福島県

ソフトボールの仲間や町内の皆さんと
お会いする時間を大切にしています

◆震災当時から現在まで
震災時は双葉町に勤務中で
したが︑母と電話ですぐに連絡
を取ることができ︑避難場所を
聞き︑合流しました︒父は役場
職員だったので︑業務で町民を
避難先に誘導するため︑家族か
ら離れていました︒最初は︑車
で高台まで避難し︑浪江中学校
の校庭で車中泊をし︑藤橋の母
の実家に2泊ほどした後︑母と
母方の祖父母と4人で︑いわき
よし ま
市の好間公民館に避難しまし
た︒その後は︑私は茨城県ひた
ちなか市に︑母は東京に︑祖父
母は埼玉県久喜市にと︑それぞ
れ家族や親戚の家に避難し︑バ
ラバラでした︒約1か月後に二
本松市の借上アパートで父も合
流し︑ようやく家族で一緒に暮
らすことができるようになりま
した︒

※１ 浪江のこころ通信は、町民の皆さんがお話しした「ここ
ろ」を伝えることを大切にするため、取材者が聞き取っ
てまとめた原稿をほぼ原文のままで掲載しています。

「浪江のこころ通信／第95号」への
感想をお寄せください。

私は2か月後に仕事を再開
し︑福島市︑郡山市や広野町
︵いわき市在住時︶勤務を経
て︑平成 年4月からの浪江支
店再開に伴い支店配属となり︑
浪江町に戻りました︒父が自宅
をリフォームしてくれ︑家具や
内装を全て取り換えて︑今は実
家で暮らしているところです︒
父は役場を退職後︑町商工会に
5年間勤め︑そちらも退職し︑
現在は﹁叔母のそばにいられる
ように﹂ということで︑父と母
でのんびりと郡山市で暮らして
います︒
◆浪江町に暮らして感じること
町内で飲食店は再開してい
るのですが︑スーパーがなく︑
普段の買物は南相馬市原町区や
富岡町まで行かなくてはならな
いので大変です︒あまり︑町民
が戻って来ていない状況です
が︑自分の出身地︑そして自
宅に住めるという安心感があ
ることはよかったと思いま
す︒また︑避難先では雪で苦
労したので︑浪江の穏やかな
気候は︑やはりうれしいで
す︒
町では︑建物の解体が進ん
でいる状況で︑車で通ると
﹁ここに何々があったよな﹂
と︑昔を思い出して懐かしく
思うときがある一方︑建物の
再建や農業の再開なども進ん

【連絡先】〒979−1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7−2
「浪江のこころ通信」宛て
FAX.0240
（34）
4593

再取材シリーズ
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でおり︑町民の皆さんが帰りや
すい環境を整備するため︑みん
なで頑張っています︒ちょっと
大きな夢かもしれませんが︑年
に一度だけでも︑町民の皆さん
に町の様子を確認に戻って来て
いただき︑懐かしんでいただけ
たらと思う気持ちもあります︒
◆ソフトボールの仲間や町でお
会いする方と過ごす時間を
大切に
小・中・高等学校とずっと
野球をやってきて︑ 歳の時に
ソフトボールを始めました︒町
のソフトボール大会に参加した
時に﹁SSB﹂に誘ってもら
い︑入ったらとても雰囲気のい
いチームで︑メンバーとは大会
以外でも︑忘年会︑新年会など
で集まる時にも楽しく過ごさせ
てもらっています︒みんなに会
うと︑浪江を感じることができ
ます︒
今︑町内に勤務していると︑
やっぱり知人や馴染みの方など
に会うことができるので︑昔を
懐かしく思い︑﹁今どうしてん
だ？﹂と話す時間がとても大切
に感じられますね︒あとは︑ソ
フトボールの市町村大会が年1
回開催され︑こうした状況でも
浪江のメンバーが集まり︑合流
して飲んだり話したりする時間
は楽しい時間で︑﹁自分の今の
支えかな﹂と感じています︒

これまで取材を受けていただいた皆さん
に、再度の取材を行うコーナーです。
３・11から８年以上が経過した今、感じ
ていること、伝えたいこと、そして最初の取
材以降の気持ちの変化やふるさとへの思いな
ど、皆さんの声をお届けします。
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※２ 一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、大
学、ＮＰＯ、企業、経済団体、行政などが連携したコ
ミュニティ支援ネットワーク。仙台が本拠地。
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第95号 ●

●

島田さんの取材は２回目で、第54号（平成27年12月号）で取材した時には郡山市に暮ら
していましたが、勤務する「福島さくら農業協同組合」の転勤で浪江支店に配属されたのを
機に、平成29年10月から浪江町のご自宅で暮らしています。また、浪江町ソフトボール
チーム「SSB」に所属し、浪江町のソフトボール代表メンバーでもあります。島田さんのお
話からは、人とのつながりを大切にしながら故郷で前を向き、仕事にソフトボールにと、実
直に取り組んでいる様子が伝わってきました。

平成23年３月11日に発生した東日本大震災、そし
て福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出
されていた避難指示は、平成29年３月31日に「帰還
困難区域」を除き解除されましたが、多くの浪江町民
は福島県内外に分散して避難生活を続けています。町
を取り巻く状況が徐々に変化する中で、町民の皆さん
がどのような思いで生活し、ふるさとへの思いを抱い
ているのか。
“浪江のこころプロジェクト” は、町民の皆さんの
声を「浪江のこころ通信（※1 ）」を通してお届けし、
皆さんの思いや暮らしぶりを発信・共有しようとする
ものです。
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
（※2 ）が中心となり、全国各地のＮＰＯ、大学などの
皆さんが取材を進め、浪江町と連携し「浪江のこころ
通信」を編集・発行しています。
▲愛用のソフトボールのバットと一緒に
撮影しました

ƆƆǀಧર

取材者：ＮＰＯ法人山形の公益活動を応援する会・アミル 佐藤
取材日：２月９日

ႜࢉơ
有紀さん（権現堂）
島田
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きさら９４２

︻後列︼
支援員 中嶋 敦栄
支援員 森
美恵
室 原 八幡万里子
室 原 八幡喜美男
田 尻 木幡 信子

会に対する思いや
浪江について思うこと

︻前列︼
藤 橋 吉田 充雄
藤 橋 吉田 範子
権現堂 佐藤 キミ
高 瀬 斉 たか子
川 添 髙木 一子

◆会の活動について
万里子さん 震災後は沖縄に避
難して約５年間を過ごし︑その
後︑福島に近い場所で家を探し
ていたところ︑この北茨城にい
い物件があったので購入しまし
た︒
浪江町復興支援員の方が自
宅に訪問してきた時に自治会の
話しを聞き︑﹁浪江町に恩返し
を し た い﹂︑﹁町 民 の 皆 さ ん に
﹁くつろげる場﹂を提供し︑く
つろいでほしい﹂という思いか
ら︑主人が会長職を引き受け︑
自分が全面的にサポートしてい
くことにしました︒
活動内容は︑毎月定例会を
第2水曜日に開いて︑会員の皆
さんが集まり︑お茶を飲んだ
り︑お菓子を食べたりしなが
ら︑浪江町での思い出︑避難先
での出来事︑今の暮らしぶりな
どを話しながら過ごしました︒
設立当初は︑参加する人は多く
ありませんでしたが︑会員の皆
さんが友人や仲間を誘ってくれ
たりしたので︑北茨城市だけで
なく︑いわき市などから参加し
てくれる人もいて︑だんだん増
えてきました︒
活動を開始して半年ぐらい
過ぎたころには︑参加者も徐々
に増えてきて︑毎回 人ぐらい
の浪江町民が参加してくれるよ
うになりましたが︑ただ集まっ
て飲み食いしながら話すだけで

たちばかりなので︑気兼ねな
く話せるし︑周りの目を気に
しなくて済むのでうれしい︒
●震災後は東京に3年間住んで
いたが︑知り合いの人もいな
いので︑会話する機会が無
く︑言葉を忘れたような︑言
いようのない不安があった
が︑今はこの会に入って本当
によかったと思っています︒
●以前は︑いわき市絆会の﹁ぐ
るりんこ﹂の皆さんが訪問に
来てくれてありがたかった
が︑一部避難指示解除後は
訪問も無くなり寂しかった︒

でも今は︑この﹁きさら９４
２﹂に参加できるようになっ
たので︑ありがたい︒
●以前は﹁勿来プロジェクト﹂
というのがあり︑そちらに
行っていたが︑援助が打ち切
られたので︑私たちは行き場
がなくなってしまった︒そん
な時にこの﹁きさら９４２﹂
ができてよかった︒
●日立市や東海村には︑このよ
うな集まりがあるのを聞いて
いたが︑少し遠いので参加で
きなかったが︑この北茨城で
参加できてよかった︒

は物足りなくなり︑経済産業省
の補助金を活用し︑つるし雛・
ちぎり絵・折り紙・絵手紙・竹
細工などを︑講師を呼んで指導
してもらいながら作品を作った
り︑ビールの空き缶を使って風
車を作ったりし︑出来上がった
作品は﹁十日市祭﹂にも出品し
て︑大変好評を得ました︒
また︑バーベキュー︑忘年会︑
新年会なども企画し︑参加して
くれる会員も増えています︒

●八幡さんに誘われたのがきっ
かけで参加するようになっ
た︒
●以前は︑この北茨城に浪江町
民の人たちが集まる場がな
かったので︑この会ができて
ありがたい︒
●震災後には︑周りの人からの
心無い言葉で嫌な思いやつら
い思いもしてきたが︑このよ
うな町民同士の集まりでは︑
同じような経験をしてきた人

が咲いていたり︑川にいるカモ
を見たりすると︑ついつい独り
言を言っている自分がいる︒
人は少ないが風景はあまり
変わらないので︑電車を見ると
いわき駅から仙台に行ってみた
いと思ったりする︒
●吉田充雄さん
この会が活動し始めた当時
は︑こんなに長く続くとは思っ
ていなかったが︑今はこの会を
できる限り長く続けてほしい
し︑町民の皆さんが集まる
﹁場﹂を提供していただいてい
る八幡さん夫妻の気持ちが大変
ありがたい︒
●皆さん
毎回︑会長の八幡喜美男さん
が手作りの汁物料理を振舞って
くれるが︑これが本当に楽しみ
で︑本当にありがたいです︒
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●髙木さん
人は浪江に帰れ帰れと言う
けれど︑震災前の浪江に戻して
くれるのなら帰る︑無理なのは
分かっているけど⁝︒
この会に入って生き返った︒
●木幡さん
言っても何も変わらない︑
考えてもどうにもならないの
で︑ここで穏やかに暮らしたい
と思っています︒
今まで嫌なこともあった
が︑この会に参加するように
なって︑人生がバラ色になった
し︑楽しい︒いいこともたくさ
んあると思えるようになった︒
あと 年生きたい︒
●佐藤さん
今は家も壊してしまったの
で浪江に対して心残りはない
が︑家があった場所に行くと花

会員の皆さんの声

きさら９４２の代表である八幡さん夫婦は、
当初の避難先であった沖縄から、故郷の浪江町
に近い北茨城に家を購入し引っ越してきまし
た。浪江町復興支援員の方が訪問した時に、八
幡さんからの「家が広いので、浪江の皆さんが
集える場として使ってください」という申し出
を受け、浪江町復興支援員が中心となり、茨城
県の県北地区に、浪江の皆さんが気兼ねなく集
まり、定期的に親睦が図れるような場を作りた
いという思いで、自治会の立ち上げに向けて、
会員の募集や役員への就任依頼などに奔走して
きました。何とか会員も集まり、この会の名称
を、会の拠点となる会長の八幡さんの自宅の所
在地から取って「きさら９４２」として、平成
29年10月に設立し、活動を開始しました。

●斉藤さん
みんなが集まれる場所を作っ
ていただき︑八幡さんにもこの
ような場を提供してもらい︑こ
の会があるから笑顔で元気でい
られることができるのでありが
たいし︑あとは前を向くしかな
い︑前を向くしかないです⁝︒
●吉田範子さん
8年前の震災以降︑子供と
もバラバラになってしまった︒
今は浪江町にある家も取り壊さ
れてなくなってしまった︒で
も︑この会に夫婦で参加させて
いただいているので︑息抜きで
きるし︑家に帰ってからも夫婦
で会での出来事を話したりでき
る︒浪江のことを考えてもしょ
うがないし︑諦めているので︑
ここで頑張るしかないという気
持ちです︒
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「きさら９４２」は、嫌なことを忘れて、
笑いと笑顔があふれた集まりです

●八幡喜美男さん
とにかく︑参加してくれる
皆さんにくつろいでほしい︒皆
さんに喜んでもらえるのがうれ
しい︒
●八幡万里子さん
浪江町で居酒屋を営んでいた
が︑震災により自分の生きがい
で︑目標だった仕事を奪われた
ことが一番ショックだった︒で
も︑過去を振り返るだけでは前
に進めないので︑それは腹の奥
にしまって浪江に恩返しした
い︒そして平穏無事な生活にた
どり着きたい︒それだけです︒
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取材者：茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 菊池
浪江町復興支援員 中嶋・森
取材日：１月22日

茨城県

喜美男さん・万里子さん（室原）
八幡
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▲つるし雛を作っている様子など

