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代表挨拶 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から、1 年以上が経ちました。今回

の大地震では、地震そのものによる被害に加え、津波や放射能といった 2 次被

害、3 次被害が続き、東北を中心とした被災地では未だに震災の大きな爪痕が

残り、多くの支援を必要としています。1 日でも早く何より尊い日常生活を送

ることができることを祈念するとともに、被災地支援の一助となれるよう支援

活動を行っていきたいと考えています。 

 さて、この度は、私たち“大学生被災地応援ネットワーク”(以下応援ネット)

が企画した宮城県南三陸町の仮設住宅を訪問し、住民の方々と交流する「仮設

住宅訪問プロジェクト」に多大なるご支援・ご協力をいただき、本当にありが

とうございました。 

 私たち学生メンバーは、8 月 6 日に岡山を出発し、南三陸町において瓦礫撤

去を行い、志津川中学校仮設住宅での茶話会、お箸作り体験、大掃除、さんさ

ん祭りといった企画を通して、子供からお年寄りの方まで幅広い住民の方々と

交流させていただきました。また、志津川中学校野球部の生徒達とのスポーツ

交流会も開催し、親睦を深めました。このような活動の後、8 月 10 日に南三陸

町を出発し、11 日に応援ネットメンバーの 15 人が 12 日に 2 人が岡山に帰って

きました。今回のプロジェクトによって、仮設住宅の方々と様々な形で交流す

ることができ、親睦を深めるとともに、学生の力で少しでも被災した方々の心

に寄り添い、新しい関係を築くことができたのではないかと思います。同時に、

私たち“応援ネット”メンバーも、実際に被災地に入ることで岡山では感じる

ことのできない被災地の現状、想いを肌で感じ、これからの被災地支援へと

様々な想いを巡らせる契機となりました。この経験を活かし、今後も被災地、

被災された方々に寄り添った形の支援活動を行っていく所存です。 

 当プロジェクトを終え、ご支援いただきました方々への感謝の気持ちと、被

災地での活動について知っていただきたいという気持ちを込めて、報告書を作

成いたしましたのでご覧いただければ幸いです。 

 最後になりましたが、「仮設住宅訪問プロジェクト」の実施にあたり、温か

い多大なるご協力、ご指導を頂きました方々に、この場をお借りして、応援ネ

ットメンバー一同、心より厚く御礼申し上げます。今後とも、私たちの活動に

ご理解を頂き、ご指導ご協力賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

 

平成 24 年 8 月 15 日 

大学生被災地応援ネットワーク 

 代表 三竿健吾 
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大学生被災地応援ネットワーク応援基金・事務局挨拶 

 この度は岡山県内の大学生による被災地支援の取り組みに、ご支援とご協力をいた

だき、ありがとうございました。被災地の状況を考えれば、今回の取り組みで出来た

ことは本当に小さなことではあると思いますが、20 歳前後の彼らがこの取り組みを経

験させていただいたことは、これから先に続いていく支援に大きくつながっていくも

のと信じております。 

私たちNPO法人岡山NPOセンターは県内のNPOや社会事業に取り組む企業、組織、

個人の支援を行う NPO です。その関係から、あの 11 日以降、3 月の間は被災地支援

に関する情報などが各地から寄せられ、関西からの支援の動きや岩手などでの大学生

の動きなどについても早い段階より入ってきており、日々、その再発信と、それらの

支援の動きを少しでも支えるための寄附募集の展開に追われておりました。その中で、

私個人の Twitter などにも「現地に行ってボランティアがしたい」「なにか役に立ちた

い」、という大学生による声が届いておりました。あの時は大学生だけではなく、誰も

が「自分に何ができるか」を考える時間でもあったと思います。 

その後、県内でも多くの支援の取り組みが展開される中、おかやまバトンや学生連

合などの学生主体の取り組みが県内でも起こってき、そうして行動する彼らと会う中

で、今回、大学の垣根を越えた県内のつながりである「大学生被災地応援ネットワー

ク」発足と、その応援を行うための基金づくりが行われました。 

 今回の学生による取り組みとそれを支える基金には３つの意義があったのではない

かと感じています。1 つ目は、仮設住宅に暮らす方々の心理面での支援に絞り、先遣

隊の派遣などコミュニケーションを重ねることで、現地の方々と大学生とのつながり

ができたことです。詳しくは本報告書をお読みいただければと思いますが、今回の現

地と重ねた対話とそれで得た関係は地域の財産になると感じています。2 つ目は、「自

分に何ができるか」を問いながらも、仕事や家庭など様々な状況により現地に行けな

い方々、学生と対比して言うのであれば「大人」の意思を背負って、大学生の彼らが

活動してくれたことです。これにより従来の一般的な義捐金寄附だけでは、何かが足

りないと感じていた方に、しっかりと結果が見える取り組みに参画をいただけたと感

じています。最後の 3 つ目は、これからの地域を担う大学生が現地に行き、その空気

やそこにある想いを肌で感じてきてくれたことです。このことはきっと、10 年後、20

年後の地域にもプラスになっていくものであると考えています。 

 あらためて、このプログラムに支援を下さった多くの方々に感謝を申し上げます。 

 

平成 24 年 8 月 15 日 

特定非営利活動法人岡山 NPO センター 

 理事・プログラムオフィサー 石原達也 
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1. 実施主体 

「大学生被災地応援ネットワーク」 

※岡山県内の”6 大学”の学生によって構成される、幅広い支援体制を目的と

する被災地支援組織。互いの大学の枠を越え、様々な視点を支援活動へ反映さ

せることを目指す。 

＜6大学＞・・・岡山大学 環太平洋大学 岡山理科大学 くらしき作陽大学  

吉備国際大学 岡山県立大学 

2．プロジェクトの経緯・目的 

■経緯 

２月上旬 「大学生被災地応援ネットワーク」を設立 

２月下旬 「大学生被災地応援ネットワーク基金」を設立 

３月上旬  募金キャンペーン「Action36℃」を開始 

当キャンペーンに、協賛をしてくださる企業様や団体様が参加 

する形をとる 

７月上旬   応援ネットの学生メンバー16人に加え、同行人 4 人の合計 20人 

が当プロジェクトに参加することが確定 

 ８月上旬  当プロジェクト参加者による「傾聴セミナー」を実施 

■目的 

 東日本大震災から 1年半が経過したが、未だにボランティアの手が行き届い

ていない場所が非常に多くある。今回は、宮城県南三陸町志津川中学仮設住宅

を訪問し、仮設住宅に住む方々の精神的なストレスを発散できること、住民の

方々がお互いに交流できることを目的とした様々な企画を実施した。 

 さらに、被災地で経験したことや様々な交流を通して現地の方々から聞いた

当時の話や現在の状況、想いなどを岡山県に住む方々に伝えることも目的とし

ている。 

■実施背景 

～志津川とのつながりについて～ 

岡山での被災地支援の在り方を考え、活動する、岡山の学生や教職員有志によ

る団体「おかやまバトン」が 2011年 12月に志津川中学校野球部の子ども達を

岡山に招待したことがきっかけとなり、志津川と岡山の間で交流が持たれるよ

うになった。この際に築くことができたつながりをより深めようという想いの

もとに、応援ネットでは志津川の仮設住宅を訪問することになった。 
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3. GW先遣隊概要  

＜実施日＞ 

平成 24年 5月 2日～5月 6日 

＜実施場所＞ 

宮城県本吉郡南三陸町志津川 

＜目的＞ 

平成 24年 8月に宮城県南三陸町志津川に設置されている仮設住宅を訪問し、

仮設住宅の方々と交流を行い、学生としてできる形で傾聴や精神的なケアを行

うにあたり、仮設住宅の方々にどのような形の交流や支援が必要とされている

のかなど、被災地のニーズを調べる必要があった。そこで、8月の本プロジェ

クトに向けて、あらかじめ仮設住宅の方や、自治会、教育委員会の方々とミー

ティングを行い、必要とされている支援の形を調査することで、より被災地の

ニーズに合った支援を行える体制を整えることを目的として、先遣隊を実施し

た。 

＜ニーズ調査による南三陸の方々の声＞ 

自分よりも、自分の子どもや孫のことを一番に考えている/子どもの成長を見ると‘も

う１年’だが、周りの現状を見ると‘まだ１年’と感じる/みんなに若さをもらって、

若返ったような気分になった/子どもたちが大人になった時、南三陸で仕事ができるか

不安/学生さんの笑顔が生きる喜びになる/子どもたちが笑顔でいてくれることが、私

たちの幸せ/遠くから来て笑顔を見せてくれる皆さんに会えて本当に嬉しい/今度は冬

に来て、雪合戦をしよう！/「家に帰る」といえる日は、いつ来るのだろうか/震災後

の１年間は、生きるために生きてきた/将来何をやってもらっても当たり前になってし

まうのではないかという不安がある/被災者、支援者がお互いに得るものがある支援で

なければ意味がない/過去を失ってしまったが、未来は失いたくない。創っていく/何

もすることがないことが最も大変になっている/仮設同士のつながりが少ない/ボラン

ティアが抜けた後を考えている（自立への転換）/催しものをしてくれたほうがいい（一

人じゃ動きにくい）/自分たちで何かやろうと思う人が少ない。だから、誰かが始めな

いと動けない/現地の大きなニーズは土地の売買などに移り変わってきている/岡山県

で災害があった時の為に、大学生が勉強をしておいて欲しい/思いつきの活動ではなく

求められている活動を（ニーズの擦り合わせ）/文化的な支援をして欲しい/それぞれ

の年代の人に合ったそれぞれの場所が求められている/まだまだ人と人との交流が必

要。交流の場がもっとほしい/ネガティブに考えてしまう人も、ポジティブに考えるこ

とができるようになる企画を/震災を風化させたくない。今回の震災を教訓にしていっ

てほしい/写真や記録に残るようなものを作ってほしい。 
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4. プロジェクト概要  

 

＜プロジェクト名＞ 

仮設住宅訪問プログラム 

 

＜実施団体＞ 

大学生被災地応援ネットワーク 

 

＜実施日＞ 

平成 24年 8月 6日～8月 11日 

 

＜実施場所＞ 

宮城県本吉郡南三陸町志津川 

 

＜宿泊所＞ 

さんさん館（宮城県本吉郡南三陸町入谷字山の神平 10-1） 

 

＜活動内容＞ 

8月 7日：ボランティア活動（がれき撤去） 

8月 8日：茶話会（うちわ作り、シュシュ作り） 

日曜大工（はし作り、そうめん台作り） 

そうめん流し 

8月 9日:大掃除 

スポーツ交流会（バスケットボール、ドッチボール） 

8月 10日：さんさん祭り 

（かき氷、ヨーヨー釣り、お菓子当て、バルーンアート、ビンゴゲーム） 
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5. 大学生被災地応援ネットワークメンバー一覧 

 

代表     三竿 健吾  (岡山大学 2年生) 

副代表   白髪 光洋  (環太平洋大学 3年生) 

田村 宙大  (岡山大学 4年生) 

小倉 季実  (くらしき作陽大学 4年生) 

大川 成美  (岡山大学 3年生) 

石原 勇弥  (環太平洋大学 3年生) 

原田 博史  (環太平洋大学 3年生) 

中水 光   (環太平洋大学 3年生) 

藤田 ゆか  (岡山理科大学 3年生) 

常浦 あいり (環太平洋大学 2年生) 

久野 愛香音 (環太平洋大学 2年生) 

藤村 亮太  (岡山理科大学 2年生) 

小田上 馨  (環太平洋大学 3年生) 

工藤 善雅  (岡山大学 3年生) 

山下 千尋  (岡山大学 3年生) 

井上 太郎  (吉備国際大学 3年生) 

同行人   岩崎 春加    (岡山 NPOセンター) 

      宮本 紀子    (生活協同組合おかやまコープ) 

水島 啓至    (生活協同組合おかやまコープ) 

山下 和之    (生活協同組合おかやまコープ) 
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1. プロジェクト 1日目 物品積み込み、出発式、バス移動(8/6) 

初日の朝、参加可能なメンバーで早朝から物品の移動と積み込みを行った。

朝の 5 時半に集合し、津島宿泊所からバスまでの約 400ｍを何度も往復した。

車なども利用し、結果的に予定より早い開始となったが、積み込みが終了する

まで時間がかかったので、全体日程のズレは生じなかった。各メンバーが汗を

流しながらお互いに物品のチェックを行い、順調な滑り出しとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、残りのメンバーとの合流と出発式を行うために岡山駅西口へ向かっ

たのだが、メンバー以外にも多くの大人の方がいた。そこで私たちの多くは、

この企画は学生だけではなく、多くの大人の方や様々な企業の方が大きく関わ

っており、それに支えられていることを再認識した。送り出されることに喜び

を感じながらも、少し気持ちが引き締まった出発であった。その後は、長時間

のバス移動による疲れを配慮して準備していただいた大型バスへ乗り込み、数

回の休憩を挟み、約 16 時間かけて 23 時ごろに宮城県の南三陸町に到着した。

周囲には街灯があまり無く、暗くて何も見えなかったので、どのような景色が

広がっているのだろうかと想像した。バスから降りたメンバーの顔には少し疲

れた様子も見えたが、皆で協力し素早く荷物の積み下ろしを終え、翌日のため

にミーティングを行った。 
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2. プロジェクト 2日目 ボランティア活動＜主に瓦礫撤去＞(8/7) 

ボランティア活動では瓦礫撤去をすることになっており、朝 9時にバスでボ

ランティアセンターへ行った。ボランティアセンターには、既に多くの人が集

まっていた。その場で注意事項を聞き、バスで活動場所へ移動。活動場所は海

のすぐ側で、津波により流された家の基礎だけが残り、周りが 360度見渡せる

状態になっており、ここで初めて被害の大きさを知った。まずはボランティア

センターの方から説明を受けた。始めに聞いたのは、津波がきた時の避難場所

だった。津波はいつ来るか分からず、再び同じことが起きてもおかしくない状

況の中で活動をするのだと再認識した。その後、瓦礫の種類の説明を聞いた。

その中で、瓦礫撤去をしているとお骨が見つかるかもしれないという話があり、

不安そうな表情になる者は少なくなかった。しかし、行方不明になっている方

が見つかるということは、そのご家族にとって大きな喜びであると聞いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明を聞き終え、瓦礫撤去が始まった。活動中はビブスを着て長靴を履き、

軍手の上からゴム手袋をはめ、帽子を被りマスクを着けた。同じ場所で活動を

している方と話をしながら作業をしたり、外国の方と国際交流をしながら活動

をしたり、黙々と瓦礫を片付けたりと、各自作業を進めていった。土にスコッ

プを入れると、次から次へと瓦礫が現れた。食器の破片、靴、衣類、瓦、表札、

電化製品、カーテン、原型を留めていない物など。今、「瓦礫」と呼ばれてい

る物は、震災前には誰かの物で、使っていた方にとっては思い出のある物でも

あり、決して「瓦礫」ではないと誰もが感じている様子だった。 
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気温が高く、体力の奪われる活動であるため、小まめに休憩の時間があり、

その時間は必ず休み、また作業に戻るという繰り返しだった。瓦礫の埋まった

場所は一面に広がっていたが、瓦礫撤去を行った今回の場所はほんの一部に過

ぎなかった。休憩中に水分補給をした場所は門だけが残っている民家の跡で、

座ることができた場所は倒れた電柱の上だった。昼休憩では、鉄骨がむき出し

になっている建物の下で、持参したおにぎりを全員で食べた。ボランティアセ

ンターには、活動をするために様々な場所から多くの人が来ており、様々な交

流をすることができた。休憩中に海の近くへ行ってみた。海は静かだったが、

海へ繋がる階段や道はひび割れ、あらゆる所に大きな水溜りができていた。こ

ういった所からも震災による被害の深刻さを感じた。午後も同じように活動を

したが、急な雨で予定時間より早く作業を引き上げることになった。 
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3. プロジェクト 3日目 茶話会、日曜大工体験、そうめん流し(8/8) 

 この日の茶話会は、うちわ作り・シュシュ作りを通して仮設住宅の方々と交

流することを目的として計画した。また、この仮設住宅で行う初めての企画だ

ったため、「大学生被災地応援ネットワーク」を知ってもらう場でもあった。 

9 時にさんさん館を出発し、バスで志津川中学校へ向かった。志津川中学校

の校庭に隣接している仮設住宅の集会所で、10 時から 12 時まで茶話会を実施

した。集会所では、うちわ作り・シュシュ作りのブースをそれぞれ設けた。初

めて仮設住宅の方々と交流する日だったため、人が集まるかどうか不安であっ

たが、10時を過ぎると多くの方が集会所に足を運んで下さった。 

 

 

 

 

 

 

 

学生たちは、それぞれのブースに別れて子どもや大人の方に作製手順を説明

した。うちわ作りでは、子ども達が作るうちわの独創性に驚きつつ、楽しみな

がら一緒に交流した。子ども達は自分で作った、世界にひとつだけのうちわに

満足しながら、それを手に握りしめていた。シュシュ作りでは、逆に大人の方々

から教わることが多く、学生たちは「なるほど！」と、大人の方々に裁縫の手

順を教えていただきながら交流した。作ったシュシュを実際に腕につけて、笑

い合う場面も見られた。「どこから来たの？」と聞かれ、「岡山から来ました。」

と言うと、とても驚いたように「まあ、遠いところからわざわざありがとうね。」

と言葉をかけていただいたことが強く心に残った。 

集会所の中は、常に話し声や笑顔であふれ、賑やかな雰囲気であった。集会

所の外でも、学生と子どもが楽しそうに遊ぶ姿が見られた。2 時間という短い

間ではあったものの、うちわ作り・シュシュ作りを通して仮設住宅の方々と十

分に交流することができたように思う。 
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午後からは日曜大工体験とそうめん流しを実施した。志津川中学校仮設住宅

に住む子ども達と、志津川中学校野球部の子ども達を、日曜大工のお箸作りと

そうめん台作りの 2グループに分けた。箸作りのグループは、カッターと紙や

すりを使いながら細く切った竹を思い思いに削り、磨いていった。竹を紙やす

りで磨いていくと徐々に箸の形になっていった。想像以上に上手に作れた自分

のお箸に、子ども達は驚いているようだった。そうめん台作りのグループは竹

の節を取るところから始まり、紙やすりで竹を磨き、水を流す角度に思考錯誤

しながら組み立てていった。やはり最後の組み立てが簡単にはいかず、台が脚

から外れたり傾斜角度うまく整わなかったりした。しかし、応援ネットメンバ

ーと野球部の子ども達が協力しながら完成させることができた。完成した後、

試しにそうめんを流すと少し転がるように流れていったが、「おおー！」と歓

声が沸いた。子どもたちにとって箸作りもそうめん台作りも初めてのことだっ

たので、作製に苦戦しながらも夢中で取り組んでいた。 

そうめん流しが始まると、まずは子ども達からそうめんを食べ始めた。みん

なが流れてくるそうめんと睨めっこをしながら食べていた。子どもたちを優先

し、大人の方々には待っていただくことになったのだが、子ども達のそうめん

を食べる姿を後ろで見ていたお年寄りの方々が「子どもたちがあんなに笑顔に

なってくれるだけで嬉しい。」とおっしゃっていた。子ども達が食べ終わると

大人の方々も食べ始めた。中には子どもたちよりも真剣な顔をして、そうめん

と向き合う姿が見られた。終わる頃には、子どもたちやお年寄の方から、笑顔

で「本当に楽しかった。」という言葉を多くいただいた。 
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4. プロジェクト 4日目 大掃除、スポーツ交流会(8/9) 

この日の午前中は、応援ネットメンバー全員で仮設住宅の大掃除を実施した。

仮設住宅の方々に事前にアンケートを取り、希望される方のお名前と住所を記

入していただき、その方の住宅の掃除をさせていただくという流れをとった。

応援ネットメンバー16 名より、4 人 1 組のグループを作り、4 班に分かれた。

各班をニーズの挙がった住居に振り分け、10 時から 12 時までの 2 時間という

時間で、私たちにできる限りの掃除をさせていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際、掃除をしてほしいという要望は 3件だけであったが、住宅に振り分け

られなかった班は、仮設住宅の方々が普段から利用されている集会所の掃除を

させていただいた。また、仮設住宅の自治会長からの要望で、外に設置されて

いるタンク周りの草抜きをさせていただいたり、箒やちり取りを用いて仮設住

宅の周辺の落ち葉やゴミの掃除をさせていただいたりした。 

要望は少なかったものの、掃除をできる箇所はたくさんあった。後日の企画

でも仮設住宅の周りや集会所を使わせていただくので、常に掃除をした状態で

綺麗に使わせていただきたいと思った。そして、要望があった住宅での掃除で

は、住民の方々に非常に喜んでいただき、感謝していただけた。最後にはメン

バー全員が笑顔でこの大掃除の企画を終えることができ、とてもやりがいを感

じることができた企画となった。 
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この日の午後からは、ベイサイドアリーナにて志津川中学野球部の子ども達

とスポーツ交流会を実施した。当初はバスケットボールをしてからドッヂボー

ルをする予定だったが、バスケットゴールの準備に時間がかかるため、競技を

バレーボールに変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

合チームは応援ネットメンバーと中学生の混合で 4チームを作り、総当り戦を

した後に、上位 2チームによる決勝戦を行い優勝チームを決めた。１つのボー

ルを落とさないように、チームメンバーのみんなが声を出しあい、夢中で試合

に取り組んでいた。 

バレーボールが終わった後、新しくチームを組み直してからドッヂボールに

臨んだ。試合数は、合計で 3試合を行った。最初の 2試合は通常のルールで取

り行った。結果は 1勝ずつで、勝敗は最後の 1試合に委ねられた。最後の 1試

合は特別ルールを取り入れ、当てられた人は中に入れないというルールになっ

た。この試合は最初の試合よりも、さらに盛り上がった。試合中は子ども達も

学生メンバーもたくさんの汗をかきながら、ボールの行方に集中した。力いっ

ぱい投げたり、必死にボールを避けたりと、「絶対に負けたくない！」という

闘志が両チームからひしひしと伝わってきた。 

最後に、志津川仮設住宅の方々に披露するために岡山県のお祭りで踊られて

いるうらじゃ練習を全員で行った。みんなは振りを知らないなかで一生懸命に

踊っていた。振りを覚えていくにつれて、笑顔になっていくのを見て、次の日

のうらじゃが非常に楽しみになった。帰りのバスの中で中学生と応援ネットの

メンバーの多くが連絡先を交換している姿を見て、さらに子ども達との距離が

縮んだと感じた。 
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5. プロジェクト 5日目 さんさん祭り、バス移動(8/10,8/11) 

最終日の 10 日は、お世話になった志津川中学校仮設住宅の方々への感謝の

気持ちを込めて「さんさん祭り」と題して、かき氷やヨーヨー釣り、射的、お

菓子釣り、わなげ、バルーンアート、ビンゴゲーム、うらじゃのステージなど、

子どもを中心に仮設住宅の方たちに楽しんでいただけるような企画を用意し

た。 

開始時間となる 13 時頃は人の集まりが少なくて心配だったが、ビンゴゲー

ムをしていると徐々に人が集まってきた。さらに、志津川中学校野球部の子ど

もたちも駆けつけてくれて、賑やかな雰囲気の中、子どもからお年寄りまで、

皆が発表される番号に一喜一憂していた。 

射的、お菓子釣り、わなげはメンバーが手作りのセットを用意し、バルーン

アートはメンバーが練習して作り方をマスターしていた。子どもたちは工夫を

凝らしたゲームをとても楽しんでくれたようで、夢中になって何度もゲームに

挑戦していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後はうらじゃ踊りのステージ。応援ネットメンバーがうらじゃの衣装で登

場し、うらじゃ踊りについて簡単に説明した後、まずはうらじゃ踊りのメイン

の曲であるうらじゃ原曲をメンバーと志津川中学校野球部の子どもたちで披

露した。続いて 2曲目のうらじゃ音頭は楽しめる曲であるため、どんな踊りで
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あるかを一通り披露した後、子どもたちや自治会長さんにも輪に入ってもらっ

て一緒に踊った。輪の中で踊っているメンバーと子どもたちも、踊りを見なが

ら体を動かしている人も、外から見ている人もみんな笑顔で、うらじゃ踊りを

通して岡山と南三陸が一つになることができ、さんさん祭り、またすべての企

画の最高の締めくくりとなった。 

 その後も、お祭りの噂を聞きつけた方がたくさん参加してくださり、特にか

き氷のテントの大盛況は続いた。また、何人かの子どもたちはかき氷の手伝い

をしてくれて、楽しそうに氷を削っていた。お祭りの片づけをしている時には、

子どもたちが集会所の前でうらじゃ音頭を踊っており、微笑ましい光景も見ら

れた。 

 片付けを終えて集会所から引き上げる時、大人の方や子どもたちがお見送り

をしてくださり、「来てくれてありがとう。」「とても楽しかったよ。」「また来

てね！」という温かい言葉をもらった。別れは惜しかったが、笑顔でお別れを

することができた。何人かの子どもたちと志津川中野球部の子どもたちと保護

者の方がバスの前までお見送りに来てくれた。そして、保護者の方とは恒例の

ハグ。また会えることを願って南三陸を後にした。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

その後、応援ネットメンバーはバスに乗り岡山へ向かった。南三陸を 17時頃

に出発し、高速道路を夜通し走り、岡山には 11日の正午に到着した。到着後、

岡山駅の西口で解散式を行い、無事に仮設住宅訪問プログラムは幕を閉じた。 
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6. 活動報告会 

被災地での活動終了後、支援者に対する活動報告会を実施した。 

日 時：2012年 9 月 9日(日)10:00～12:00 

会 場：岡山県ボランティア・NPO活動支援センター ゆうあいセンター 大会議室 

   （岡山市北区南方 2丁目 13-1 きらめきプラザ 2階） 

内 容：大学生による現地での活動報告 

   これからの被災地支援を考えるグループセッション 

参加者数：46名 

参加者感想：普段メディアを通して知る被災地の状況と、学生の方々が実際に

自分の目で見てきた状況のギャップに衝撃を受けました。今回の報告会を機会

に私自身も被災地に入って活動をする決心がつきました。 

おかやまコープ各店舗からの依頼により、組合員へ向けての報告会を実施した。 

1.『東日本へとどけ！私たちの想い♡』 

日 時：2012年 9 月 19日(水)10:00～12:00 

会 場：コープ大野辻店 

担 当：白髪 

2.『もっとつながろう東北と』 

日 時：2012年 9 月 27日(木)10:00～12:00 

会 場：コープ西大寺店 

担 当：三竿、大川 

3. 『被災地支援 Action+36℃聞いて！作って！届けよう！』 

日 時：2012年 10 月 28日(日)10:00～12:00  

会 場：コープ総社東店 

担 当：白髪、藤田 

4. 『被災地支援報告会～生の声を聞いてみよう～』 

日 時：2012年 11 月 23日(金・祝)10:00～12:00 

会 場：コープ林田店 

担 当：白髪、藤田 

 

参加者の感想：とても、とても誠意が伝わる内容、話し振りで、組合員さんも

ものすごく感銘を受けておられました。「被災者の方のためにも僕にできるこ

とは一生懸命生きる事」という言葉は本当に胸にジーンときます。 

報告者の感想：何度も相槌を打ちながら真剣に耳を傾けて聴いて下さる姿に、

私自身も「伝えること」の大切さを改めて強く感じました。 
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1.  Web ページ 

Facebook 

http://www.facebook.com/SSANF 

 

 

Twitter 

https://twitter.com/SSANF_OKAYAMA 

 

 

ホームページ 

http://www.npokayama.org/ssanf/ 

 

 

2. メディア出演 

テレビ出演 

・テレビせとうち(2012年 3月 8日)「せとうちパレット 930」 

 

ラジオ出演 

・FM790レディオ MOMO「オカヤマイブニングキューブ」(2012年 3月 6日) 

・FＭ倉敷 82.8「SPOxT」(2012年 4月 10日) 

 

新聞掲載 

・山陽新聞(2012年 3 月 10日) 

「キャンドルナイトやロックコンサート さん太広場など」 

・山陽新聞(2012年 4 月 15日) 

「交通遺児に義援金を寄託 ベッキオバンビーノ実行委、山陽新聞社会事業団に」 

 

その他 

・岡山県社会福祉協議会「県社協 NEWS」2012年 No.593 

・テレビせとうち「なないろ組 News Release2012Autumn」 

・おかやまコープ「ウィークリーコープ」(2012年 5月 7日) 

http://www.facebook.com/SSANF
https://twitter.com/SSANF_OKAYAMA
http://www.npokayama.org/ssanf/
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大学生被災地応援ネットワーク応援基金 

決算報告 

平成 24 年 9月 9日 活動報告会 

収入の部                                  (単位；円) 

科  目 予算額 決算額 増 減 備     考 

寄   付 

協   賛 

自己負担金 

雑 収 入 

900,000 

1,000,000 

100,000 

1,689,344 

1,650,214 

170,000 

50 

789,344 

650,214 

70,000 

50 

 

寄付キャンペーン「Action+36℃」として 

参加学生、同行者負担金 

利息 

合   計 2,000,000 3,509,608 1,509,608  

 

支出の部 

科 目 予算額 決算額 増 減 備    考 

先遣隊交通費 

先遣隊宿泊費 

宿 泊 費 

交 通 費 

食   費 

企 画 費 

研 修 費 

傷害保険費 

印 刷 費 

会 議 費 

広告宣伝費 

通 信 費 

雑   費 

予 備 費 

93,300 

66,000 

414,120 

692,100 

149,700 

106,000 

200,000 

10,080 

5,600 

10,000 

200,000 

30,700 

4,000 

18,400 

89,387 

66,000 

373,080 

689,770 

5,550 

160,635 

200,000 

8,330 

5,250 

175,450 

1,419,125 

990 

735 

 

△3,913 

0 

△41,040 

△2,330 

△144,150 

54,635 

0 

△1,750 

△350 

165,450 

1,219,125 

△29,710 

△3,265 

△18,400 

レンタカー21,500 円、高速道路(往復)42,550 円、レンタカー37,400 円 

13,200円×5人＝66,000円 

学生・基金事務局＝307,230 円+12,800 円、バス運転手＝53,050 円 

両備バス(有料道路代込み)604,200 円、新幹線 43,170 円、レンタカー37,400 円 

8//6～8/10の夕食代 

学生企画 160,635円 

日本産業カウンセラー協会傾聴訓練 200,000円 

 

報告書、資料等印刷 

さん太広場 169,050円、ゆうあいセンター1,200円+5,200円 

CM1,050,000円、ポスター369,125円 

切手 140円、ヤマト運輸 850円 

振込手数料 105円+315円+315円 

 

合   計 2,000,000 3,194,302 1,194,302  

差   引 0 315,306 315,306  

※残額については、「一般財団法人みんなでつくる財団おかやま」にて「大学生被災支援活動

応援基金」を設立し、岡山県の大学生による被災地支援活動への助成に充当します。 

9/9/2012   大学生被災地応援ネットワーク応援基金  事務局  石原 達也 

     大学生被災地応援ネットワーク      代表   三竿 健吾 

関係書類を監査したところ、その経理は正確であったことを報告します。 
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ご協賛・ご協力していただいた企業・団体の皆様(50音順) 

「いち」実行委員会 事務局 様 

岩﨑 春加 様 

ヴィハーラヘア＆エコロジー 様 

岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」 様 

会議 42 様 

学校法人創志学園環太平洋大学 様 

カバヤ食品株式会社 様 

株式会社エスココーポレーション 

(北山くんあっこちゃん結婚おめでとうコンペ及び東日本大震災チャリティコンペ)様 

株式会社ザグザグ 様 

株式会社ドゥークリエイト(ベッキオバンビーノ実行委員会) 様 

株式会社フレスカ(ぐりぐり家) 様 

株式会社マスカット薬局 様 

国立大学法人岡山大学 様 

小山 悦司 様 

社団法人日本産業カウンセラー協会様 

space end, armchair theory 様 

生活協同組合おかやまコープ 様 

ダイヤ工業株式会社 様 

鷹取醤油株式会社 様 

DearCrew, 様 

テレビせとうち株式会社 様 

特定非営利活動法人英田上山棚田団 様 

特定非営利活動法人岡山 NPOセンター 様 

パワーピープル 21 様 

マキエダ マサエ 様 

有限会社篠原商事(ri cycle キミドリ) 様 

渡辺 泉 様 

他、匿名個人の皆様 

多くの温かいお気持ち、誠にありがとうございました。 

 

その他のご協力 

パネル展示協力：パワーピープル 21主催「星空まつり in西川」 

2012年 6月 8日(金)17:00～21:00 
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被災地とともに成長する岡山 

岡山大学 ２回生 三竿健吾 

 今回の大学生被災地応援ネットワーク「仮設住宅訪問プロジェクト」を実施するに当た

り、様々な立場、視点、状況で非常に多くの気持ちがこもった想いが生まれた。その中で

も、被災地側に寄り添った想いはメンバーに任せるとして、私は「応援ネット」という学

生による被災地支援団体の視点から今回のプロジェクトを振り返りたいと思う。 

 応援ネットは 2012 年 2 月に立ち上がり、岡山から被災地へ学生を送り出し、被災した

方々の心をケアするという趣旨をもとにプロジェクトが走り始めた。私は「おかやまバト

ン」という被災地支援団体にも所属しており、そこでは被災地の子供達を岡山へ受け入れ

るという活動をしていたが、今回はそれとは真逆のプロジェクトであり、何もかもが初め

てのことで不安や責任ばかりが先走ってしまっていた。 

 しかし、そんな中で私を支えてくれたものは、岡山という心強い支援者たちと応援ネッ

トメンバーであった。今回のプロジェクトを実施するには、岡山の企業、団体、個人とい

った方々の温かい多大な支援や応援を絶対に欠くことはできず、いつも支援者の方たちの

「頑張って！」「岡山の想いを被災地へ持って行ってください！」といった声が、不安で

足を止めがちな私の背中を強く押してくれた。それと同時に、応援ネットのメンバーは個

性に溢れ、時には明るく会議の雰囲気を良くしてくれ、時には被災地、被災者のこと、こ

れからの被災地の未来を真剣に話しあい、時間も忘れてお互いの意見をぶつけあい、誰よ

りも一番に復興へ向けて学生にできる事を強く心に持ち続けた。そんなメンバー達の熱く、

優しい、被災地に寄り添った気持ちがこのプロジェクトを創り上げてきた。 

 そして、8 月 6 日から 8 月 10 日の日程で応援ネットプロジェクトの実施となった。この

プロジェクトを通して、一番に感じたことはメンバーの成長である。学生だけで全ての企

画を行い、実際に被災地へ赴くという、何もかもが初めてであり、分からないことばかり

なので、当然いろんな穴が出てくることになり、想定外の状況にも何度も遭遇した。そん

な時に各メンバーが他人任せではなく、自分が主役であるという意識を持ち、お互いにフ

ォローしあった。お互いに優しい言葉をかけあい、気遣いあった。仮設住宅の方々の心に

少しでも近づこうと、勇気を持って自分から丁寧な声掛けを行い、優しく触れ合った。こ

のプロジェクト前後であらゆることが大きく変わり、それが各メンバーの成長となった。

私は、被災地に入り、現地の方々と触れ合うことでたくさんのことを感じたのと同じく、

応援ネットの代表として、このようなメンバーの大きな飛躍を間近で見ることができたこ

とを心から嬉しく思うし、この１５人のメンバーを何よりも誇りに思う。 

 最後に、ここまで学生らしい被災地支援を行うことをいつもあたたかく支え、優しく見

守り、心強く言葉をかけてくださった、このプロジェクトにご支援、ご協力をしてくださ

った皆さんに心よりお礼を申し上げます。私たち「応援ネット」は被災地のために進み続

けます。これからもご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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今日という日 

環太平洋大学 3 回生 白髪光洋 

 みなさんは“今日という日”をどのように考えておられるでしょうか。一人ひとり違っ

た今日という日があると思います。しかし、昨年の 3 月 11 日に起きた東日本大震災はそ

んな日々の思い出と一緒に消えてしまって良いできごとなのでしょうか。私は今回の大学

生被災地応援ネットワークで東日本大震災から 1 年半経った今、私たちにできることを考

える時間を与えていただきました。 

大学生被災地応援ネットワークの企画は「被災地支援ってなんだろう？」そんな漠然と

した課題の中から始まりました。メンバー全員で意見をぶつけ、時には一人ひとりの想い

に耳を傾け、時にはケンカをしてぶつかり合い、その中で仲間の存在意義や大切さに気づ

くことができました。そんな尊敬できる仲間と共に行った宮城県南三陸町志津川では大変

貴重な体験をたくさんさせていただきました。中でも私が一番印象に残っていることがあ

ります。それは、一人のおばあさんと話をした時のことです。そのおばあさんは東日本大

震災の当時のこと、今どうなっているのか。そんなことを詳しく話してくださいました。

中でも「私はあなたたちがここに来て笑顔をくれるだけで嬉しいんだよ。ボランティアさ

んの数が減ってもこうして来てくれるあなたたちがいるからまた、明日から歩き出せる。」

と涙をこぼしながら伝えてくださった言葉が今でも頭の中から消えません。私たちは今回

の企画を通してたくさんの方々の笑顔を見ることができました。しかし、同時に私たちに

はひとつの責任をおったと思っています。それは、今回の大学生被災地応援ネットワーク

が一回限りで終わらせてしまって良い企画ではないということです。たくさんの志津川の

方々に言われました。「また、必ずここに帰ってきてね。」と「次はいつ来てくれるの。」

と私たちを待ってくれている人たちが居ることを私は忘れたくないのです。期待だけ残し

て終わる企画などやらないほうがましなくらいです。私はこれからも必ずこの大学生被災

地応援ネットワークを動かしていきます。 

 私はこの 6 日間で考えたことがあります。それは、私たちにできることです。その中で

“今日という日”をどのように生きるかということを考えました。私は漠然と過ぎていく

毎日を単なる一日にしてしまうのも、今日という日を輝かせるのも、自分次第だというこ

とに気づきました。被災地支援は誰にでも行うことができます。私は被災地支援とは一生

懸命生きることだと思います。たくさんの命を失った東日本大震災から学んだことは計り

知れません。中でも命の尊さ、重さを誰もが考えたと思います。だからこそ、私たちは生

きている今を精一杯生きなくてはいけません。それを忘れたとき、私たちは東日本大震災

を忘れていくのです。一生懸命生きれば一日一日が変わります。一日一日が変われば気持

ちが変わります。気持ちが変われば他の何かが変わります。その連鎖がいつか復興に結び

つくのではないかと私は考えています。退屈な日を一生懸命笑えた日に、一所懸命悩んだ

日に。そして、一生懸命生きた日にそれが私たちにできる最大の支援だと考えています。 
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南三陸町に行って感じたこと 

岡山大学 4 回生 田村宙大 

 私は今回の大学生被災地応援ネットワークに参加し、8 月 6 日～8 月 10 日の間に宮城県

の南三陸町に行った。今回このような機会をいただいて、被災地の現状を肌で感じること

ができたのではないかと思う。被災地に行って、初めて感じることも多くあったし、仮設

住宅の方々との交流を通して、私たちにできることは何なのかを私たちなりに考えること

ができた期間になったのではないだろうか。 

 私が初めてこの応援ネットの会議に行ったのは、今年の 3月だった。被災地に行きたい、

被災地の方々のためになるようなことが少しでもしたいと思ったのが参加を決めた理由

だった。みんなが厳しい日程の中で会議を重ねて、被災地で何をするのか、何のためにす

るのかを深く話し合っていった。しかし、果たして被災地の方々のためになることができ

るのだろうかと、私は不安に思っていた。ボランティアとして今まで被災地に行った人は

何人もいるし、震災から 1 年以上たっているのに、今さら被災地に行って私に何ができる

のだろうかとも思った。そんな中 8 月 6 日を迎え、被災地へと向かった。 

 被災地は私が思っていた状況とは大きく異なっていた。8 月 7 日に行ったがれき撤去で

は、胸がギュッと痛くなった。がれき撤去をしている最中には、そこに家があったなんて

とても想像できなかったが、文房具や食器の破片、服の切れ端などを見つけるたびに、こ

こには確かに私たちが普段過ごしているような家庭があったという現実に引き戻された。

これを「がれき」と呼んで良いのだろうかと誰かが言っていたのだが、「がれき」という

よりも、誰かの「思い出」みたいなもので、そこにあった日常を証明するようなものだっ

たように思う。震災から 1 年以上たった今でも、こういった活動が続けられているにも関

わらず、終わりはまだまだ見えなかった。 

 仮設住宅では多くの方々と交流することができた。岡山から来たということだけで喜ん

で下さった方や、大掃除の企画で換気扇やガスコンロの掃除を手伝っただけで喜んで下さ

った方もいた。最終日のお祭りでは、子どもたちの明るい笑顔を見て、大人たち、そして

私たちも笑顔になっていた。最後に野球部と一緒にうらじゃを踊ったときの仮設住宅のに

ぎやかな雰囲気は、きっと私たちと仮設住宅の方々の心がつながったからこそできたもの

だと思う。そして、またここに来たいと強く思った。 

 今回の応援ネットで、私たちにできることはたくさんあるのではないかと感じた。今ま

で支援というものを難しく考えていたが、一人ひとりが被災地のことを想うだけでもきっ

と支援につながると思う。また、それに多くの人が気づくことで状況は良くなるとも思っ

た。これから、そのことを伝えることが私たちにできることだ。 

 最後に、今回このような機会を与えて下さった全ての方々、一緒に行った応援ネットの

メンバーに心から感謝します。本当にありがとうございました。 
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被災地へ行って学んだこと 

くらしき作陽大学 4 回生 小倉季実 

 今回このような機会をいただき、ずっと行きたいと思っていた被災地に初めて行くこと

ができました。被災地に行ったら、現状をこの目で見てありのままを周りの人に伝えたい、

仮設の方と直接話がしたい、自分にできることをしたいというと思いを抱き向かいました。 

 初日は夜遅くに志津川に到着したので周りの様子は何も見えず、街灯は少なく、民家の

灯りもほとんどありませんでした。2 日目にボランティアセンターへ向かうバスの中で、

初めて被災地の現状を知りました。それはテレビの報道で見た通りの町並みで、1 年以上

経って「復興」という言葉をよく耳にするようになった今でも、家の基礎だけが残り、廃

車の山があり、山の木は枯れ、まだまだ目を覆いたくなる様な景色でした。ボランティア

活動で行った瓦礫撤去では、土から出て来るものは決して瓦礫ではなく、震災前には誰か

の物であったと考えると悲しくなりました。小さな食器の破片でも、持ち主に返してあげ

たいという気持ちになりましたが、そうできない現状でした。また数時間の作業では、で

きる活動は限られ、この作業にはこの先ももっと時間と人が必要であることも知りました。

その日に行った防災庁舎では、この建物の上まで大きな津波が来て、そこに最後まで人が

残っていたと考えると怖ろしく、体が震えて涙が出てきました。あの日にここで起きたこ

とや被災された人達の姿、報道されていた町の様子が蘇りました。防災庁舎は、忘れては

いけない日のことや、岡山で何もできなかった自分の姿を思い出す場所でした。 

 3 日目の仮設で行った茶話会では、お年寄りの方と交流することができました。楽しく

シュシュ作りをしている時に、ふいに一緒に作業をしていた方が「早く元の生活に戻りた

いな。」とおっしゃっているのを聞きました。たった一言でしたが、笑顔の裏でいつも思

っていることなのだろうと思いました。また竹で箸作りをしている時に、小学生の男の子

が言った「幸せかどうかはこの町を見れば分かる。」という言葉が、今でも頭から離れま

せん。志津川中学校からは、志津川の町を上から見渡すことができました。ここの仮設で

生活をしている子どもたちは、いつもこの景色を見ながら生活をしているのだと思うと、

その言葉の重みを感じ心が痛みました。また、志津川の方から直接お話いただいた震災当

日の話は、本当に怖く生々しい話でしたが、報道で聞くよりも当時のことがよく分かりま

した。 

 志津川では想像していた以上に悲しくなるような現状を見てきましたが、さんさん商店

街や仮設の方、出会った子どもたち、ボランティアセンターでは復興に向けて一人ひとり

が動き出していると感じることができました。 

 今回、被災地へ行って自分にできることはほんのわずかであること、自分の無力さを感

じました。しかし一人では何もできなくても、何かしたいという人が集まり、みんなで行

うと大きな力になることを実感しました。少しでも多くの方の笑顔を見ることができて、

皆で被災地へ行く事ができて良かったと思いました。 
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忘れないこと、ずっと想うこと 

岡山大学 3 回生 大川成美 

 今回初めて被災地へ行かせていただいて、町の現状が全く変わっていないことにショッ

クを受け、震災当時の状況や元の暮らしが戻ってくるのかという志津川の方の不安な気持

ちをお聴きし、その不安な気持ちの中でも笑顔でいられるのは家族の存在が大きいのだと

感じ、仮設住宅で生活されている方たちからはたくさんのありがとうという言葉や笑顔を

いただき、その他にもたくさんのことを感じ、学ばせていただくことができました。その

中でも一番心に残っているのは、ある一人のおばあさんとの出会いです。自分の好きなこ

とや楽しいと感じることを「～ええねん」という形でホワイトボードに書いてもらい、そ

れを持って写真を撮らせていただく“スマイルフォト”という企画で、初めて仮設住宅を

訪問させていただいた日に最初に声をおかけしたおばあさんが、私に代わりに書いてほし

いと頼んだのが「遠い岡山から来てくれた学生の笑顔」という言葉でした。当日の朝まで、

仮設住宅の方たちは学生ボランティアを必要としているのか、迷惑に思われることはない

のかととても不安だったので、「学生の笑顔が生きる喜び」であるとまで言ってくださっ

て、とても嬉しい気持ちになって、志津川まで来て良かったと心から思いました。写真を

撮らせていただいた後に、私たちの写真も撮らせてほしいということで、すぐに家にカメ

ラを取りに帰り、プリントアウトをしておばあさんの住所を書いた紙と一緒に持ってきて

くださいました。次の日、その次の日に仮設住宅を訪問させていただいた時も声をかけて

くださって、私でも人の心の支えになれているのだと感じました 志津川中学校野球部の

保護者の方の話を聴かせていただいた時、高台移転などの計画は進んでいても、現状は何

も変わっておらず、いつになったら元の町に戻るのか、子どもたちが大きくなったときに

志津川で仕事をすることができるか、ということが不安だとおっしゃっていました。仮設

住宅で出会った方々と当時のことや不安に感じていることをお話することはなかったの

ですが、野球部の保護者の方々と同様の不安を抱えていると思います。また、直接話を聴

いたことではありませんが、ボランティアの数も段々少なくなっているようですし、志津

川の方との交流の中で被災地外の人たちが被災地のことを忘れてしまうことも不安に感

じているのではないかと思いました。 町を元通りにすることは、私たち大学生が今どう

こうできることではないけれど、震災のことを忘れないこと、岡山に帰ってからも被災地

を想い続けて周りの人に伝えること、今回限りにしないでこれからの志津川をずっと見守

っていくこと、再び訪れること、この繋がりを大切にすることは私たちが今できることで

あり、やるべきことだと思いました。実際に被災地へ行ったからこそ感じたこと、思った

ことをたくさんの人に伝えて、これからも自分にできる形で被災地支援に関わっていきた

いと強く感じました。 
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5 日間を振り返って 

環太平洋大学 3 回生 石原勇弥 

 私が宮城県南三陸町志津川に行くのは今回で 3 回目となる。そのためか、初めて志津川

に入って街を見た人よりは驚きは少なかったはずだ。志津川に着いたのは夜だったので 2

日目の朝、3 か月ぶりに志津川の街を見た。最初見たときはあまり 3 か月前と変わってい

ないように感じた。しかし、その日のボランティア活動でがれきを掘っているとき、変わ

っていないのは嘘だったとわかった。それは、がれきを掘っているとき小さな虫が一匹出

てきたからだ。たかが一匹だと思うかもしれないが、津波が一度被った土地は海水の塩分

の影響で植物や動物は育たないらしい。そんな中での一匹はとても大きいものではないだ

ろうか。少なくとも私はそう思った。この一匹がもしかしたらこれから先につながって、

この土地は新たに生まれ変わるのだと思った。 

 私たちが志津川中学校仮設住宅に入って様々な企画をやっていった中で強く印象に残

ったのは仮設の人たちの笑顔である。最初は今回の企画にみなさんが参加してくれるか、

そもそも私たちを受け入れてくれるのか不安だった。しかし、1 番最初の企画である茶話

会から多くの人たちが来てくださり応援ネットのメンバーと笑顔で話しながらうちわや

シュシュ作りをしていた。最終日にはお年寄りの方や子どもたちから｢絶対また来てね。｣

という嬉しい言葉ももらった。震災から 1 年以上が経ち仮設に入ってくるボランティアの

人たち、ボランティアセンターに来て活動する人たちが減ったのは確かだ。そんな今こそ

私たちにできる限りの力を振り絞って動くことが大切なのではないだろうか。前を向いて

進もうとしている人たちはたくさんいる。しかし、どうしても 1 人じゃ立ち向かえないこ

ともある。だったら私たちが支えるべきだ。できることは減ってきた、自立に向けてやり

すぎるのはだめだ、それらは確かかもしれないがそうでないこともある。まだまだできる

ことはある。そして何もボランティアという意識だけであちらに行く必要はないと思う。

今までや今回出会った人たちに会いたいから改めて会いに行くということも大切なこと

だと思う。 

話が少し変わるが、このようなことを考えるのは普段の私たちの恵まれた生活からは難

しいことである。だからこそ、こうやって志津川に入って考えさせられることがたくさん

ある。そして、このように私が見て感じたこと、考えたことを岡山で発信することが重要

なことだと思った。 

最後になりましたが今回の大学生被災地応援ネットワークには多くの大人の方たちの

ご協力があってできたものであります。このことにしっかりと感謝の気持ちを持って、岡

山での情報発信という形でお返しすることができたらなと思います。ほんとうにありがと

うございました。そして企画を進めていく中で数々のサポートをしてくれたメンバーにも

感謝の気持ちで一杯です。一人じゃできないことはほんとうにたくさんあると改めて感じ

させられました。これからも頑張っていきましょう。 
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大学生被災地応援ネットワーク 

環太平洋大学 3回生 原田博史 

私は、今回で東北へ行くのは 3 回目でした。3 回目ということもあり、少し自分の実家

に帰るような気分でした。東北という地は人も土地も暖かく、毎回私たちを迎え入れてく

れます。今回、応援ネットの話を頂いた時、正直こんなおいしい話は無いなと思いました。

ですが、同時に傾聴なんて自分達に出来るのか、ただ自分達が被災地に行き、満足して帰

ってしまうのではないかと不安もありました。実際、企画を練っている時や、先遣隊で東

北へ行かせてもらった時など、様々な壁が私達を塞ぎ、なかなか企画が決まらなかったり、

前に進めなかったりという状況に何度もなりました。ですがその度に話し合いなんとかや

っきてきました。応援ネット出発の日、朝から親御さんが荷物をバスにいれるのを手伝っ

てくれたり、出発式の際、たくさんの方々が見送りに来てくださったり、いろいろな方の

ご協力があってこそ自分達はこうして東北へ行くことが出来ているんだな、と感じました。

15時間かけて志津川に着いた時、何か懐かしさを感じました。久しぶりに見た志津川は 5

月に先遣隊として行った景色とあまり変わっていませんでしたが、マンションの上に乗っ

たままの車が無くなっていたり、津波で流されて何もない所にポツンと新しい建物が建っ

ていたり、復興へ一歩ずつて進んでいることが分かり少し嬉しい気持ちになりました。皆

に見てもらいたかった草も何も生えていない寂しい風景とは違って残念ではありました

が、初めて実際に見たメンバーは言葉を失っていました。初日はボラセンの活動には参加

していませんが、ボランティアの数が減っていると聞き、私自身も 5月よりさらに減って

いると感じました。現在は夏休みということもあり、普段よりボランティアが多いと思う

のですが、夏休みがおわる 9月、10月以降どうやってボランティアの数を増やすのかが課

題であると感じました。自分達に出来るのは全国にいる友達や同じ大学生、たくさんの

方々に被災地に興味をもってもらうような活動、報告をしていくことだと思います。 

5 日間、様々な活動をしてきましたが、私がこの中で一番感じたことは「しっかりとし

た気持ちをもってすれば、結果はついてくる」ということです。志津川中の仮設住宅には

以前から繋がりのある野球部、親御さんなどはほとんどいません。僕たちの事を全く知ら

ない方ばかりの中で行った茶話会や流しそうめん、大掃除など、私は上手くいくなんて思

っていませんでした。ですが、企画をしている段階からやるならしっかりやろうと思って

いました。当日は、私は茶話会でうちわ作りを任されていて、たくさんの方が集会所にき

てくださっていて、楽しそうに話をしながら作っているのを見たとき本当に嬉しかったで

す。流しそうめんも子ども達だけでなく、お母さんやおじいちゃん、おばあちゃんも来て

くれて美味しそうに食べてくれました。何よりもお祭りは大成功だったと思います。ビン

ゴやかき氷などの企画も大人気で、うらじゃも皆さん楽しんでいただけたのではないかと

思います。私自身もすごく楽しくて素晴らしい時間となりました。最後になりましたが、

今回の「大学生被災地応援ネットワーク」に関わるすべての方に御礼申し上げます。 
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被災地へ行って 

環太平洋大学 ３回生 中水光 

私は、東日本大震災が起こってから、今回初めて被災地の宮城県に行かせていただきまし

た。全体の内容としては、岡山駅を出発したのが、８月６日の午前７時頃で、宮城県に着

いたころには、もう周りが真っ暗で何も見えませんでした。１日目は翌日のミーティング

をし、それぞれで日誌を書き就寝をしました。そして２日目は、ボランティア活動という

ことでガレキ撤去をさせていただきました。 

この日に初めて、昨日暗くて見ることのできなかった被災地の光景を見ることができまし

た。３日目は、茶話会、日曜大工、流しそうめんなどをし、志津川の仮設住宅の方々とた

くさんの交流をさせていただきました。４日目の午前中は、仮設住宅の大掃除をしました。

そして午後からは、こちらへ来る前から交流のあった志津川中学校野球部とスポーツ交流

をしました。保護者の方々を含めみんな元気そうで何よりでした。最終日の５日目は、仮

設住宅で参加費無料のお祭りを開かせていただきました。そのお祭りでは、ビンゴ大会や

お菓子釣りやかき氷など私たちメンバーで出店し、お年寄りから子供までたくさんの方々

の笑顔を見られたことがとても印象的でした。この日程の中でも、特に印象的だったのが、

初めて被災地の光景を見ることができた２日目でした。２日目のガレキ撤去をする場所へ

向かう途中のバスの中で、初めて自分自身の目で、津波で流されてしまった南三陸の町を

見ました。その光景を見た瞬間、私は言葉を失いました。その理由は、これまで私がテレ

ビのニュースや新聞などで見聞きし、想像していた光景を遥かに上回っていたからです。

それは、地盤沈下をしてしまい、道路脇の排水溝から海水が湧き上がってきている光景。

津波で流されてしまい、壊れて錆び付いた車が山積みにされている光景と、私が想像して

いたものよりも、もっと、もっと悲惨で残酷な光景でした。特に私が一番驚いたのは、ガ

レキの量でした。テレビなどでも、大量のガレキを見たことがあったのですが、実際にそ

の大量のガレキを見たときは驚きました。自分が見たそのガレキの山の大きさは、横幅が

５０メートル程あり、高さが５，６メートル程ありました。少し離れた所からそのガレキ

の山を見ていたのですが、まだその奥にもたくさんのガレキがあるようでした。このよう

な光景を見ながら、私たち応援ネットのメンバーや、県外からボランティアをしに来てい

る方々と、５０名程でガレキ撤去をさせていただきました。少しの範囲だったのですが、

そこからもまだまだ掘っても、掘ってもガラス片や木屑、ガレキなどがたくさん出てきま

した。私はこの時に、震災から１年以上が経ってもこのような状態なのかとがっかりした

反面、自分は震災が起こってから今まで、なにをしていたのだろうかと、自分自身に腹が

立ってきました。この気持ちを忘れないためにも、今回のこの応援ネットで私たち学生が

感じたことを、岡山の方々あるいは県外の方々にも知ってもらい、一人でも多くの方々が

これから本当に少しでもいいので、被災地支援ということに関心を持っていただけたらと

切に思います。 
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新たな繋がり、そして忘れてはいけない現実 

岡山理科大学 3 回生 藤田ゆか 

 この 5 日間はいろいろなことを感じ、充実した 5 日間にすることができた。最も感じた

ことは、震災後の現状である。私は被災地に行くのが 2 回目で、今回のこの企画の中でも、

がれき撤去があった。バスの中で南三陸町の景色を眺めると、仮設の商店街が建っていた

り、他のお店も仮設で建っていた。前を向いているような気がして励まされた。けれども、

今回がれき撤去した場所は去年行ったときとは変わってなくて、土を掘ってもまだまだ危

ないものが残っていた。改めて震災の恐ろしさを感じ、考えさせられた。志津川の方たち

と話す機会があった。そのときに、現状について聞くと、子供たちの成長から見ると、も

う 1 年だけれども、街の復興、環境の変化から見るとまだ 1 年であると言っていた。自分

の中でも震災のことが薄れていたのが、申し訳ないと思った。また、この現状を忘れては

いけないことを改めて感じた。また、今回の企画で最も不安であったのが仮設の方との交

流であった。仮設の方と馴染むことができるのか不安だった。けれども、自分から話しか

けるとお年寄りの方が笑顔で話してくれたり、子供たちともすぐ打ち解けることができた

りした。お年寄りの方が、話を聴いてくれるから話しやすいと言って頂いたときは、役割

が少しでも果たせているのかなと思った。お年寄りの方からは、若い人が来てくれるおか

げで若くなった気がするし、元気を貰ったと言ってくれた。子供たちのパワフルさには元

気を貰った。熱中症になったときは、メンバーからは心配されたのは勿論、お年寄りから

アイス枕を持ってきて下さったり、子供たちも心配してくれたり、かき氷を持って来てく

れた。心配してくれるのはメンバーだけじゃないと思った。周りに心配を掛けてしまい、

申し訳ないと思ったが、仮設の方の優しさにより、温かい気持ちになった。大掃除のとき

に、あるお年寄りの方が、震災の当時は誰とも話すことが出来なかったが、今日は来てく

れて嬉しいと言ってくれた。換気扇が綺麗になっていくのを見て、仮設のかたが喜んでく

れた。また、お年寄りの方や子供たちに名前で呼んでくれたときは少しでも距離が近づい

た証拠であると思う。一方、がれき撤去では、ノルウェーから来た人と関わり、メンバー

と一緒におにぎり食べたり、活動もした。この 5 日間でまた新しい繋がりが出来た。また、

メンバーとの絆も深まった。メンバーでうらじゃを踊る練習をしたときは、みんなが一つ

になった気がしたし、楽しく練習ができた。本番では、仮設の方にも楽しんで貰い、自分

たちも楽しむことができた。この 5 日間はとても充実したし、関わった南三陸の方やメン

バーには感謝の気持ちでいっぱいだ。この 5 日間にあった出来事を友達や家族に伝えてい

きたい。 
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被災地応援ネットワーク 第 1 期 

環太平洋大学 2 回生 常浦あいり 

 今回、宮城県に行こうと決めた理由が野球部の子たちに会いたい、保護者の方たちとお

話をしたい、皆が住んでいる志津川を訪れたい。という気持ちがあり応援ネットに参加さ

せていただきました。企画を計画している中、こんなことしたらみんなのあのころみた笑

顔を見せてくれるだろうな。たくさん笑いかけてくれるだろうな。など考えながらみんな

で意見を出し合いながらミーティングに力をいれてきました。志津川につくまで応援ネッ

トのメンバーは全員緊張と不安でいっぱいでした。そんな中でも頑張れたのは、代表と副

代表の頑張りが目に見えていたからだと思います。二人が頑張っているから周りのメンバ

ーも頑張れたのだと私も思います。仮設住宅に住んでいる方、志津川野球部にあえてメン

バー全員安心したのかわかりませんが緊張して強張っていた顔もゆるくなり、本当に楽し

そうにひとつひとつの企画を味わっていました。私は今回カメラ係ということもあり、メ

ンバーや志津川の方たちが笑って楽しんでいる姿をたくさん写真に残すことができまし

た。それは本当にうれしいことで、これからもこの交流が長く続くことを意味してくれた

ら幸いです。中でも一番うれしかった出来事が、最終日のさんさん祭りでメンバーがうら

じゃを踊っている姿を写真に残したり、手拍子で見守ってくれたり、一緒に合わせて踊っ

てくれたりしている姿が見えたことです。私はこの日体調がすぐれず、皆と一緒に参加す

ることはできませんでしたが、その分仮設住宅に住んでいる人たちの笑顔をカメラに残せ

てよかったなと思います。みんなの気持ちも一つになっていた分仮設住宅に住んでいる人

たちの反応は本当に幸せだったと思います。 

 この 5 日間笑ったり、泣いたり、意見のすれ違いなど悩むことも多々ありました。しか

し、それでも乗り越えられたのはこの 20 人だったからだと思います。誰一人かけたらだ

めだったでしょう。だから志津川のみんなが受け入れてくれたのだとおもいました。私た

ちが訪れたところが志津川でよかったです。 

機会をくださった岡山の企業の皆さまこの場を借りて御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。 
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志津川 LOVE 

岡山理科大学 2 回生 藤村亮太 

 今回僕は応援ネットを通して初めて東北に長期滞在させてもらいました。僕は以前から

東北行って自分の目で東北の現状を見てみたいと思っていました。その願いを叶えていた

だいた、この企画を起こしてくださったすべての方々ありがとうございます。 

僕は、震災から一年半経ってもうそろそろ復興し始めていると勝手に思っていた。とこ

ろが、実際に行ってみると全然違っていた。震災後すぐにテレビのニュースで見た姿とほ

とんど変わっていなかった。全然建物も建っていないし、がれき撤去をしてみるといまだ

にいろんなものが出てきた。お茶碗のかけらや、のりがいっぱい入った袋、いまではただ

の何もない土地に見える場所にも本当は普通に食卓があったんだなと思うと涙が出そう

になった。 

4 日目の午前中は仮設住宅の大掃除をしました。一件目の家は、赤ちゃんがいる家でし

た。掃除をしながら話をしていた時に親の方が「赤ちゃんがいるとそうめん流しとかも行

きたいけど、行けないよね」って言葉を聞いたときは悔しかった。年をとった方ばかりに

注意しすぎて、赤ちゃんがいる家庭に対しての対策が取れていなかった自分がふがいなか

った。今度行くときには、そんなところにも目を配りたい。二件目の家は、自治会長さん

の家でした。ここでは、台所・トイレ・風呂場の換気扇の掃除を頼まれました。風呂場の

換気扇の掃除をしていると、どんどんきれいにしたくなってしまい、結局風呂場全部掃除

することにしました。どんどんきれいになっていくのを見ていて僕自身もとても気持ちよ

かった。終わってから、風呂場を見てもらったときの自治会長さんの最初の笑顔は今でも

忘れられません。今回掃除をして思ったのは、もっと掃除をしてほしいと思っている仮設

住宅の人は多いと思う。今度行く時は、もっと早めにアンケートを取ってニーズを調べて

おき、時間を多くとって対応するべきだと思った。午後からは、志津川中学野球部の子供

たちとスポーツ大会をした。最初の予定とは違ってバレーになったけど、みんなが臨機応

変に対応したのですぐに始めることができた。バレー、ドッヂボールとみんな楽しくして

いたのでうれしかった。終わってからの罰ゲームは最高だった。みんなで笑いあえること

ほど幸せなことはないと思った。最後にみんなでうらじゃを踊った。振りも分かっていな

かったのにみんな声出して、笑顔で踊ってくれて心の底から嬉しかった。そして、帰って

から応援ネット最終ミーティングをした。このミーティングはメンバーの本音がぶつかり

あった場だったと思う。今までにないくらいしっかりと自分たちの意見を出すことが出来

て最後にいい話し合いが出来たと思う。 

この一週間を通して僕はすごく変わったと思う。今後、宮城で想ったことを、多くの人

に伝えていきたいと思う。 
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「仮設住宅訪問プロジェクト」を終えて 

環太平洋大学 ３回生 小田上馨 

 私は、今回の大学生被災地応援ネットワークを通じて、初めて被災地に行きました。昨

年に震災が起きてから、「自分も何かしたい」「自分の住む日本がどうなっているのか知り

たい」と思っていましたが、なかなか一歩を踏み出せずにいました。そして今回、応援ネ

ットという団体として被災地に行けると聞き、不安もありましたが「行くしかない」と思

い参加しました。実際に被災地に入り景色を見た時、何も考えることができずにただただ

津波で流された後の景色に見入ってしまいました。そこには本当に何も無く、残っている

のは家の基礎と鉄骨だけになってしまった建物だけでした。震災が起こる以前の町や生活

の様子は、とてもイメージできる状態ではありませんでした。「自分に何ができるのだろ

うか」と、私はまずこのように思い無力さを感じました。しかし、このような事は被災地

に来なければ絶対に分かりませんでした。まず、被災地に来て、現状を見ることで被災地

について知ることが被災地支援の第一歩だと思いました。 

 また、今回のプロジェクトでは仮設住宅に住んでいらっしゃる方々と交流する時間があ

りました。仮設住宅を訪れてまず思ったことは、みんな元気で、とても素敵な笑顔をして

いるということでした。自分たちよりも確実に苦しくて辛い経験をしているはずなのに、

私たちの何倍も素敵な笑顔をしていました。その笑顔は、何もかもが恵まれている私には

絶対にできないものだと思いました。その笑顔を見ていると「また来たい」「もっと関わ

りたい」と思うようになりました。仮設住宅を訪れる度に、住民の方々と関わる度に、現

地の方々が好きになり、「再び訪れて、現地の方々に会いたい」と思うようになると感じ

ました。その時は我慢せずに会いに来たいと思います。 

 今回、大学生被災地応援ネットワークを通じて、初めて被災地に行きましたが、この活

動は一度きりで終わらせてはいけないと思います。この先、何年も活動しなければ、今回

訪問した意味が無くなるので、必ず続けていきたいし、この団体を継続させていきたいと

思います。 

 私は今回、被災地に行ったことで震災の恐ろしさ、津波の恐怖、命の大切さ、自分たち

の生活が恵まれていること、人と人のつながりの大切さなど、他にも書ききることができ

ないほどの多くのことを学びました。そして、学んだことをたくさんの人に伝え、１人で

も多くの人に東北へ足を運んでもらい、いろんなことを知ってもえるように働きかけるこ

とが自分の使命だと思います。今回の被災地支援が自分の被災地支援のスタートとし、何

年経っても東北と関わり続け、復興していく様子を見届けたいと思います。 
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ボランティアとは何か 

岡山大学 3 回生 工藤善雅 

 今回初めて被災地に入り一日のボランティア活動と三日間の交流を通して、ボランティ

ア活動、とりわけ被災地での復興支援ボランティア活動とは何かと、今まで深く考えたこ

とのなかったことを考えるようになりました。私は最初は被災地でのボランティアといえ

ば俗に言う「がれき撤去」が王道で、正直向こうの人に楽しんでもらうような企画は意味

があるのかと少し困惑していました。しかし、実際に現地のボランティア活動で感じたの

は自分ひとりの力、人間の力はとても小さく、無力であるという悲しい感情でした。約 50

人で道具を用いて 4 時間作業をしても、家 1、2 軒分の土地の表面が少し片付いたくらい

で、地面から飛び出ていた何かのコードとか鉄の棒とかそこにあることが不自然なものを

気が済むまで掘り返すこと、そこに直ぐに何か建物を建てれるようにきれいにすることは

できませんでした。ただ現地のボランティアセンターの人はそこまで求めてはいないと思

うが、作業を終えた土地を見ても成果が目に見えないのです。あの真っ平らな景色が住宅

や商店でうまるまでの未来はとてもまだ想像できるものではありません。このような作業

の繰り返しには必ず意味があるはずであるが、何度も被災地に行けるような余裕のない私

には現地でのボランティアは、ただ用意してもらった道具を使って長時間作業しても大し

て何もできなかったという自分の無力さとこの作業の果てしなさを感じさせました。ここ

で、がれき撤去がボランティアの王道という考えに疑問が湧きました。実際に被災地に 3

月 10 日以前の姿にいち早く戻ってもらうことを目的に活動を行った私にとって、がれき

撤去作業は一番直接的な作業であるが、被災地が元通りになるための手助けはそれだけで

はないのではないかと感じた。現地の方と交流して少しでも元気になってもらって何か変

わってもらうきっかけに自分たちがなるのも自分たちに出来ることで、これのボランティ

アと言えるのではないか。現地での 4 日間を通してそのように考えるようになった。 

 ただ、私はより早く元の東北、志津川になってもらうために活動をしたいという思いを

今回の活動で一番抱いた気がします。早く元通りの土地になってもらいたい、早く新しい

建物を建ててもらいたい、できるだけ楽に作業をしてもらいたい。そのために岡山からで

もできるのが募金である。ただ、募金に対する思いも変わった。ただ漠然と募金をするの

ではなく、現地の活動の大変さ辛さを知った今、募金を集めて現地での活動の無力さを少

しでも補うために重機などの道具を用意する助けとなりたい。ここに関しても果てしない

ことではあるが、今まで以上に東北支援について考えさせられる活動であった。 
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被災地に対する想い 

岡山大学 3 回生 山下千尋 

この度、自分が被災地に入らせていただけた企業の皆様のご支援にまず感謝をお伝えし

たいと思います。本当にありがとうございました。 

 今回縁もあってこの企画に参加させていただくことができたのですが、以前から被災地

に行ってみたいという気持ちはありました。もちろんその背景には、自分の目で見て現状

を認識することとそれを持ちかえって一人でも多くの人に伝え、現状を知ってもらうこと、

またそれによって震災を風化させない役割も同時に担っているという想いもありました。

今回のこの機会でたくさんの人から言葉をもらい、笑顔ももらいました。言葉の中には心

に強く残っているものもありますし、笑顔もたくさんもらいましたが混じり気のない笑顔

として受け取っていいものかと悩みもしました。普段の日常生活では味わえないような感

覚、感情になり自分自身でも驚くほどの経験をしたんだなと今、この文章を書きながら改

めて感じています。 

 被災地に入って最初にボランティアセンターを介してのボランティア活動をさせてい

ただきました。がれき撤去を主に排水溝の蓋はめなど少し分かれて作業を行いました。作

業をしていると、ここには 1 年半前までは僕たちと変わらない日常があったんだなと強く

感じるようになりました。そう思うとすごく寂しい気持ちになりました。時間がかかり、

本当に気の遠くなるような作業ですが、ぜひ町を再興させたいし、ここで生まれる新しい

笑顔にもその作業をすることで出会えるのなら続ける価値があると思います。 

 3 日目は茶話会と日曜大工、流しそうめんを仮設住宅周辺集会所周辺をお借りしてさせ

ていただきました。どちらもみなさん来て下さるかとても不安でしたが、集まっていただ

いて本当にうれしく思いました。一人一人話される内容はもちろん違ってはいるものの、

みなさん共通して前を向いていました。午後からは流しそうめんへ向けて日曜大工の箸づ

くりとそうめん台をつくりました。流しそうめんはスムーズに、というわけにはいきませ

んでしたが、仮設住宅の方々には本当に喜んでいただけたみたいで、岡山で試作をした甲

斐もあったし、何よりも喜んでらっしゃるお顔を見られたことは本当にうれしく思いまし

た。 

 4 日目は大掃除とスポーツ交流会を行いました。換気扇を掃除させていただきました。

ここまで喜んでくれるのかと不思議にも思いましたが同時にうれしくもありました。スポ

ーツ交流会では必死に中学生の体力と勝負していました。 

 最終日は祭りに向けていろいろ議論がありました。しかし応援ネットメンバー全員ここ

まできたら何が何でも成功させるという想いを誰もが持っていたので、軽々と突破するこ

とができました。子供たちの笑顔を見られてよかった。 

 帰る際にまた来てねと何度も言われたことは素直にうれしかったし、また絶対来ようと

確信も生まれました。本当にお世話になりました。 
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初めて被災地を訪れて 

吉備国際大学 3 回生 井上太郎 

僕は今回、初めて被災地に行きました。到着する前に自分が想像していたのは、ほとん

ど整備が終わっていてこれからの復興のための準備の手伝いをするぐらいのことかと思

っていました。でも、現実はまったく違っていて、ボランティアセンターで瓦礫撤去の作

業をする時にメンバーの人が「亡くなった人でまだ見つかってない人もいるので今日の活

動で見つかるかもしれないけど、早く供養をさせてあげるために見つけてあげてください」

という言葉を聴いたときに、この一年以上の間自分はなにをしていたんだろうと思いまし

た。 

初めて仮設住宅に行った日に午前中は茶話会をし、午後から流しそうめんをしました。

僕は、茶話会では集会所でうちわづくりの準備をしていたけど、最初全然人がいなくて、

このまま仮設の人たちが来てくれなかったらどうしようという不安な気持ちがありまし

た。でも徐々に人が集まってくれて、気がつくと集会所が人でいっぱいになっていたので

びっくりしました。うちわを作り終わった人が「世界に一つだけのうちわだ」と完成した

うちわを嬉しそうに見ている姿を見て、自分もとても嬉しい気持ちになりました。子供た

ちもたくさん集まってくれて、流しそうめんもおいしいと言ってくれたし、子供たちと一

緒に遊んでいるときには本当にたくさんの笑顔を見る事が出来ました。自分は志津川に来

て被災地の方を少しでも元気づけられればいいなとずっと思ってきたので、自分が 1 番や

りたかったことができたのではないかと思いました。 

また、仮設のお年寄りの方とお話しする機会があり、その方は旦那さんが漁師でその手

伝いをしていたと言っていました。でも、津波ですべて流されてしまって、何もかもを失

ってしまったそうです。今は毎日何もすることがなくて、何もしないとボケるのがはやく

なるから早く仕事がしたいと言っていました。まだまだ復興には時間がかかりそうだけど、

被災地の方の心は前を向いているんだなということを感じる事が出来てとてもよかった

です。そして仮設の子供たちが「明日も来るの？」とか「明日も一緒に遊ぼう。」とか言

ってくれて、自分が来るのを楽しみにしてくれている人がいるんだと思った時に、本当に

自分がここに来れてよかったと思いました。 

最終日に僕たちがバスで帰る時に仮設の子供たちが「絶対また来てね。」と言ってくれ

て、最後の最後まで手を振り続けてくれた姿が心の中に焼き付いています。 

5 日間という短い期間だったけど、本当に濃い 5 日間だったと思います。まだまだ自分

たちを必要としてくれている人がいると思うと、これからも頑張らなくてはいけないなと

思いました。この気持ちを持つだけでなく実際に行動に移すために、身近な人から少しず

つでも被災地の現状を伝え、これからも今まで以上にみんなで助け合って生きて行きたい

と思いました。 
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人の意を結び紡いでいく、学生の力 

特定非営利活動法人 岡山 NPO センター 岩﨑春加 

 3.11 の東日本大震災発生以降、自分自身や岡山という地域の各セクターやネットワーク

には今何が求められているのか、本当の支援とは一体何であるのかを自問し続けていまし

た。今回初めて被災地に伺わせて頂き、自らの目で見つめて感じたことを踏まえ、本ネッ

トワークの今後の在り方の可能性について考えました。 

南三陸町の本浜地区で瓦礫撤去作業を行った際に、南三陸町ボランティアセンターの職

員の方に伺った「南三陸町では多くの公共施設や拠点が津波の被害を受けて町のハブ機能

が失われ、復旧を指揮するハード・ソフト面共にゼロから創らなくては成らず、復興計画

が形骸化しつつある。」という言葉や、被災されて仮設住宅にお住まいの方が問わず語り

に淡々と伝えて下さった想いからも、ボランティアの手は全く足りてないこと、被災され

た方が心を痛めながらも必死で震災を忘れまいとされていること、忘れないでほしいと願

いながら一瞬一瞬前に進もうとされていること、南三陸町の志津川中学校の野球部の子ど

もたちや親御さんを始めとする方々と本ネットワークの方々とのつながりはとても深い

こと、南三陸町の方の心の声と他地域の方の想いを、継続的に深く拡く紡いでいく必要が

あることが、見て感じて取れました。 

また、活動をする中で、支援者は気持ちも高ぶり、使命感から限界以上に活動するとい

うことも起こり得ます。現実を受け止めた学生が喪失感や無力感を心の中にしまい込み、

心身に変調を来すことのないよう、万一来しても早期に解消に向かうことが出来るよう、

ボランティア活動をコーディネートする役割をそれぞれの学生が担っていました。 

本ネットワークの一人ひとりの学生は、例えば岡山における災害発生時に、地域に存在

する個々人のニーズ集約機能の必要性を社会に提言し、そのニーズを可視化する力も内包

しているように感じました。今回の活動に同行させて頂き、大学等の教育機関、国家や自

治体、企業や NPO、そして何より一人ひとりの市民の方々との連携の元、災害が発生する

前に地域のつながりを結ぶことがいかに大切か、身を持って感じました。 

そして、本ネットワークの学生がそれぞれの想いと現実の間で葛藤を抱えながら活動の

意義に向き合い、「結局、何をすれば被災された方の為になるのだろうか」と懸命に考え

続け、一つになり新たな道を見つけていく姿は、とても頼もしくもありました。柔らかい

感性で行動することによって人々の笑顔を生む力を持つ学生たちの、今後も続く被災地支

援の模索と行動のプロセスを支援し続けようと、私自身意を新たにしました。 

 

最後になりましたが、本ネットワークの皆様、本プロジェクトの実現にご協賛・ご寄付・

ご共感・ご支援を下さった全ての皆様、そして私たちを温かく迎え入れてくださった宮城

県南三陸町の皆様に、改めまして心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございま

した。 
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