思う。小学校の校庭からは仮設住宅が見え、高齢者同士が集まっている姿があったた

め、仮設住宅の中でもコミュニティがあることがわかった。夕食後は、高校生への学習支援のため待機

するが来訪はなかった。高校生に来てもらうことは、なかなか難しいと思った。 

2 日目は、午前中は子供たちと交流を行い、一緒にテレビを見る等ゆったりと過ごした。日曜日という

こともあり、中学生は午前中部活があるようだった。日曜日の午前中の時間を災害対策本部見学や仮説

訪問、講話、島内視察などに有効活用できたら良いと思った。昼食をはさみ、午後は小中学生への学習

指導を行ったが、2 日目だったためか子供たちも集中力が切れてしまっている様子だった。また、宿題を

1 日目に終わらせてしまったため、やることがない子もいるようだった。やはり、こちらからの学習支援



プログラムも必要なのかなと思った。その後、校庭と明海荘でレクリエーションを行った。夕食後も高

校生の来訪はなかった。夜に振り返りを行い、それぞれが感じたこと等を話し合うことができた。 

3 日目は、午前中に島内の視察を行った。2 日目まで活動していた明海荘や校庭は津波がきていない場

所のため、被災地の実感がなかったが、実際に島内を見て回ると津波の爪痕がはっきりとわかった。積

み上げられた瓦礫や自動車、流された家など映像でしか見たことのない光景を実際に自分の目で見るこ

とができ、改めて震災の恐ろしさを痛感した。 

初日に島内の視察を行うことができたら、被災地の支援を意識して活動に取り組めたのではないだろ

うか。しかし、それが子供たちへの良い支援や対応につながるかどうかは、わからなかった。また、参

加する子供が固定化しているように感じたため、今活動に参加してくれている子供たちから更に広がっ

ていけたら良いと思った。 

 今回は子供の学習支援ということだったため、その他の支援は行っていないが、仮設住宅や災害対策

本部、ハーティケアなどに行き、現地の方のお話をもっと聞けたら良かったと思った。 

この合宿を通して、被災地へ行き現状を目にすることができたということが大きな第一歩だと思った。

きっと一人では行動しなかったと思う。行って良かった。短い期間の中で様々なことを学び、感じるこ

とができた。最初は子供たちにどう接したらよいか、仲よくなれるか等不安に思っていたが、関わって

みるとみんな明るく素直な良い子ばかりでとても楽しかった。子供たちは不安を抱えながらも明るく前

に進んでいる。どんな悲しみや苦しみがあるか想像することしかできないが、復興を願い自分にできる

ことでサポートをしていきたいと思った。 

 

黒川 舞 

私は被災地に行ったのは初めてだったけど、何度もボランティアに行っている院生の先輩方や、いつ

も一緒に勉強している友達と一緒に行けたことで、私自身ボランティア活動に対しての不安はあまりな

く入り込めた。被災地に関してはテレビでは何回も見たが、実際に生で被災状況を見るのは初めてで、

気仙沼駅からエースポートに行くまでの間に 1 階が全て流されてしまった家を沢山見てすごくショック

を受けた。しかし、タクシーの運転手に「これでショックを受けていたら他の所に行ったら倒れちゃう

ね」ということを言われて、他の場所はこれよりももっとひどい被害を受けているということがわかっ

た。また、気仙沼の住民も自分たちの所はまだましなほうだということを思っていて、ここでも大塚さ

んが言っていた“被害が小さい所が遠慮してしまう”というような状況が生まれているのかもしれない

と思った。 

気仙沼大島の明海荘に到着したところで、私が一番印象に残ったことは“子どもたちが想像していた

よりも明るい”ということであった。津波の映像はニュースで何回も流れていたが、あの光景を実際に

見て、更に大島ではそれにプラスして大規模な火事が起こった所まで見ていれば、子どもはかなり精神

的なダメージがあると思っていたからである。もしかしたら実際はかなり精神的なダメージを負ってい

て、それを見せるまでの信頼関係がまだ私にはできていないから見せてくれなかったのかもしれないが、

とにかく大島の子どもたちは明るくて素直であったという印象が一番強い。勉強するのを嫌がっていた

子どもも数人いたが、ほとんどの子は自分でやりたい勉強を持ってきて、自分でどんどん進めていると

いう感じであった。遊びの時間になると子どもたちはすごく楽しそうで、「早く遊びたい」ということを

何度も言っていた子もいたので、子どもたちにとって私たちは“勉強を教えてくれる人”というよりも

“一緒に遊んでくれる人”という印象のほうが強いのではないかということを感じた。 

小学生・中学生くらいの子どもたちと外で遊ぶということをするのはいつ以来か覚えていないが、み

んなでできる遊びを提案したら自然と集まってきてくれて、子どもたちもいきいきと遊んでいたように

思うし、私も正直楽しかった。被災地で子どもたちと一緒に遊ぶというボランティアは、ボランティア



をする側にとってどんな心持ちでいたらいいのかが難しく、こんなに楽しんでしまってよいのだろうか

という気持ちになった。もちろん子どもたちが楽しめる遊び方を第一に考えていたが、私が楽しんでし

まったのも事実で、かといってボランティアが全く楽しそうな顔をしていなければ、子どもたちも楽し

めないとも思う。一番気になったのが周りの目で、仮設住宅で暮らしている人たちにとって、子どもた

ちと楽しそうに遊んでいる被災地じゃない大学生というのはどんな存在として映っているのだろうかと

いうことも考えてしまった。 

最終日に大島の被害状況を見て周ったが、改めて自分たちが今いる場所が被災地だということを感じ

た。初日に被害状況を見ていれば、もしかしたら色んな場面でかなり遠慮して過ごしてしまったのでは

ないかと思う。しかし、その遠慮というものは良いことなのか悪いことなのかはよくわからないという

のが正直な感想である。大島は、自分たちが住んでいる所から見ればすごく小さい島のように感じるが、

それが逆に住民同士の強い繋がりというものを作っているのではないかと感じた。また、海がとても綺

麗で海産物も美味しい所なので、観光地としてまた復興していけたらいいと思った。 

3 日間という短い間であったが、子どもたちとはすごく仲良くなれたと思う。ただ、私自身“誰かの役に

立った”という思いはあまりないように感じるし、3 日間子どもと遊んで被災状況を見て…という活動だ

ったので、なんとなくひやかしのように現地の人に思われても仕方ないかなとも思った。しかし、あの

大震災を経験して、被災地の状況をなにも知らないまま忘れていくということはしたくなかったので、

実際に被災地を見ることができてよかった。そして、今回と同じ活動でも違う活動でも、被災地でのボ

ランティア活動というのはすごく構えて行かなくても、私のような人でも行っていいのだということが

わかったので、また機会があったらぜひ行ってみたいと思う。貴重な活動ができて、私の中ですごく思

い出に残る大きな経験となった。 

 

瀧澤 愛 

今回、ゼミ合宿という形で、初めて気仙沼に行かせていただいた。 

私は、今回の合宿に臨むにあたって、「被災地」だから、という先入観を持って、色々なものを見聞き

することは、そこに現在進行形で暮らしている方々に失礼なのではないか、という気がしていて、さら

には、出発の前日まで実習だったこともあり、下調べをすることや、第一期として活動を行った方との

打ち合わせにも参加できず、一切の予備知識も、被災地に行く実感も全くないまま、気仙沼へ行くこと

となった。 

1 日目・2 日目の主な活動は、子どもとの学習と遊びで、しかも子どもたちの中では、遊びの方がメイ

ンになってしまっているようで、学習支援という名目で活動を行うことに多尐の疑問を持った。さらに

は、拠点としていた旅館の明海荘の周辺と小中学校の近辺は、被害の尐ないところだったため、私は、

被災地に来ている、という実感を抱きながら子どもと接するということは、あまり無かった。そして、

反対に、「被災地の子どもたち」という視点で接することが、果たして子どもたちにとって良いことなの

かどうか、細かな配慮や声かけができるかもしれないというメリットの反面、マイナスのイメージを持

ってしまったり、あらゆることを「被災」に結び付けて考えてしまったりするかもしれないというデメ

リットもあるのでは、と思い、よく分からなくなった。 

子どもとの関わりを通して感じたことは、子どもたちの、私たちの活動に対する考えと、まだ活動自

体が 2 回目ということもあり、私たち自身の考えている方向性との間に差があるのではないか、という

ことだった。1 回目に引き続き、私たちの訪問を楽しみにしてくれていた子もいて、また、明海荘の村上

さんのおかげで、子どもたちの人数が予想以上に多かったことは、とてもうれしかったが、子どもたち

から見て、私たちは‘遊んでくれるお兄さん・お姉さん’という感じのようで、私が思っていたほど、

勉強を、という子どもは尐なく、学習支援という形をとっていることがどうなのか、また、子どもたち



の親の目には、この活動はどう映っているのか、ということを思った。 

3 日目の午前中は、宿の人の案内で、大島の各所を見させていただいた。高台から見ると、大島の美し

い自然とともに、港の被害状況や、対岸の気仙沼の状況がよりよく見え、改めて「被災」という言葉の

重さを感じた。村上さんが、3.11 当日の様子についてお話してくださったのだが、とても悲しそう、と

いうか寂しそうで、なんとかその気持ちに寄り添うことだけでもできないだろうか、と思った。 

午後は、フェリーで気仙沼へと戻り、深夜バス組だった私は、島田さんにお世話になることとなった。

島田さんの運転で、気仙沼の被害の大きかった各所を回らせていただいた。見るもの全てが私にとって

衝撃だったのだが、特に、大規模な火災が起こった地域を見た時は本当に言葉がでなかった。ほとんど

何も無くなってしまった土地と、ただの鉄くずになった大量の車の残骸と、辺りに充満している、何か

が焦げたような臭いに、半年という時間の短さと、言葉では上手く言い表せないが、どうしようもない

気持ちでいっぱいになってしまった。島田さんは、他にも、家族でよく行っていた海水浴場や、お店な

ど、案内の途中途中で、様々なお話をして下さった。海水浴場は本当に見る影も無くなっていて、驚い

た。慣れ親しんだ土地の変化した姿を、昔の記憶と重ねて、改めて見直すことはとても辛いことだと思

うし、もし私の地元が被災地になったら、と考えると怖くなった。島田さんは「忘れないでいて欲しい。

何かしたいという気持ちを持ってもらえるだけでうれしい」と言って下さった。そのお気持ちに応えら

れる自分でありたいと思う。 

夜には、居酒屋ぴんぽんで食事をとらせていただいた。周辺は真っ暗な中、そこだけが活気に満ちて

いて、私たちが反対に元気をもらっているようだった。お店の方々の、気仙沼への愛着というか、愛情

を感じ、ここから活気が広がっていって欲しい、と思った。 

今回の合宿では、本当に貴重な経験ばかりをさせていただいたように思う。しかし、「復興」はまだ始

まったばかりだ。そして、まだ誰にも「復興」のゴールは見えていない。被災地に住んでいない私たち

は、時間が経つにつれ、震災のことを忘れていってしまう。忘れていくことは、決して悪いことではな

いし、暮らしていくのに必要なことだと思うが、被災地の方々が、忘れられない限りは、私たちも一緒

に思い出し、寄り添っていく必要があると思う。これからの復興は、私たちがひとりでに進んでいって

も、被災地に住む方々に全てを任せてもいけない。あくまで一緒に、二人三脚で歩んでいくことが重要

なのではないだろうか。 

 

浜野 夏生 

 今回ゼミ合宿として宮城県気仙沼大島へ訪れた。実際に被災地へ訪れるのは、3 月 11 日の東日本大震

災が起こった以来、初めての経験であった。私は 3 月 11 日の地震が起きた時に高速道路上にいて、突然

経験したことのない不安がよぎるような揺れを感じた。尐し高い位置にいたこともあり、外を見ると周

りの建物が見たことのないような動きをして左右に揺れていて、また外にいる人々が異様な動きをして

いたので、離れていてもパニックを起こしていることがすぐにわかった。その時は以前から警鐘されて

いたことである、東京が震源の地震が遂に起こったと思い込んでいたが、後から東北の被害状況を見て

言葉が何も出なくなった。東京にいても今までに感じたことのない大きな恐怖感に襲われたが、マグニ

チュード 9 を記録した被害が大きかった東北の人々は、揺れだけではなく津波という自然の驚異を目の

前にしてどれ程の恐怖を感じたか、私が想像することも理解もできない大きなものであったのだろうと

感じた。 

 被災者への私からの印象は、自分自身も相当な恐怖を経験したため、それ以上に様々な恐怖を経験し

たということから計り知れないような傷を心に負った人々であると考えていた。何か気に障る失礼なこ

とは絶対に言ってはならない、また人によっては震災時の事を思い出してしまうようなことは言っては

ならないかもしれないというように、自分の中で気にすることが数多くあった。ましては今回の気仙沼



大島へ行って関わりを持つ相手は子供たちであることもあり、実際に子供たちと接している最中もどの

ように接したら良いのか自分の中でずっと悩み考えていた。 

 しかし実際に溶け込んでしまうと、今まで私が過剰に気にかけていたことが恥ずかしいくらい、子供

たちは私たちを素直に純粋に受け入れてくれて、楽しんでいる様子を見ることができた。会話の間に子

供から「避難生活をしている時は何も遊ぶものがなくてつまらなかったよ」というように、震災当時の

状況を話す場面もあった。震災当時の心境を知ることはできないが、子供たちの笑顔を見ていると、元

の生活に戻っていけるように既に気持ちは前向きに進んでいるのではないか、という印象を私は感じた。 

 学習支援は長い目で見ると子供たちの助けになるが、様々な遊びをしている時の子供たちの笑顔や、

遊びに対して全力を注いで楽しんでいる様子を見ていると、私自身が学習支援を行うよりも、正直なに

か遊びを始めたくなってしまった。自粛ムードや避難生活のことを思うと、こうして全身で遊ぶという

ことは子供たちにとってはいい影響を与えるのではないかと思う。しかし、自分が持っている知識を支

援という形で子供たちに対しては十分に提供しきれなかった。子供たちは勉強に対しての力の注ぎ様に

大差があり、どのように学習支援を進めたらいいのかわからなかった。私の思いとしては、子供たちの

ためを考えると学習に対してもっと真剣に取り組んでもらいたいが、強制的に学習しても学びにはつな

がらないという考えもあり、私自身学習支援の時間はほとんどその場にいるだけで終わってしまった。

今までやる気のある人に対しての関わりしか経験がなかったので、やる気にさせるということを目的と

していたと考えれば、私には力不足であったと反省した。 

 このように被災者と関わりを持つという自覚は大いにあったが、初日に気仙沼大島の港周辺と宿に着

くまでの道のりしか被害をうけた土地を見ていなかったため、被災地へ行くという実感を持てなかった

事が自分の中では反省点として上げられる。しかし、正直被害状況を実際に見てからだったとしたら、

自分の気持ち的には子供たちとあんなにも単純に楽しいと思える時間を過ごせなかったのではないかと

いう考えもあった。そのようなことから、最初に被害状況を見るべきであったか、後からでもよかった

のか、どちらがよかったのかはわからない心境である。 

 

島田 亜友里 

私はこの合宿を通して初めて被災地に訪れ、被災した方々と対話した。今まで被災地への支援を何か

したいと考えながらも、自分になにが出来るのか解らず、離れた地から一日でも早い復興をただ待ち望

むことしかできなかった。しかし、今回合宿に参加させて頂き実際の被災地の状態を全身で感じたこと

によって、改めて震災そのものが与えた爪痕を知ることができた。 

最終日に島田さんが案内して下さった、津波の被害が大きかった地域を拝見して、映像で見たものと

同じはずの景色、しかしまったく違った世界をみることとなった。車の窓を開けた時に鼻につく船の重

油や海水の腐ったような臭い、生き物のように器用に働くクレーン車の数々に、この場所が震災の前ま

で日常生活を営んでいた場所だとうことが信じられないように感じてしまった。また島田さんに見せて

頂いた写真の中で、足元まで押し寄せようとしている波から逃げる人々が捉えられており、実際に自分

の足元まで津波が来たらと考えると恐怖で身体がすくんでしまった。子供たちの学習支援ということで

大島に訪問させて頂き、やはりこのような街の様子を知ることが大切だと改めて感じたが、最終日であ

ったからといって知るのが遅かったとは思わなかった。大島の子供たちや住民の方々が、この震災を通

して今感じていることや、これからの希望をどう持っているのかを知るためには、震災について十分に

理解しなければならないが、同時に、安易に被災者を理解した気になってはいけないということを学ん

だ。子供たちと接していて、どこか諦めのような発言をする子供が見受けられたが、それが震災の影響

なのかどうかは、私が一回の訪問で判断・理解できることではなく、長期的な関わりの中で掴んでいか

なくてはならないものだと思う。もちろん被災者を完全に理解して完全に同じ立場に立つことはできな



が、被災者でない我々だからこそやらせていただける支援があると感じた。 

私が被災地に訪れるのを躊躇していた理由のひとつに、自分が何をしたらいいか解らず、どんな気持

ちでボランティアをすべきなのかが解らなかったからということがある。専門的なことが最初から出来

るとは考えられなかったが、何かしら自分が被災地に向かうだけの心構えとしっかりした信念がなけれ

ばボランティアに訪れても邪魔になってしまうだろうと考え、消極的になってしまっていた。合宿を終

えた今、被災地に実際に訪れたからと言って、私たち学生が何をさせて頂けるのか、はっきりつかめた

わけではなく、むしろ課題ばかりが浮き彫りになってしまったようにさえ感じている。しかし、津波の

爪痕が残る街並みを知り、被災された人々に出会ったことで、その課題を解決していくために我々が関

わっていけることがあるのではないかと感じることもできた。住民の方主体で復興が進んでいく事が求

められているが、最初から住民だけですべてを修復していくのは不可能だと思う。他県から借りた船を

返して自らの船を使用できるようになりつつある大島を見て、外部から力を借りることと、自らの力で

進んでいくことの両方が必要なのだと感じた。被災者でない我々が何をしていくべきなのかは我々だけ

が考えることではなく、被災された方々と一緒にニーズを的確にとらえながら寄り添って考えいく必要

があるということを学んだ。ニーズを把握するのは容易ではなくまた、そのニーズを満たすには長期的

な支援が必要である。このような支援はすぐに結果が出るものではなく、理解されにくかったり、自分

たちの活動に疑問を覚えたり、歯がゆい思いに苛まれることが多い。実際に私も活動する中で、今後の

方向性についてただ漠然とどうすべきなのだろうと考え、混乱してしまった。どのような支援が正解な

のかという正確な答えがない今、信念をもって自ら活動していくのは簡単なことではない。しかし、悩

み、そこで活動を辞めてしまうのではなく、関わり続けてそのつど何が必要なのかを考えていくことが

必要であり大切なことなのではないかと感じた。 

今回この合宿に参加させて頂き、被災された方々が前向きに過ごしていらっしゃる姿を拝見できて、自

分がとても大きなパワーを頂くことが出来た。私はただ単純に、人々との出会いに感謝し、その笑顔を

もっと見ていきたいと感じた。テレビや写真だけでは感じることのできなかったこの想いを、被災地の

復興に関わらせて頂きたいと強く感じるようになった。今でも私たちに何ができるのかはっきりと解っ

たわけではないが、それを考えていくことが私たちには出来る。震災が残した現状を忘れないと同時に、

これからの未来を作っていく過程に尐しでも力になりたい、一緒に支えていきたいと感じた。 

 

 

 

 


