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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。
※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。
※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。

「浪江のこころ通信／第97号」への
感想をお寄せください。
【連絡先】〒979−1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
「浪江のこころ通信」宛て
FAX.0240
（34）
4593

 





◆浪江町にいた頃から気心の知
れた付き合い
𠮷田さん 私は︑洋行さん︵渡
部さんの夫︶の会社で一緒に働
いていたんだよ︒そのときから
ずっと気心の知れたお付き合い
をさせてもらっているんだ︒渡
部さんの家は広くて︑洋行さん
も恵子さんもこんな感じで︑気
さくっていうかさ︒私だけじゃ
なくて︑いろんな人が集まって
いたよね︒
渡部さん 家の離れには︑車が
台とめられるの︒だから会社
関係の人や家族の方に﹁遠慮な
くどうぞどうぞ﹂って声を掛け
て︑最高で 人集まったよ︒料
理の得意な亀
ちゃん︵𠮷田
さん︶に手
伝ってもらっ
て︑皆さんに
料理をふる
まっていたの
よ︒それを大
変なんて思っ
たことは一度
もないよ︒準
備すること自
体が楽しかっ
たんだよね︒
𠮷田さん 浪
江では︑高瀬
川で釣ったイ
ワナやアユも
食べていたよ
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▲右から、渡部さん、下川さん、𠮷田さん

ね︒浜通りには湾がないから︑
ホタテやカキは宮城県まで買い
に行っていた︒恵子さんは本当
に料理が上手な人で︑モクズガ
み そ
まんじゅう
ニで作る味噌やカボチャ饅頭な
うま
んかも︑そりゃ旨いんだよ︒あ
れは作る人で味も柔らかさも違
う︒一軒一軒に伝わる味だね︒
渡部さん 私は作るのも好きだ
けど食べるのも好きだから︑た
たいても倒れないように見える
でしょう︒でも実は体が弱くて
ね︒入院もしていたんだけど︑
そのときに︑ご飯から何から亀
ちゃんに世話してもらったの︒
𠮷田さん いやいや︑そんな
オーバーな︒やれる範囲のこと
だけだし︑当たり前だからさ︒
◆震災後の町や人とのつながり
渡部さん 震災が起きたとき
は︑﹁まず逃げろ﹂という状況
だったから︑みんなバラバラに
なった︒私たちも最初は連絡が
取れなくてね︒ようやく落ち着
いてきて︑お互い行ったり来た
りしているうちに︑うちのお父
さん︵洋行さん︶と私と亀ちゃ
んの三人で岐阜に住もうかって
話で盛り上がったのよ︒
𠮷田さん だけど︑岐阜は雪が
積もるからってことで︑やっぱ
りやめてね︒浪江は雪があまり
降らないから︒年に数回︑多く
ても センチメートルくらいか
な︒そうそう︑冬になると﹁マ

福島の人間として︑恩返しの気
持ちだね︒
◆震災を体験して思うこと
下川さん 福島で大変な思いを
された渡部さんから︑私たちは
学ぶことがたくさんあると思う
んですよ︒
渡部さん 故郷の家に住めなく
なって︑気軽に帰ることもでき

リンパークなみえ﹂のパークゴ
ルフ場に︑北海道から観光バス
でお客さんが来ていたよ︒ロン
グホールは100メートル以上
あるし︑松林もあるし︒いい所
だったんだ︒私の仕事仲間が郡
山にいるんだけど︑今でも年に
一回は︑日山︵天王山︶や須賀
川に行って︑一緒にパークゴル
フをやっているよ︒
渡部さん 浪江の思い出は山ほ
どあるんだけど︑うちは家を解
体しちゃったから︑浪江に帰っ
ても泊まる自分の家がない︒解
体後に２回︑草刈りをしたんだ
けど︑大変だよ︒
𠮷田さん 震災後５ 年目まで
は︑町に帰って借りていたア
パートの掃除や片づけをやって
いたよ︒家の中全部に思い出が
あったからね︒だけど︑ネズミ
に何もかも破壊されたの⁝︒
渡部さん ３月 日が近くなる
と︑あまりテレビは見ないんだ
けど︑たまたまつけていたら幾
世橋に住んでいる方の懐かしい
姿が映っていたのよ︒すごくお
いしい野菜をもらった思い出が
あってね︒テレビを通してだけ
ど︑顔を見られて嬉しかった︒
𠮷田さん 実は︑つい先日まで
岐阜で入院していたんだけど︑
そこに突然︑渡部さんの家族が
７人そろってお見舞いに来てく
れたんだよ︒洋行さんは車椅子
に乗っていて︑自分自身が体が

なくなった私たちの気持ちっ
て︑世の中の人は分かっている
のかな︒辛いのは私たちだけで
たくさん︒二度とこんなことは
起きちゃいけないし︑ちゃんと
訓練もしなきゃだめだよ︒その
ために︑まずは隣近所︑誰もが
顔なじみになって声を掛けあっ
てないとね︒

・ 浪江のこころプロジェクト事務局
（浪江町役場企画財政課情報統計係）
0240（34）0241
0240（34）4593
namie12030@town.namie.lg.jp

故郷を離れても続くご縁、
新しい土地で生まれたご縁。どちらも宝物だよ

不自由なのに私を励ましに来て
くれたんだ︒﹁サプライズ！﹂
本当に驚いたし嬉しいし︑言葉
が出なかったね︒それで今回
は︑私が洋行さんの顔を見に行
こうと思って︒
渡部さん お父さん︵洋行さ
ん︶は足が悪くなってから︑寝
ていることも増えてね︒今日は
隣の部屋で寝ているけど︑きっ
とこの会話は聞こえていて︑楽
しんでいると思うよ︒
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https://www.town.namie.fukushima.jp/site/kouhou/
kokoro-tsushin.html

取材者：ＮＰＯ法人つなぎ te おおむた 彌永
取材日：３月14日
◆避難先での生活
下川さん 私は洋行さんとは︑
釣りの話題を通じての知り合い
なんです︒あの方は必ず自分か
ら帽子を取り︑挨拶をされる方
でしたよ︒
渡部さん そうなの︒下川さん
は﹁釣りのお師匠﹂さん︒お父
さんが釣りをできなくなって
も︑こうして遊びに来てくれる

「浪江のこころ通信」は、町民の皆さまや震災前にふるさとを離れた
方、町と関わりがある方が抱く浪江町への思いや暮らしぶりを発信し、
浪江町への思いを共有するために、平成23年７月の広報紙再開に合わ
せ、これにとじ込む方法によって発行しています。これまで約440人
（家族・グループ・ゆかりの人）の方が紙面に登場し、ご自身の思いを
皆さまと共有していただいています。
今回、「浪江のこころ通信」によって、より多くの「思い」を共有し、
より良いものとするため、取材を受けていただける方を募集します。
一人でも多くの皆さまの思いをお聞かせください。
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から︑嬉しいし心強い︒
下川さん 最初は遠慮がちに挨
拶を交わす程度でしたけど︑自
然と会話をするようになって
ね︒春が来て暖かくなったら足
腰も調子が良くなるかもしれな
い︒そうしたら︑また一緒に釣
りを楽しみたいと思っているん
です︒まあ︑釣りはできなくて
も︑こうしてしょっちゅうお邪
魔していますけどね︒
渡部さん 浪江では畑に行くの
にも鍵を閉めないし︑地域の中
では︑誰もが顔を見れば﹁お
茶︑飲んでいけ〜﹂ってね︒だ
から広島に来てからも︑いつも
玄関を開けて︑誰でも寄ってい
けるようにしてんの︒でも︑こ
こではいつも人が来ているって
わけではないから︑１人のとき
し しゅう
は刺繍をして楽しんでいるよ︒
下川さん こういう人間関係づ
くり︑地域づくりって大切だけ
れど︑なかなかできないことで
もあるんですよね︒
渡部さん 人のつながりってこ
とでは︑広島で水害が起きたと
きに︑﹁なみえ焼そば﹂を作り
に︑わざわざ福島から広島へ来
てくれたの︒嬉しかったよ︒そ
れで私も︑﹁自分が住んでいる
広島の人たちに何かできないか
な﹂って考えて︑袋入りの﹁な
みえ焼そば﹂を注文したの︒そ
して地元の行政と相談して︑自
宅避難の方に配布したんだよ︒

※「浪江のこころ通信」は、町ホームページでもご覧いただけます。
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渡部さん夫妻と𠮷田さんは、震災前の浪江町に住ん
でいた頃から、仕事仲間という関係を超えた付き合い
を続けておられます。今回は、渡部さんの自宅に𠮷田
さんが足を運ぶタイミングで話を伺いました。
また、取材中に遊びに来られた、近所に住んでい
る下川さんにも話の輪に入ってもらいました。
▲渡部さんお手製の刺繍作品

亀雄さん（樋渡）
恵子さん（北幾世橋）・𠮷田
渡部
広島県
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