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2012(平成24)年5月8日(火曜日)

東日本大震災復興支援ボランティア活動〈第五陣〉報告

【活動期間と人員】

●2012(平成24)年4月28日(土曜日)～5月6日(日曜日) ８泊９日

引率１名

●2012(平成24)年4月28日(土曜日)～5月2日(水曜日) ４泊５日

引率１名 学生５名 計６名

●2012(平成24)年5月2日(水曜日)～5月6日(日曜日) ４泊５日

引率２名 学生５名 計７名

●2012(平成24)年5月2日(水曜日)～5月4日(金曜日) ２泊３日

引率１名

●2012(平成24)年5月3日(木曜日)～5月5日(土曜日) ２泊３日

学生１名

総勢；16名

引率；5名 羽賀浩規（花園禅塾塾頭） 畠中彰寛 ・ 横江一峰（花園禅塾指導員）

泉良典（花園禅塾元指導員） 谷藤邦範（岩手大勝院副住職・花園禅塾前指導員）

学生；11名 （国際禅学科7名・日本史学科1名・社会福祉学科1名・児童福祉学科1名・他大学1名）

【活動場所】 岩手県（大槌町）（山田町）

大槌町社会福祉協議会ボランティアセンター（4月1日より改称）

山田町社会福祉協議会復興支え愛センター

【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

【活動本部】 臨済宗妙心寺派 花園禅塾
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【活動車両】 トヨタレンタリースいわて花巻空港前店

→ハイエース９人乗り１台をレンタル

トヨタレンタリース釜石駅前店 →軽トラック１台をレンタル

【斎座手配】 大槌町吉里吉里「吉里吉里善兵衛 本店」（後半日程のみ）

〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌15-1-8 電話(0193)42-3505

【開浴場所】 釜石市「宝来館」

〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町20-93-18 電話(0193)28-2526

釜石市「シーガリアマリン」

〒026-0001 岩手県釜石市平田3-61-22 電話(0193)26-5111

山田町「御蔵の湯」（２年間限定営業）

【実施活動内容】

①津波の被害にあった畑の整備

②風評被害のある農家の手伝い

③避難所として利用していた現在イベント会場にもなっている体育館の清掃

④豪雨による冠水し泥で覆われた道の復旧作業

⑤吉里吉里海岸の清掃プロジェクト

⑥被害地の今を視察

⑦住民からの情報収集

⑧仮設に住む子ども達との球技交流

⑨仮設に住む子ども達に薬石振る舞い

⑩仮設に住む子ども達に自作復興応援ソング披露

⑪被災物故者追悼諷経

⑫購買による経済貢献 外食施設利用・飲食物品購入・ガソリン給油 など

（中止）ひまわりの種植えプロジェクト



- 3/15 -

【支援物資提供】 妙心寺派管長猊下・南禅寺派管長猊下・岩手大勝院・宮城済渡寺・

岐阜蓮華寺・京都西禅寺・静岡道林寺・京都横江家・京都九鬼家・岩手阿部家・

岩手兼沢清悟家・岩手兼沢茂平家・岩手金澤大作家・岩手兼沢平也家・岩手佐々木家・

岩手小原家・岩手越田家・岩手菊池家・岩手宝来館・妙心寺派宗務本所・花園大学・

妙心寺派復興支援本部・花園大学同窓会・花園大学後援会・花園禅塾・花園禅塾塾心会

・・・ほか

【支度物】

（花園大学）ヘルメット・ゴーグル・革手袋・ゴム手袋・長靴・長靴鉄板下敷き・安全靴・水筒・カッパ・
懐中電灯・電池・ボランティア保険・ウィンドブレーカー・滞在費・活動費・備品費

（宗務本所）腕章・懐中電灯・滞在費・車両費

（花園禅塾）防塵マスク・紙マスク・タオル・タスキ・薬箱・１升升・１合升・引鏧・ヘッドライト
・台所用手袋・手術用手袋・三角コーナーネット・しゃもじ小・おたま・ひしゃく・包丁・まな板・食器ふき

・台ふきん・やかん・箱ティッシュ・ウエットティッシュ・トイレットペーパー・ゴミ袋・電池

・台所スポンジ・調味料・ハンガー・ベイク・荷札・洗濯ばさみ・マジックペン・ハサミ・ガムテープ

・消毒液・茶パック・水筒シール・下足シール・活動車両マグネット・カメラ・割り箸・ブルーシート

・タワシ・鍋タワシ・軍手・ゴム手袋・交通費・予備費

（大勝院）ポット・鍋・大鍋・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・布団一式・浴室・たらい大・ホワイトボード・割り箸・ラップ・冷蔵庫・食材・

調味料・米・やかん・暖房器具・１升電気ジャー

（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・洗面道具・保険証・
絡子・おこづかい・常備薬・腕時計・免許証・持鉢・キャンディなど・カッパや安全靴、長靴の私物使用者・

禅塾 Tシャツ・靴下(厚めか二枚履きが良い)・手袋・汚れていい服装

【第五陣出動までのながれ】

４月１３日 大槌町社会福祉協議会「ボランティアセンター」にて情報収集。

４月１４日 宮古市社会福祉協議会「復興支援ボランティアセンター」に電話で情報収集。

釜石市社会福祉協議会「復興支援ボランティアセンター」に電話で情報収集。

山田町社会福祉協議会「復興支え愛センター」に電話で情報収集。

４月 中旬 宗務本所と花園大学と交渉。JTBに移動のチケット依頼。

４月２５日 花園大学より物品借用。

山田町センターに申込書と参加者名簿を FAX送信。

４月２６日 荷物発送。

ボランティア隊全体説明会 第五陣発足。
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４月２７日 山田町センターに申込書と参加者名簿の追加訂正版を FAX再送信。

４月２８日 ボランティア出発前諷経 於 禅塾仏間

５月 ２日 ボランティア出発前諷経 於 禅塾仏間

【利用ネットワークの前回迄と違う点】と【入手情報や成果事項】

①大槌町ボラセンが、月曜日休みに加え、火・水・木曜日が町民対象のボランティア育成日

となり、一般ボランティア受け入れは、金・土・日曜日のみとなった。

５月３日は祝日の 為、一般ボランティアを受け入れる。

受付が、9:30～が9:00～に変更。

活動時間が15:30までと３０分延長した。

未成年者は保護者承諾届けが必要。１枚に代表者で名簿添付で構わない。

②学習支援として、コラボスクール大槌臨学舎と情報の交換をする。

窓口；川井・阿部 090-2028-8577 / 080-3142-6333 平日11-20対応

上町ふれあいセンター 0193-42-6474

３月受験シーズン終了後、一時閉舎。GWは担当者不在。５月５日～支度。

５月８日～開講 日曜・月曜は休み。平日夕方16or17-21 土曜13-18

③山田町は、冬季期間の活動受け入れ自粛を４月１日より解除。毎日の活動。

内容は、生活支援・引っ越し・写真洗浄・写真デジタル化作業・サロン活動が主であり、

労働作業もある。瓦礫処理は無い。５名から受け付け。

受付9:30-10:00 活動10:00-15:30

活動日より１週間前に申込書と名簿を FAX かメールにて送信要。申込書は復興支え愛セ

ンターのブログよりダウンロードする。

④宮古市社会福祉協議会復興支援ボランティアセンターの内容は変わらず。

⑤釜石市社会福祉協議会復興支援ボランティアセンターの内容は変わらず。

⑥子ども達との交流は、倉堀さんと今まで通り連絡をとる。

⑦黄金週間は特に、一般ボランティア隊の人数が増えている。
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【気を付けた新たな事項】

①大槌町ではインフルエンザが流行との情報を受け、体調管理。手洗いやうがいの徹底。

②軍手や革手袋、ゴーグルなどの使用判断と使い分け。

③活動内容、場所に準じてウィンドブレーカーか統一 T シャツかそれ以外の服装かを合わ

せた。

④ヘルメットやカッパ、長靴など活動備品は常に車に乗せて移動した。

⑤活動場所では、震災関連で何が起こっていたのか。どういう現場にはいるのか。

事前に伝え、心構えをさせた。

⑥他団体と一緒に活動をする場合、情報交換は常にしていた。

【改善事項】

①

②

③

④

【次回へ考えられる点】

①復旧作業・・・依頼を受けての復旧作業。瓦礫、泥土撤去。

②環境整備・・・枯木、枯れ枝、雑草撤去。

③引っ越し

④海岸復旧清掃

⑤海川生物復活作戦

⑥利用支援・・・傾聴やイベントの手伝い

⑦子ども達へ学習支援

⑧夏祭りなどのイベント企画

⑨読経や御詠歌奉詠

⑩活動道具室整理

⑪物資保管室整理
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⑫気候に応じた物品の提供

⑬経済支援

【総括】

大震災より１年以上が経過したが、被災地の現状は報道で知る限り、まだボランティアの

活動が必要であると認識した。また、見えない放射能の影響が広範囲に拡がっていることも

知る。２月の第四陣の活動を受け、第五陣の企画に着手する。

黄金週間の中盤の平日が大学全学休講となることから、全日程組と前半組、後半組で企画

する。学生がそれぞれ帰省していたり、部活動や授業寺加担などの予定がある為、それぞれ

の日程に合わせて参加しやすい体制をとる。当初は、前半組は大槌町での活動が無い為、山

田町で傾聴関係の活動という予定になっていた。山田町当局と打ち合わせをしていくうちに、

若い男子学生さんが団体で入ってくださるので、労働作業の活動にしましょうということに

なった。後半組の大槌町は海岸清掃プロジェクトと決定していたので、全行程が労働活動と

いうことに決まる。

新年度に入った為、保険のかけ直しと、初参加者（特に未成年者）には保護者の同意を得

るよう指示した。

往復の交通機関に車輌を利用することも検討したが、震災１年後の黄金週間ということか

ら大渋滞に巻き込まれることも予想され、現地の日程やボランティアセンターにご迷惑をお

かけすることになりかねないと、JR を利用することにした。実際、バスにて現地入りした

学生は数時間予定より遅れた。

前半組は、全日程快晴だった。山田町の現場近くで斎座を調達する予定であったが、付近

に店が無く、飲食店では前回、時間がかかってしまうことがあった為、朝おにぎりを支度し

た。クーラー BOXを調達することができ、日中の管理ができた。

山田町では、全日程、畑を掘り返し混ざっている小さな瓦礫（ガラス・陶器・石・漁師道

具・工具・生活用品）や雑草などを取り除き、畑作が再開できるようにならしていく作業で

あった。他団体や個人の一般ボランティア隊と共同作業であった。それぞれのリーダーと打

ち合わせながら、持ち場に従事する。地主さんから「ここまでやっていただいて・・・あり

がとうございます」とのおことばまでいただく。当初は、畑作再開を断念しようと考えてい
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たらしい。海がすぐ近くに面しているのだが、またやってみようと決断したそうだ。

作業を終えて帰る途中、大槌町赤浜地区の遊覧船はまゆりが建物に乗りあげた付近で、車

を降り、諷経をさせていただいた。終えふと後ろを振り返ると、ひとりのおばあさんが一緒

に合掌をされていた。当時の状況をお話しくださった。地震や津波の話は今まで何度聞いて

も恐ろしさがあったが、今回は津波直後、火災被害の話をお聞きした。次から次へと火が移

りゆくなか、大工の方が津波や火を堰きとめる為に家を崩し倒したこともあったそうだ。ま

た、京都からの活動に感謝された。

後半組は、大槌町に入れる日程で、事前にボランティアセンターからの依頼は海岸清掃プ

ロジェクト参加であった。しかし、大雨の悪天候で３日間の活動のうち、２日間が中止とな

る。屋内作業も全てが中止。他市町のボランティアセンターに交渉もしたが、活動予定の入

っていた団体に屋内作業を分配して人員がオーバーしているとのことで、社会福祉協議会か

らの活動は全て無くなった。大勝院住職に相談をし、檀信徒の農家手伝いをさせていただく

ことになった。津波の直接被害は無いし、地震での大きな損害はみられない。しかし、放射

能による影響で出荷自粛を余儀なくされた家であったり、震災関連で身内を亡くし、まだ他

にも行方不明な方がおられるといった農家である。大雨がハウスを打ち付けるなか、黙々と

時には農家の方に状況をお聞きしながら、活動依頼のないところでボランティアの活動をさ

せていただいた。新たな復興支援活動のひとつであったと考えられる。雨天決行で「ひまわ

りの種植えプロジェクト」の依頼をセンターより受けたが、２日目も大雨の冠水により中止

となる。植えたひまわりを夏に訪れた時に見てみたかったとも思った。大勝院前にある体育

館はちょうど１年前のボランティア活動の際、避難所のひとつであり、お花見呈茶や薬石の

炊き出しをした所だ。継続的に大槌町に活動で入った際も、仮設の子ども達との交流施設と

して利用してきた。そこの清掃を２日目はさせていただいたが、整頓や掃除をさせていただ

くと、避難所当時のものが残っていたりする。なかなか管理体制が行き届かない状況である

ことが伺える。いつも利用させていただいているし、少しでもお手伝いさせていただけたら

ということでお願いした。その後、別団体がイベントで使用する予定であったので気持ちよ

く使っていただけるよう努めた。これまでの活動で天候不順による活動内容が全中止になる

ことはなかった。なにかしらのニーズがあった。今後の企画時に検討を要するところであろ

う。突如として降った大雨による被害が大槌町にはあった。冠水による通行止めがでたくら

いだ。後半組活動最終日の午前は、その被害からの復旧作業であった。震災とは直接的な繋

がりはないにせよ、町内の時事的ニーズだった。午後の海岸清掃に関しては、範囲が決めら
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れていたが、作業方法はグループ毎に委ねるというものであった。思いの外、大小さまざま

な瓦礫はほとんど混じっていなかった。エリアをだいぶ変えると散乱しているようにみえる

ところは確認できた。今後、そちらに移動していくのであろうが、今回の作業を基に方法を

事前に考えて行くとよいであろう。

大槌町のボランティアセンターの方々は、口々に前回のバレンタィン企画のチョコの御礼

をされてきた。覚えてくださっている。また、ウィンドブレーカーの背中に記されている「京

都 花園大学」や腕章に記してある「臨済宗妙心寺派」という文字をみて声をかけてくださ

ったり、反応を示してくださったりしてくださる。

今後の活動として、ニーズに応える活動の他に空いた時間を我々だから企画できる何かを

考えて持ち込んでみるのも可能ではないかと考えられる。

※東日本大震災復興支援ボランティア活動･･･第一陣～五陣 現地活動隊 のべ129人 36日間

【日単】

◆１日目◆４月２８日(土曜日)天気；晴れ

禅塾朝課後、出発前諷経

8:00 塾外生、禅塾集合

8:30 全日程組・前半組 禅塾出発

8:45 花園駅発 9:12 京都駅発 11:30 東京駅発

14:40 新花巻駅着 引率２名 レンタカー店へ移動

15:30 新花巻駅前 出発 途中、遠野風の丘で休息

17:00 釜石駅前ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽで軽トラック１台レンタル

17:20 ホテルシーガリアマリンにて開浴

18:20 薬石（外食）

19:15 買いだし

19:50 大勝院到着～到着諷経～到着茶礼～荷卸し～代表者ミィーティング

20:50 全体ミィーティング～解定
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◆２日目◆４月２９日(日曜日)天気；晴れ

7:00 開静(長谷川)洗面 朝課(維那；長谷川 魚鱗；麻生)絡子とタスキを着用

日天掃除 荷物受け取り確認に横江師と安川営業所往復するもまだ届かず。

8:00 粥座～片付け (当番；中園) ～支度・薬石用炊飯器予約

8:40 出発前ミィーティング

8:45 大勝院出発

9:30 山田町復興支え愛センター着 手続き

10:00 作業①開始 ［７名］三重ボラ団体や個人の方１０名と共同

畑の土を掘り起こし、瓦礫撤去。

12:00 斎座休憩 山田町のスーパーで弁当を調達。 駐車場にて

13:00 作業①再開

午前中に引き続く。途中、地主の大川さんより一休品の供養。

15:30 作業終了 片付け センターへ移動。活動終了報告

16:00 山田町 御蔵の湯にて開浴（無料）石けん等、無料レンタル

16:50 御蔵の湯 発 途中、買いだし

18:00 大勝院着 活動荷物が届く。 薬石支度・洗濯

18:50 薬石 洗濯干し 代表者ミィーティング

19:30 全体ミィーティング

20:00 活動①体育館で子ども達と球技交流

21:30 帰山後、日誌～解定

◆３日目◆４月３０日(月曜日)天気；晴れ

7:00 開静(安川)洗面 朝課(維那；安川 魚鱗；中園) 典座(麻生) 斎座支度

日天掃除 洗濯物取り込み 7:50粥座～片付け・薬石用炊飯器予約～支度

8:40 出発前ミィーティング～大勝院出発

9:35 山田町ボラセン着～活動の指示を受け、現場へ移動 他団体の登録に時間がかかる

10:40 作業②開始 ［７名］川井ネット団体や個人の方１０名と共同

12:00 斎座休憩 駐車場にて

13:00 作業②再開
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15:20 作業②終了 地主の大川さんより一休品の供養。ボラセンに移動し、報告。

15:45 山田町 御蔵の湯にて開浴（無料）石けんなどは持ち込む。

16:25 御蔵の湯出発 途中、買いだし

17:45 大勝院着 薬石支度 洗濯

18:15 薬石～片付け 代表者ミィーティング

19:00 全体ミィーティング～日誌～解定

◆４日目◆５月１日(火曜日)天気；晴れ

7:00 開静(中園)洗面 朝課(維那；中園 魚鱗；安川) 典座(四ッ谷) 斎座支度

日天掃除 洗濯物取り込み 7:50 粥座～片付け～支度

8:50 出発前ミィーティング～大勝院発

9:45 ボラセン着 指示を受け、現場へ移動。

10:00 作業③開始

大槌中学校(被災校)に保管している活動道具室の整理整頓と備品数調査

［職員３名と１４名］ 11:30 校舎内見学

12:00 うな省にて斎座休憩

13:00 作業③再開

大槌中学校内に保管してある支援物資の仕分けと整理整頓。備品の移動。

［職員３名と１４名］

14:45 ボラセン着 活動終了報告

15:10 大勝院着～着替え～支度

※中園を復帰させる。

15:45 旧金沢小学校体育館着

避難所で知り合った子ども達と金沢仮設住宅の子供ら８人と再開。

球技大会で交流。最後に手作りチョコを手渡す。「バレンタイン大作戦」企画。

16:30 先発組［７名］大勝院発。途中、洗濯。
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17:05 先発組 宝来館にて開浴。

17:30 後発組［８名］体育館発。

17:50 先発組 宝来館発。洗濯物を乾燥させる。明朝の粥座買い出し。

18:00 後発組 宝来館にて開浴。

18:30 後発組 宝来館発。途中、洗濯乾燥物を回収。

18:40 先発組 大勝院着。薬石支度。救援物資セットの仕分け、発送支度。

19:05 後発組 大勝院着。

19:20 薬石

19:50 片付け・代表者ミィーティング

20:10 全体ミィーティング～日誌

20:55 谷藤と畠中 大勝院発。JR釜石駅へ向かう。

21:48 羽賀塾頭と泉和尚が釜石駅着。

22:30 塾頭ら４名が大勝院着。ボランティア隊に合流～顔合わせ。～消燈

◆５日目◆２月１３日(月曜日)天気；晴れ

7:00 開静(前野)洗面 朝課(維那；前野 魚鱗；醍醐) 典座(禅興・啓)

※時間短縮の為、朝課を短縮し、日天掃除は省略した。

7:20 粥座(パンなど購入品)～片付け～支度

8:05 出発前ミィーティング～大勝院発。

9:20 宮古市ボランティアセンター着 手続きと指示受け

職員の案内で７カ所に分かれて移動。途中、斎座を購入。

10:00 作業④開始

仮設住宅地にある集会所(談話室)にて利用支援。７カ所に分かれての活動。［１７名］

(A)AED講習会 (B)健康相談 (C)傾聴 (D)除雪 (E)エコバッグ工作

(F)施設清掃 (G)施設への物資受け取り など施設によってさまざま。

集会所毎、途中斎座。午後も引き続き利用支援。

15:00 作業④終了

※前野…活動終了後、JR宮古駅から帰京する。

15:30 宮古市ボラセン着。活動終了報告。
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16:00 宮古市ボラセン発～大槌町マストにて給油。～途中、洗濯。

17:10 宝来館着 開浴(無料)

18:00 宝来館にて薬石。

18:30 宝来館発。

19:10 大勝院着。

19:20 代表者ミィーティング

19:35 全体ミィーティング

19:45 震災当時の被災者撮影映像を上映～日誌～消燈

◆６日目◆２月１４日(火曜日)天気；くもり

7:00 開静(松浦)洗面 朝課(維那；松浦 魚鱗；中園) 典座(啓・萩原) 日天掃除

7:40 粥座～片付け～支度

9:00 出発前ミィーティング～大勝院出発

9:35 ボラセン着～活動の指示を受け、現場へ移動

10:00 作業⑤開始

前日までの作業して出た土嚢袋を全て回収。職員と指定集積所へ運ぶ。［１６名］

11:00 職員の案内で、大槌町内の被害状況を場所を移動しながら説明を受ける。

途中、一同合掌する。

11:30 ボラセン着。中央公民館へ徒歩で移動。

大槌町内を一望。四弘誓願文を一同読経する。

11:45 ボラセン発。

11:50 うな省にて着替え、斎座休憩。

うな省さんへ御礼の挨拶とバレンタインチョコ大作戦。総支払い。

12:55 ボラセン着。活動の指示を受ける。移動。

13:00 作業⑤再開 ［１６名］

桜木町にて民家前の側溝清掃。雪や氷、泥土のかき出し。

泥土などを入れた土嚢袋を運ぶ。

15:00 作業⑤終了 ボラセン到着、報告。

ボラセンとサテライトの職員にバレンタインチョコ大作戦、御礼の挨拶。

15:30 ボラセン出発～洗濯
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15:45 宝来館にて開浴（無料）～宝来館女将と会え、御礼の挨拶。

16:45 宝来館出発

17:20 大勝院到着 薬石支度 ボラ用品備品の発送支度。

18:15 薬石

18:40 片付け 代表者ミィーティング

～全体ミィーティング～支度～移動

19:40 旧金沢小学校体育館着 ウィンドブレーカー着用。

12日の子どもら(5人)が集まり、お別れ球技大会。

今春、高校を卒業する子もおり、みんなで御祝いする。

子どもらからバレンタインサプライズ企画手作り

スウィーツをもらう。

21:20 大勝院到着

ウィンドブレーカー、腕章を回収。荷札書き。日誌～消燈。

◆７日目◆２月１５日(水曜日)天気；晴れ

7:00 開静(中園)洗面 朝課(維那；中園 魚鱗；児嶋) 典座(萩原・長谷川)

ボランティア活動用品片付け タスキ回収

8:00 粥座～片付け、荷物整理、荷物積みこみ、各所片付け・復元、掃除

9:00 布団回収

9:55 下山諷経

10:10 大勝院出発

10:25 クロネコヤマトにて荷物発送。軽トラ組は宝来館に忘れ物回収。

12:05 遠野風の丘にて一休。

13:00 JR新花巻駅到着。

ボランティア隊第四陣の解散。

泉和尚は13:22発に乗車。他15名は駅向かいの山猫軒にて斎座。

斎座後、レンタカー返却と切符購入。

14:22 新花巻駅発に乗車。長谷川はその後、別便に乗車し秋田授業寺へ。

それぞれ、帰路へ。



- 14/15 -

【活動記録】花園大学 文学部 国際禅学科 ４回生 河 村 啓

〃 〃 〃 １回生 宮 地 栄 徳

【記録写真】花園大学 文学部 国際禅学科 １回生 長谷川 基起

〃 〃 〃 ３回生 香 取 芳 徳

〃 社会福祉学部 児童福祉学科 〃 九 鬼 熊 峰

龍谷大学 文学部 仏 教 学科 〃 奥 田 智 勝

【 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

同 同 横 江 一 峰

大槌町末広地区

釜石市と大槌町の境にある宝来館前の根浜海岸

大
槌
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区
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