
第 52期 気仙沼交流プログラム 活動報告書  
 

１．活動概要 

・時期：2016 年 5 月 13 日(金)～5 月 15 日(日)、2 泊 3 日 

・事前ガイダンス：2016 年 4 月 27 日（水）16 時 45 分～19 時 15 分 

・振り返り MTG：2016 年 5 月 19 日（木）16 時 45 分～19 時 15 分 

・行き先：宮城県気仙沼市鹿折地区・大島地区 

・宿泊先：１日目夜 旅館 大鍋屋 

２日目夜 民宿 みかみ 

・主な活動：鹿折復幸マートにて夕食・店主の方との交流、大島小中合同運動会にお手伝いとして参加、

中高生学習支援、公営住宅等に住む方々との交流会  

・参加者：学生 10 名、教員 2 名：湯澤直美、杉山明伸、スタッフ 2 人：増田健太、宮田瑠子 計 14 名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 卒業生 教員 他 計 

８ ２ ０ ０ ２ ２ 14 

 

２．スケジュール 

２０１６年 5月１3日（金）  

 

 

２０１６年 5月１4日（土） 
 

０６：００～０７：００ 起床・朝食 

０７：１０～ 徒歩でフェリー乗り場へ 

０７：２０～０７：４５ フェリーにて大島へ 

０７：４５～ 大島小学校へ移動 

０８：３０～１４：３０ 
大島小学校・中学校合同運動会へ参加 

※一部学生は鹿折地区まちづくりワークショップに参加 

１４：３０～１５：３０ 運動会会場撤去のお手伝い 

１５：３０～１７：００ 菅原進さんによる講話 

１７：１５～１８：３０ 夕食 

１８：３０～１８：４５ 徒歩にて開発センターへ移動 

１９：００～２０：３０ 開発センターにて中高生学習支援 

２０：３０～ 

２１：００～２２：００ 
振り返りミーティング 

２２：００～ 各自 入浴 

就寝 

 

 

１９：２２～  大宮駅発（１８：１５ホーム６号車付近待ち合わせ  

２１：０１ 一ノ関駅到着 

２１：２５～ 
大船渡線にて気仙沼へ 

※場合によってはサポートカーで気仙沼へ 

２２：４６ 気仙沼駅到着 

２３：００ 旅館 大鍋屋にチェックイン（集金） 

２３：００～２４：００ 希望者は入浴 

２４：００～ 就寝 



２０１６年 5月１5日（日） 

 

 
 

３ 活動の様子 

５月１４（土）２日目 

まちづくり協議会主催のワークショップへ参加 

 
 
 

●参加学生の声 

 

・鹿折中学校で行われたまちづくりに関するワークショップに参加させていただき、街路樹がもたらす

メリットとデメリットについて話し合った際、「街路樹があれば木に登って災害から逃れられる」という

メリットと、「街路樹が倒れることで災害が起きる」というデメリットが中学生の中で挙がったことが印

象的だった。いずれも「災害」に結びつく意見であり、「災害」に対する考え方が特別であると感じた。

また、上記の防潮堤に対する考えも含め、子どもたちも様々な方向から震災と向き合っていることに気

づいた。これまで大人の考えを聴くことが多かったため、新鮮に感じた。 

 

・鹿折中学校でのまちづくりワークショップはとても有意義なものであった。気仙沼の復興、まちづく

りについて、未来を担う中学生にアイディアを求めるのはとても良いと思った。私の担当のグループ内

では、「最近建物が増えて、気仙沼自然が減るのが嫌だ」「経費が心配」「地域資源を生かしたい」「落ち葉

が散るのはデメリットだけど、みんなで掃除すれば交流が持てる」といった大人顔負けの意見が出てき

て驚いた。地元のことを愛しているからこそ、芯の通った意見が言えるのだと思った。前回先輩が考え

出した公園のアイディアが、実際に実現したと聞いて刺激を受けている生徒も少なくなかった。今まで

話を伺っていた方々の印象から、気仙沼の復興は遅いと思い込んでいた。しかし、気仙沼も他地域に勉

強しに行ったり、できるだけ住民の意見を取り入れようと月一回まちづくりサロンを開いたりと復興へ

向けて動いていることが理解できた。もちろん復興のスピードの早さは、人それぞれ感じ方は違うかも

しれないけど、多くの人から話や意見を伺うことの重要さを知ることができた。いつも大島での交流が

０７：００～０８：００ 朝食 

０９：００～１３：００ 公営住宅のみなさんとの交流会 

１４：３０～１４：５５ フェリーにて気仙沼本土へ 

１５：００～１５：４５ 復興屋台村・紫市場などを訪問・買い物 

１５：４５～１６：００ タクシーにて気仙沼駅へ 

１６：１５～ 気仙沼駅出発 

１７：３８ 一ノ関駅到着 

１７：４８～  一ノ関駅出発（はやぶさ 10８号東京ゆき） 

１９：３０ 

１９：５０ 

２０：０９ 

大宮駅到着 

上野駅到着 

東京駅到着 



メインになってしまっているが、これを機にこれからも繋がりを持って行きたい。 
 
 

５月１４（土）２日目 

大島小学校・中学校合同運動会へ参加 

 
左：お手伝いの係りの担当を決めている学生 

右：飛び入り参加させてもらい子ども達と一緒に踊る学生 

 
 

●参加学生の声 

 

・二日目の運動会は、自分が住む地域とは違う形態のもので、興味深かった。小・中学校の運動会とい

うよりは大島の住民全体が参加する島民運動会といった趣が強かった。この運動会で特に印象的だった

ことは、生徒だけでなく教員の方々も楽しんで参加していた、ということだった。自分たちの運動会と

いうと、暑い中一日中練習をして、参加させられているという強制感が強いものなのだが、大島の運動

会にはその強制感がなかった。この運動会は、関東圏の学校にある行事としてやらなければならない運

動会ではなく、島の人々が楽しいからやる、といった思いで開催する運動会なんだ、という感じだった。 

 

・大島小中の運動会には短時間しか参加できなかったが、子ども達の活気溢れる姿を見ていてこっちま

で元気になった。榮四郎先生が「今上にある鯉のぼりは、震災の年に横浜から送られてきたものなんだ

よ」と教えてくださった。震災当初は繋がりを持った地域は、今どれくらい関わっているのだろう、ま

だ何か繋がりがあるのかなと疑問に思った。 

・運動会は島の人々にとって地域コミュニティを形成するために必要なツールであると考えられる。小

中学校に通う子どもや孫がいない方には立教生を仲介とし、地域をつなぐ役割を担うべきだと考える。

立教生には今後、このような役割が期待されるのではないかと、今回の活動を通して考えた。 

  



 

５月１４日（土）２日目 

連絡船ひまわり号船長の菅原進さんによる講話 

 

左：震災時の様子をお話している菅原さんの話を聞く学生 

右：菅原さんの「漁師の手」の力に圧倒されている学生 

 

●参加学生の声 

 

・ひまわりの船長さんにはたくさんお話を聞かせて頂いた。ガレキで塞がれていた海が通ろうとすると

開けるお話や、眠くなって気を失ったお話など信じられないような話だけど、船長さん本人の口から発

せられる言葉はすべて重みがあり、話す姿も印象深かった。 

 

・ひまわり号の船長さんのお話では、実際に船に乗りながら体験した津波のことや、自分が船乗りとし

て経験してきたことから防災につながる話など、海とともに生きる人間ならではのお話だった。15メー

トルの船を超える 20 メートルの波が来て、その波に向かって船を出したというのは並大抵の根性では

できないことで、船長さんの度量の大きさに驚いた。大島と気仙沼との間を人や物資を載せて運行して

いた時は、長年の経験を生かして、こうすれば船が傾かないなどの工夫を凝らし、一度になるべく多く

の人を運ぶように心がけていて、島と本土をつなぐことに尽力していたことを知り、改めて偉大な人だ

と思った。別れ際に握手をさせていただいたのだが、その大きな手から伝わる生きる力ようなものに圧

倒された。 

  



３ 活動の様子 

５月１４日（金）２日目 

中高生べんきょう会を実施 

 

 

●参加学生の声 

・勉強会は想像よりみんな勉強意欲があって、問題を出題しなくてもよい様子だった。顔は覚えてくれ

ていたので嬉しかった！ 

・勉強会のほうでは当日のミーティングであったようにほかの中高生を取り込めるのではないかと思い

ました。今の中学生は活動開始ごろ小学生だったということだし、今では活動に興味をもってくれてい

る子がいるかもしれません。また交友関係はわかりませんが、参加してくれている中学生は仲の良い女

の子の集まりが来てくれているように感じるため、男の子やほかの女の子が新しく参加するにはきっか

けがあると踏み出しやすいのではないかと思いました。 

・今後本格的に受験勉強を進めるとしたら、勉強の終わるタイミングがそれぞれちがって遊びへ切り替

える子、勉強を続ける子、もしかしたら勉強から遊びへ引っ張られる子が同じ仕切り部屋にいる状況が

あるかもしれないと、ぼんやりと考えました。6 月の勉強合宿は普段より時間が長いし、高校生は期末

テストの時期ということで少し見直してみてもよいのかなと思います。 

・交流という面も大切にしたいし堅苦しい環境づくりも趣旨とは異なると思うので、今の自分のアイデ

アがまとまっていませんが、今回最初に勉強を全員が始めていたことはとてもよかったと思うし、運動

会後にもかかわらず頼もしく感じました。大島の子は運動会を見てみても、競技の他に小学生を取りま

とめていたり、考え方、行動が私自身の中学時代よりずっと大人でまっすぐないい子ばかりだと思いま

した。 

  



５月１５（日）３日目 

公営住宅に住むみなさんとの交流会 

 
左：レクリエーションを楽しむ参加者のみなさんと学生 

右：交流を楽しむ参加者のみなさんと学生 

 

●参加学生の声 

 

・公営住宅での交流会では、ある方のとてもグローバルな人生のいきさつを聞いて、一人の人生として

とても感激してしまいましたが、ふと思いなおしてみるまで被災者ということを忘れていました。被災

するまでの人生を振り返るとすごい人生を送っている人であるのに、一度被災してしまうと被災者とし

てくくられてしまうのが悲しいと思うと同時に、被災した人はみんな私たちと変わらない人だと改めて

実感しました。振り返りミーティングでも言いましたが、誰にでも起こり得るということを忘れてはい

けないと強く思いました。 

 

・公営住宅を訪問した際にも、おじさんが「災害当時は日本よりもアメリカのほうが日本を助けてくれ

た」と言っていました。日本政府ももちろん支援をしたはずだけど、被災した人たちの気持ちに沿って

いなかったから、現地の人にこのように言われてしまうのかなと思いました。やはり、復興支援では、

物質的なものはもちろんだけど、心の面を大切にしなければならないと痛感しました。立教大学の復興

支援は、ハード面ではなくソフト面での支援だと聞きましたが、ハード面と同じくらいソフト面も重要

な支援だと思いました。 

 

・公営住宅のおじさんのお話も印象に残りました。また、公営住宅の中まで見せてくれました。一人暮

らしの部屋の中はほとんど物が無くて寂しい気持ちになりました。他にも部屋を見て回っていると、亡

くなった奥さんの仏壇だけを置いている部屋があり、その奥さんの話も聞いてみたかったけれど、なか

なか聞く勇気が出ず、結局聞けずに終わってしまいました。私は自分から積極的に話すことができずに、

ずっとおじさんの話を聞く形になってしまい、後になって落ち込んでいたら、リピーターである参加学

生が「お話を聞くだけでも力になる」と言ってくれて、心が軽くなりました。私は何もできないけれど、

お話をすることで少しでも楽しい気持ちになってくれたり、力になれたら嬉しいです。 

 

・公営住宅になってから初の試みの訪問は、予想以上によい感触だったように思う。引越しの準備が終

わったら行きますと言ってくださる方もいたので、次回、次々回に期待したい。交流会も楽しい時間を

持てたと思う。これから徐々に増えていくといいな〜場所がちょっと問題かもしれない。 

 

・公営住宅会のほうでは、初めての試みで 2名の方が参加してくださりうれしい気持ちと同時に難しい

なと感じました。声かけの時には聞いていたように入居が決まってはいるものの空き家が多かったし、

引っ越しの手伝いへ行かれた方もいらっしゃって不安は大きかったです。しかしながら、いざ交流会で

お茶っこをしながらお話をしたり、ゲームをして笑ったりして、大きな企画を用意しないで一緒にゆっ

くりと過ごす意味が分かった気がしました。これから入居者も増えるし、今回参加できなかった方も継

続していくことでいずれ大きな輪になったらいいなと思いました。 

 菊田先生と公営住宅から離れたところにお宅がある方を訪問したとき距離の遠さに驚いて、周辺のコ



ミュニティについて考えてみたいと思いました。公営住宅交流会がもっと盛んになっていったら、地域

ごとに差がうまれてしまうと思ったし、なんでも手をだしていいのかわからないけれど、さらに長い目

で見るならばなにかできたらいいなと感じました。 
 
 

５月１５（日）３日目 

鹿折復幸マートにて店主の方との交流 

 

●参加学生の声 

 

・うどん屋の団平さんにお邪魔した際、コンビニの数が増えたというお話をお伺いし、復興を通して、

以前の気仙沼の姿を失ってしまっている面があるように感じた。復興できている面・できていない面、

また、復興がもたらす今後の気仙沼の姿などを通じて、多様な面から復興について考えることができた。 

 

・一番印象に残っているのは団平さんのお話です。震災から 5年が経ち、テレビではドキュメント番組

がたくさん放送され、ニュースやラジオでは“政府は東日本のためにたくさん行動している”と報道さ

れてきました。その放送・報道を通して私自身も、おそらく東日本の関わっていない世間のほとんどの

人も、もう東日本はほとんど復興され、政府も 5年の間に色々な政策をしてきたのだろうと思っていま

した。そのため、事前ミーティングなどで皆さんが言っていた、「政府は何もしてくれていない。」とい

う言葉がいまいちピンときていませんでした。しかし、今団平さんが使っている仮設店舗が今年の 8月

いっぱいまでしか使えず、さらにその 8月以降に使える場所を政府は確保してくれていないという話を

聞き、そういうことかと納得しました。本当に必要とされている課題が解決されていないにも関わらず、

防潮堤など地元の人にとって本当に必要であるかも分からない、ただ政府が世間にアピールするだけの

政策が今現在行われているという事実をもっと報道されなければならないと感じました。 
 
 
 
 

その他 

●参加学生の声 

 

・このプログラムを通して、私は東日本に関してどれほど無知だったかを思い知らされました。一回行

っただけではまだまだ分からないことだらけで、見えないこともたくさんありました。これからはもっ

と普段の生活と結び付けて復興について考えたり、知識を深めたりしてから、また東北に行き東北に行

かなければ学べないことをさらに学んでいきたいです。 

 

・前回よりも更地や工事途中の土地が多く目に入ったり、うどん屋の団平さんにお邪魔した際、「熊本の

被災地は 1ヶ月で仮設住宅ができるが、私達のときは 1ヶ月でまだ電気が復旧していなかった」という

お話をお伺いしたりと、正直気仙沼・大島の復興は遅いように感じてしまった。しかし、鹿折中学校で

行われたまちづくりに関するワークショップに参加させていただいた際、鹿折中学校の学生の案をもと

に作られた公園の存在を知ったり、フェリー乗り場付近に植樹がされているところを目にしたりしたこ

とで、復興を感じることもできた。 

 

・何より気仙沼の自然の美しさに感動しました。大島小学校、中学校の子たちのあの明るさや、大島の

人たちの温かさは少なからずあの自然の影響があると思いました。私もあの開放的な土地で育てば明る

い人間になれたかなと思います。あと、交流会でお話を聞いたお二人とも元漁師だったと聞き、大島は

漁業と観光の島といわれていることに納得しました。私の出身の千葉も海に囲まれた県だけど、漁業に

携わっている人に会ったことがなかったので、海で働くということを詳しく聞けてためになりました。 

 

・振り返りミーティングで挙がった意見を自身で考えた結果、復興とは 3つの役割（行政、市場、地域）

が正常に機能・協力しないとできない、と考えた。以前受けた授業の中で、生活を守る 3つの役割（セ

ーフティネット）として①行政②市場③地域というものが挙げられていた。行政は社会保障や社会福祉



を担当し、市場は人々の就労を担当する。そして、地域が人々の日常生活を担当するということを意味

していた。これら 3つのバランスが取れていた時代は人々の生活も豊かだったが、今の被災地の現状と

して、③が弱くなりパワーバランスが崩壊しているのではないか。言い換えると、この 3つのバランス

が取れたとき復興というものは完了するのではないか。 

現在の東北の状況について考えると、圧倒的に「地域」の役割が不足しているのではないかと思う。行

政は公営住宅を造り、土地を整備するというあくまで“人々が最低限暮らせる環境を整える”ことが主

な役割である。そう考えると、行政に復興のすべてを期待することは困難だと思う。しかし、だからと

いって土地の整備が遅れたり、見通しが立たないことはあってはならないと思う。加えて、行政は補助

金の打ち切りを進めるなど、行政にしかできない支援が手薄になっている。その結果として、行政の取

り組みに対して物足りなさを感じてしまう。また、「市場」は被災地においては復旧したばかりで、いま

だ行政と同じくらいの力があるとは思えない。 

そのことを踏まえると、今後人々が生活を取り戻し「復興」するには「地域」の動きが欠かせなくなる。

では「地域」はどうすれば動きが活性化するのか。現在の被災地各地を見ると被災者同士のコミュニテ

ィが分断されてしまっていて、再築が難しいと思う。なので、NPOなどの利益を追求しない住民団体が

動き、3 つの役割間を動き、行政と市場では手が届かない範囲をカバーする必要がある。例えば、公営

住宅はできたが、そこに住む人々の交流がない場合のコミュニティ形成や、児童・高齢者福祉といった

活動だ。つまり、以前まで「地域」の役割だった「生活のサポート」をNPO主体で行うことが求められ

ると考える。 

立教のコミ福プログラムも一種の NPO と表現されているのを聞いたことがある。我々立教生にできる

ことは、利益を求めない一つの NPO（仮）として被災地に赴き、失われた地域の役割を取り戻すお手伝

いをすることだと思う。そして、いつの日か、立教生なしでも活動が継続されたとき、東北の復興に近

づくのではないかと思った。 

うまくまとまらなかったが、とにかく、色々なことを考えさせられた活動だった。 

  

文責：石橋・増田 

 


