
第 3 次 震災ボランティア報告（2011・12．5～9 七郷ワーク） 

報告者：新居浜梅香教会 木下啓子 

 

 

  みなさまの貴い想いと献金によりエマオに送り出していただき、ありがとうございました。現地で

は、「エマオへの道・四国」の“人を送る働き”が求められてることを痛感しました。エマオでの経

験は、受けたものが多すぎて、まとまらないままの報告ですが、お許しください。 

 

「止まらぬ時」「止まらぬ時」「止まらぬ時」「止まらぬ時」 

 

五ヵ月という月日が経過した昨日、ワーク地にてささやかながら黙祷を捧げました。五ヵ月という月日が経過した昨日、ワーク地にてささやかながら黙祷を捧げました。五ヵ月という月日が経過した昨日、ワーク地にてささやかながら黙祷を捧げました。五ヵ月という月日が経過した昨日、ワーク地にてささやかながら黙祷を捧げました。 

「もう五ヵ月かぁ、早いなぁ。」「もう五ヵ月かぁ、早いなぁ。」「もう五ヵ月かぁ、早いなぁ。」「もう五ヵ月かぁ、早いなぁ。」 

これはとあるワーク先の方のふとつぶやかれたお言葉です。これはとあるワーク先の方のふとつぶやかれたお言葉です。これはとあるワーク先の方のふとつぶやかれたお言葉です。これはとあるワーク先の方のふとつぶやかれたお言葉です。 

 

この月日の間に変わったこと、変わってないことの両方があります。この月日の間に変わったこと、変わってないことの両方があります。この月日の間に変わったこと、変わってないことの両方があります。この月日の間に変わったこと、変わってないことの両方があります。 

 

変わったことは、少しずつ、元の街の姿を取り戻しつつあるということです。変わったことは、少しずつ、元の街の姿を取り戻しつつあるということです。変わったことは、少しずつ、元の街の姿を取り戻しつつあるということです。変わったことは、少しずつ、元の街の姿を取り戻しつつあるということです。 

一方で、まだまだ津波の爪痕がはっきりと残されていたり、一方で、まだまだ津波の爪痕がはっきりと残されていたり、一方で、まだまだ津波の爪痕がはっきりと残されていたり、一方で、まだまだ津波の爪痕がはっきりと残されていたり、 

そこそこそこそこで生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実があります。で生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実があります。で生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実があります。で生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実があります。 

 

五ヵ月を経たとはいえ、これはひとつの節目にすぎません。五ヵ月を経たとはいえ、これはひとつの節目にすぎません。五ヵ月を経たとはいえ、これはひとつの節目にすぎません。五ヵ月を経たとはいえ、これはひとつの節目にすぎません。 

まだまだ終わりではありません。これからです。まだまだ終わりではありません。これからです。まだまだ終わりではありません。これからです。まだまだ終わりではありません。これからです。 

 

一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、 

辛さよりもむしろ、それを乗り越えた喜びを、辛さよりもむしろ、それを乗り越えた喜びを、辛さよりもむしろ、それを乗り越えた喜びを、辛さよりもむしろ、それを乗り越えた喜びを、 

この地を想う人々みなが共有できれば、それ以上のことはないと思います。この地を想う人々みなが共有できれば、それ以上のことはないと思います。この地を想う人々みなが共有できれば、それ以上のことはないと思います。この地を想う人々みなが共有できれば、それ以上のことはないと思います。 

エマオスタッフエマオスタッフエマオスタッフエマオスタッフ 堀田堀田堀田堀田 暢暢暢暢 

   

エマオが大切にしていることエマオが大切にしていることエマオが大切にしていることエマオが大切にしていること －「共に生きる」「被災者の想いに寄り添う」ということ－－「共に生きる」「被災者の想いに寄り添う」ということ－－「共に生きる」「被災者の想いに寄り添う」ということ－－「共に生きる」「被災者の想いに寄り添う」ということ－ 

 

12 月月月月 5 日日日日 15 時過ぎ時過ぎ時過ぎ時過ぎ 

＜仙台の街に到着＜仙台の街に到着＜仙台の街に到着＜仙台の街に到着＞＞＞＞ 

  「エマオへの道・四国」は、現地集合。四国からあまり出ることのない、新幹線もあまり乗ったこ

とがない私には、ちょっとした冒険でした。岡山手前で踏切の信号機が故障、15 分ほど立ち往生し、

予定の新幹線に間に合わないと分かったときは少々焦りましたが、1 本ずつ遅らせて無事到着。被災

者の方々が、突如、生活が遮断されたことを思うと、こんなことでパニクる自分を恥ずかしく思いま

した。 

  震災から 9 ヶ月後の“被災地”仙台。駅を降りると、見上げるビル群が立ち並び、車も人もめまぐ

るしく動く大都会。“被災地”の面影は全く感じられないことに驚きました。しかし、エマオに向か

うタクシーの運転手さんから、古くて壊れたビルのガレキはもう撤去していること、時折、シートが

貼られたビルは修理中であること、そして、修理が始まったビルはまだマシな方で、業者が足りず、

修理が始まらないところも少なくないと伺い、さらに驚きました。 

   

＜エマオに到着＞＜エマオに到着＞＜エマオに到着＞＜エマオに到着＞ 

  エマオに着くと、第 1 回、第 2 回の報告にあるとおり、スタッフからオリエンテーションを受け、



16 時半から、エマオのタイムスケジュールに沿って動きます。以後、6～8 日の間の報告です。 

12 月月月月 6 日日日日 

8：：：：20 エマオエマオエマオエマオ 2 階に集合階に集合階に集合階に集合（それまでに各自、朝食を済ます） 

 ＊朝食、エマオの台所？で、四国からの同行者、鐘ヶ江さんが持ってこられたドイツのパンやクリー

ムチーズにバターと夕飯の残り、という家でも食べないようなリッチな朝食を、同じく四国から同行

の岡田さんとともにいただきました。 

ミーティングミーティングミーティングミーティング 

・・・・その日が初めて参加のワーカーさん、その日に帰られるワーカーさんが挨拶をします。 

 

・この日は私達四国組 5 名、西東京教区から送り出されている牧師や信徒の群れ 10 名ほど？西浜さん

という愉快なおじさん率いる？大阪の群れ？、などなど、総勢 20 名。一日のみワークの方もいらっし

ゃいました。 

 

・ワークでの注意事項ワークでの注意事項ワークでの注意事項ワークでの注意事項が告げられます。（覚えている範囲で書くと・・・） 

1、写真は撮らないこと、写真は撮らないこと、写真は撮らないこと、写真は撮らないこと 

  被災地の方が大事にされている風景、建物であり、こちらには傷つけるつもりはなくても、被写体

にされることで被災者を傷つけてしまうことがある・・・。 

＊写真を撮って報告しようと思ってた浅はかな自分を、こっそり反省。 

2、こちらから質問しないこと、こちらから質問しないこと、こちらから質問しないこと、こちらから質問しないこと 

  震災で、みなさん心にさまざまなトラウマを抱えていらっしゃり、何気ない一言が被災者の方々を

傷つけることがある・・・相手の方が話してくださることに耳を傾ける、相手が話したいことを受け

止めるだけ・・・ 

＊質問魔の私には、痛い注意事項。これも、意識せず相手を傷つける行為だとこっそり反省。 

3、作業は、スピードよりも丁寧に行うこと、作業は、スピードよりも丁寧に行うこと、作業は、スピードよりも丁寧に行うこと、作業は、スピードよりも丁寧に行うこと 

＊これも、おおざっぱな私には、大切な注意事項。 

4、、、、15 時にはワークを終えて帰れるように時にはワークを終えて帰れるように時にはワークを終えて帰れるように時にはワークを終えて帰れるように、14 時半から片付けなど始めること時半から片付けなど始めること時半から片付けなど始めること時半から片付けなど始めること 

5、ワークは、一件のお宅と継続して関わっている。お一人お一人、大事にされていることが違うお一人お一人、大事にされていることが違うお一人お一人、大事にされていることが違うお一人お一人、大事にされていることが違うの

で、家を先に直したい、家より畑を耕したいなど、そのご家族の想いに沿って支援するご家族の想いに沿って支援するご家族の想いに沿って支援するご家族の想いに沿って支援する。 

5、長、長、長、長靴の泥を落として車に乗ること靴の泥を落として車に乗ること靴の泥を落として車に乗ること靴の泥を落として車に乗ること 

6、、、、エマオの周囲は夜、働いておられる方が多く、朝、眠っている人の邪魔にならないよう静かに準眠っている人の邪魔にならないよう静かに準眠っている人の邪魔にならないよう静かに準眠っている人の邪魔にならないよう静かに準

備すること備すること備すること備すること、などなど、丁寧かつきめ細やかな説明を受けました。 

 

・ワーク振り分け・ワーク振り分け・ワーク振り分け・ワーク振り分け 

  4 軒のお宅の紹介（1 軒目－食器洗い・ふすまの移動など 2 名、2 軒目－畑を掘り返した土を細かく

したり、大きい石を取り除くなど 2 名、3 軒目－家具の清掃など 2 名、4 軒目－畑・小さい瓦礫や木の

根の撤去など 3 名)の後、どのワークがしたいか希望を聞いてくださいます。力仕事は難しい、体調悪

く家の中の作業がいいなど、個々人の状態に配慮しながらスタッフ・ワーカー共に決めていきます。 

＊車が足りず？石巻から七郷への変更が 2 名必要とスタッフに告げられ、私と鐘ヶ江さんは石巻の予

定でしたが、寒さのため 12 月から自転車での移動が中止、車での移動になったことも聞き急遽変更。 

 

＊組織は第 2 回の岡田先生の報告にあるとおり、七郷・石巻それぞれ 10 代 20 代の若い現地スタッフ

が、日々入れ替わるワーカーをコーディネート（支援の場所・内容・人数とワーカーの調整など）さ

れています。 ワーカーの多い日、少ない日、また全国各地、海外からも多くのワーカーが集まります。

またワーク先の希望を聞きながら、日々の調整を行っていることに驚きました。 

 



・夕食をエマオで食べる人数の確認夕食をエマオで食べる人数の確認夕食をエマオで食べる人数の確認夕食をエマオで食べる人数の確認 

  その日の夕食を食べる人数の確認。夕食は、近隣の教会の婦人の方々が交代で作ってくださってい

て、中には北海道からボランティアの食事作りのボランティアに来られている方もいらっしゃっいま

した。毎夕、とても美味しい料理の数々をおなかいっぱいいただきました。 

そして、ミーティングの最後には、全員、手を繋いで輪になり、祈祷が捧げられて出発です。 

 

9 時少し前：ワークへ出発時少し前：ワークへ出発時少し前：ワークへ出発時少し前：ワークへ出発   

  担当スタッフは堀田さんという 10 代の若いスタッフ。冒頭の文章の著者。 

  エマオから車で 30 分ほどのお宅に出発です。私は、3 日間、岡田さんと共に、七郷のひとつのお宅

でワークをさせていただきました。ワーク先の七郷は、仙台から一番近い農村地帯だそうです。七郷

がある荒浜地区は地震・津波の被害がすさまじかった場所のひとつ。 

  にぎやかな仙台の街を抜けると、少しずつビル群が住宅街に変わり、15 分ほど走ると田畑が増えて

来ます。荒浜地区の避難所だった七郷小学校・中学校横を通ると、校庭にたくさんの小学生が見えま

した。震災の影響はあまりないように感じましたが、内陸 3.5 キロを南北に走る東部道路の高架下を

くぐると景色が一変しました。東部道路が津波の防波堤になったとお聞きしたとおり、“仙台から一

番近い農村地帯”で復興が早いほうだというその場所は、ガレキこそ撤去されていましたが、見渡す

限りの田畑はまだ“茶色”が多かったです。畑の中には、まだところどころ土が盛られてあったり、

壊れた農機具が集められた場所、バイクが集められた場所など点在していました。道路端のガードレ

ールが根こそぎ倒れたままになっている場所もあり、3 月に毎日のようにテレビで流れた津波の映像

を思い出しました。5 月以来初めて現地を訪れたというスタッフの方は、「5 月に来たときより、泥や

瓦礫の山がだいぶ少なくなった。」と仰っていました。 

   

9 時半頃時半頃時半頃時半頃 ワーク先に到着ワーク先に到着ワーク先に到着ワーク先に到着 

  ワークするお宅に着くと、納屋に案内されました。ワーカーが寒くないように、ビニールで周囲を

囲み、中を七輪で暖めてくださってました。そして、まず七輪の上の鍋で暖めた缶コーヒーをいただ

きました。ご夫妻は、朝から畑仕事をされ、遅れて到着したご主人は、「あれ～、今日は 4 人来ると

思ってた。」と少々、残念気味。 

  今日の仕事の詳細を、スタッフの堀田さんがお宅の方に確認。想像していた泥だらけになるワーク

とは違い、今日のワークは、家具の汚れをきれいに落とし、水拭き、ワックスかけと、壁の汚れ落と

し等、仕上げの工程でした。昨日まで来られたワーカーさんの仕事を引き継ぎます。堀田さんから、

まず汚れをきれいに落とすこと、ワックスは色が変わらないか見えないところで試すこと、など細か

い指示をいただき、ワーク開始。家の中でのワークでした。 

  おうちの中はリフォーム中で、床も張り替えられ、とてもきれいでした。震災前の壁紙は、壁の上

のほうまで汚れが染みこみ、洗っても洗っても白い壁に残る黒っぽいシミが取れないそうです。「ス

ピードより丁寧に」という注意事項を思い出しつつ、これから、おうちの方々がこの部屋で過ごし、

この家具を使う姿を想像しながらワークに励みました。 

12 時～時～時～時～13 時時時時 昼食昼食昼食昼食  

  お昼には、奥さまが作ってくださった暖かいお汁をいただきました。まだ台所も使えず、納屋の七

輪を使っての料理でした。お汁には、お二人が育てたほうれん草が入ってました。ご夫妻は農家で、

お母さん曰く「ごぼうと自分が嫌いな野菜以外はほとんど作っている。」そうです。青森から来られ

たクロス屋さんもいらっしゃいました。地元の業者は忙しく、大工さんは秋田から来られていたそう

です。クロス屋さんは、「復興には 20 年 30 年かかると言われているので、10 年間は仕事がある。」

と仰っていました。 

  この日、奥さまは、育てているブロッコリーに砂が入ることをしきりに心配されていました。朝、

西風が吹いて、畑横の空き地から砂が飛んできてブロッコリーに砂が入っていたのを見て、「砂が入



らないようにしないといけない、砂が入ると出荷できないから」と。また、この間の台風で、震災後

やっと野菜を植えた畑が水浸しになってしまった話も伺いました。 

 

  そして、納屋の壁 1.5ｍほどのところに、そこまでヘドロがたまってたという後が残っており、そ

の上に澄んだ海水がたまっていたと、伺い驚きました。あまり汚れが残ってない家具はヘドロを落と

した後、リフォーム中のきれいな家も泥を掻き出した後・・・今日までのみなさんの日々を想いまし

た。 

13 時～時～時～時～15 時時時時 ワーク再開ワーク再開ワーク再開ワーク再開 

  午前の続き。引き続き、「スピードよりも丁寧に」を心に止めながらのワーク。 

15 時前には、お家の方がおやつとコーヒーを出してくださり、しばらく歓談。ご主人が「明日は何人

来るの？」と。人の手が必要とされていることを感じました。トイレの業者さんも途中で見えられ歓

談に参加。南三陸出身のご夫婦は、家が流されたと・・・。ワーク先のご主人、ご自身も大変なのに、

「自分たちはまだマシなほうだ。」と、仰られます。 

 

15 時～荒浜の海岸を見学・エマオに帰る時～荒浜の海岸を見学・エマオに帰る時～荒浜の海岸を見学・エマオに帰る時～荒浜の海岸を見学・エマオに帰る 

  帰りに、最も被害が大きかった荒浜に連れて行っていただきました。荒浜の海岸に立ち、振り返っ

て街を見渡すと、見渡す限り“何もない”。防風林だった松林は、根もとから折られ倒れた松がちら

ほら残っているだけ。浜に近い家々は、基礎しか残っていません。かろうじて残っていたのは荒浜小

学校と、倒れかけのガソリンスタンド。 

  あるワーカーさんから聞きました。「津波の後、自衛隊がご遺体の捜索をし、ご遺体が見つかった

ら赤い旗を立てていた。すると、浜が一面真っ赤になった。」南北に続く海岸線を見ながら、ここか

ら南北数百キロの海岸に、このような風景が続くのかと思うと言葉が出てきませんでした。 

  そして、帰り道の車から、一面茶色の土の中に白い鳥の集団が見えました。スタッフによると、「あ

れは渡り鳥。地震の前には、この辺は沼だった。」とお聞きしました。 

   

16 時半～エマオで報告ミーティ時半～エマオで報告ミーティ時半～エマオで報告ミーティ時半～エマオで報告ミーティングングングング 

  輪になって、それぞれ作業内容を報告。他のワーカーさんたちは、畑で小さな石や松の根を撤去し

たり、食器の泥を落とす、ふすまはりなど、多様なワーク内容。すると、スタッフから質問。「明日

の作業内容と作業に必要なもの、何人必要か。」と。数日しか滞在しないワーカーなのに、言うこと

に従う者、ではなく、共に働く者として迎えられていることを感じました。そして、ワークに参加す

る責任も・・・。そして、「業務の中で改善したらいいと思うことはないですか。」という質問も。

常に、良い方向に変わっていこうとしていること、初めて来た者に聞く、という謙遜な姿勢にも驚き

ました。 

 

シェアリングシェアリングシェアリングシェアリング 

  強制参加ではなく、任意での参加。参加者にシェアリングの鉄則シェアリングの鉄則シェアリングの鉄則シェアリングの鉄則が告げられる。 

1、聞くことに徹すること。、聞くことに徹すること。、聞くことに徹すること。、聞くことに徹すること。 

2、人の意見を否定しないこと。、人の意見を否定しないこと。、人の意見を否定しないこと。、人の意見を否定しないこと。 

3、無理に話す必要はない。、無理に話す必要はない。、無理に話す必要はない。、無理に話す必要はない。 

4、他の人の話を聞くだけで、まとめようとしないこと。、他の人の話を聞くだけで、まとめようとしないこと。、他の人の話を聞くだけで、まとめようとしないこと。、他の人の話を聞くだけで、まとめようとしないこと。まとめるのは牧師に多いという話も。 

  そして、話すことで自分の体験が整理できる、他の人の話を聞くことで、自分が経験できなかった

ものを共有させてもらえる、など、シェアリングへの参加を促され参加しました。 

 

心に残っていること心に残っていること心に残っていること心に残っていること 

「8 月に来たときには雑草だらけだった。そして、雑草の中に、ゴミやがれきがあり撤去していた。



側溝が詰まって水が流れず、蚊もにおいもすごかった。今日は、野菜が植えてあったのを見て、あま

り目先のことを思わず、続けていくことが大事だと思った。」 

「自分にとって、エマオでのボランティアは転機になった。エマオが大好き。洗礼を受けようと思っ

ている。」 

  そして、この日は、岡田さんが最後にお祈りをされました。スタッフのこと、ワーカーのこと、ワ

ーカー先のお宅のこと、さまざまな人々を想ってのお祈りに、その謙遜さ、人を大事にされること、

そして、神様への信頼を感じ、日々の自分の傲慢さを想い、岡田さんと同行させてくださった神様の

働きを感じました。反省しましたとも・・・。 

 

18 時～夕食時～夕食時～夕食時～夕食 

  ワーカー、スタッフ共に、作ってくださってある夕食を温め直し、お皿に並べ準備。お祈りの後、

一緒にいただきます。後片付けも、一緒にします。ほんとに、夕食の準備の働きをずっと続けておら

れることに驚きです。 

 

19 時くらい～自由時くらい～自由時くらい～自由時くらい～自由 

宿泊は仙台青葉荘教会宿泊は仙台青葉荘教会宿泊は仙台青葉荘教会宿泊は仙台青葉荘教会 

  3 階の屋根裏部屋に鐘ヶ江さん、岡田さんと共に宿泊。屋根裏といっても、窓にはステンドグラス、

白い壁に本棚、屋根裏だけ会って三角屋根のとっても素敵な部屋でした。2 日目からは、1 階の和室、

3 日目には 2 階の母子室にもワーカーが宿泊させていただいてました。ワーカーの宿泊を受け入れて

くださっている教会の方々にも感謝でした。 

  エマオで自転車をお借りし、地図を頼りに銭湯へ。寒いと聞いていましたが、天気が回復した仙台

は、思ったより暖かかったです。といっても、厚めのジャンパー、帽子、手袋は必須。厚めのズボン

の下には、レギンス、レッグウォーマー、靴下 2 枚・・・やはり寒かったのかも。 

  寝袋も初体験。私は気合いを入れて－10 度対応の荷物の半分は寝袋だったという立派な寝袋を持

参。とても暖かかったです。新幹線の中はヒンシュクでしたが・・・。これからワークにいかれる方、

お貸しします。底に鉄板が入った長靴も、おつけして。 

 

  今回の同行者は鐘ヶ江さんと岡田さん。夜は長く？相当楽しいおしゃべりタイムを満喫しました。

ちなみに最後の日、寝たのは 2 時半。お二人との出会いも感謝なことでした。 

 

12 月月月月 7 日日日日 同スケジュールで進行、心に残ったことを抜粋して記載。同スケジュールで進行、心に残ったことを抜粋して記載。同スケジュールで進行、心に残ったことを抜粋して記載。同スケジュールで進行、心に残ったことを抜粋して記載。 

9 時～時～時～時～  現地に向かう車の中でお聞きした話現地に向かう車の中でお聞きした話現地に向かう車の中でお聞きした話現地に向かう車の中でお聞きした話 

「現在、120 世帯のうち 70 世帯の方が家に戻られ、50 世帯の方が、いまだ家に帰れない。」 

「“野田沢（ＳＣＦの主事で、エマオのシステムを作り上げた方だそうです。）”さんと言う方が七

郷小学校の避難所で、笹屋敷集落の菅原さんと言う方と出会い、エマオと笹屋敷集落の関わりがスタ

ートし、口コミでどんどん広がった。石巻は石巻教会を拠点として広がった。」 

「（集団移転先になる造成地横を通りながら）地震の後、自宅の地価は 2 万円になった。移転先は地

価 35 万円、国からの補助は 10 万だけ・・・」 

「（仮設住宅横を通りながら）ワーク先の人たちは近くの仮設住宅に入れた。でも、東松島など遠く

の方達も同じ仮設住宅に入っており、その方達はコミュニティーが分断されていて、もっと大変。」 

 

10 時～時～時～時～  ワーク先でワーク先でワーク先でワーク先で  

  昨日に引き続き、スタッフの堀田さん、岡田さん、そして、普段はエマオで受付をされているとい

うななえさん、同志社大の学生・あゆさんの 4 人でのワーク。 

  今日のワークは昨日の続き。家具と壁の掃除。ご主人は用事があり、「堀田さんがいるから大丈夫



だな。」と笑ってお出かけしてしまいました。 

 

12 時～時～時～時～13 時時時時 お昼の休憩お昼の休憩お昼の休憩お昼の休憩 

  実は、昨日、ご主人の「お昼を用意するので持ってこなくていいよ。」というお言葉に、思い切り

甘えてご馳走に。炊き込みご飯にお汁。普段は料理はしないというご主人。一生懸命“ひじき”を探

していました。お汁には必ずワカメやめかぶ、ふのりなど海のものを入れるんだ、と。そういえば、

昨日は、生ワカメが入っていました。やっと見つけたひじきは、生の立派なひじきでした。やはり、

青森からいらしているクロス屋さんも一緒に、みんなでいただきました。 

  ご主人が、おもむろに、昨日見たというニュースを二つ話し始めました。 

「明治の粉ミルクから放射性物質が出たって。大気にあったものが粉ミルクに入るなんて・・・そし

たら、そこで働いている従業員はどうなるんだ、発表する者は矛盾を感じないのか。粉ミルクなんて

・・・子どもと妊婦にはよくないのに、自主回収すると言っても、もう飲んでる・・・。自分たちは

天災だけど、あっちは人災だ。補償の問題だけど、難しいなぁ・・・。」 

 

  もう一つ。 

「名取川に高濃度の放射性物質が出たって。名取川の調査は 8 月に始まったのに、なんで今頃になる

んだ、いつも後手後手だ、行政のやることに矛盾を感じる。名取川は郡山市、福島市を通って宮城県

に流れている。そんなものが海に流れたら、海のものもダメになる、名取川の水は地域の農にも使っ

ている・・・どうなるんだ。」と、（東北弁で）話してくださいました。 

 

  お汁の中の海草を見ながら、農家をされているご夫婦を想いながら、ご夫婦の日常に次から次へと

課題が押し寄せる現実に心が縮みます。 

 

13 時～時～時～時～15 時時時時 午後のワーク午後のワーク午後のワーク午後のワーク 

  ソファーの掃除。そういえば、昨日もご主人がしきりにソファーのことを口にしていたことを思い

出す・・・。庭先のブルーシートの下には、ソファーと共に、これから掃除を待つ家具たちが山積み。

ご主人が“人の手”を必要としていることも納得。 

  ソファ－表面の泥を落としワックスをかけました。裏の泥を落とそうとソファーを裏がえすと、ヘ

ドロをかぶってカビていることを発見。ご主人は「あ～、10 月まで泥を掻き出すのに精一杯で、ここ

まで頭がまわらなかったなぁ・・・。」と。泥が細かいシートの隙間に入り込み固まって、落とすの

が困難なことを確認し、時間となる。明日に継続です。 

  

心に残っていること心に残っていること心に残っていること心に残っていること 

「（ワーカーからスタッフになった方の話）ワーカーの時は、スタッフの指示に従っていれば良かっ

た。けど、スタッフになったら、これからこの家をどうしていかなければならないのか？考える。家

の方のプランに合わせていくが、どこまでがワーカーの仕事か？と言われることがある。チェーンソ

ーや電気機械などを使う大工仕事もするが、ど素人集団で、釘は歪むし、板を打てばガタガタ・・・。

プロを待ってたらいつになるか分からない・・・。プロではない自分たちのすることだろうか・・・？

仕事を奪っているのではないか・・・？できないことを無理矢理やっているのでは・・・？と、最初

は思っていたが、今は、そんな深く考えず、頼まれたことをできる範囲でやる、それをやりに来てい

る、と考えている。」 

「ボランティアは初めてだが、ご高齢の方もいて、ボランティアの敷居が低いと感じた。」 

「（いつも礼拝の席が隣だという 67 歳と 70 歳の一日ワーカーの参加者は、）何ができるんだろうと

思って来たが、年をとっていても、できることはある。」 

 



18 時～時～時～時～  今日も美味しい夕食をいただきました。メニューが思い出せないのが情けない・・・。 

  スタッフから、来週からフィンランドの留学生が来られるとお聞きし、言葉など想像以上の大変さ

を明るく話すスタッフを頼もしく思いました。 

  同志社の学生さんは、海外で貧しくて家がない方の家を建てるサークルに入ってて（サークルの名

前を忘れましたが、有名だそうです）、最近もルーマニアにボランティアに行って家を建ててきた、

という話をお聞きしました。 

  また、一人の牧師さんが最後まで洗いものをし、流しのゴミまできれいにされていらっしゃるのを

見て驚いていたら、「教会でもしてるよ。家でしつけられたから。」だそうです。 

 

12 月月月月 8 日日日日 最後のワーク最後のワーク最後のワーク最後のワーク 

9 時半頃～時半頃～時半頃～時半頃～ 

今日は最後のワーク、ソファーの掃除です。ご主人が準備してくださったジェット噴射？で、隅々ま

で土を吹き飛ばします。埃とカビが舞って、ちょっと大変でした。 

  作業の進め方で、ご主人とスタッフの堀田さんの意見が分かれ相談するのを横で見ていたら、ご主

人が、「ボスにまかせる。」と笑って仰いました。60 代を超えていそうなご主人が、10 代の若いスタ

ッフに「まかせる。」という信頼は､ものすごいものがあると思いました。 

12 時～時～時～時～13 時時時時 お昼休憩お昼休憩お昼休憩お昼休憩 

  今日は、持参のおにぎりと、やはりお母さん手作りの野菜とお肉がたっぷりの豚汁をご馳走に。何

しに来たんだろう、と思いながらも、ご馳走になり暖まりました。お汁の中に入っている里芋。「こ

の里芋、○○さんの里芋よ。この方の里芋は、とっても美味しいから、いつもこの方の名前を見て買

うの。」と、ご主人に話しておられました。日頃、地元産を買うように心がけているものの、ついつ

い美味しさより安さを優先させてしまう自分が恥ずかしくなりました。農家のみなさんが大事に育て

た野菜。立派な美味しい野菜を、当然の価格で買うよう、作った方の名前を見つつ、その方を想いな

がらいただこうと、こっそり反省。 

  今日は、いつもの青森から来ているクロス屋さんと、他にも業者さんが 3 人ほどのにぎやかな昼食

になりました。お一人は、ワーク先から少し北に行った蒲生の方、もう一人は、実家が荒浜の一番海

岸にあって家を流されたという方、多賀城の方もいらっしゃいました。仕事で高知から来られている

方もいらっしゃり、家族を呼んでこっちに住む予定だとか。方言の話、お互いのことを聞きあいまし

た。一番海岸ぶちにあって家を流された方に「こいつの向こう隣はアメリカだ。」とか、楽しい話で

たくさん笑いあっていた時、一人の方が、「津波はすごかった・・・。」とぽつりと話されたら、そ

の場が一瞬で静かになりました。 

  蒲生の方から、地震・津波の次の日に撮ったという写真を見せていただいたり、電気が止まった真

っ暗な夜に、ラジオで「荒浜に 300 人の遺体があがった。」というニュースを聞き、これは大変なこ

とになったと思った、とお聞きしました。 

   

13 時～時～時～時～ 午後のワーク午後のワーク午後のワーク午後のワーク 

  3 日間いて、どれだけのワークができただろう？と思い少し焦りつつ、15 時までの 2 時間、やっと

慣れて来つつあるワークに専念。時すでに遅し、ほんとに何ができただろう、というところでワーク

終了。明日のワーカーさんに引き継ぎます。 

 

15 時～時～時～時～  ワーク先のご家族とお別れワーク先のご家族とお別れワーク先のご家族とお別れワーク先のご家族とお別れ 

  ご主人とお別れ、お母さんは畑仕事で会えないまま。帰りの車の中、岡田さんがぽつりと「畑は近

くですか？」とお聞きすると、堀田さんが畑に連れて行ってくださいました。ハウスの中、ほうれん

草の畝の間で草引きをされているのが見えました。「あれ、寄ってくれたの。」と笑いながら、ハウ

スの中の野菜を紹介してくださいました。ほうれん草、ラディッシュ、ブロッコリーなどが元気よく



育っていました。「ほうれん草はハウスの中より直植え（？）にしたほうが甘くて美味しくなるのよ。」

と。「でも直植えは無理だから・・・。」と。ご自身が作られた野菜を美味しく思い、みんなにも届

けるため、大事に育てていらっしゃいました。このハウス、広瀬先生がワークで作られたものかも。 

 

16 時～時～時～時～ ミーティング＆シェアリングミーティング＆シェアリングミーティング＆シェアリングミーティング＆シェアリング  

心に残心に残心に残心に残っていることっていることっていることっていること 

「たくさんの大学関係、NGO がボランティアに入っているが、その中でも、エマオは仙台駅から近く

交通の便が良く、1 泊 300 円（夕食込み）という安さも継続して関わるには条件がいいので選んだ」 

 

「（何度もワーク経験がある方から聞いた、スタッフの大変さ）ワークが長くなると自分の管理、心

と体の管理が大事になってくる。心と体が安定して働くこと、毎日、誠意を込めること・・・寒い日

や、ワーカーが少ない日、どうしても気分がのらない日もある。だから、美味しいものを食べたり、

温泉に入ったり、自分のケアもすることが大事」 

 

「エマオはスタッフもほとんどノンクリスチャン。ワーカーも学生などは 9 割ノンクリスチャン。エ

マオはできるだけ宗教色を出さないように、ワーク先でもあまりお祈りなどしない。けど、出発前、

夕食時などでお祈りに触れ、教会に関心を持つ方も多い。」 

 

「（ワーク 5 回目、同じお宅でワークされてきたと言う方）おばあちゃんは、震災の時のトラウマで

家に近づくこともできなかった。少しずつ、差し入れを持ってくるくらいは家に来られるようになっ

た。家がきれいになっていくのを見て、少しずつ明るくなっていった。最近になって、やっと、当時

の話をぽつぽつ話されるようになった。自分が“女性”だったことも話をしやすかったのでは？ぜひ、

女性に来て欲しい」 

 

「震災後、聖書を配りに来るなど、多くの宗教関係者がやってきたが敬遠された。」 

 

「少なくないワーカーから、がれきや泥の撤去など、大変な作業でボランティアをやりとげたという

満足感を求め、お皿洗いやふとんの移動など、日常生活の延長のワークにがっかりする声を聞き、ボ

ランティア自身の満足感を求めるのではなく、“おうちの方が大事にされていること”を大事にする

ことが大事。」 

 

「73 歳の保母さんが自転車でワークに行かれていたのに驚いた。その方は、仏壇を丁寧に掃除された。

10 代、20 代の若者ではなく、その方だからできること。仏壇は､おうちの方が一番気にされていたの

で、一番最初にきれいにし、床の間に設置して安心されていた。」 

 

「スタッフの若さについて。スタッフの若さについて。スタッフの若さについて。スタッフの若さについて。若さには花がある。周りの大人が安心する。自分の年や年上のワーカー

には頼みにくいことでも、若者になら安心して頼める、ということもあるのでは？」 

 

「ボランティアが継続して来てくれることに感動している。嫌なことばかりじゃなくて良かった、と

思ってもらえるといい。」 

 

【感じたこと・考えたこと】【感じたこと・考えたこと】【感じたこと・考えたこと】【感じたこと・考えたこと】 

・10 代、20 代のノンクリスチャンの若いスタッフたちが、自分たちの学生生活や社会生活を中断し、

被災者の家族の想いを大切にし、寄り添い、家族の未来を想い描きながら共に生きる姿は、まさに“

主、共にいます”というクリスマスのメッセージそのもの。 



・ワーク先の支援＝農の支援ということも考えさせられました。JA はきれいな野菜しか買ってくれな

い、野菜の一個に虫食いがあると全部返される、ブロッコリーに砂が入ると出荷できなくなるなど、

私達が「きれいな野菜を求める」ことが農家のみなさんの負担を大きくしている。 

・また、震災当日、川端純四朗先生が TPP の問題について講演されていたと伺いましたが、TPP に反

対することも農業支援＝ワーク先の支援につながるのかも。 

・ワーク先のご主人が、明治の粉ミルクや名取川の放射能汚染のニュースを気にされていましたが、

宮城県と福島県の 2 県は放射性物質の下降量が測定不能の県。宮城県の稲わらや牛肉からも放射性物

質が検出されていたり、これから山に降り注いだ放射能が地下水を通り川に流れ、汚染が広がること

が懸念されております。これからの大きな課題のひとつです。 

・また、被災者の補償を申請しても許可が降りるのに時間がかかるなど、制度に関する課題も多いこ

とに気づかされました。 

・桃山学院大学は、6 月から毎週、エマオの活動に学生を送り出してくださっており、単位がもらえ、

ボランティアの必要物資の購入費、日当、バス・宿泊などを支援し、継続してエマオの活動を支えて

くださっているそうです。ある方が、神学校こそ実践神学として率先してできるといいのだが、と仰

っていて、本当にそうだなぁ、と思いました。 

 

【継続して支援すること】【継続して支援すること】【継続して支援すること】【継続して支援すること】 

  冒頭に掲げましたスタッフの文章にあるとおり、エマオは、地域の人に寄り地域の人に寄り地域の人に寄り地域の人に寄り添い、共に生きること添い、共に生きること添い、共に生きること添い、共に生きること

を大切にし、多くの方々がこの想いを共有し、混乱の中から現在につながっております。そして「そ「そ「そ「そ

こで生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実・・・まだまだ終わりではありまこで生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実・・・まだまだ終わりではありまこで生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実・・・まだまだ終わりではありまこで生活を営んでいるはずの人々が、今はそこにいないという現実・・・まだまだ終わりではありま

せん」せん」せん」せん」という想いを強くしました。。。。 

  エマオが支援されている地域は、仙台市から「居住可能」と決定され、支援の要望が増えており、

石巻にいたっては、やっと泥出しができるというお宅も多いそうです。ワーカーもゴールデンウィー

クには 100 人くらい、夏休みにも 60 人くらい集まっていましたが、10 月以降、3 人、6 人など、少な

い日もあり、継続してワーカーを送ることが求められていることを感じました。 

  西東京教区の方達は、「そうなってはいけないが、たとえ他からワーカーが来なくなっても、西東

京教区は最後まで支援することを決めている。」と仰ってました。四国でも、エマオへの道・四国を

立ち上げてくださっておりますことを感謝します。そして、エマオの想いに共ならせていただける恵

みに感謝します。 

  「一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、辛さよりもむしろ、それを乗一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、辛さよりもむしろ、それを乗一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、辛さよりもむしろ、それを乗一年、十年、百年と経ち、このひとつの節目を思い起こした時に、辛さよりもむしろ、それを乗

り越えた喜びを、この地を想う人々みなが共有」り越えた喜びを、この地を想う人々みなが共有」り越えた喜びを、この地を想う人々みなが共有」り越えた喜びを、この地を想う人々みなが共有」する者の群れが四国に広がっていきますように。そ

して、四国の多くの方々がエマオでのワークに参加し、この恵みに預かれますように。チャンスがあ

れば、また送り出していただけますように。 

  また、四国にいてできる支援を見つけ、共有していけたら・・・と思います。 

  これから四国で起こる南海・東南海地震を見据えると、個人的には、まず伊方原発を止めることが

急がれると思っております。 

  本当にありがとうございました。 

 


