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3 月 11 日 14 時 46 分にマグニチュード 9.0 という極めて大きな地震（東北

地方太平洋沖地震：東日本大震災)が発生しました。この地震により、亡くな

られた方々にはご冥福をお祈り申し上げます。また、甚大な被害を受けられ

ました被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

東日本大震災以降、埼玉県支部会員の多くの方がボランティア活動を行っ

てきました。また、被災地を見て、津波の破壊力･怖さを肌で感じてきました。 

そこで今回は、東日本大震災以降、埼玉県支部会員による東日本大震災に

関わるボランティア活動・視察等の報告を掲載しました。 
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１１１１．．．．東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    ～～～～災害支援活動災害支援活動災害支援活動災害支援活動～～～～    

                                    防災士防災士防災士防災士    大澤大澤大澤大澤サユリサユリサユリサユリ    

 

3 月 11 日あの時間、私は千代田区内神田の「千代田スポーツセンター」8 階

にて「日本防災士会幹事会」に出席しており、次第に大きくなる揺れを感じて

いました。会議室内の書物ロッカーが倒れ、つかまっている長テーブルごと大

きく揺さぶられながら「ついに、いざ！って時が

きた」と思いました。揺れが収まるのを見計らい

つつビルの 1 階まで降りると、ラジオが流れてい

ました。宮城県沖で大きな地震があったと・・・・

テレビから流れる映像はこれまで見た事の無い恐

怖を思わせるもので、その場に居た人々も我先に

と交通機関は機能していない状況の中、家路に着

こうとする人や、オフィスビルに留まり夜を過ご

そうとする人がコンビニに溢れていました。 

 緊張と不安からなのでしょうか、カゴ一杯に商

品を買いだめする人が多く棚には物が無くなって 

いました。一緒に残っていた幹事二人と共にその眠れぬ夜を過ごし、翌昼には

家族のもとに帰る事が出来ました。 

私たちは、帰宅するのに「困難だった状況」だけでしたが、今回の東日本大 

震災で起きた出来事はこの先「自分に何が出来

るのか？」を改めて考えさせられる事でもあり、

長期的な支援をしていく上での課題も多くの残

すものでした。 

私の義父が仙台出身で実家があり、「災害支援

に行くなら実家を拠点に使って良いから、家と

祖母を見てきて欲しい」と実家の鍵と地図を貰

いガソリンの入手を待って宮城県へ行こうと計

画していましたが「さいたまスーパーアリーナ」

に福島県の避難者が 3000 名ほど来るので、手

伝って欲しい！と連絡が入り、避難所開設から

アリーナに支援に行く事にしました。 

18 日までには個人で避難されている方 668 名バスで避難された方 2200 名が

到着していました。アリーナ内の狭い通路で避難生活を送るのは、環境面・衛

生面でも最悪で、精神面でも地域を離れた避難生活と外部者やマスコミ等から
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の干渉で、心身ともに限界が見えていました。避難所内での「ボランティアス

テーション」を開設し埼玉県社協を中心に県内のＮＰＯ団体や様々な団体が支

援に携わりました。避難所内での活動一般ボランティアの必要数は約 100 名程

度に対して、毎日 1000名ほどのボランティアの方々がアリーナに集まり、殆ど

の方に帰って頂く事もありました。 

私は「ボランティアステーション本部」の本部付コーディネーターとして、

全体の調整などを中心に活動しましたが「県外からの避難者」「避難所生活の問

題と対応」「県内外の関係団体」「短期間での避難所移動」「ボランティアへの対

応」など、様々な問題解決を前に行政や各関係団体との繋がりを踏まえながら

も、これから私たちの身にも起こるかもしれない事態を、私に何が出来たのだ

ろう？これから私に何が出来るのだろう？と改めて考えさせられるものでした。

日本防災士会埼玉県支部には 3 月 31 日閉鎖までの間、避難者が安心して生活出

来るよう、館内外の巡回・警邏や不審者の警備、寒い中での炊き出しや配膳の

お手伝い等の支援をして頂き

ました。支部会員の皆様には

この場をお借りして福島の皆

様が感謝していました事をお

伝えさせて頂きます。また、

埼玉県支部としましても今後

の支援のあり方を検討する良

いきっかけになったのではな

いかと思います。 

 

★4 月 1 日～2 日 宮城県石巻へ出発 

南境総合運動公園へ到着し北上総合支所「にっこりサンパーク」へ行き、救

援物資保管の倉庫内での仕分

け作業をしました。倉庫内に

は救援物資の他に日用品や衣

料や寝具、食料品が無造作に

置いてありましたが気になっ

たのは根菜などの野菜が入っ

たダンボールが山積みされて

いました。担当者に話を聞く

と「沢山送ってくれるけどど

うしたらいいのか福島県産の
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野菜は怖がって皆食べない、捨てるしか無い」と。関東に出荷されない野菜が

被災地に物資として回っていたなんて・・・被災地を見て、愕然とし胸が痛く

なりました。 

その日はテント泊し、翌日は橋浦小学校避難所付近や谷地地区の大川中学校

付近で水がまだ引かず孤立した地域への情報収集とニーズ調査をした後、個人

宅の土砂除去作業や屋内の床下の泥除去をし、深夜我が家へ帰宅しました。 

 

★4 月 16 日宮城県亘理町へ 

日本防災士会救援活動の視察として、亘理町ＶＣを始めに荒浜地区・仙台港・

七ヶ浜・汐見台・塩釜港・双観山・松島海岸・石巻港・上釜仮埋葬場・南三陸

町・心津川町と沿岸部を中

心に見てきました。ＴＶな

どで報道される地域では各

地からのボランティアが多

く活動していましたが、地

域によってはボランティア

が足りず、地元の中高生が

主体となって活動していま

した。 

                                                    

★4 月 26 日～5 月 1 日, 5 月 8 日～13 日, 5 月 26 日～31 日 

福島県「いわき市災害復興支援ＶＣ」へ 

いわき市と小名浜・久ノ浜・勿来の地域での活動で、いわき市社協と九州ブ

ロックの社協職員と地元のボランティアで運営されていました。8 月より「いわ

き市復興支援ＶＣ」と名前が変わりましたが複数回ＶＣスタッフとして活動し

ました。外部からの復興支援の手が遅

れた事もあってか地域住民の方自ら

のボランティア活動から始まるとい

う事態から、少しずつ復興に向けて皆

が寄り添いあい、地震や津波、原発問

題や風評被害など重なる災害を受け

ながらも地域での繋がりがとても強

く感じられました。これからも様々な

時期の支援を、形を変えながらでも続

けて行きたいと思います。 
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２２２２．．．．さいたまさいたまさいたまさいたまスーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナスーパーアリーナでのでのでのでのボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてについてについてについて    

 

                                 防災士防災士防災士防災士    守屋守屋守屋守屋    正美正美正美正美    

 

 福島第一原発の周辺の町、双葉町、浪江町、富岡町等の一時避難施設として「さいたま

スーパーアリーナ」が受け入れ、人数 5000 人として期限付きで開始することとなりまし

た。しかし毛布は提供しますが、食事は各自で対応（自力調達）となっており、18 日（金）

より受け入れを開始し、初めての地で初めての経験であり不安な夜を過ごされたことでし

ょう。 

             ■ボランティアの皆様 

       

 私は 20 日（日）より 31 日（木）まで通算して 9 日間、午前７時 30 分から午後 6 時 30

分頃までボランティアを務めさせていただきました。初日は朝 7 時頃アリーナに着きまし

たが、何をどうするか、全く判らず、先行者（事務局）の説明どおり行動しました。 

 食事は各自で対応（自力調達）と言うことでしたが、初めから食事が配給されたので安

心した次第です。私達防災士の役割は、３度の食事の準備と各所および館内の警備（巡回）

です。 

 写真は、通路の両側に同じ配給品を並べ準備完了と、避難者の方々が順番で配給される

光景です。 

 ■配給前（朝）       ■配給時（昼）      ■配給時（夜） 

    

 

 気さくなボランティアの方々が大勢集まり、20 日 9 時の時点で、ボランティア募集の受

付を終了した次第でしたが、私は防災士の制服を着用していたため、並ぶこともなく直接

スタッフの一員として到着直後から行動することができました。20 日に限らず毎日集まり、

日によっては直ぐ募集の受付を終了する状況でした。収容者はピーク時で 2500 人を超え

たこともあったようですが、当初は日に３度の食事が 3000～4000 人分も届き余ってしま
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いもったいない状況が数日続きました。 

     防災士                アリーナ外観 

              

  

私たちの役割は初めに述べたとおり、食糧等の配給時の警備で、列を成して受け取る状

況等を見ていると受け取った後、おかしな行動をとる光景を何度か見かけ、後をつけてい

くと自分の居住区とは逆に外に出て行く者がいて、しばらく尾行し問い質すと避難者でな

く一般人であることが判明し、一度でなく何度も来るため交番に連れて行くなどのケース

が数件あったことと、館内を巡回していると生活居住区に避難者を装ってうろついている

者がいたためその排除、これまた注意をしてもこりない場合は、警察に要請し排除しても

らったこともありました。 

 生活居住区内（２階、４階、５階）での禁句等としては、①警備中避難者の方と目を合

わせない、②頑張ってください・・・、③元気をだしてください・・・等、励ますことば

ですが禁句です。しかし避難者の方からの注文や要望はできる限り応えてさしあげました。 

    

  

ボランティアの行事として、子供さんたちを相手に子供学校やサッカーの実技、また自

衛隊の音楽隊による演奏等数々、さらに外国の方による演奏等、ボランティアによる催し

ものが行われ、少しの間の安らぎになったことと思います。 

 

        ■陸上自衛隊の音楽隊        ■外人のかたによる日本の名曲 
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居住区内は関係者以外立ち入り禁止となっていますが、テレビ、新聞等のメディアの排

除も行い、目を離すと入ってしまうことが幾たびかありました。 

中には入らず入口付近では、埼玉県立岩槻商業高校の野球部員らが、手作り枕（111 個）

を希望者に配布している光景も目にしました。 

ボランテイアの皆さんや避難者の方々を見ていると、私たち埼玉県民は恵まれすぎてい

ると感じました。埼玉では近年大地震もなく山や河川の災害、ましては原発による心配は

全くありません。ここに避難された皆様はいつ「生まれ故郷」に帰れるか、全く未来が見

えません。その中でも「生きる」ことに諦めず一生懸命避難生活をしています。 

地震から 3週間のその間のご心労、辛労は言い尽くせないものがあったことと思います。 

さいたまスーパーアリーナでの避難生活も 31 日までとなり、県内で次ぎの大きな避難場

所（100 名単位）として「片柳コミュニティセンター」、「自治人材開発センター」、「加須

市の騎西高校」など数カ所に別れ避難生活がまた 4 月 1 日から新たに始まりました。人材

開発センターでは 5 月頃全員が退去したようですが、騎西高校には双葉町の皆様が７月上

旬で約 920 名いらっしゃいました。 

さいたまスーパーアリーナの出口には写真のように「さいたま ありがとう！」の貼り紙

が残され、当たり前のことをしたにも関わらず、また皆様が何処へ行かれても元気で居ら

れるように願い、胸がいっぱいになりました。 

       

 

  

  

 避難者の皆様、朝日の昇らない夜はありません。 

（禁句ですが）お元気で、頑張ってください。 
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３３３３．．．．東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動報告活動報告活動報告活動報告    

                                                                                                        防災士防災士防災士防災士    菊田菊田菊田菊田    高雄高雄高雄高雄    

★ ３月 15,16 日 

 私は、現在埼玉県に住んでいますが、生まれも育ちも岩手県釜石市中妻町で

す。釜石市は、三陸沖を震源とした東日本大震災で、市内の約 70％が津波の被

害を受けました(昭和 35年 5 月のチリ地震でも大きな被害を受けました)。今回

は姉夫婦 2 組が被害を受け建物は無事でしたが、家具等は倒れ、無残そのもの

でした。命が助かっただけでも良しとしなければと励ますのみでした。  

 一方、鉄工所経営の親類宅は釜石港に近く跡形もなく土台のみで、工場の鉄

骨などはアメのごとく大きく曲がりくねっており、自分達の手で後片付けをす

るようなものではなく、大型重機を利用する有様でした。魚加工業者の魚及び

海底のヘドロ、漁船の油等が入り混じり異臭が強く悪夢を見ているようでした。 

 

★ 4 月 18,19,29 日、5 月 10,11,12 日 

 被災地の陸前高田、大槌、宮古、仙台(若林区)･･･等。前会社の OB として、

被害を受けた社員へのお見舞い、激励訪問を、薬品セットを持参して実施しま

した。「親が、兄弟、姉妹が亡くなり、又家が流された。全、半壊・・」など、

話を聞いていると涙･涙のみです。今も現地役員が訪問し続けております。 

 

★ 7 月 30 日 

 被災地へボランティア活動(宮城県石巻市尾崎地区) 

 29 日埼玉県ふじみ野市が手配した大型バス 2 台、40 名が 21 時 30 分市役所

前を出発、30 日早朝に石巻市の石巻専修大学グランドに到着しました。グラン

ドには全国から来たボランティアのテントの山、山、そこで寝泊りし、その場

で自炊しながらの活動とのことです。08 時 30 分ボランティアセンターが開き、

受付を開始しました。受付では、どの地区でどのような作業するかの説明を受

け、ボランティアとしての自分の名札を受け取り作業現場へと移動。現地まで

は元の道ではなく仮設の道を通りましたが、一面は瓦礫、土砂の山、山でした。

移動中に警察の捜索隊約 50 名が長い棒を土中に刺して作業を行っていました。

又、山側には大川小学校があり、全児童の 7 割近い 74 名が死亡した小学校の前

を通り作業現場へ向かいました。 

 現場に着くと、ボランティア作業受け入れ担当者が待ち受け、私たちは作業

の指示と注意事項の説明を受けました。作業は民家の瓦礫分別撤去から移動、

分別は家の木材、窓枠、ガラス、食器具、金物、衣類、家電器具、自転車、フ

トン、紙類、・・・ 等でした。これらは泥水（海底のヘドロ、油、土砂、泥物・・・
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等）に浸かり重なり合い、その中から引き出すのはとても大変な作業でした。

その中から分別したものは一輪運搬車で別な場所へと運搬。そこにはトラック

が待ち受け、即多量瓦礫置き場へ移動しているのが現状でした。 

 また、作業は異臭がひどく雨のため湿度が高いのと汗と泥塗れ、下着までが

ビショ濡れであります。それでも全員が協力し、民家 2 軒分の分別処理をする

ことが出来ました。 

 15 時 00 分に作業を終了し、帰りは途中の道の駅温泉に入りサッパリして、

31 日 01 時 30 分頃ふじみ野市役所に到着しました。 

 

ボランティア作業は重労働で体力が一番ですが、準備するものとしては 

１．作業時の服装は軽装の方が良い 

２．作業に必要なものは、安全靴、長靴、厚手のゴム手袋、マスク、ゴーグル、

雨カッパ、ヘルメット、切り傷用薬など・・・・・ 

３．作業後の着替え、健康保険証写し、ボランティア保険 

４．その他、自分の食事、飲料水 

 

 ボランティアは被災者と向き合うことが多く、また私的な生活の場に立ち入

っていることもあるため、瓦礫を分別するにしても大事に取り扱うことも必要

と思いました。 

 被災者が望んでいることを気負わずにやろう・・・・ そうした心持ちで被

災者に接することが何よりの支援になると思いました。まだまだ復興には時間

がかかると思います。また機会があれば訪問したいと思います。 

                                      

    

    

４４４４．．．．塩釜出張塩釜出張塩釜出張塩釜出張でででで感感感感じたことじたことじたことじたこと    

                                                                                                        防災士防災士防災士防災士    栗原栗原栗原栗原        誠誠誠誠    

        

平成 23 年 4 月 17 日(日)から 23 日(土)までの 7 日間、勤務先事業所の業務支

援で宮城県塩釜市へ出張しました。私の仕事は全国の漁業協同組合の共済事業

であり、この東日本大震災では津波による家屋の流失・損壊、尊い人命が失わ

れたことによる未曾有の共済金支払となりました。 

 出張が決った時はまだ、東北新幹線が東京から仙台まで復旧していなかった

ため、東京から高速バスで仙台へ行き、仙石線も途中までしか行けず、小鶴新

田からはタクシーで塩釜の事務所へ向かいました。タクシーの運転手さんに行
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き先のホテル名を告げると、「営業しているのですか？」との返答。その運転手

さんは震災当日も塩釜付近を乗務中で、間一髪で津波の被害を免れたとのこと

でした。途中の多賀城市では道路沿いの商店などの多くが損壊している地域も

あり、津波の破壊力の凄まじさを垣間見る思いでした。 

 本塩釜のビジネスホテルから事務所までは徒歩 40 分くらいの道のりを、地震

と津波でズタズタになっている歩道と、信号も復旧しておらず他県の応援警察

官により交通整理のされている交差点などを通り毎朝徒歩で出勤しました。塩

釜市でも 50 名近くの人命が奪われる甚大な被害がありましたが、私の用務先の

事業所建物は港にあるものの幸いなことに津波の直接の被害はありませんでし

た。松島の島々の緩衝効果があったようです。しかし海抜の低い地域は建物の

流失や大規模損壊の多く見られると

ころもあり、そこはまるで空爆を受け

た戦場にいるような感じでした。塩釜

滞在中は毎日大きな余震が続き、その

度に肝を冷やしましたが、避難所生活

を余儀なくされている方々や、行方不

明のご家族を案じている方々のこと

が頭をよぎり、大したことはないじゃ

ないかと思い直しました。 

 東京への帰途の高速バスの車中から見える住宅の屋根瓦が傷んでブルーシー

トがかけられている様子は、宮城、福島、栃木、埼玉と延々と確認することが

でき、広範囲の大地震であったことを思い知らされました。 

 被災した知人・友人の中には、今なお海中の瓦礫除去作業を毎日行って来年

のワカメの共同出荷に向けて取組む漁業者や、ライフラインの復旧がなされず

不自由な生活を余儀なくされている方々もおられます。日本全国のそれぞれ一

人一人が被災県への旅行や被災地域の産物を買うなどして応援する行動も大切

と思います。 

 平成 7 年の阪神・淡路大震災や平成 9 年のナホトカ号の重油流出事故では現

地ボランティアの活動を少しすることができましたが、今回はまだ、現地での

ボランティア活動に参加はできていません。しかしながら、この先も復興には

長い道のりがあるものと心得、また、自分の住む地域で大規模災害が発生した

時に何ができるかも念頭に置きつつ、長いスパンで自分にできることをやって

いきたいと考えています。 

（平成 23年 8 月 4 日記す） 
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５５５５．．．．東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの「「「「東北被災現地視察東北被災現地視察東北被災現地視察東北被災現地視察」」」」にににに参加参加参加参加してしてしてして    

                                                                                                        防災士防災士防災士防災士    神林神林神林神林    幸夫幸夫幸夫幸夫   

 

 NPO 法人かわぐち防災ネットが企画した「東北被災現地視察」に参加し、現

地（宮城県石巻市･女川町・東松島市・仙台市・名取市･岩沼市･亘理町・山元町、

福島県新地町）を視察してきたので、現地の状況及び感じたことを報告します。 

 参加者は川口防災ネット、防災を考える会、防災士会埼玉県支部等 18 名（子

供 1 人を含む）であった。7 月 1 日 22 時頃川口市を出発し、東北自動車道の菅

生 PA（宮城県）に着いたのは 03 時。ここでしばらく休憩を取り、菅生 PA を

出発したのは 2 日 04 時 30 分頃であった。まず、高速道路を降り仙台北部道路

で石巻市の日和山（ひよりやま）に向かった。 

 日和山は標高 56.4m の孤立した高台となっており、車で上れるのは西側から

だけである。海岸側(南側)には 2 ケ所に延々と続く石段の道が整備されており、

今回の大震災では多くの人命が救われた、と聞く。日和山からは、市民病院な

ど一部の建物を除き、津波に流された壊滅状態の被災地が一望できる。港には

高い堤防を築くことが出来ないことを考えると、あらためて港町の津波対策の

難しさを感じる。  

 石巻から国道 398 号を牡鹿半島方面に東進して女川町に入ると、津波の傷跡

から押し寄せた津波の高さに驚愕させられた。５～６階のビルは冠水し、多く

の建物は骨組みだけを残し漂流物が引っかかっている。また、いくつかの建物

（ビル）は転倒している。女川町立病院は標高 24m 程度？の高台にあるが、１

階まで津波が浸水して機能が停止した、という。高台にあるため、駐車場には

安全防護柵用欄干が設けられていたが、欄干は根元からきれいにむしりとられ

ていた。おそらく津波で流された車（浮き上がった）もろとも流されてしまっ

たものと思われる。女川町では、津波が湾内に入って収束したため特に高くな

ったようである。 

 女川町から再び戻り、東松島市（石巻市の西側）の野蒜（のびる）・東名（と

うな）地区を視察した。野蒜地区では、避難者が避難していた野蒜小学校を津

波が襲ったという。海岸付近の松林は、ほとんどが枯れかかっていた。東名地

区でもほとんどの建物が津波に流されており、田畑は地盤沈下の影響で湖のよ

うになっていた。 

 3 日は 08 時 30 分頃ホテルを出発し、仙台市若林区荒浜地区（仙台市の南東

部）を視察した。この地域は、まったく障害物のないような平地である。建物

は基礎土台だけを残し跡形もなく津波にさらわれていた。海岸に出てみると、

どこまでも続く長い堤防が築かれていた。しかしながら、この堤防は高さが低
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く海側がゆるいスロープになっていた。このような形状の堤防では、津波は簡

単に堤防を乗り越えてしまい、津波を防ぐことはできない。 

さらに南下し、名取市から岩沼市の海岸付近を視察した。この付近は、相変

わらず見渡す限りの平地であり、建物は基礎土台だけを残し跡形もなく津波に

さらわれてしまっている。このような場所では、津波警報が発表されても避難

すべき安全な場所等はどこにもない。 

岩沼海浜緑地海岸に出てみると、海岸沿いに築かれた高さ５～6m の堤防が決

壊していた。近づいてみると、砂地に土を盛り、内側と海側の斜面に大きなブ

ロックを並べて置いただけの堤防である。 

また、岩沼市二ノ倉海岸の堤防も津波

に破壊されていた。ここの堤防は、波返

し型となっているが、厚さはわずか 20

～30cm 程度である。 

さらに南下し、仙台平野の広大な平地

にある亘理町、山元町を視察した。海岸

付近は壊滅状態となっていたが、南北に

走る国道 6 号線の西側は大きな被害は

なかった。おそらく国道（盛土）が防波

堤の役割を果たしたものと思われる。 

福島県に入り、新地町の海岸の堤防決壊現場を視察した。ここでも、無残な

堤防決壊現場を見ることができた。決壊している堤防にも問題があると思われ

るが、あらためて津波の威力・破壊力を見せ付けられた思いがする。 

 

２．感想 

（１）現地を見て、津波の破壊力を改めて感じた。 

（２）今までの「津波に対する心得」とは、何んだったんであろうか。現地を
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見て、今までの津波に対する認識では、まったく通用しない事があることに気

づかされた。東松島市東名・仙台市荒浜・名取市閖上・岩沼二の倉・亘理町荒

浜地区等では、広い平地が延々と続いている。これらの地域では、家々は基礎

土台を残し建物は軒並み津波に流されている。「津波に対する心得」では強い揺

れを感じたら高台や安全な場所に避難することになっているが、高台や高いビ

ルはない、安全な場所はどこにもない。どのように避難したらよいのか？ 車

で避難してはいけないといわれているが、このような地域では車で避難せざる

を得ないと思われる。車がない人はどうすればよいのか。 

（３）何ヶ所か防波堤が決壊しているところを視察できたが、いずれも形状や

構造は、高潮対策用であり津波対策用ではないと思われる。津波の威力をあま

りにも軽く見すぎているとしか思えない。 

（４）復興については、現地を見ることにより、その難しさを痛切に感じた。

どこまでも続く平地が、すっかり津波に飲み込まれ壊滅状態となっている。こ

のような地域に復興の道はあるのか、どのように復興したらよいのか、まった

く頭に浮かばない。政府に対して、「一刻も早い復興を」と期待していたが、そ

の難しさを改めて感じている。 

（５）現地を見ることにより、非常に多くのことを知ることができた。「「「「現地現地現地現地をををを

見見見見なければなければなければなければ、、、、津波津波津波津波についてについてについてについて語語語語れないれないれないれない」、「」、「」、「」、「現地現地現地現地をををを見見見見ればればればれば考考考考ええええ方方方方がががが変変変変わるわるわるわる」」」」という

のが実感である。多くの人が東日本大震災の現実・実態を見て肌で感じ、いつ

までも関与し続けることが大切であると思っている。 

 

３．最後に 

 常日頃から、視察という言葉を使うことに抵抗を感じていますが、「視て察す

る」という意味で、今回はこのまま使わせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記：次号は平成 23 年 9 月以降の行事に関する報告及び、東日本大震災に関

する報告が集まり次第発行する予定です。皆様の投稿をお待ちしています。 

投稿先は神林宛（kan88303@yahoo.co.jp）へワード文書でお願いします。 

                             (編集担当 神林 記) 

 


