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助成の始まりをご縁の始まりに

戸石 真理さん（といし まり）
社会福祉法人　中央共同募金会　基金事業部

　縁あって2014年から中央共同募金会に勤めることになり、
担当したのが、ボラサポの助成事業でした。当時の知識では、
「募金＝義援金」で、「支援金」との違いもよくわかっていません
でした。しかし、ボラサポの日々の業務を通じて出会った団体
の方たちから、ご意見やお叱り、時には感謝の言葉もいただき
ながら、助成金によって支援活動を支えることで、被災された
方々のお役に立てることがわかり、また、被災地支援の活動を
支えるには、助成金を出すだけでなく、その活動の展望を一緒
に考えることが必要なことを学びました。
　専門的な知識や経験は皆無でしたが、ここまで続けてこられ
たのは、ボラサポやそのほかの助成事業を通じて出会ったすべ
ての方たちに、たくさんのことを教えていただいたおかげです。
　これまでに出会えたご縁を深めつつ、今後は、被災地支援に
限らず、さまざまな社会課題を解決するため、日々奮闘されて
いるグループや団体の方たちと、それを応援したい個人、団
体、企業の方とより多く出会い、助成が資金面だけでないつな
がりのきっかけを作っていけたら、と思っています。
【プロフィール】中央共同募金会が運営する『赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ
活動サポート募金」（ボラサポ）』で事務局を担当し、助成事業を通じて、被災地で
の支援活動を行う団体、グループの方々を応援中。

石塚 直樹さん（いしづか なおき）
一般社団法人　みやぎ連携復興センター　代表理事

対話の可能性との出会い

　新潟県から宮城県に来て、丸6年が経ちました。その間、地
域の復興に関わらせて頂く中で、いろんな人と出会いました。
その様々な出会いや対話が、今のわたしをつくっていると実
感しています。一方で、立場の違い、復興や地域への視座の多
様さから、お互いわかりあえず、ぶつかり合ってしまうことも
あり、はじめの数年はとても悩みました。
　そんな折、哲学者であり、せんだいメディアテーク館長でも
ある鷲田清一さんと出会いました。出会ったと言っても、鷲田
さんの詩「対話の可能性」との出会いです（その後、鷲田さん
本人とお話しする機会も頂きました）。鷲田さんは、「語りあえ
ば語りあうほど他人と自分との違いがより繊細に分かるよう
になること、それが対話だ」と。大事なのは、分かりあえること
ではなくて、違ってもいい、ともにいられることなんだという
気づきを得て、一歩前に進むことが出来ました。
　復興を経て、東北はこれからどんな地域になっていくでしょ
うか。わたしは「違ってもいい、ともにいられる」地域にした
い。東北に限らず、復興にはそういう力がある、と思います。こ
れからも「対話の可能性」を携えながら、復興・地域づくりの
一助となれれば幸いです。
【プロフィール】1980年新潟県佐渡島生まれ。中越地震からの復興・地域づくりへ
の関与を経て、2012年よりみやぎ連携復興センターに参画。復興・地域の多様な
担い手の「関係性の構築」と「力量の形成」を目指したコーディネートに取り組む。
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●石塚直樹さん（一般社団法人みやぎ連携復興センター 代表理事）
●戸石真里さん（社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部）
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全国で復興を支えつづけるために

J a n u a r y  2 0 1 9

３県（岩手、宮城、福島）の連携復興センターとJCN世話団体にも、
震災以降の活動で影響を受けた出会いや期待する出会いというテーマで寄稿いただきます。

今回はみやぎ連携復興センターの石塚直樹さんとJCN世話団体でもある中央共同募金会の戸石真理さんです。
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一人ひとりが持つ力と力の伝播

スタッフ一同

スタッフ紹介

　JCNレポートVol.10は読んでいただけましたでしょうか。Vol.10から「人」に

フォーカスをあてて、東北で様々な分野で活動する多様な人を紹介しています。

趣旨はVol.10を、ぜひご確認ください。

　レポートを作成するにあたり、インタビューしたり、原稿を読み込んだりしていますが、

改めて東北で活動されている方々が持つ「力」を感じています。インタビュー時には、

ご自身が活動されていることをイキイキと話されていることがとにかく印象的です。

自分でやりたいことが見つからない、仕事もやらされていると感じている人が多くい

る中で、ここまで、自分の活動のことを話せる人って、あまりいないのではないかと

思います。この力の源泉はどこから来るのだろうといつも驚かされます。やりたいこ

とをやっているから、誰かのためにやっているから、何かを得られるから、はたまたそ

んなことを気にせず活動しているなど、様々だと思いますが、なにより、話を聞い

ているこちらが力を貰えます。まさに力の伝播を経験させてもらっています。このよう

な力が地域や地域の人々に伝わるからこそ、地域とともに活動することができてい

るんだろうなと感じています。

　まもなく9年目を迎える東日本大震災、現地でどのようなことが起きていて、どの

ような人や団体が活動しているかが見えにくくなってきています。このレポートを

読んでいいただくことで、改めて、東日本大震災に関心をもっていただき、現地に

足を向けるきっかけにしてもらったり、身の回りでできることから何かを始める

きっかけになることを願っています。

宮　城岩　手
　今回のレポートは前回に引き続き、被災地の今を

支え続ける「担い手」の方々にインタビューしました。

それぞれが生きる岩手、復興は道半ばなのか、序章な

のか、完遂なのか。それぞれが復興の答えを探して、

日々活動されています。こうした担い手が発信する全

国へ向けた関わり方の提案は、唯一の解を提供しよう

というものではありません。取り残されがちな弱者の

支援、開かれたまちを目指す国際化の進展、子どもた

ちの笑顔がまた溢れるまち、地域のつながりを創造し

強固にする活動。私たちは「答えは東北にある」と考え

てこのＪＣＮレポートを全国にお届けしていますが、

それは絶対の正解を押し付けたいわけでは決してあ

りません。多様に存在する複雑化した課題と、復興を

目指した個別具体の取り組みに対し、まずはご一読い

ただき、皆さんの答えを胸の中に持っていただく

きっかけになれば幸いです。

●岩手県担当:中野圭

　今回紹介する４名の方の原稿を読んで、地域の目線

で復興を考えることとは、一人ひとりによりそうとは、

どういうことなのかを私自身、改めて考える機会となり

ました。明確な答えはないのだと思いますが、その答え

を地域や人と一緒に考えていくプロセスが非常に重要

なことなのではないかと感じました。

　農業支援を通じて、先を見越しながら地域づくりに

取り組まれている方、地域の共感を大切にしながら移

動支援に取り組まれている方、地域の価値について考

えながら地域づくりに取り組まれている方、出会った一

人ひとりを大切にしながらソーシャルファームを手掛

けている方が登場します。何かしら考えるきっかけにな

ればと思います。

●宮城県担当：杉村郁雄

広　域
　今号も、閉塞感、課題感の重さが半端ない福島だか

らこその、明るさ、革新性を体現している復興の現場

のキーマンたちを紹介します。取材を通して、私たち

が選ぶべき選択の「答えは東北にある」ということを、

改めて感じました。震災をきっかけにNPOを立ち上げ

た人たちを支える「技」にこだわる人、福島に移住し

「よそ者」として葛藤した先に地域の未来を描く人、

受け継がれてきた東北の「結の文化」の再生と伝承を

担う人、そして民主主義をあきらめず育んでゆくため

の長い道のりを行く人が登場します。2020年、いわゆ

る「復興10年の節目」が2年後に迫る中、立ち止まるこ

となく歩み続ける「熱くて普通の人たち」に、もっと多く

の出会いがありますように。

●福島県担当：鈴木亮

　このレポートの取材や原稿を進めているうちにずい

ぶん寒くなってきました。こういう季節の変わり目、ふと

目にする風景や空気感の違いに、避難されている方が

避難する前のことを思い出すことがあるのではないで

しょうか。新潟県中越地震・中越沖地震の復興に尽力さ

れた稲垣文彦さんは、震災前に当たり前であった風景

とか、暮らしぶりが、災害によって「喪失したもの」であ

り、喪失したものを補い、「復興感」を得られるための関

わりが必要であると著書で指摘しています。「喪失した

もの」を元通りに取り戻すことは難しいのかもしれませ

んが、レポートで紹介する「出会い」を重ねていくこと

が被災者ひとりひとりの「復興感」の一つなのかもしれ

ません。

●広域避難者支援担当：津賀高幸岩手県大船渡市越喜来生まれ。代々
漁師家系の16代目。早稲田大学商学
部卒業、東日本大震災を機にＵター
ン。2012年よりJCNなどNPO活動
を開始し、2016年漁業に転身する。

岩手県担当：
中野圭（なかの けい）

2014年よりJCNの活動に携わり、現
在は、広域避難者支援、事務局、宮城
県を担当している。現地で活動する団
体の「声」を多くの方に届ける場や機
会を作りたい。

宮城県担当：
杉村郁雄（すぎむら いくお）

1972年神奈川県鎌倉市生まれ。
ニュージーランド育ち。98年より環境
系のNPO活動に参加。震災後、2012
年9月よりJCN福島担当に。福島県双
葉郡富岡町在住。スズメ好き。

福島県担当：
鈴木亮（すずき りょう）

高知県出身。滋賀県立大学環境科学
部卒業後、民間シンクタンクで、地域
防災・災害ボランティア活動に関する
業務に関わる。JCNは設立準備の段
階から関わる。

広域避難者支援担当：
津賀高幸（つが たかゆき）

J C N担当者より

福　島
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山屋 理恵さん(やまや りえ)
特定非営利活動法人 インクルいわて 理事長／いわて内陸避難者支援センター センター長（岩手県設置）

誰も排除されない、社会的包摂を目指して

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　東日本大震災発災時は、ニュージーランドにいました。語学学校を経て、ビジネス学校の願
書を出した矢先の出来事でした。実家が被災し、残るべきか帰るべきか悩みましたが、祖母が
避難生活で体調を崩したのを見て、釜石へ帰ることを決意しました。
　影響を受けた出会いは、TOMODACHIイニシアチブで出会った人々です。アメリカはNPO
が進んでいました。主婦やサラリーマンが○○に募金をした、○○でボランティアをしている、
という会話が日常的に交わされていて、とても刺激を受けました。「お金は社会で循環していく
もの」という意識が強いのでしょうね。2012年震災ボランティアに来ていた外国人の繋ぎ、翻
訳などを組織として取り組もうと、かまいしリンクを立ち上げました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　まずは来年のラグビーワールドカップの成功です。もともと、ラグビーが大好きでニュー
ジーランドでワールドカップも観戦しました。鵜住居復興スタジアムは、震災体験も含めてレガ
シーだと思います。それらを一緒に発信していく仲間、釜石に外国人ツアーを連れてきてくれ
るエージェントとの出会いも期待しています。外国の方は、釜石の自然や空の色が綺麗だと
言ってくれます。震災の時にボランティアで来てくれた方々がまた釜石を訪れてほしいです。
また、仲間を連れてきてくれるためにも、釜石の魅力を発信していきたいですね。

遠藤 ゆりえさん(えんどう ゆりえ)
特定非営利活動法人 かまいしリンク 代表

ラグビーをきっかけに　釜石⇔海外の架け橋へ

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災後、山田町観光協会より「山田せんべいを復活させて欲しい」との声が全国から寄せられ
ていると聞きました。ルーツが宮古市で埼玉県在住の方が、個人ファンドを立ち上げて、山田せ
んべいの継続を支援してくださいました。また、当時大学生の方が、「心からファンド」を立ち上
げ、山田町の様々なところへ支援してくれました。様々なご支援をいただいたからこそ、山田町
に役立つことをしなくては、という思いから現在の活動が始まりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　震災前は、スポーツ少年団の監督をしていました。難病で亡くなった我が子のために、地域
の子ども達へ関わる活動を、との思いからです。被災した子どもたちが、地域の人たちに見守
られながら遊べるスペースをつくりたいと思っています。お年寄りが野菜を栽培しているその
横で、子どもたちが泥団子や竹とんぼで遊ぶようなあそび場にしたいです。山田町には、大人
が気兼ねなく運動できる施設がありません。運動もできる公園が欲しいですね。実際に同じよ
うな活動をしている方々に会って、情報交換したいです。これまでも、人との出会いで自分が成
長できることがたくさんありました。自分の糧となるような出会いをこれからも期待していま
すし、自分のことも誰かが糧にしてくれるような活動を、今後も続けていきたいです。

川村 芳宏さん(かわむら よしひろ)
やまだわんぴぃす

山田町の健やかな未来を　地域と子どもたちと共に

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　ある仮設住宅にいたご夫婦に影響を受けました。社交的な奥さんとは正反対で一日中家に
いるような旦那さん。訪れる回数を重ねるごとに仲良くなっていきました。何年かが過ぎ、旦那
さんがご病気で亡くなられたときに、「本を読むという喜びを最後に知れて良かった」と奥さん
から言われました。その後、奥さんは災害公営住宅にお一人で入られましたが、ご病気で亡くな
りました。このご夫婦との出会いから、「市民ひとりひとりを大事にしたい」「集団に対しての支
援ではなく、個々の支援をたくさんしていきたい」という思いが一層深まりました。一緒にいて
言葉を交わし合ったり、笑い合ったりしたことは忘れません。誰かを見かけたら、できる限り声
をかけよう。そう思っています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　読み聞かせをした子どもたちの子どもたちに出会いたいです。
　「ころりんの読み聞かせ、楽しかった！」と感じてもらえると、その子が親になったときに、自分
の子どもにも同じように経験させたいと思うようになり、自ら読み聞かせをします。お父さんお
母さんの愛情表現の一つとして、自分たちの活動がこの地域で引き継がれていく。これって希
望や可能性を感じますよね。また、元気な地域をともに創っていこうという気概をもった方々と
の出会いも期待したいところです。

江刺 由紀子さん(えさし ゆきこ)
特定非営利活動法人 おはなしころりん 理事長

ひとりひとりが大事にされる「まち」を
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　東日本大震災で、多くの方々が困難を抱えましたが、その中でも特に「子供を一人で抱えて
いる人」への支援が岩手には少なく支援が急務と考え、活動を開始しました。震災前から様々
な対人援助の場では「ひとり親家庭」の困難は認知されており、震災は新たに500世帯を超え
るひとり親家庭を生み出し、「困難」を抱えた多くの方々と出会うことで生きにくさを知りまし
た。同時にそれを乗り越える「レジリエンス」と「希望」を人は持っていることも教わりました。ま
た、被災者支援事業で出会った官民問わず全国の様々な分野の支援関係者との出会いで、私
もエンパワメントされ、生き方や考え方も広がりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　これからの社会には既存のしくみは機能しない場合もあり、新しい「しくみ」や「制度」をどん
どん作っていくことが求められます。諦めずに、課題を探ろう、何とかしよう、当事者を理解しよ
うとしている人に出会って「０を１にする」機会に多く触れていきたいです。また、被災者の方々
が多様な生き方を教えて下さいました。今後も、声を上げにくい人達と出会い、学び、共感し、
哀しみ、喜びを見つけながら共に生きていきたいです。困難を乗り越える方法を考える道筋は
苦しい時もあるけど、諦めず希望を持って新たなしくみを考える時点からワクワクしますし、
失敗してもその経験が糧になる。共に生きる作業、それが活動のエネルギーになります。

地方自治体の消費生活相談に携わ
り、庁内外との連携を重視した生活
困難者支援を実施。東日本大震災直
後には、社会的包摂を理念とした被
災者・ひとり親家族を支援する団体
を設立し行政、民間、市民と連携しな
がら活動。

釜石市出身。東日本大震災後、国際
交流やインバウンド推進を目的と
した「NPO法人かまいしリンク」を
設立。語学力や海外で暮らした経験
を活かし、外国との交流事業や、ラ
グビーW杯のプロモーション事業
を行っている。

やまだせんべい製造店に生まれる。
高校卒業後、レストランでアルバイ
トをしながら、調理師学校に通う。
オーベルジュのコックとなり、うど
ん文化に触れたことで開業を構想。
帰省後24歳で「釜揚げ屋」をスタート
した。

岩手県大船渡市生まれ。デリー大学
卒。16年間に渡りアジア・中近東・
ヨーロッパでボランティア活動等
に携わる。2003年帰国、読書推進活
動に取り組む。東日本大震災以降は
本を通じた地域交流活動を展開。

岩手県下閉伊郡山田町

Tel:0193-82-2173  

Mail:y.kawasai@crux.ocn.ne.jp

活動地域

連絡先

岩手県大船渡市・陸前高田市

Tel:0192-47-3931　

Mail:ohanashi_kororin@
a011.broada.jp

活動地域

連絡先

岩手県全域

Tel：019-626-6061
FAX：019-903-0507
Mail:inclu.iwate@gmail.com. 
ブログ http://incluiwate.blog.fc2.com/

活動地域

連絡先

岩手県釜石市

Tel：080-4689-1123　
Mail:yurie@kamaishilink.org

活動地域

連絡先
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広瀬 剛史さん(ひろせ つよし)
一般社団法人 ReRoots 代表理事

地域目線で、農業と農村の再生を目指す

村島 弘子さん(むらしま ひろこ)
 特定非営利活動法人 移動支援Rera 代表

支援者の共感から地域の共感へ

塚本 卓さん(つかもと たかし)
一般社団法人 気仙沼まちづくり支援センター 代表理事

地域の価値と向き合うこと

高橋 由佳さん(たかはし ゆか) 
認定特定非営利活動法人 Swtich 理事長／一般社団法人 イシノマキ・ファーム 代表理事

出会った一人ひとりを大切にしたい
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　２人います。一人は農家の堀江吉夫さんです。農地が津波の被害を受けても、「自分がいち早
く農業を再開すれば、地域が元に戻るんだ」という地域目線を持った農家さんです。塩害被害
に対しても、独自の発想と工夫で作物がどうすれば育つかという姿を見せる姿勢に感銘を
受け、農業再生を応援したいという気持ちが強くなりました。もう一人は、佐藤善一さんです。
農家ではなかったが、親友の農家が津波で亡くなられたことを機に農業法人の代表となり、
津波で全滅した荒浜地区の農家を一人ひとり訪ねてまわり、農地を集積させた方です。その佐
藤さんから、自団体が地域からの撤退を考えていた頃に地域に残って欲しいと言われことが、
今のReRootsの活動にもつながっています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　地域のことを考えられる若手就農者を増やしたいと考えています。農業技術だけではなく、
田植え前の堀払いや草刈り、地域の祭りへの参加など農村集落ならでは活動を一緒にするこ
とで、地域に溶け込むという姿勢を持ちながら農業をすることが大切だと考えています。地域
の風習を学びながら活動することで、地域の農家も応援してくれますし、その活動自体が地域
の文化や習俗を保持することにもつながると考えています。今後は地域福祉の分野にも事業
を展開しようと考えているので、一緒に地域のことを考えながら活動できる方との出会いを楽
しみにしています。

1974年　茨城県生まれ　仙台市若
林区の津波被災地において農業と農
村の再生を目指す。復旧支援にとど
まらず、野菜生産、グリーンツーリズ
ム、コミュニティ再生など、大学生を
中心に地域課題の解決に取り組む。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　東日本大震災後に設立された地元団体「一般社団法人気仙沼復興協会」にその7月から身を
置き、仮設住宅交流支援を行う中、誘いを受け「気仙沼NPO/NGO連絡会」に参加しました。
現在も続いている連絡会の活動調整・情報共有の場において出会った外部NPO/NGO団体、
特にシャンティ国際ボランティア会、日本国際ボランティアセンター、ジャパンプラットフォー
ム、大阪ボランティア協会の現地常駐職員の皆さんから受けた影響は計り知れません。組織を
超えた支援のあり方（誰の・何のためにどう寄り添い地域に向き合うか、情報の伝え方とその適
切な分量、去る者・いる者の責任）に関して強烈な影響を受け、そのつながりから広がり続ける
人脈が活動の根幹となり現在に至っています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　全力疾走の時期を過ぎ、住まいの再建が進み日常が取り戻されていくに従い、それまで蓄積
された疲弊感により、以前に比べまちづくりの熱量が失われつつあるように思えます。また、ま
るで別物かの如く分断されていく「地域づくり」と「地域おこし」の役割や2020年度までという
期限付きの未来に対する焦燥と不安も感じられます。細分化されつながりが薄れてきているよ
う感じられる中、震災前まで積み重ねられていた地域の価値を思い起こさせてくれる「ひと・も
の」を再認識できる出会いや、ここで生活していることが特別なこととは意識していない、市井
の皆さんと一人でも多く知り合うことで、感じ学び得られることに興味があります。

～H23年3月リアス・アーク美術館→
H23年7月～H25年３月（一社）気仙沼
復興協会で仮設住宅支援→H25年5月
～H30年3月（特非）気仙沼まちづくり
センターで防災集団移転の支援→
H30年3月に（一社）気仙沼まちづくり
支援センター設立、地域団体支援。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　私とReraの活動は、沢山の奇跡的な出会いによって形づくられ、支えられ、ここまで続いて
きました。一個人ボランティアだった私は、震災直後、札幌のホップ障害者地域生活支援セン
ターの竹田代表との出会いに大きく影響を受けました。竹田氏は、大胆でありながら無謀な全
力疾走ではなく、出しゃばらず、しかし力強く着実に、“被災当事者ありき”の視点をぶれること
なく持ち続け、私と被災地の関わり方の土台を示してくれました。
　その後も、7年半でこれまでの人生をすべて集めても足りないほど数多くの尊敬できる人々
や考え方と出会い続け、ここまで来る事ができました。感謝してもし尽せません。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　出会いというのは「期待していない時に突然降りてくるものだ」ということも、この7年半で
よくわかったことです。その前提の上で「期待する」のは、現在の活動の中心を担っているよう
な地元住民の“共感者”とのさらに多くの出会いだと思います。
　北海道から石巻に蒔かれたReraという「種」は、地域に根を下ろし、地域に求められ支えられ
ることによって育ってきました。地域住民による共感の広がりは、まだ弱々しい苗木への肥やし
や水や陽光となり、より強くしなやかな「30年後も続く」木に育ててくれるのではないかと期待
します。もちろん、現場以外の賛同者や師匠とのさらなる出会いも期待しています！

北海道出身。震災後宮城県石巻市で
ボランティア活動を開始。2013年、
NPO法人移動支援レラ代表に就任。
活動内容は障害者や高齢者、孤立者
など、生きづらさを抱えた移動困難
者の移動支援。7年半でのべ15万人
以上を送迎。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　NPO法人Switchは震災の10日前に立ち上げた団体ということもあり、継続するかを悩み
ながら、南三陸町に心のケアのお手伝いに行きました。そこで、家族と家を失い、車で寝泊まり
するおじさんと知り合いました。仕事へ行く場がないと生きる意味がないと言っていました。
そのおじさんから、お弁当を分けてもらうなど、親切にしてもらったことは今でも覚えていま
す。南三陸町で接した子どもたちも学校を楽しみにしており、人は役割や居場所が生きる糧に
なっているのだとつくづく感じました。この体験が、もう一度、「Switchをやろう、伴走型の就労
支援をやろう」というきっかけになりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　期待する出会いというより、出会うべき人に出会っていると感じています。考えるより動くタ
イプで、動きながら、人と出会っています。気づいたら、周囲の人々に助けられながら活動をし
ており、偶然ではなく、必然な出会いと考えています。今では、石巻市北上町の人々からのご縁
をいただき、イシノマキ・ファームを立ち上げ、仙台市との二拠点生活をしています。大事にし
ていることは、出会った人は大切にしたいということです。団体を運営する上で、大事な資源と
して、「ヒト・モノ・カネ」といいますが、私の場合は、「ヒト・ヒト・ヒト」です。私の中に、人が好き
というものが根底に流れているんだと思います。

2011年困難を抱えた思春期・青年期
の就労・就学支援を目指しNPO法人
Swtichを設立。2017年に（一社）イ
シノマキ・ファームを設立し、ソー
シャルファームを理念とした農業担
い手育成を行い、共生できる社会の
実現に向けて活動を展開。精神保健
福祉士。

仙台市若林区東部地域

Tel：022-762-8211
Mail：reroots311@yahoo.co.jp

活動地域

連絡先
宮城県気仙沼市

Tel:0226-25-7801
Mob:080-4510-9494
Mail：kesennuma.machicen@gmail.com
988-0053 
宮城県気仙沼市田中前4-1-8 吉田ビル2階

活動地域

連絡先

宮城県仙台市　宮城県石巻市

認定NPO法人Switch
Tel：022-762-5851
Mai:：info@npo-switch.org
一般社団法人イシノマキ・ファーム
Tel：0225-25-4144
Mail：info@ishinomaki-farm.org

活動地域

連絡先

宮城県石巻地域

Mail:info@npo-rera.org

活動地域

連絡先
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山崎 庸貴さん(やまざき のぶよし) 
一般財団法人 ふくしま百年基金 代表理事

普通の人が熱い人。百年後にはそうなっているかも。

西﨑 芽衣さん(にしざき めい)
 一般社団法人 ならはみらい

地元の人と一緒に創る　地元にあった活動のかたち

下枝 浩徳さん(したえだ ひろのり)
一般社団法人 葛力創造舎 代表理事

村まるごと家族。
記事を読んだらあなたもセカンドファミリーです！

菅波 香織さん(すがなみ かおり)
未来会議 事務局長

民主主義を取り戻す人、募集
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　福島県内のNPOの人たちです。最初にあったのはみんぷくの赤池さん。それまでは東京で
NPOのコンサルティングをしていましたが、付き合っていた東京型のNPOとまったく違って、
震災前はNPOではなかった人たちが、わざわざNPOを作って活動しているわけですよ。消防
団だった人とか、町の時計屋さんだった人とか。そういう人が必死になってNPOをやっている。
安易な気分で就職してきた学生に「NPOをなめんなよ！」と熱く語っている。震災がなかったら
NPOなんて縁遠かった人が、震災でNPOを選んだ。大きな影響を与えてきた。そういう強い思
いを持った人たちとの付き合いを経て、なんというか気持ちが整っていきました。彼らと仕事を
していきたい、と。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　福島のために熱い思いを持っている人。おそらく誰でも何らかの熱い思いを持っていて、何
か形にしたい、と思う瞬間があると思います。それはその人が、何か強烈な怒りを持ったり、す
ごく悲しい思いをした時かもしれません。そのタイミングが来た時に、「百年基金というのがあ
るらしいぞ」と思ってもらえたらと思います。全国には福島をまだ気にしている人っていると思
います。課題感としてとか、寄付したいなぁとか、そんな人をまだまだ受け入れる体制がありま
すよ、とアピールしたいですね。特殊な世界の中にずっとあったのでは、広がらないし、いつま
でも特殊なまま。そうじゃなくて普通の人たちの中に普通にあって欲しいなと。それをこの百年
基金で体現したいです。

福島県会津若松市出身。東北学院大
学、筑波大学大学院修了後、東京で企
業やNPOのコンサルティングに従
事。 2013年、ふくしま連携復興セン
ターの事務局長となり、2018年4月
にふくしま百年基金を設立、代表理
事に就任。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災って、いい出会いばかりではないですよね。すごく辛い出会いもありますが（笑）「課題
を食い物にする支援団体」にも出会いました。課題を解決したくてNPOがあるのではなくて、
NPOを継続したくて課題をでっちあげ、それが住民力を落としていく負の連鎖になる。現場の
コーディネートができないのに資金ばかり取っていったりとか。僕は、加担せず、へりくだらず、
公平でいたい。筋を通しているかどうか。良い出会いは、双葉郡未来会議の平山勉さんです。震
災の時、福島のために何かしたい、と言って大勢押し寄せましたが、結局今は、ほとんどいない。
平山さん、相双ボランティアとか、ちゃんと貫いているから好きなんですよ。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　葛尾村の避難解除前は、村の人とあまりかかわりがありませんでした。活動も地に足がつい
てなかったし、村の事にちゃんとコミットできてなかった。ここ2年で農家とか婦人会からいろい
ろ協力してくれる人たちが生まれて、大きく変わってきました。そういう人たちと一緒に、葛尾
村をまるごと家族にしていきたい。葛尾村の、あの人間臭い、懐っくるしい人たち。葛尾村に住
んでいる人たちだけじゃなくて、葛尾村に何か困ったことが起きた時は、かけつけてきて助け
合える親戚的な人たち。一番大事にしたいのは、「葛尾村の結文化を大事にしたい」ということ。
企業にはどんどん関わってもらいたいです。

1985年生まれ、福島県葛尾村出身、
在住。福島で議員秘書をしながら、ふ
るさと葛尾村の未来を創るため社団
法人葛力創造舎を2012年2月に立
ち上げ、生業づくりや人材育成に取
り組む。双葉郡未来会議副代表。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　多すぎて絞れませんが、同じ大学の仲間がいなかったら、一人じゃ絶対楢葉に来なかったで
す。現地の人との出会いも本当にたくさんあって。最初はいわき市に通う形で足湯のボラン
ティアをしていました。ずっと足湯をやっていく中で、いろいろぶつかったり、悩んで活動が止
まったり。大きく変わったのが、「こんなに現地の事で悩んでいるのなら、現地の人に相談して
みよう」って、お世話になっていたお坊さんに相談しました。それまでは「助けに行くんだ」って
思って現地へ行っていたんですよ。色々なアドバイスを頂いた上で「一緒に考えていく仲間だ
から、何かあったら言ってね」って言葉が転機になりました。地元の人と一緒に創るんだって。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　住んでいる者の目線も大事にしつつ、外からの目線の気づきを持ち続けたいです。昔の自分
もそうでしたが、「被災者の皆様に」とか「無料配布」といった形でなく、良いものにはちゃんと
対価を払えるような状態、自分がいなくても回る地元の人が主体性を持てる状態にしてゆかな
きゃ、と思います。そのためにも、一緒にこの町でもがいてくれる本当の仲間と出会いたい。未
来は相当、厳しい。明るい未来だけを見ていてはこの町では暮らしていけない。せっかく来てく
れる人たちには、楢葉にあった活動をしてもらいたいし、運営に楢葉の人に関わってもらえるは
ずだし、そのつなぎをちゃんとやることが、この町のためになると考えています。

東京都八王子市出身。立命館大学
卒。学生時代、学生団体「そよ風届け
隊」の立ち上げに関わり足湯を使っ
た傾聴活動で仮設住宅支援に取り
組む。2015年、休学して1年間なら
はみらいの臨時職員に。卒業後、楢
葉町に移住。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　すごい大きな出会いが沢山ありました。その中でも、同じ弁護士のSAFLAN（福島の子ども
たちを守る法律家ネットワーク）の人たちの出会いはとても大きかったですね。震災後、子ども
たちの学校が普通に4月に始まって、給食や通学路除染をどうしたらよいかわからなかった時
期に、とにかく被ばくを最小限にする環境整備を大人がやらなきゃと、PTAで問題提起したりし
ていました。私の所属する事務所のボスがSAFLANの人たちとつながっていて、「子ども被災
者支援法」を作るとき、福島の人にも入ってもらった方がいい、という事で、母親として被ばくの
ことをやっていた私が副代表をやることに。とにかく情熱的で優秀な人たちに助けられました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　新たな出会い、すごく求めています。閉塞感というか、今の私のネットワークでは乗り越えら
れない大きすぎる課題感に対して、こういうテーマに詳しい人いませんかって。これまでもすご
い人たちとの出会いがどんどん広がってきたんですけど、今のままでは地域の重要なことが、
国とか東電とか遠いところで決まっていく。住民はみすみす見過ごしていく。主体性の問題な
のだと、ずっと思っています。でも、もし私たちが変われたら、私たちの地域や国をちょっとでも
違う形に変えられたりしないかなーーって、ずっともやもやしています。民主主義、国民主権を
ちょっとずつ住民が取り戻して、一緒に決められるように。そういう出会いを求めています。

福島県いわき市在住。大学卒業後、
2009年に地元いわきに戻り弁護士
に。震災後、未来会議立ち上げメン
バーとして事務局長に。SAFLAN（福
島の子どもたちを守る法律家ネット
ワーク）副代表。ベリーダンサーで5
児の母。

福島県双葉郡楢葉町

Tel：0240-23-6771
Mail：info@narahamirai.com

活動地域

連絡先

福島県福島市

Tel：024-573-2640 
Mail：info@cf-fukushima.org

活動地域

連絡先

福島県双葉郡葛尾村

Tel：0240-23-6820
Mail：info@katsuryoku-s.com

活動地域

連絡先

福島県いわき市

Tel：0246-38-9120
（弁護士法人いわき法律事務所）
Mail：info@miraikaigi.org

活動地域

連絡先
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藤本 昭則さん(ふじもと あきのり)
ヒラエス・プロジェクトチーム

大事なのは一人ひとりの声や思い

大里 千恵子さん(おおさと ちえこ)
 茨城県内への避難者・支援者ネットワークふうあいねっと

自分自身の暮らしと心の安定が大切

木下 千鶴さん(きのした ちづる)
一般社団法人 石川県災害ボランティア協会

同じ故郷を想いながら
故郷の言葉で話している瞬間に立ち会い続ける

加納 佑一さん(かのう ゆういち) 
広域避難者支援連絡会in東京

この人と出会えてよかった、と思えるような場づくりを
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　東日本大震災の直後、家族とともに北海道に避難しました。避難してすぐに尋ねた行政の窓口
職員から「同じ日本人ですから」と言われたことがとても印象に残っています。心が寂しく、これか
らの暮し、生き方も定まらず不安の中、住宅の無償貸与や様々な支援の情報などは本当に助かり
ました。その後、同じ避難者をサポートしようと思ったきっかけは、温かく声をかけてくれた行政
の方々に、直接お礼を伝えられるかもしれないと思ったからです。支援活動に関わる中で、行政の
方とお会いする機会も多く、その都度、担当の方にお礼を伝えることができました。いろいろ悩
むこともあったときも職員の方にはよく相談に乗っていただいたことに感謝しています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　避難者のサポートに関わるようになり、「なんとか正しいものを見つける！」と必死になって探
し続けました。そうする中で見えてきたものは「人」でした。北海道の当事者団体「みちのく会」
は1000人を超える登録がありましたが、本当に大事なのは一人ひとりの声や思い。その声や
思いを聞くのも「人」。そして「声や思いを伝えやすい環境をつくること」が必要だと考えるよう
になりました。これまで日本各地では様々な災害があり、それぞれの災害に向き合ってきた方
がいます。成功や失敗という判断ではなく、体験・経験・実践をわかちあえる「人」との出会う機
会を期待したいです。

2011年3月に茨城県から北海道へ家
族避難。当事者団体「みちのく会」の
運営や委託事業に4年間従事。道内
500世帯以上を訪問。現在は全国の
仲間たちとヒラエス・プロジェクト
チームとして震災支援活動を行う。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災直後に、子どもが生まれたばかりで、福島からは少し離れていますが、放射線量のことな
どとても気になりました。あちこち相談する中で、「暮しを考え直したいという人たち」の勉強会
に参加することになりました。福島出身の方や避難者のお話を聞くこともありました。実は自宅
の庭のことが気になっていたので除染しました。関東ではじめてADR申請をした人にアドバイ
スをもらって私も申請しました。そういったご縁があり、茨城大学の原口さんから「ふうあい
ねっと」を手伝ってもらえないかと声をかけられました。ちょっとお手伝いをするつもりが、「ふ
うあいおたより」の原稿をつくったり、打合せをしたり、助成金の申請書まで書いたりしました。
気がついたら、普通の主婦だった私がいろいろスキルアップしていました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　ふうあいねっとの事務局をすることになって、福島の方と知り合う機会が多くなり、震災当時
や今の暮しのことなどを聞くようになりました。そのひとつひとつのエピソードや前向きな姿勢
や思いに、元気をもらっています。これまでもいくつかの当事者グループがありましたが、茨城
県内に避難されている方同士の当事者グループが新たにできているようです。まだまだ「避難
者同士で交流したい」「ゆるやかなつながりをつくりたい」という気持ちがあるのではないで
しょうか。そういった思いを少しでも応援したいですし、できるだけ訪問したいと思っています。

茨城県北茨城市出身。元看護師。２児
の母。震災後、福島出身の方との出会
いがきっかけに原発問題・被災者支
援に関心を持つようになる。2016年
よりふうあいねっと事務局コーディ
ネータとして活動を始める。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災直後から被災地で支援活動を行っていました。地元の報道で、東北からたくさんの避難者
の方が石川県に避難されていることを知り、何かできることはないかと考えました。早速交流会
の準備を始め、どのくらいの方が参加するのかと心配したのを覚えています。交流会では思わぬ
再会がいくつもあり、避難者のネットワークづくりが必要と感じ、2011年12月以降季節ごとに交
流会を重ねています。現在までたくさんの避難者の方との出会い、別れを経験してきました。長
い方とのお付き合いが、まもなく７年になります。当初は避難者と支援者という関係でしたが、現
在では良き友人です。その中でも1組のご夫婦との出会いは、私の活動の源です。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　避難者からは、辛い、寂しい、虚無感、自分ではどうにもならない現実など、私には到底分か
るはずもない心情をたくさん聴かせていただきました。しかし本当の気持ちを理解するのは大
変難しく、共感できない自分が情けないと思いました。友人のご夫婦のいつも笑顔を絶やさ
ず、他の避難者を優しく包み込む姿を見て、寄り添うことの大切さを知り肩の力が抜けました。
　今年の交流会に初めて参加された避難者の方が、恩師と再会されました。同じ県市に避難さ
れていたのです。避難者の方をつなぐ役割は、今後私にできることだと思っています。同じ故郷
を想いながら故郷の言葉で話しているその瞬間に立ち会うことができればと思っています。

名古屋市出身。H15から金沢市。石川
県災害ボランティア協会事務局長。
理事、副会長も兼務。石川県防災委
員、石川県防災アドバイザー。被災地
支援の他、被災時に命をつなぐため
の体験講座なども実施中。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　東京に避難されている方々、特に、当事者のグループを立ち上げた方々との出会いです。ご
自身も被災され、避難されている中、それでも、他の人たちのために、様々な立場の違いを乗り
越えて一緒にやっていこう！という気持ち、姿勢にとても衝撃を受けました。避難している人た
ち同士の出会い、つながりの強さにも驚きました。「やっぱりここがいい」と仮設住宅から遠くの
場所に引っ越した後も、何時間かけてもサロンに参加する方々の声をたくさん聞きました。生活
において人との「出会い」や「つながり」が本当に欠かせないものである！と改めて感じました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　自分自身への期待ではないのですが、東京の市民と避難されている方たちとがもっと多く
出会えたらと思っています。これまでも、東京には、避難されている方と一緒に支援活動を行っ
ている市民がたくさんおられます。東京ボランティア・市民活動センターの電話には、いまも
「被災者のために何かしたい」と相談される方がまだたくさんおられます。一方で、避難されて
いる方と話をすると、心配しあったり、励ましあったり、そんな支え合いがまだ必要な状況が見
受けられます。むしろ、いま、これからだからこそ、より必要になってきているようにも思います。
このような出会いを偶然ではなく、より多くの方が、今後の人生において、この人と出会えてよ
かった、と思えるような場づくりを続けていきたいと思っています。

学生時代から三宅島帰島支援をはじ
め、多くの被災地支援活動を行う。
H21年東京都社会福祉協議会入職。
現在は東京ボランティア・市民活動セ
ンター災害担当。東日本大震災の被災
地支援・広域避難者支援に携わる。

全国各地

Mail：311-fujimoto@hiraeth.work

活動地域

連絡先

茨城県内

Tel：029-233-1370　
Mail：fuai.sta@gmail.com
（ふうあいねっと事務局）

活動地域

連絡先

石川県・富山県・福井県

Mail：fuku-shien@spacelan.ne.jp
Tel：0800-123-1446（フリーダイヤル）

活動地域

連絡先

主に東京都域

広域避難者支援連絡会in東京事務局
（東京ボランティア・市民活動センター内）
Tel：03-3235-1171

活動地域

連絡先


