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第 ６ 号
７月 31 日(日)

は伊里前地区より少し早

ついて述べた。志津川地区
高台に移ろうとしている

そして今回被災し、今また

であり、町割で下がった。

山附近に住んでいたよう

い時代の寛文年間に町割
平成の町割だが「町民が

ことになる。

町割から遡ること志津川
もっとも暮らしやすい町

地区では
る」という理想を実現する

年 前に慶長の 津

波の被害を受けており、十
チャンスと捉え、歌津地区

地区は
分に津波対策を考慮して
わしいまちづくりを目指

の中心市街地としてふさ

元禄の町割以前、伊里前
したい。町の語源は、「道

町割したと推測される。

や地域を、新しく創造す

年 前、伊里 前

をしたと伝えられている。

第５号で元禄の町割に

３・ 新しいふるさとづくり

会 報

地区の人々は中学校の裏

たくなるところである。百

多くの人が集まり、集まり

ところである。そこには、

人・物・金・情報が集まる

は 「落合」という。町は、

みに、川が合わさるところ

ところの意味だという。因

合」つまり、道が合わさる

ている。今回の大震災で被

合う「結い」の考えは残っ

ている。今でも互いに助け

中心になり地域をまとめ

はないが今でも契約会が

た地域性がある。昔ほどで

を当たり前に実施してき

心とした相互扶助 （共助）

が歌津地区は、契約講を中

災者の精神的支えとなっ

年後、二百年後に耐えられ
るまちづくりを目指した
たのは、契約講である。互
いに支え合う地域風土を

い。今、南三陸町の人口が
減少している。今後の展開
持っているように思う。歴
史的遺産を大事にし、新し

では更に減る心配がある。
人が住みたくなる魅力と

いまちづくりについて大
いに議論したい。

は何なのか、先ずそこに住
む者が英知を結集してつ

子どもや高齢者を大事
にするまち。総合支所や産

くり上げなければならな
い。歌津から離れてもまた

公的機関、そして駐車場を

業団体・銀行・郵便局等の

くりたい。魅力ある町であ

確保した商業ゾーンや避

戻って来たくなる町をつ
ればよそからも移り住ん

難所を兼ね備えた広場、緑
防災対策も忘れてはな

でくるであろう。
田理事長は、「地域を施設

らない。高台は全て安全か

を多く配した市街地。

にする」という、地域包括

と言えばそうではない。昨

「さわやか福祉財団」の堀

時間 巡回サービ ス

の理念。もう一つは「地域

集中豪雨や火災予防につ

今の異常気象に見られる

桐生仏教会
百ケ日供養に来町

【
七夕様に

願いをこめて】

七夕の季節である。上沢

集会所で避難生活をする

日 震災か らち ょ

うど百日目。桐生仏教会の

千葉善廣、美代子ご夫妻は

６月

役員６名の方々が歌津を

居されている二世帯と上

子さんは仙台生まれ。毎年

長男善英さんの妻麻希

日を待っている。

沢一世帯で仏前にてご供

得意の七夕をつくる。今年

一日も早くご家族の元に

のご供養と行方不明者が

くなられた方々の百ヶ日

は伊里前小学校校庭で亡

さん夫婦は避難所で、別れ

夫婦と子ども二人が、善廣

あった。仙台には善英さん

とに見事な七夕が飾って

は集会所入口の橋のたも

ての生活も４ヶ月目とな

祖父善廣さんの願いは、

％奪

才の船 大

才高

高橋さん

元気にノミをあやつる

世に繋げてほしいと願う。

橋さん。そして匠の技を後

頑張って 下さい。

日への船出を持っている。

んの情熱に漁師たちも明

を持つ手が力強い。高橋さ

じさせない匠の技、金づち

造船をはいでいる。年を感

のために十数年ぶりに木

の人生をかけて漁師たち

の体が耐えられるまで、私

工さんが立ち上がった。私

そんな 中、

撤去作業をしている。

歯ぎしりをしてガレキの

海に出たくても出れずに

ってしまった。漁師たちは

もいうべ き船を約

震災は海の男たちの命と

くてはならない。今回の大

漁業を営むには船がな

《 船 大 工 》

流失した津龍院と西光寺

早く一つ屋根の下で暮ら

る。
をお見舞されました。遠路

すことである。そして期待

の男孫よしはる君とりん

のところ大変ありがとう

更に、津波により本堂が

ていただきました。

戻ってこられるよう祈っ

養されま した。

時か ら

平成の森仮設住宅に入

二人の孫と一緒に暮らす

伊里前小学校校庭において供養する桐生仏教会

訪問されました。

１８

ございました。

かちゃんのお酌でビール

が飲める日を待っている。

七夕様、じいちゃん、ばあ

ちゃんの願いを聞いて

上沢避難所の前で母子

８３

１０

１１

５０

９０

８３

ケア

を家庭にする」というふれ

いても、十分配慮すべきと
思う。更に、伊里前川の付

あい、生きがいの理念を揚
げる。

け替えも洪水対策や用地

いずれにしても、仮設住

「地域を施設にする」とは、

てサービスを受けている

宅をスタートとして将来

の有効活用の点や事業費

のと同じ状態をつくるこ

の新しい集落をどこに、ど

地域に住むものや行政が

と。「地域を家庭にする」

のようにつくりたいのか、

削減の点から検討しては

とは、隣組をはじめとする

何度も何度も議論を重ね

福祉、医療、介護の各分野

地域の人々が互いに支え

て将来に悔いを残さぬよ

と思う。

合い、家庭にいたと同じよ

う子孫に誇れるように。

をあたかも施設に入所し

うな環境をつくりたいと
する考えであると思う。我

！！

２４

９０

どこが新しいふるさとになるのだろうか？（伊里前地区を上空から）

仮設住宅のコミュニテ

日

《小野寺歯科
仮設診療所オープン》

義援金を寄託した皆様
【【【【復興基金】】】】

円▽ナラサークルオタオ

１万円▽ア

円▽ヤ マ
タ

１万 ３千

サワヤカフクシザイダン

ウチトミキ

１万円▽オオ

１

ベミエコ

万円▽シ オヤマキ

万円▽ラングラースクラ

５万円▽ヤマ

５万円▽

オノデライクコ ５千円

ウチコウイチ

ツヒロシ

３万円▽フ

１万円▽サイジョ

１万円▽ヤマウチギ

ブ
ケン
ウミツタカ

１万

【【【【教育基金】】】】

ツトンピアンドテ

３千円▽ミウラシズエ

万円

円 ▽ソウコウジ

▽フジテクノサービス

クマベカ ズヒサ
３万円▽オカケイコ

１万円▽タカハシモリユ
キ

万

ウブンカ キョウカイ

万円▽ニッポンザイダン

万９千

円▽ス

万円▽ヒ ョウタンオ ン

セン

万円 ▽

万５千
ZURICHIN
円▽スガハラサカエ

３万５千円

「やっぱり話してみる
もんだ」

泊浜行政区長

高橋伊勢男氏寄稿

伊里前橋の附近に約５

ｔ位の船が打ち上げられ、

視界を妨げていた。そこを

通る度に交通事故が起こ

らなければ良いかと心配

をしていた。

先日免許証の書き替え

に南三陸警察署に行った

とき、ダメ元と思いながら

若いお巡りさんにそのこ

とを話した。二、三日後、

あの危険と思っていたと

ころを通ってびっくり。船

が移動されていた。若い警

官の対応に感心した。行政

職の皆さんも見習うべき

ではと思った。

次に名足小学校校門附

近と簡易郵便局附近に倒

壊家屋が交通の妨げにな

っていたので、二次避難所

を訪れた佐藤町長に要望

した。その後１週間も経た

ないうちに撤去された。町

長の力は絶大だ。やっぱり

語ってみるもんだ。

１０

THE

５千円▽ハ

万円▽

ガハラサ カエ

オノヒロミ

シグチ

１１ ６４８

《歌津の赤ヒゲ》
悪夢の ような３月
から毎日被災者に寄り添
による診療をしていた小

平成の森駐車場でバス

るため患者一人ひとりに
野寺歯科医院は、現在、枡

い、地区民の命と健康を守
優しく声をかけ、激励して
沢ファミリーマート向か
い仮設診療所において診
療しております。新・仮設

時

分～４時

分～

診療所ができ次第移動予
定。
◇診療時間
午前９時
午後１時

１

１６７

２０

『『『『福幸茶論』』』』オープン

津波によって杉の木が
ィを何とかしなければと
くれている歌津の赤ヒゲ
こと鎌田真人先生。枡沢の
信号付近で臨時仮設診療
所を開設している。
あの日先生は開業中の
伊里前にいた。大津波警報
発令とともに歌津中学校
に避難した。幸い家族、ス

１万円▽アベタダシ

１１

１００

９５４

～～～～吉 野 沢 団 地 内内内内～～～～

赤く枯れている。県下で約
思っていた吉野沢地区の

祉財団とアジア協会から

２万５千本が塩害の被害

人も家も植物をも飲み
テントを共同支援ネット

畠山鉄雄氏を中心とする

込んだ津波。あの枯れかか
ワークから机、椅子の支援

を受けたと河北新聞は報

った杉を何とか活用でき
を受けて復興と幸せにつ

方々が賛同し、さわやか福

ないかと東北、関東大震災
ながる茶話会の場が完成

１２

◇休診 土・日・祝祭日

このグッズは只今ネット販売しております。また、当協議会がありま

じていた。

共同支援ネットワークの
タッフは全員無事だった。

円 ▽シオヤ マ

万円▽ク マベカズヒ サ
１万１千

ブラウン

３０ ３０

５４４

５万円▽アリエチョ

２４０

万円▽ヤマウチヨシカズ

白・青

診療所も自宅も流失した。

34cm×36cm

し、老いも若きも集まる場

ハンドタオル

武田氏が相談に来た。今な

謝の気持ちを込めたグッズを作成しました。

７１７

万円▽ミウラエイシ

４０ １０ １０

１万円▽トウキョウウタ

￥１，２００

避難所は臨時診療所にな

５万円▽キリュ

キ

ナチュラル

ツカイ

白

６万

90cm×34cm

った。押し寄せる寒さと不

上げます。当協議会では地域復興のためご支援をいただいた方々へ感

３０

ウブッキョウカイ

タオル

安に震える救急患者に飛

￥１，７００

んで行き往診をする。先生

白・黒

が出来た。歌津地区からは

ルと椅子がコミュティの

130・110

ら十分使えると思い、地元

その結果、塩害杉を地元
場に止まることなく、全国

ウタちゃんＴシャツ

自身も被災し、薬も器具も
ない中避難者はどれほど

￥１，９００

一人の孤独死も自殺者も

の製材所で製材し、地元の
からテーブルや椅子購入

白・黒

阿部製材所と歌津木工所

大工さんがテーブルと椅
者が手をあげることによ
心強かったことか。

まもなく５ヶ月になろ

Ｓ･Ｍ･Ｌ･XL

出したくない。このテーブ

子に加工、それを仮設住宅
り雇用の場につながれば

絆Ｔシャツ

単

の高橋氏に相談した。

に設置して皆が集える場
と願う。

￥３，９００
タオルセット（５枚入）

うとしている現在も時系
列的に変ってくる被災者
の心の支えとして、今日も

￥９００
色

１１

診療を続けて下さってい
ます。

この度の震災では、多くの方々から多大なご支援を頂き厚く感謝申し

２５

utatsu1@gmail.com

お問い合せ先：E-mail

￥６００
グリーン
23cm×23cm

ミニハンドタオル

価
サイズ
目
品

グッズ販売の紹介
南三陸より愛を込めて

づくりに使うことにした。

さわやか福祉財団よりテントが提供された

す歌津中学校内において販売しております。

参参参参った 参参参参った

悪夢のような震災から、

まもなく５ヶ月になろう

としている。

避難所では仮設住宅に

入居がまだか、まだかと気

をもんでいる。一方大崎市

や栗原市に二次避難した

被災者は、仮設が当っても

安心して帰れないと不安

を持っている。

さて、我が国、国会だが

与 野 党 入 り 乱 れ て 「辞 め

ろ」「辞めろ」の大合唱。

復興対策は、遅々として進

まない。千年に一度の大震

災・国難だと言っている

方々たちである。いくら忍

耐強い東北人でもあきれ

て物が言えない。いい加減

にしてほしい。新しい総理

を選び又気にくわなけれ

ば同じことを繰り返すの

だろうか。剣道スポ少の子

ども達には、自分たちで選

んだリーダーは、選んだ責

任として最後まで皆で協

力するものだと教えてい

るが、子ども達にどのよう

に説明してよいものか、回

答が見つからない。

体育館で避難所生活を

続けている子ども達は、他

に迷惑をかけまいと息を

ひそめて生活をしている。

国会議員の先生方よ、一週

間も避難所で子ども達と

一緒に生活してはどうだ

ろうか。そこには、被災者

の苦しみと未来へのヒン

トが転がっている。

