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2011(平成23)年5月10日(火曜日)

東日本大震災復興支援ボランティア活動〈第一陣〉報告

【活動期間と人員】

全日程；2011(平成23)年4月28日(木曜日)～5月7日(土曜日)

引率１名 学生４名 計５名 ※下記の前半、後半日程の人数に含む。

前半組；2011(平成23)年4月28日(木曜日)～5月2日(月曜日)

引率４名 学生１７名 計２１名

後半組；2011(平成23)年5月2日(月曜日)～5月7日(土曜日)

引率６名 学生１２名 計１７名

→体調不良による学生４名（前半組３名、後半組１名）は、今回の参加を見合わせた。

総勢；33名＋ドライバー前後半４人

引率；9名 羽賀浩規（花園禅塾塾頭）・谷藤邦範（花園禅塾指導員・岩手大勝院副住職）・泉良典（花園禅塾元指導員）

脇坂尚文（妙心寺派宗務本所特別災害対策本部部員）・神足浩正（妙心寺派教化センター研究員）

吉田叡禮（花園大学准教授） 細川晋輔（東京龍雲寺副住職）

高田慈雲（岐阜瑞雲寺住職・塾心会会員）・浅野弘峰（岐阜慈渓寺副住職・塾心会会員）

学生；24名 （国際禅学科19名・日本史学科1名・社会福祉学科1名・児童福祉学科2名・他大学1名）

バスドライバー；4名 京阪京都交通(前半；梶本・平田 後半；中川・下廣)

【活動場所】 岩手県（大槌町）（陸前高田市・大船渡市）

大槌町社会福祉協議会ボランティアセンター

沢山サテライト・桜木サテライト・大ケ口サテライト・吉里吉里サテライト

【寝 所】 臨済宗妙心寺派 大勝院（谷藤禅邦住職）

〒028-1133 岩手県上閉伊郡大槌町金沢28-54 ℡(0193)46-2004
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【活動本部】 臨済宗妙心寺派 花園禅塾（畠中彰寛指導員）

バス運行（京阪京都交通）

【活動車両】 ①マイクロバス（２２人乗り）→花園大学提供

②レンタルハイエース（１０人乗り）→妙心寺派宗務本所提供

③軽トラック（２人乗り）→妙心寺派東北教区第二部提供

【走行距離】 京都～岩手(１往復)、岩手県内の移動 2,500km

【実施活動内容】

①炊き出しと傾聴「お花見呈茶」２回

②炊き出し「薬石」２回（豚汁うどん）（ミートスパとベーコンオニオンスープ）

③避難所の子ども達と遊んだり散歩

④避難所の子ども達への勉強会指導

⑤避難所の東司掃除

⑥瓦礫の木材とその他ゴミの仕分け・撤去・運び

⑦民家前に積まれた泥土などを土嚢袋に入れ、撤去・運び

⑧家屋内床下の消毒消石灰撒き

⑨自衛隊駐屯地(避難所敷地内)への物資激励

⑩家屋内外の家財道具運び出し・撤去・運び

⑪庭の泥土かき・ゴミ撤去・整備

⑫家屋内泥かきだし

⑬庭の塀撤去

⑭物資の手配・仕分け・提供

⑮被災物故者追悼諷経

⑯写真や私物、貴重品などの発見とセンターへ届け
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【支度物】

（花園大学）マイクロバス・バス高速料・バス燃料・スコップ・ヘルメット・ゴーグル・防塵マスク・
革手袋・軍手・ゴム手袋・長靴・長靴鉄板下敷き・安全靴・水筒・カッパ・ブルーシート・グリーンシート・

ロープ・懐中電灯・電池・ボランティア保険・宅急便

（花園大学緑水軒）寝袋・５升釜・大鍋・汁鍋・しゃもじ大中小・おたま・ひしゃく・包丁・まな板・
持鉢一式・持鉢布巾・ボウル大小・ざる大小・味噌とぎ・食器布巾・台ふき・コンテナ・湯呑み・中華鍋・

缶切り・皮むき・おろし金・鍋敷き・水切りケース・やかん大・電気ポット

（花園大学同窓会）ウインドブレーカー

（宗務本所）運搬レンタカー・レンタカー高速料・レンタカー燃料・道路地図・ヘルメット・長靴・腕章・
懐中電灯・ティッシュ・ウェットティッシュ・トイレットペーパー・ゴミ袋・割り箸・紙皿・電池・食材費

（花園禅塾）スコップ・ヘルメット・防塵マスク・紙マスク・長靴・カッパ・タオル・タスキ・薬箱・
１升升・１合升・ラップ・引鏧・スポンジ・調味料・ボウル・ハンガー・カメラ・ヘッドライト・電池・

食費・洗濯ばさみ・マジックペン・ハサミ・ガムテープ

（大勝院）ポット・鍋・プレート皿・プロパンガス・ガス台・水・電気・座布団・ネット環境・テレビ・
座机・洗濯機・掃除道具・ドライバー用布団一式・浴室・たらい大・ホワイトボード

（東北教区第二部）軽トラック・携行缶ガソリン

（個人）リュックサック・筆記具・携帯電話・携帯電話充電器・衣類・着替え・タオル・
備え付けのシャンプーなどは使わないようにする為、洗面風呂道具・保険証・絡子・おこづかい・引率者は衣

・御詠歌道具・常備薬・腕時計・キャンディなど

【支援物資提供】 全日本仏教会・東北教区第二部・東北教区第三部・東北教区第四部・岩手長泉寺・

岩手常福院・岩手大勝院・秋田雲祥院・秋田全良寺・秋田圓福寺・秋田向性院・秋田昌東院・秋田耕嶽院・

東京龍雲寺・愛知林貞寺・愛知芳珠寺・愛知東漸寺・山梨義雲院・山梨淨居寺・静岡道林寺・岐阜正栄寺・

滋賀地福寺・大阪松雲寺・大阪寒山寺・京都持泉寺・兵庫永昌寺・島根隆興寺・禅塾20期禅羅会・

花園大学芳澤教授・花園大学佐々木教授・花園大学和敬会・京都川越文具店・京都玉寿軒・京都自休庵・

京都進々堂続木様・京都19の会上野様・岩手兼沢家・岩手兼澤家・岩手佐々木家・岩手小原商店・

岩手越田家・岩手民宿金沢・愛媛前野家・・・ほか

【第一陣出動までのながれ】

３月２６日 岩手県大槌町に設置されたボランティアセンターで情報収集。

24時間体制で活動は午前9時～午後4時まで。寝所は避難所内。３食有り。

４月 大槌町ボランティアセンターへ問い合わせ、情報の交換をする。

３月に訪れたボランティアセンターは撤退しており、現在のセンターに移行。

寝所提供ナシ。３食提供ナシ。

４月 黄金週間中、禅塾の谷藤指導員がボランティア活動目的で帰郷を計画。

数名の学生が同行を希望。
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４月 岩手県臨済宗妙心寺派大勝院と交渉する。

４月 妙心寺派宗務本所と花園大学と協議。

移動方法、運転手の件、保険の件、予算、行程などの内容。

→災害派遣等従事車両証明証(緊急車両届)は現在不要とのこと。

４月 妙心寺派宗務本所と花園大学と花園禅塾の共催としてのボランティア隊が

発足。学生に参加希望を募る。被災地の状況を説明する。

４月２２日 花園大学緑水軒へ什物借用。他、備品の調達。

４月２４日 午後５時参加希望の〆切

４月２５日 京阪京都交通の村上課長と詰めの打ち合わせ。

４月２５日 参加希望の保護者様宛に趣意書を塾頭名義で送付。

御承諾いただけない場合は、禅塾へ連絡していただき御子息の参加をみあわせ

ることにする。

４月２６日 午後７時３０分出発前全体説明会を花園禅塾仏間にて行う。参加者のみならず、

今回は断念した学生も出席する。「心得」「現状」「何をするのか」「日程」

「支度物」「欠席届」「体調の確認」「現地での食事

について」

花園大学の講義を休んで活動をする者は、大学指定

の欠席届を書かせる。

４月２７日 禅塾内で B型インフルエンザが発症。ボランティア隊の解散か、前半組の

出動断念か、予定通り決行するかの検討をする。

医者の判断を願う。しかし、発症していないだけで、潜伏している者もいるか

もしれない。検査をしてもその者は結果に反応がでない。参加不参加の判断は

医師としてはできないとのこと。

→発症している者は参加を見合わせる。体調不良者は病院で検査し、直前まで

様子を観察し判断する。ボランティア隊は解散せずに予定通り決行すること

を決める。

４月２７日 花園大学教務課に全員分の講義欠席届をまとめて提出。

４月２８日 朝、全員検温して、体調のチェックをする。

４月 大槌町社会福祉協議会ボランティアセンターに活動人数の申請
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【利用ネットワーク】

①現地に滞在中(３月)に「大槌町ボランティアセンター」を訊ねる。

受け入れ体制や連絡窓口、登録までの手順、させてもらえる活動内容を聞く。登録用紙を

もらう。４月に来町の計画があるとして、連絡先を教えてもらう。

②京都に戻り、①のボランティアセンターに問い合わせる。

仮センターの為、すでに解散されており、正規に発足したセンターを紹介してもらう。

「大槌町社会福祉協議会ボランティアセンター」である。

③センターは市町村単位の為、町外の活動とは連携体系がない。

町外の情報は部内寺院の僧侶に現況を伺う。

現在の被害状況、活動できること、受け入れ体制、ライフライン、心構えなど。

④町の対策本部ホームページが復旧し、設置された。

ボランティアの活動情報、ニーズなど確認。

⑤避難所情報は、大勝院とやりとりする。谷藤住職が避難所へ勤務の為出入りしている。

こちらの計画を伝え、避難所で求めていることや避難所の避難者数、避難所の予定情報を

聞く。こちらの計画を早めに決め、伝える必要がある。避難所の予定に組み込んでもらい、

声がけをしてもらう。

⑥ ②のセンターに活動日と活動時間、活動人数、活動する人間の男女数を伝える。

変更があればその都度情報を伝え、最終決定の報告もしておく。

⑦活動初日(今回は4月30日と5月4日)には②のセンターに行き、衣服に貼るボランティア証

のシールを人数分もらう。また、活動のサテライトを申し受ける。

⑧サテライトは４カ所ある。配属先は、毎回違う。サテライトかセンターで次回の配属サテ

ライトを聞く。当日、サテライトから現場を申し受ける。道具はサテライトで借りる。

⑨活動終了後はサテライトに活動報告をする。

⑩団体のボランティア保険を花園大学で掛けていったので、②センターでの保険には登録は

不要。

⑪地震や津波の避難警報がでた場合の避難先をサテライトで確認しておく。

⑫ ②センターやサテライトでは代表者(リーダー)のみが出向く。

⑬ボランティア隊の活動窓口には相談や報告の電話をする。

今回は、［宗務本所］栗原部長、［花園大学］後藤部長、［花園禅塾］羽賀塾頭である。
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【成果事項】

①毎日立ち替わり入れ替わるボランティア団体のなかで、黄色の統一ウインドブレーカーを

着用していたことで認知され、受け入れてもらいやすかった。

②現地入りする前に被災した場所をマイクロバスで通り、大勝院入りすることで、明日から

作業活動をするうえでの覚悟とイメージができた。

③軽トラックは、必要である。

④長靴の中に、鉄板の下敷きをいれた点は良かった。

⑤炊き出し「お花見呈茶」抹茶をたてる子ども達もいた。

お茶をしながらお話を伺える(傾聴)。

⑥黙々と手を止めることなくする作業する姿が依頼者に一所懸命さが伝わった。

⑦ネイムシールを貼った個人用の水筒を持たせたことは、水分補給にも持ち歩きにも効果を

果たした。水筒大は個人用の水筒への補充用としても使えた。

【気を付けた事項】

①持ってきた備品と大勝院や避難所などの備品と混同しないようにする。

②避難所や被災者用施設にある備品は使用しないようにする。

③作業中に地震や津波の警報がでた場合、どこにどのような形態で避難をするのか確認。

④支援物資があふれていたりもするので、持ってきた物資の中で不要といわれた物は潔く

持ち帰るようにした。

⑤休息の時間は必ず設けた。体調状態も逐一確認した。

⑥ボランティアセンターの指示には、必ず従う。

⑦被災者優先施設の利用はなるべく控えるが、利用せざるを得ない場合は、統一ウィンドブ

レーカーを脱ぐなどの心遣いが必要。

【改善事項】

①作業開始時刻が10時からとなるよう、サテライト入りを早める出発時刻がよい。

依頼者が10時に待っている為。
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②救援物資は情報を入手し、よく吟味してから用意。最新情報の物でないと、日々更新され

る状況のなかで不要物資になっていることもある。

【次回へ考えられる点】

①お泊まり寺子屋・・・２泊３日の日程で、お子様を預かる。朝課では大震災の諷経も取り

入れる。典座や洗濯、掃除なども一緒に行う。写経で願いを込める。その間、保護者

の方々にはゆっくりしていただき、他の事をする時間に充ててもらう。また、寺子屋

後、保護者の手伝いや感謝の気持ちに気づいてもらえればという目的もある。

②復旧作業・・・依頼を受けての復旧作業。

③炊き出し・・・避難所を拠点にニーズに応えるメニュー。

④傾聴・・・必要に応じて実施。

⑤ナタなどの小道具が必要。ボランティアセンターでの貸出道具だけでは賄えない場合があ

る。

⑥革手袋の中に薄手の手袋をすることがいいと思われる。

⑦カッパや安全靴、長靴など個人のサイズにあったものを用意するか、各自用意してもらっ

たほうがいいと感じた。

【総括】

花園禅塾は近年、災害におけるボランティア活動を重ねてきた。ここ数年活動に

赴くことはなかった為、現役学生のほとんどが初めてのボランティア活動となった。

被害状況は報道で情報を得ていた。谷藤指導員が震災直後に帰郷し、深刻さを京

都へ戻り伝えた。

実際、ボランティアに出動するには多くの難問があった。震度４以上の余震が続

く。ガソリンの不足。公共交通機関の損害。食料や飲料の不足。ライフラインの未

復旧。福島原発の災害事故による放射能の危険。寝所の確保。現地ボランティアセ

ンターの情報皆無。道の液状化。・・・・・・
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４月の中旬もしくは下旬には第一陣ボランティア隊を出動する方向で検討してい

たが、断念せざるを得なかった。死者、行方不明者、被害が未曾有の規模災害を京

都で新年度をスタートさせていた我々にとって同じ日本国での出来事とは思えない

日々を過ごしていた。

動きたくても現地での活動ができない不甲斐なさに「京都にいながら何ができる

のか」「京都にいるからこそできることは何か」自問自答する学生が増えてきた。

黄金週間を目前に控え、震災後２度目の帰郷を考えていた谷藤指導員が希望する

数人の学生と共に個人的に岩手県大槌町での活動を計画し始める。黄金週間中に復

旧済みのライフラインに加え、公共交通機関も復旧する情報が出ていたからである。

その後、報告書通り妙心寺派宗務本所と花園大学、花園禅塾塾心会の御賛同、御

支援を賜り第一陣の結成に至った。希望学生は保護者の御理解と御賛同を得てから

の参加許可という形をとった。また、体調の優れない者に関しては、現地での感染

を防ぐ為配慮した。

今回の災害は、被害エリアが広範囲であることと、復旧復興の目処が立たない状

況である。今回やむを得ず不参加である学生、一般の方から第二陣、第三陣への参

加要望を受けている。

当初、個人的ボランティア活動を考えていた為、第一陣として出動するにあたり、

岩手県の大槌町だけに入ることがいいのか、谷藤指導員の自坊付近のみの活動だけ

でいいのか相談をさせてもらった。しかし、現地での受け入れ体制やどの場所に入

っても同じ災害であり、第二陣以降の検討情報にも繋がることから計画を遂行させ

ることになった。

報道の情報でイメージしていた被害状態を実際生で目撃し、衝撃を受けることか

ら今回の活動を始めた。衝撃を受けた後にまず行ったことは避難所訪問である。黄

金週間中にボランティア隊はかなりの数が出入りしているため、毎日違う団体に同

じ指示や説明をしなければならない被災者、センター職員の疲労感は否めない。我

々団体が、数日訪問してもなかなか認知はされない。そこで、統一ウィンドブレー

カーが存在感を発揮した。ウィンドブレーカーを着用していると、子ども達も喜ん

で集まり、保護者の方も安心して預けてくださった。避難所の担当職員に子ども達
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が「花園大学のお兄ちゃん達は今度いつ来るの？」と訊ねていると聞いた。

震災直後の様子と比べ、だいぶ片付いてきたように見えた被害状態。道も確保さ

れ、瓦礫も集められ、空気の淀みも潮の香りも薄くなっていたと感じた。しかし、

１軒１軒依頼された家に赴くと、家の内外、当時のまま手つかずだったり、庭先に

運び出したままであったりしている家ばかりであった。肉体労働となる作業は、

１５人くらいで１日作業をしても１軒は終わらない。１軒の一区画が片付く程度で

あり、無力感を感じたようだ。震災前の光景が少しでも垣間見ることができるよう

努めるようにした。庭に積み上げられた瓦礫の所は、庭の通路や花壇の煉瓦などが

見えるように片付けを進める。１日やっても終わらなければ、そのような光景を依

頼者にお見せできるようにした。少しでも、一区画であっても片付いた光景、震災

前の元のなつかしさを感じる光景に片付いた状態を目にする依頼者の表情は厳しさ

から安堵感らしさも感じたからである。

また、我がボランティア隊員は被害状況に衝撃を受けた分、黙々と作業に没頭し

ていた。没頭してしまうと周りの状態やガラスなどの危険物、足場の見落としなど

に注意力が欠落してしまう為、休憩やミィーティングは必ず時間をとった。

革手袋しながらでも、ガラス破片で指をかすり切ったり、釘で太股をひっかいた

り、家財道具で指をはさむことはあった。しかし、リタイアしなければならないよ

うな事故や怪我、病気は発生しなかった。

いくら我々に想いや考えがあったとしても、現地の方やボランティアセンターの

指示には必ず従い、速やかに行動した。指示に従わず、我々の考えを推しても逆に

今後のボランティア活動に支障をきたしかねないし、被災者の方々に御迷惑をおか

けしてしまうと考えられた。いくら報道で情報を収集していても現場では現場の情

報が日々更新されていた。毎日と言ってもいいほど状況は違う。ボランティアセン

ターはボランティア隊を危険から守る為、自衛隊とも情報を共有しているし、指示

に従わないことが一刻も早い復興を願う被災者の依頼(センターの指示以外)に応え

たということにとらえられ、センターから被災者へ連絡が通達されることにもなり

かねないと判断した。

現地での物資調達が困難な為、前半組と後半組に分けたことが良かった。前半の
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活動で必要・不必要と分かった道具や材料、また追加したい物や催促物に応える為

に京都の禅塾内活動本部に問い合わせ、調達してもらった。宅急便も可能だが、後

半組の現地への移動に併せて積み込んでもらうことができた。

現地での子ども達は、学校がようやっと始まったばかり。仮校舎だとしても、教

科書も辞書も体操着も流されて無いながらも学校生活を取り戻し始めた。夏休みが

どのようにして設けられるのかも含めて、現地の情報を常に入手する必要がある。

日頃の大学での講義や禅塾行事における内容が被災現場での「子どもに接するこ

と」「作務の方法」「状況判断」「臨機応変」「率先垂範」「工夫すること」「炊き出し

典座」「手を合わせて諷経をする」・・・ことなどに大いに反映されていた。

日々状況が変わる中、ボランティア活動にも変動があると推察される。学生らも

次回以降の現地での活動に向けて考えている。安全第一、和合専一に進める為にも

現地情報や本部間情報の共有は必要と考えられる。

【日単】

◆１日目◆４月２８日(木曜日)天気；雨

14:00 ニッポンレンタカーでハイエース１台レンタル。

14:46 花園大学内「祈りと希望の鐘」黙祷 花園大学教堂「祈りと希望の法要」

16:00 花園禅塾開浴

17:30 前半組が禅塾へ集合～出発前「ボランティア無事祈願諷経」

18:40 禅塾前を２３人(バスドライバー２人含む)出発

マイクロバスとハイエースの２台

水筒・パン・寝袋・安全靴・食事代を支給 集合写真

花園大学 篠崎事務局長 後藤部長 藤井学生課長 児嶋財務課長 吉田准教授

妙心寺派宗務本所 上沼常任布教師 京阪京都交通 村上課長 見送り

20:05 多賀 SA着

20:20 多賀 SA発

21:00 松井宗務総長・栗原教学部長・羽賀塾頭に電話報告
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22:55 小矢部川 SA着 薬石休憩

23:35 小矢部川 SA発

◆２日目◆４月２９日(金曜日)天気；晴れ

2:00 米山 SA着 給油

2:20 米山 SA発

5:15 安達太良 SA着

5:30 安達太良 SA発

7:55 前沢 SA着 粥座休憩 給油

8:45 前沢 SA発

マイクロバスは花巻 PAへ向かう。ハイエースは岩手県奥州市長泉寺へ向かう。

9:10 ハイエース 長泉寺(東北教区災害対策本部)着 軽トラックを借用。

米や水、線香などの物資を調達。本山の腕章やタオルなども預かる。

9:15 マイクロバス花巻 PA着

9:40 ハイエースと軽トラック 長泉寺発

10:20 ハイエースと軽トラック花巻 PA マイクロバスと合流

10:30 花巻 PA３台出発

12:55 岩手県大槌町 大勝院へ３台到着

到着諷経（大勝院本堂） 到着茶礼（大勝院広間） 荷物の運び出し

斎座支度［田口・谷藤(禅)・金］

13:40 斎座（ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ） 大勝院住職挨拶

14:45 ミィーティング～各組出発

髙田(崚)と金谷を病僧部屋で休ませる。ドライバー２人休息。

15:00 炊き出しその１「お花見呈茶」

大勝院周辺にある町指定の避難所３カ所に分かれて訪問。

フリー［谷藤(邦)・今泉・阿邉］

旧金沢小学校［髙田(英)・田口・九鬼・谷藤(禅)・香取］

金沢公民館［細川・児嶋・鈴木・河村・四ッ谷］

金沢生活改善センター
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［浅野・中園・金・長谷川・前野・近藤］

16:30 旧金沢小学校に集合 薬石支度（小学校給食室）

18:00 炊き出しその２「豚汁うどん」小学校40人前・公民館40人前・センタ35人前

17:30の予定だったが、30分遅れで、３カ所の避難所に豚汁うどんを配達。

給食室片付け

18:30 大勝院帰院～開浴ナシ

19:00 薬石「レトルト丼」 髙田(崚)復帰

19:15 片付け・代表ミィーティング

代表者；谷藤(邦)・髙田(英)・浅野・細川・バスﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ２人・

今泉(４回生)・阿邉(４回生)・九鬼(全日程組)・児嶋(全日程組)

20:00 全体ミィーティング～消燈

栗原教学部長・羽賀塾頭・花園大後藤部長に電話報告。

◆３日目◆４月３０日(土曜日)天気；晴れ→雨(15:00)

金谷復帰。

7:00 開静(前野)洗面 朝課(維那中園・魚鱗児嶋)絡子とタスキを着用

典座(田口・今泉・香取) 7:20日天掃除 7:50粥座 8:10粥後片付け・広間掃除

8:45 出発前支度 秋田圓福寺様合流される。斎座(弁当)をいただく。

水筒・目薬・ウェットティッシュ・ヘルメット・革手袋・カッパ・長靴・ゴーグル・防塵マスク・

紙マスク・軍手・ゴム手袋・タオル・安全靴・弁当・着替え・ウィンドブレーカー・入浴道具・

救急箱・トイレットペーパー

9:25 大勝院出発 マイクロバス・ハイエース・圓福寺様車

9:50 大槌町社会福祉協議会ボランティアセンター到着

活動サテライトの指示を受ける。保険は大学で全員分まとめて登録済み。

圓福寺様の分のみ町に保険をかける。

10:20 沢山サテライトに移動 作業場所と内容の指示を受ける。一輪車６・スコップ５

スコップや一輪車などはサテライトで借用でき

る為、持ち込まなくてよい。

上野家の畑敷地内の瓦礫片付け。

木材と畳、その他の物に仕分ける。
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仕分けた瓦礫を運び、撤去。動物の死骸がでてくる。ボランティアセンター員が駆除。

足場悪い。途中、一休をはさむ。

12:00 沢山サテライトへ戻り、斎座休憩。

13:00 現場へ移動。作業再開。

14:00-14:10一休 菓子と水を上野家より供養戴く。

15:00 作業終了。沢山サテライトへ戻る。道具を洗い、返却。

サテライト窓口で活動の報告を済ませ、明日の指示を受ける。

15:35 沢山サテライト発。

マイクロバス(17名)は寺町浴場へ。ハイエースと圓福寺様車は大勝院へ。

15:45 大槌町寺町自衛隊設営浴場に到着。

被災者優先浴場の為、３人ずつ。黄色の統一ウィンドブレーカーは脱いで浴場へ。

16:00 ハイエース乗車組(典座班；田口・今泉・香取)大勝院で開浴。

17:00 寺町浴場発。

17:25 大勝院にマイクロバス組到着。ドライバー大勝院にて開浴。洗濯。

18:00 薬石「まぜごはん」

18:25 薬石片付けと代表ミィーティング

19:00 全体ミィーティング 活動日誌記入(4/29と4/30の２日分)

栗原教学部長・羽賀塾頭・花園大後藤部長に電話報告。

◆４日目◆５月１日(日曜日)天気；曇りのち晴れ

7:00 開静(近藤)洗面 朝課(維那中園・魚鱗髙田崚) 典座(田口・谷藤禅・河村)

7:25日天掃除 7:55粥座

8:10 粥座片付け・斎座おにぎり(23人分)支度・出発支度

9:05 出発前確認

軽トラック・・・長靴 マイクロバス・・・何も乗せない

ハイエース・・・各自の荷物・救急箱・水筒大・予備タオル・トイレットペーパー・斎座弁当・菓子類

9:25 大勝院３台出発

9:45 沢山サテライト到着

9:50 作業内容の指示を受け、移動。

作業開始。道路や民家前に積み上げられた泥土を
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土嚢袋に入れて運び出し撤去。

10:55-11:05 一休

12:10 サテライトへ戻り、斎座休憩。

13:00 現場へ移動。作業再開。

14:10 サテライトにある土嚢袋不足の為、作業終了。

民家前の泥土を優先に片付ける。

道具を洗い、返却。窓口に活動終了の報告と明日の確認。

14:40 沢山サテライト出発。３台とも大勝院へ。

15:00 大勝院帰院

全日程組は長靴・カッパ・ゴム手袋の洗濯。

前半組は活動日誌記入・荷物整理。

16:00 全体ミィーティング

16:15 前半組活動終了 大勝院をマイクロバス出発(16人)。寝袋・水筒・安全靴

全日程組見送り後、片付け・開浴。

17:30 全日程組 大勝院出発(5人)

釜石市にてハイエース給油。

18:20 全日程組 薬石「外食」

前半組 岩手県東和町東和温泉着。開浴(ボランティア活動員は無料)と薬石休憩。

金、実家の迎えの車で秋田へ帰郷。

20:00 前半組 東和温泉出発(14人)。

細川、タクシーにて出発し、夜行バスに乗り換えて東京へ帰郷。

21:00 全日程組 帰院。活動日誌記入。ミィーティング。

金、授業寺着。

21:25 前半組 長者原 SA着 21:40 前半組 長者原 SA発

23:50 前半組 磐梯山 SA着

栗原教学部長・羽賀塾頭・花園大後藤部長に電話報告。

◆５日目◆５月２日(月曜日)天気；曇り 終日強風

0:15 前半組 磐梯山 SA発

2:25 前半組 米山 SA着 給油 2:45 前半組 米山 SA発
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4:15 前半組 有磯海 SA着 4:25 前半組 有磯海 SA発

5:40 前半組 尼御前 SA着 5:55 前半組 尼御前 SA発

7:30 全日程組 開静洗面 朝課(維那中園) 典座(児嶋・長谷川)

8:00粥座 8:30片付け・斎座おにぎり支度・出発支度

7:25 前半組 多賀 SA着 粥座休憩 給油 7:50多賀 SA発

8:05 前半組 京都東 IC

9:00 前半組 花園禅塾到着 荷卸し 水筒・安全靴・寝袋返却 解散

栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

9:30 全日程組 茶礼後、ハイエースにて出発

移動中、沢山サテライトから桜木サテライトへの変更の電話が入る。

沢山サテライトに寄り、桜木サテライトの場所を確認。

10:15 桜木サテライト着

強風の為、自衛隊もボランティア隊も活動中止になる。

屋内作業依頼を受ける。

10:50 岩間家の床下に消石灰を撒き、水で固める消毒作業。

11:05 作業終了。桜木サテライトへ戻り、道具返却。窓口に報告。

11:20 桜木サテライト発。

大槌町内の被害状況を巡回視察。

12:30 大勝院着。

13:00 斎座

14:30 荷物整理・物資の仕分け・広間の法要設営

16:00 一休

16:30 仕分け・設営再開

17:00 全日程組 順次開浴

17:30 後半組 花園禅塾集合

18:00 後半組 花園禅塾出発 マイクロバス(11人)

花園大学 篠崎事務局長 的場庶務管理課員 見送り

18:55 後半組 京都東 IC

19:00 全日程組 薬石「大勝院供養」

19:45 後半組 多賀 SA着 薬石休憩
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20:30 全日程組 活動日誌記入

20:40 後半組 多賀 SA発

21:10 全日程組 ミィーティング

22:55 後半組 小矢部川 SA着 給油

23:10 後半組 小矢部川 SA発

※羽賀塾頭、東京より新幹線にて岩手県入り。北上市投宿。

栗原教学部長・羽賀塾頭・花園大後藤部長に電話報告。

◆６日目◆５月３日(火曜日)天気；晴れ

1:10 米山 SA着 1:25 米山 SA発

3:35 磐梯山 SA着 給油 3:45 磐梯山 SA発

6:45 前沢 SA着 粥座休憩

7:00 全日程組 開静洗面 朝課(維那中園) 典座(児嶋・長谷川)

本堂にお参りの方々がおられた為、広間にて諷経する。

7:25 全日程組 粥座 片付け 部屋内掃除 洗濯 荷物整理

7:45 後半組 前沢 SA発

8:40 全日程組 外作務

8:45 後半組 水沢市内にて給油

9:15 羽賀塾頭 大勝院到着。

北上市より JRにて遠野市入りし、妙心寺派常福院様の送迎で上山。

9:20 一休 9:40 斎座支度

10:30 後半組 大勝院到着 栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

到着諷経（大勝院本堂） 到着茶礼（大勝院広間） 荷物の運び出し

11:10 大勝院住職挨拶 斎座

11:35 全日程組 斎座片付け 後半組 前半組の活動スライドショー報告会

バスドライバー２人休息

14:00 ミィーティング 支度

目薬・ウィンドブレーカー・腕章・タスキ・Tシャツ 支給

ブルーグリーンシート・茶碗・スプーン・茶筅・抹茶粉・菓子・プレート皿・ポット・水筒(湯)・

支援物資
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14:20 炊き出しその３「お花見呈茶」

大勝院周辺にある町指定の避難所３カ所に分かれて訪問。

フリー［谷藤(邦)・長谷川］

旧金沢小学校［羽賀・泉・九鬼・奥田・安川・佐川・常福院様］

金沢公民館［脇坂・吉田・児嶋・關戸・遠藤］

金沢生活改善センター［神足・中園・武田・宮西］パックドリンクを戴く。

15:30 旧金沢小学校に集合 大勝院法要の為、帰院せずに呈茶道具はハイエースへ。

16:00 薬石支度（小学校給食室） 常福院様下山。

炊き出しその４「ミートソーススパゲッティとベーコンオニオンスープ」

小学校45人前・公民館45人前・センタ35人前

17:15 スープを３カ所に配達。

17:30 順次、ミートソースとスパゲッティを３カ所へ配達。

18:30 給食室片付け 旧小学校避難所の東司掃除

18:50 旧小学校撤退 帰院 薬石支度

19:30 薬石「スパゲッティとスープとカレーうどん」

19:50 片付け・代表ミィーティング

代表者；羽賀・谷藤(邦)・泉・吉田・脇坂・神足・バスﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ２人・

九鬼(全日程組)・児嶋(全日程組)

20:20 全体ミィーティング 活動日誌記入

栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

※昼に避難所でチャンチャン焼きの炊き出しがあった。

13:30-15:00 旧小学校避難所にて将棋大会が開催されていた。

朝から夕方にかけて、３カ所の避難所の約半数の人が花巻温泉へ外浴で出かけていた。

◆７日目◆５月４日(水曜日)天気；曇りのち雷雨雹のち晴れ

7:00 開静(安川)洗面 朝課(維那中園・魚鱗關戸) 典座(児嶋・奥田)

7:25日天掃除 8:00粥座
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8:15 片付け・斎座おにぎり支度

8:35 各自支度

9:10 大勝院出発 マイクロバス・ハイエース・軽トラック

9:30 大槌町社会福祉協議会ボランティアセンター到着

9:55 桜木サテライト着 作業指示を受ける。

スコップ１０・かき出し棒２・レーキ２・デッキブラシ２・一輪車２ 借用

10:00 佐々木家作業開始。途中、一休。

家の中の家財道具運び出し・泥かき出し・・・８人

谷藤・泉・吉田・神足・九鬼・安川・關戸・遠藤

屋外の泥土かき・土嚢袋に入れ運び出し・・・９人

羽賀・脇坂・中園・児嶋・奥田・武田・長谷川・宮西・佐川

12:00 斎座休憩

13:00 雷雨の為、桜木サテライトよりボランティア隊の活動中止、撤退を命じられる。

家の外に出した家財道具だけを撤去場所に運び出す。ドリンクを戴く。

雹が降ってくる。

13:30 桜木サテライトへ戻り、道具を洗い、返却。窓口へ報告。

13:45 桜木サテライト発。マイクロバス・ハイエース・軽トラック３台移動。

14:00 吉里吉里の瓦礫木材で沸かすボランティア隊による仮設浴場到着。

15:00開始の為、準備中であったが、シャワーのみの使用許可を得る。

４つシャワー設置。(12人)

ハイエース・軽トラック(羽賀・谷藤・泉・児嶋・佐川)帰院。大勝院にて開浴。

14:55 吉里吉里ボランティア仮設浴場出発。

15:20 大勝院帰院。洗濯。

15:35 ミィーティング

15:45 ３カ所避難所訪問。旧小学校とセンターの避難所の子ども達と遊ぶ。

旧小学校(九鬼・中園・安川・長谷川)

センター(武田・關戸・宮西・遠藤)

旧小学校内自衛隊駐屯地訪問。(羽賀・谷藤・泉・關戸)

→栄養ドリンクを人数分(70本)を提供。
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センターに柔道着を届ける。(羽賀・谷藤・泉・關戸)

→前半組の前野家からの柔道着の提供。

前半に希望されていたのを受けた。

薬石支度(児嶋・奥田・佐川)

17:00 避難所を出る。

17:30 旧小学校でボランティア活動をしている NPO加盟団体(京大・同志社大など)より

今晩の「勉強会ボランティア」の要請を受ける。

17:40 自衛隊、御礼来院。

18:00 薬石

18:25 片付け・代表ミィーティング

19:00 全体ミィーティング

19:30 抹茶茶礼

19:45 大勝院出発。懐中電灯支給。統一ウィンドブレーカーを着用。

20:00 旧小学校にて３カ所の避難所の子ども達が集まり、「勉強会」。

学習指導ボランティア。

栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

21:00 学習指導ボランティアの反省会

21:30 旧小学校を出る。帰院。

21:40 活動日誌記入

◆８日目◆５月５日(木曜日)天気；曇り

7:00 開静(關戸)洗面 朝課(維那中園・魚鱗安川) 典座(児嶋・武田・遠藤)

7:20日天掃除 7:50粥座

8:05 片付け・斎座おにぎり支度・洗濯物片付け

8:30 抹茶茶礼 出発支度

9:00 ミィーティング(持ち物確認)
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9:30 大勝院出発。マイクロバス・ハイエース・軽トラック

9:55 桜木サテライト着。作業指示受ける。道具借用。

10:00 作業開始。２カ所に分かれる。途中、一休。

１組・・・家の庭の片付け・泥土かき出し

(羽賀・泉・吉田・九鬼・中園・安川・長谷川)

２組・・・庭に積み上げられた家財道具類の撤去

(谷藤・脇坂・神足・武田・奥田・児嶋・關戸・宮西・遠藤・佐川)

12:00 １・２組合流。斎座休憩。

13:00 作業再開。途中、一休。

15:00 １組作業終了。２組に合流し合同作業。

15:30 ２組作業終了。桜木サテライトへ戻り、道具洗い、返却。窓口へ報告。

軽トラック洗車。桜木サテライトでの炊き出しで軽食招待受ける。

16:30 桜木サテライト出発。

16:45 吉里吉里仮設浴場で開浴。マイクロバス(11人)

16:55 ハイエースと軽トラック帰院。(羽賀・谷藤・児嶋・武田・遠藤・佐川)順次、開浴。

17:35 吉里吉里仮設浴場出発。

18:00 帰院。洗濯・宅急便伝票記入。

18:50 薬石

19:10 片付け・代表ミィーティング

20:00 全体ミィーティング 活動日誌記入

栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

◆９日目◆５月６日(金曜日)天気；晴れ

6:30 泉、下山。大槌タクシーにて遠野市。JRに乗り換え。

7:00 開静(宮西)洗面 朝課(維那中園・魚鱗遠藤) 典座(児嶋・安川・佐川)

7:15日天掃除・洗濯機を公民館に返却 8:00粥座 片付け 斎座おにぎり支度

8:40 各自荷物整理

9:00 荷物発送支度 クロネコ宅急便41箱

10:15 下山諷経
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10:30 大勝院出発

10:50 クロネコヤマト集荷場にて荷物発送

11:10 クロネコヤマト集荷場出発

12:40 陸前高田市華蔵寺到着

被災物故者追悼諷経・住職挨拶

13:10 斎座 カップラーメンを戴く。

13:45 各グループにて活動開始

１組・・・陸前高田市慈恩寺訪問(羽賀・脇坂・神足・華蔵寺)物資配達・諷経

２組・・・大船渡市麟祥寺訪問(谷藤・九鬼・安川・長谷川)物資配達・諷経

３組・・・華蔵寺作務ボランティア(吉田・学生８名)

16:05 片付け 活動日誌記入

17:00 華蔵寺下山 華蔵寺様車先導にて、マイクロバス・ハイエース・軽トラック。

18:50 奥州市長泉寺(東北教区災害対策本部)到着。軽トラック返却。

秋田県向性院様圓福寺様軽トラックを受け取りに長泉寺到着。

19:00 長泉寺出発。

栗原教学部長・花園大後藤部長に電話報告。

19:30 前沢 SA着 薬石休憩

20:20 前沢 SA発 マイクロバスとハイエースは、別々に出発、京都へ向かう。

22:40 安達太良 SA着 給油

22:55 安達太良 SA発

◆１０日目◆５月７日(土曜日)天気；晴れ

1:30 米山 SA着 給油

1:45 米山 SA発

3:55 小矢部川 SA着

4:05 小矢部川 SA発

6:20 多賀 SA着 粥座休憩 給油

6:30 ハイエース組 米原で羽賀塾頭と關戸下車。

7:00 ハイエース組 大津 SAにて粥座休憩

7:10 多賀 SA発
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7:55 京都東 IC

8:00 ハイエース組 花園禅塾到着

8:20 マイクロバス組 花園禅塾到着 荷卸し 全日程組・後半組解散

花園大学藤井学生課長 出迎え

松井宗務総長・栗原教学部長・花園大後藤部長・羽賀塾頭・花園大岸田教務部員に

電話報告。

12:00 ハイエース洗車・給油

12:55 ハイエースをニッポンレンタカーに返却。

※クロネコヤマト宅急便荷物は土日になる為、花園大学側より業者へ留めておくよう依頼。

５月１６日(月曜日)午後２時から３時の間に受け取ることになる。

【羽賀塾頭より】

3月11日午後2時46分。栗原正雄教学部長より塾頭の拝請を岐阜の自坊蓮華寺にて

受け、部長を岐阜羽島駅に送った後の車の中で地震にあいました。大風が吹くかの

ように車は緩やかにうねるように大きく横に長い時間揺れました。いつもとは違う

揺れ方と時間。しばらくして、報道によって知る地震と津波の状況は、かつて見た

ことがない目を疑うような光景が岩手、宮城、福島で起きていました・・・この人

々が苦しんでおられる危機に何かしなければ、できることは何か。いつも心にあり

ました。

3月の後半より禅塾に入りました。禅塾は、これまで災害におけるボランティア活

動を行ってまいりました。この未曽有の大災害において、塾生たちは、報道で目に

し、耳にする状況に胸を痛め、自らが来る大型連休を利用して被災者のためにお役

に立ちたいとボランティアを願い出てまいりました。そこで谷藤指導員とともに企

画、計画しました。しかしながら、禅塾だけでボランティアに向かうことは難しい

為、妙心寺派宗務本所・花園大学に支援を依頼申し上げたところ、快くご賛同をい

ただきました。そして、禅塾のＯＢや一般の花園大学の学生たちにも参加を願い出

て下さいました。また、禅塾がボランティアに出かけることを聞かれた方々から、
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少しでも被災地のお役にたてられるようにと物心両面での温かいご支援をいただき

ました。

4月28日の午前8時。禅塾で大切にされている

心と心をつなぐ、つないでいく「タスキ」に

河野太通管長猊下より、ボランティアで大切な

同一眼に見、同一耳に聞き、一つの目標に向かって

共に歩む精神である「手を把って共に行く」と揮毫をして

いただきました。同日午後2時46分。震災より49日の法要が

花園大学教堂にて厳修されました。その夕方、禅塾でボラン

ティアの安全を祈願する法要を済ませ、活動場所である岩手

県大槌町を目指しました。現地での活動は報告の通り様々で

す。病気やけがもなく、５月７日に全員無事に戻ることがで

きましたが、現地の復興にはまだまだ時間がかかります。あ

らためて、これからも継続して支援の必要性を感じております。復興が進むにつれ

て精神的な疲れなどに対する手助けもできるように考えて、次に備えたいと思いま

す。最後になりましたが、ご支援賜りました皆様には心より御礼申し上げます。

【活動記録】花園大学 社会福祉学部 児童福祉学科 ３回生 九 鬼 熊 峰

同 文学部 国際禅学科 １回生 長谷川 基起

【記録写真】花園大学 文学部 国際禅学科 ４回生 阿 邉 宗 寛

同 同 同 １回生 長谷川 基起

【 文 責 】花園禅塾 塾 頭 羽 賀 浩 規

同 指導員 谷 藤 邦 範

同 同 畠 中 彰 寛


