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震災発生後から始めた大学生協連の震災復興ボランティア活動も 4 年が経ちました。今回は、8/16～
20 の 44 タームでは七ヶ浜町の小中学校の学習支援を担当しました。子供たちは一見被災された地域の
児童生徒であることを感じさせる場面はありません。しかし接する端々に体験を受け止めて生きているこ
とが感じられました。海岸近くの再生農園では、草刈、種まき、農道整備をお手伝いしました。作業の合
間では水産振興センターで津波体験のお話を聞いたり、石巻市街の復興の様子を丁寧に説明いただいたり
しました。
9/1～5 の 45 タームでは名取市美田園地区の農地で細かなガレキ撤去作業をし、オクラの収穫も体験
させていただきました。春のタームで植樹した桜（復興桜プロジェクト）の苗が育っていて周辺の草むし
りもしました。これまでのタームでお手伝いしてきた閖上（ゆりあげ）地区のかさ上げ工事の進捗状況な
ども確認してきました。このタームでは石巻視察の途中で初期のボランティアの活動の場であった東松島
に立ち寄り当時の体験などをお聞きしました。
ボランティアに繰り返し参加してくれる組合員も多く、復興再生の目に見える変化と、目に見えない一
人ひとりの悲しみや、前向きな姿勢に触れ様々なことを感じ、考えるきっかけを掴んでいました。この経
験を家族や友達に共有することを始めています。さらにこれがきっかけで行動を起こし始めています。9
月の関東・東北豪雨のボランティアに参加した方もいると聞いています。
大学生協連は今後も、震災復興支援の活動を行っていきます。現地の支援はもちろんのこと、参加する
組合員の気づきや成長ができるような活動を提案していきます。先日も福島県の視察を行いました。これ
らの活動は現地のみなさん、東北ブロックのみなさんのご協力無しにはできないことです。引き続きとも
にがんばりましょう。

2015 年 9 月「未来の大学生応援募金」第 2 次として岩手・宮城・福島の被災高校 30 校を対
象に一校 10 万円の義援金を贈呈しました。高校から感謝のお便りが届いていますので一部掲載いたし
ます。大学生協東北ブロック復興再生タスクでは、これからも継続して応援募金に取り組んでまいります。
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拝啓。秋涼の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。このたび、多大なるご寄付を頂戴しまし
たこと、心より御礼申し上げます。本校においては、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災とそれに引き
続く原発災害から 4 年半が経過し、ようやく落ち着きを取り戻しつつありますが、未だ仮設住宅から通学し
ている生徒、ＰＴＳＤの悩みから心のケアが必要な生徒などもおり、震災の影響から完全には抜け出せない
状況にあります。このような中で頂戴いたしましたご寄付は有効に活用させていただき、より一層の教育環
境の充実を図るとともに、相馬地域はもとより、日本の将来を担う優秀な人材の育成に取り組んでまいる所
存でございますので、引き続き、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。最後に貴連合のますま
すのご発展を御祈念申し上げ、御礼のあいさつとさせていただきます。敬具。（福島県立相馬高校）

【未来の大学生応援募金の目的】
① 被災影響の大きい高校（後援会）に大学生活ガイドブックとともに「義援金」として送ります。
② 被災地での「学習支援ボランティア」（東北ブロック主催）の費用に充てます。
※岩手県、宮城県、福島県を対象とします

「未来の大学生応援募金」の 振込先は、次の口座にお願いします。
七十七銀行 店コード 100（ 普 ） 口座番号 7983492
未来の大学生応援募金 代表 戸田俊浩

この募金についてのお問合せは…電話 022-717-4866（大学生協東北ブロック 事務局長 田中康治）

◇わたりのそばプロジェクト
震災後、亘理で始まった「そば」の大規模栽培を応援する「わたり
のそばプロジェクト」。９月１１日には「そばの花見会」が予定され
ていましたが、当日は県内に大雨特別警報が発令され、会場の山元町
内全域には避難勧告が出され、企画は中止になりました。
以前水田だった所に植えられたソバ畑は一部で水没等の被害を受け、
そばは雨に弱い作物のため収量の減少が心配されていましたが、
10 月中旬に収穫され、その後、製粉、製麺されて「復興亘理そば」
に仕立てられます。乾麺は１１月１９日、生麺は１２月中旬に発売
開始予定です。

「食のみやぎ復興ネットワーク」とは
東日本大震災により多大な被害を受けた、宮城県内の農業・漁
業関係者や食品関連業者が、互いに励まし合いながら地域復興を
目指すことを目的として、2011 年 7 月 2 日に結成されました。
「食のみやぎ」の復興のため、つくる人と食べる人が、強い絆で、
ずっとつながり続ける仕組み、それが「食のみやぎネットワーク」
です。大学生協も共に連携して、被災地の食材や製品の取り扱い、
地域との交流を進めています。

2015 年 10 月 11 日（日）5 会員 26 名が参加して岩手被災地訪問が行われました。岩手大学生協のご協力
のもと、今回は陸前高田市を訪問しました。陸前高田市には全長 3 ㎞にも及ぶベルトコンベアがあり、山を切り
崩して土砂を運び、かさ上げ工事を加速させてきました。このベルトコンベアは 9 月で運転を終了し、解体を待
つばかりとなっていました。また現在はレプリカが復興の象徴として立つ有名な「奇跡の一本松」を見た後、語
り部ガイドの方の案内で震災遺構となっている「雇用促進住宅」を見学しました。この場所で亡くなった方はい
ないとは言え、他所に避難した後で被害に遭われた方もいるとのことでした。町を見渡せる丘の上から、実際に
津波がどの高さまで来たのかを聞き、かさ上げが終わったあとの場所に家を建てる不安が大きいことなども語ら
れました。その後、
「まるごとりくぜんたかた協議会」のガイドの方には震災遺構「陸前高田市気仙中学校」
「道
の駅タピオ」での説明を伺いました。被災地を訪ね、現地の方の話を聞き、自分の目で見て感じ考えることで被
災地を忘れない、語り継いでいくということの大切さを学ぶ、岩手被災地訪問でした。

岩手県立高田高校への支援について（板垣先生の説明より抜粋）
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の津波により、高田高校は甚
大な被害を受け、教科書教材他、学習に必要な多くのものを失いま
した。間もなく、高田高校の教員と繋がりのある岩手大学生協教員
理事からの呼びかけで、
「高田高校へ辞書・参考書を送ろう」いう運
動がおこりました。京都や名古屋の大学生協から２０００冊近くの
辞書・参考書が届き、201１年５月初旬に高田高校への贈呈を行い
ました。２０１２年２月に贈呈に係った大学生協関係者が高田高校
を訪れました。応対された副校長からは、
「贈呈の後になって初めて
この運動の取組みの大きさを知り、あらためて感謝の思いを強くし
た」というメッセージが寄せられました。メッセージは、
「何もない
中での教科書参考書の寄贈が本当にありがたかった」と締めくくら
れておりました。

高田高校の新校舎前で

2015 年 11 月 8 日（日）震災タスク代表の板垣先生の
ご案内でみやぎ被災地を訪問しました。参加者は東北の
5 会員生協から 35 名が参加しました。
当日は、岩沼の千年希望の丘（仙台空港付近）、名取閖上
の日和山、閖上の記憶、閖上中学校、仙台荒浜地域など
でした。

仙台市は若林区と宮城野区の沿岸部一帯約 1200 ヘクタールを住宅が
新築できない「災害危険区域」に指定しました。岩手県や福島県の被
災地に比べると宮城県の被災地の復興は、堤防の建設、住宅建設のた
めの「かさ上げ工事」などそれでも進んでいるように見えました。

しかし、すでに震災から 4 年以上経過しており、名取市閖上など
は住民の半数が帰ってくるかどうかわからないという状況にあり
本格的な復興・再生にはあと 5～6 年はかかるのではないかと感
じました。
名取市・閖上のボランティアさんは「夫と息子さんを亡くされた
女性の方」で、当時のお話を聞くにつけ、心に重く響くものでした。
また、名取市・閖上にある閖上の記憶というメモリアル施設内では
当時の津波の模様のビデオ上映があり、当時の子供達が作製した
ジオラマ（震災後の街、未来の街）からは「子供たちの夢と未来へ
の希望」が伝わってきました。
私たちにできること、私たちがすべきことは「被災地を忘れな
いこと」「未来の大学生応援募金などを通じて全国と共に被災地支
援を進めること」。
（みやぎインカレ常務理事 青柳範明）

◆東日本大震災復興・再生タスクこの一年の活動
企画

ボランティア

・1/17 阪神大震災 20 年メモリアル参加

・1/31 七ヶ浜学習支援ボランティア

（板垣・田中・及川大樹［東北大２年］高橋優［岩手

・3/7 七ヶ浜学習支援ボランティア

大 2 年］
）

・3/31 レスキューストックヤード（七ヶ浜）と 4 月

・3/9 大学生協仙台会館 3･11 メモリアルの集い

以降の学習支援 ボランティアについて協議、支援

・6/12 東北大学生協で防災フェスタ開催

バスきずな号での実施を決定

・6/14 福島被災地訪問 9 会員 39 名参加

・4/12 きずな号学習支援ボランティア

・7/21 仙台会館バザー 募金額 18,620 円

・5/3 きずな号学習支援ボランティア

・9/11 復興亘理そばの花見（豪雨のため開催中止）

・5/30～31 きずな号学習支援ボランティア

・9/29 岩手被災地訪問事前調査

・6/13 きずな号学習支援ボランティア

・10/11 岩手被災地訪問･･･5 会員 26 名参加

・6/20 きずな号学習支援ボランティア

・10/16 宮城被災地訪問事前調査

・6/28 きずな号学習支援ボランティア

・11/8 みやぎ被災地訪問･･･5 会員 35 名参加

・8/4～5 きずな号学習支援ボランティア

会議･広報
・5/11 震災復興再生タスク会議
・8/22 立命館生協全体会議で震災当時に関する報告（田中）
・11/16 震災復興再生タスク会議、2016 年度活動方針策定
・3/11「東北復興・再生通信」第 4 号発行

・7/25「東北復興・再生通信」第 5 号発行

◆2016 年 3 月 11 日「東日本大震災から 5 年」
東北復興・再生タスクでは以下の基本方針を掲げました。
＜第二ステージで目指したいこと＞
１、東北から全国に東日本大震災からの復興・再生の取り組みと呼びかけを引き続き進めます。
２、「人とひとのつながりをベースにしながら特に大学及び地域と協力・連携した取り組みを強め、併せて
全国に発信し続けます。
＜復興・再生の取り組みの推進方法＞
１、これまでも、これからも「取り組みと情報の共有化」は東北ブロックをベースに推進します。
２、全国・地域・取引先も含めてネットワークの再構築を行い、復興・再生の取り組みを継続します。

全国大学生活協同組合連合会
大学生協東北ブロック
仙台市青葉区柏木１丁目１-４1 大学生協仙台会館
電話 022-717-4866

