
第 3 回つながりキャンプを終えて

平成 29 年 3 月 31 日
つながり大作戦
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1. 中谷賢人（本部代表・元愛媛支部リーダー）

今回つながりキャンプを無事終了することができて本当によかった。

私は今回参加者を連れて行く立場での参加ではあったが、今までの経験と参加者の新鮮な意見

で今回も学ぶことがたくさんあった。今回はボランティア活動について、普通イメージするのは

がれきの撤去や農業作支援などの作業である。しかし今回桜ライン 3.11 等のボランティア活動を

通して、作業以外にもふれあいというボランティアがあることを感じた。直接話すことは、若者

の少なくなった町にとって大きなパワーを与えること。そして、話している私たちも復興に向け

て頑張っている人たちの力強さに、元気に、パワーをもらっていた。

他にもつながりキャンプという非日常の時間にはたくさんの気づきを頂いた。今回参加してよ

かったな、と参加者に思っていただいているようで本当によかった。そう感じるとともに、これ

から先継続して私たちつながり大作戦は活動していかなければならない、という責任を感じてい

る。これからもつながり大作戦のよりよい団体作りに励んでいきたい。

2. 近村彩（本部副代表・元徳島支部リーダー）

私たちが行く 3 日前にリニューアルオープンしたと聞いて、ずっと楽しみにしていた 1 年ぶり

の南三陸さんさん商店街。昨年訪れた場所から、近くの嵩上げされた場所へ移転されていた。敷

地内から町を見下ろしたとき、見えたのは赤い鉄骨があらわになった防災庁舎だった。長く腕を

伸ばしたクレーン車やせわしなく動くダンプカー等の工事車両だった。至る所に積まれた巨大な

盛り土だった。無機質に見えるこの光景とは対照的に、商店街の中はとても楽しげで、人と笑顔

にあふれた活気あるものであった。私たちが、遠くから来たと知って厚くもてなしてくれた。「東

北のいちばんに良いものは何といっても人だ」3 度目の東北を通して私が強く感じたことである。

復旧が進むにつれて、見るたび町の様子は徐々に変わってゆくが、人々の変わらない温かみがそ

こにはあった。

今回とは違う景色と変わらない人たちに会えることを楽しみに、また必ずここに来ようと胸に

誓った。

3. 黒田麻友（本部副代表・元山口支部リーダー）

本部としてリーダーと一緒に作り上げてきた今回のつながりキャンプ、メンバー全員が無事に

大事なく終えたことが一番の成果だったと思う。

このつなキャンで、参加者にどんなことを感じてほしいか、どうなってほしいか、なにを知っ

てもらいたいか、など様々な角度から考えてきた。一昨年はメンバーとして、去年はリーダーと

して参加してきた。そして今回は本部として。毎年異なった立場での参加であったために、自分

がつなキャンの中で重きを置いた部分も違う。感じたこと、学んだこと、成長したこと、それぞ

れ新しいことが多くあったと思う。その一方で、変わらなかったこともある。それが良いという

ことがらもあれば、よくはないということがらもあった。それに気づけたのは、4 回ほど東北に

来続けているからだろう。継続して東北に行けていること、それは私の中でかなり大きなことで
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ある。

懐かしいなーって思える場所が私にあるようにこの先、参加者にもできてほしい。また東北に

訪れたいと思ってもらえていたら、大変嬉しい。

4. 大久保航平（本部広報・山口支部）

東北を訪れ、破滅的な状況を目の当たりにした。大切な人を失った悲しみも少しは理解したし、

他人の痛みを自分のこととして共感することの難しさも感じた。それだけでなく、震災前からそ

こに存在した地域そのものの魅力を感じた。これは、今回初めて「つながりキャンプ」に参加し

たことで得られた「気づき」である。また、当たり前のように活動に参加できることも、この 3

日間を通じて得られた「気づき」である。これには感謝しかない。「気づきに感謝」である。

わざわざ言うべきことでもないが、この 3 日間は居心地の良さを感じられた。これはやっぱり

「家族」であるからだと思うので、参加者同士で離れていても頻繁に連絡を取り合ってもらいた

い。次回の「つながりキャンプ」が開催されることも望んでいる。今回のメンバーが全員そろう

ことがあればいいが、そうはいかないかもしれない。だから、新しい「家族」と共に東北を訪れ

ることを楽しみにしようと思う。こんな「気づき」にも、感謝せざるを得ない。

5. 宮内廣大（愛媛支部リーダー）

何を書こうか悩んで、初めに浮かんだ感情を書くことにする。つながりキャンプが終わり、地

元に帰ってまず感じたのは、退屈感である。東日本大震災で被害を受けた場所を訪れ、思ったこ

とを共有するという非日常を終え、またいつものような日常が始まるのか、という退屈感である。

キャンプで得た情報が多すぎて未だ整理できていないから感じるものなのかもしれない。

愛媛支部のリーダーかつ、初めて東北を訪れるメンバーとして参加して、不安であったりプレ

ッシャー、現地を訪れて感じる心の苦しさ。それらすべてが私を成長させてくれた。そしてそれ

は、日常では感じられない。東北で得たものを地域に還元したいという気持ちもあるが、今は向

こうで得たものが多すぎて整理しきれず、日常に逃げ、平和ボケしていってしまう自分に対する

退屈感で溢れている。

向こうで得たものは決して帰ってから感じることはできないが、帰ってきたからこそ得たもの

を日常と照らし合わせ、次へのステップへ繋げられると思う。まず手始めに、避難所とそこの備

蓄の確認から始める。

6. 久保千翔香（愛媛支部副リーダー）

（ただいま準備中です。）

7. 尾崎夢（愛媛支部）

今回つながりキャンプに参加することによって、私の心境を変えるきっかけをたくさんいただ
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いた。将来の夢のこと、愛媛での生活のこと、地元での活動のこと、やりたいことがたくさんで

きた。本当にそれが実現できるかわからないが、今できることをどんなにちいさいことでもいい

から始めていきたい。そして、その思いが同じ仲間をたくさん持つことができた。それを手にし

たことが今回 1 番大きなことだと思う。そんな「つながり」を私たちが今回見て感じて考えたこ

とを伝えることによって、愛媛や地元で広げていくことが、「風化防止」につながると思う。

刺激的な東北での日々をうまく整理できず、アウトプットできなくて私の心の中で思いがとど

まっているもどかしさを感じながら愛媛での平凡な日々を過ごしている。まずは、その平凡、当

たり前こそ幸せであるということを伝えるところを入り口に、上手にじゃなくてもいいから、自

分の言葉で東北の震災、魅力、強さ、弱さについて話せるような人になりたい。

8. 喜多縁（愛媛支部）

東北に今回初めて行き、感じたことはまだまだ復興していないということである。

テレビ、新聞などのメディアでは「復興への一歩」などよく言っているが、実際現地に行って

みると嵩上げされただだっ広い土地が続いているだけで、道を歩いている人はもちろん、車も走

っていなくて、唯一走っているのは工事用のトラックだけという現状に驚いた。メディアを信じ

すぎるのはいけないことだと思ったし、やはり実際自分の足で現地に行き五感で感じることの大

切さを痛感した。

語り部の方のお話で津波で亡くなった親友の携帯の電話番号を消すことが出来ない、また前み

たいに電話がかかってくるかもしれないということを聞いて自分に置き換えて考えると涙が出て

きそうになった。私の大切な友達が津波で流されて亡くなってしまったら自分も携帯の番号は消

せないだろうし、亡くなってしまったという現実を受け入れることはできないだろうと思った。

今回の東北へのつながりキャンプで学んできたこと、感じたこと、今の東北の本当の現状を回

りの身近な人に話をすることが大切だと思うし、実際少しずつだが家族や友達、先輩にも話をし

ている。もっとたくさんの人に東北のことを知ってもらいたいので話をしていきたいなと思う。

9. 木原拓海（愛媛支部）

私はこのキャンプを通じて日常が一瞬でなくなる恐怖、自分の身を第一に考える大切さ、被害

に対する多種多様な視点をそのまま後世に伝える必要性などを学んだ。この学んだことから被災

地に対して何ができるか、ボランティアはどうあるべきなのかといったことを考える必要がある

と思う。しかし、今私たちができることで最優先すべきは学んだことをいかにして多くの人に“伝

える”かということであると考える。キャンプを通じて聞いたこと・見たこと・感じたことは自分

の中にあるだけでは大きな意味を持たない。発信してこそのものであると思う。私は、日常を日

常として送れることに感謝し、“あたりまえ”ということを考え直す必要があるということを特に

伝えていきたい。これによって少しでも被災に対する考えが変わり、未来に起こる被害を最小限

にできたらよいと考える。伝え、理解してもらい、興味を持ってもらうことは非常に難しいこと

であるが、少しずつ頑張っていきたい。
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10. 黒川拳都（愛媛支部）

（ただいま準備中です。）

11. 高尾真実（愛媛支部）

（ただいま準備中です。）

12. 山中直至（愛媛支部）

今回、僕は本当にたくさんのことを学んだ。その中でも特に印象的だったのは、今生きている

日常はごく普通だけどかけがえのないものだということである。語り部さんをはじめとした様々

な人が、当たり前に身近にいた友人や家族を失った苦しみを教えてくれた。このような悲しみを

二度と繰り返さないために、またたくさんの人に知ってもらうために、僕たちはここで得たこと

を周りに発信し続けていく必要がある。しかし、僕たちは実際に被害にあったことが無いから、

正確に伝えることができなかったり、実感がわかなかったりすることもあるだろう。限界ももち

ろんある。しかし、大切な周りの人を守っていくために、僕たちが伝え続けるべきであると感じ

た。伝え続けることに大きな意味があるとわかった。

そして、つながりキャンプだったから学べたことが多かったように感じる。仮に自分一人で東

北に行っていたら、こんなに多くのことを持ち帰ることはできなかっただろう。周りにたくさん

のメンバーがいたからこそ得られたもの、知れたものを大事にしていきたい。

13. 横山みのり（愛媛支部）

今つながりキャンプを通して多くのことを感じ学んだ。東日本大震災が齎した津波被害の恐ろ

しさを、嵩上げ作業だけが進んで行く景色から感じた。そして、それとは別に東北の各地で出会

った方々から、東北の方の温かさを感じた。そして、これらのことをつながりのメンバーとのワ

ークショップなどを通して学びへと変えていった。その中で、自分が感じたことや気づいたこと

などを自分の言葉で伝えることや、他者の意見を聞き入れることの大切さ、重要さを学んだ。私

は感じたことを伝えるのが苦手だったが、それを聞き入れてくれる人の存在が私を後押ししてく

れた。

つながりキャンプでは、感じた事や学んだことは多くあったが、次はそのことをどのようにし

て第三者に伝えてゆくのかが今後の課題だ。私は保育者を目指していることもあり、防災や東北

の良さを子ども達や保護者、そして同業者の人にも伝えて行きたいと思っている。具体的な方法

は、まだ検討中だが自分なりに考えて、活動に移して行きたいと思う。そして、今回出会えたつ

ながりキャンプの仲間と今後も風化防止の大切さや東北のことを伝えていきたい。

14. 横山頼正（愛媛支部）
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"伝える"ということはとても難しい。今回のつながりキャンプでよく聞いた言葉のひとつで、

自分自身そう感じた。何気ない普段の会話では意識していないのに、どうしてそう思ったのだろ

う。考えられるのは東日本大震災で起きたことが想像以上のものだったからなのだろう。自分た

ちは、津波の高さ、震災遺構などを現地で実際に見てきた。テレビやネットの画像とは違うのだ。

実物を間近にし、見上げ、見渡すと言葉を失う。さらに自分たつが歩いた地面の下には、かつて

家があったという場所さえあった。例え想像できたとしても、受け入れられないような事実が多

く、頭の中で整理がしにくい状態だった。

しかしそんななか、自分たちは現地で復興のために、未来のために活動する人たちを見てきた。

そして、その人たちも含め街の魅力にもふれることができた。それらを通して理解できたことは、

防災の重要性、東北という街の魅力だ。この 2 つをもとに考えれば、伝えることは決して難しい

ことではないのではと感じた。完璧でなくてもいい、少しずつでも東北のために、自分たちの大

切な人たちのために、"伝える"活動に取り組みたい。

15. 濱崎彩花（山口支部リーダー）

私は昨年も参加し、この 1 年間多くの人に東北の話をしてきたが、自分事として捉えてもらえ

ず悔しかった。人に伝えることがとても難しいことを痛感した。「震災や防災に興味がない人に

どうしたら伝わるのか」この 2 ヶ月ぐらいずっと考えていた。3 日間を通して思ったことは、一

緒に学んでいくということである。私たちも震災や防災に関してすべてを知っているわけではな

い。それなら参加者と同じ立場で一緒に学んでいくことで参加者との距離が縮み、防災が身近に

感じてくれるのではないかと思った。そのような企画を今後考えていきたい。

今回「大切なもの」というのを考えていた。現地の方々の話を聞いていると地元や家族、友人

が思い浮かび、気づいたら涙を流していた。私にとって大切なものは「人」だと気づいた。そし

て、やりたいことを削ってでも会いに行ける時に会いに行こうと思った。SNS で簡単に連絡が取

れるが「会う」ということが大切ということを現地の方々から教えていただいた。

16. 片田沙羅（山口支部）

つながりキャンプを通して、震災や防災について学び、周囲の人に伝えていかなければならな

いと強く思うようになった。6 年前の東日本大震災はテレビなどで多く取り上げられていたもの

の、どこか他人事のように感じていた。そのため、つながりのメンバーであるにもかかわらず、

防災に関して深く考えることができないでいた。しかし今回東北に行き、震災に遭われた方の話

を聞いたこと、実際に津波によって破壊された建物などを見たことによって、その気持ちが大き

く変わった。

今自分がすべきことは、震災は身近なものであり、そのための備えが必要であることを伝えて

いくことだと思った。それと同時に、東北の現状を伝えていくことも大切なことである。また、

東北の方々は震災の悲しみに負けないくらい強くて、温かい心を持っていることや、東北には魅

力的なものがたくさんあることも多くの人に伝えたい。

自分ひとりでは受け止められなかったであろうことも、つながりキャンプのメンバーで共有す

ることで受け止めることができたことに感謝している。
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17. 作間克樹（山口支部）

私の心に特に残っていることは二つある。一つ目は、「街の復旧」だけが「復興」ではないと

いうこと、言い方を変えれば、まだ被災したことにより支援が必要な人は多くいるということだ。

「街の復旧」というのが目に見えやすいから、「復興」とは街が元通りになることだと思いがち

だが、見えづらくとも地震、津波の爪痕は街以外のところにも多くある。心のケアが必要な人、

経済面での援助が必要な人、制度的な問題などのことである。私が知らないだけで、その他にも

問題はたくさんあると思う。21 年前の阪神淡路大震災による被災者もいまだに困っている人はい

るそうだ。

二つ目は、桜ラインのプロジェクトの話である。「私たちは、悔しいんです。」過去にも大きな

津波が来たにもかかわらず、その記録を活かさなかったために今回の被害は大きくなった。だか

ら今回の津波を「到達点を桜の木でつなぐ」という形で後世に伝える、というのは、素晴らしい

発想だと思った。過去を振り返ることの大切さ、未来へ伝えることの尊さを教わったと思う。

18. 杉山春華（山口支部）

今回のキャンプで私は東北のことがさらに知りたくなり、そして身近な家族や友人に「自分の

言葉できちんと伝えたい」と強く思うようになった。そこで個々人が発信者となることで浸透性

の確保にも繋がると考えると伝えることの大切さがよく分かる。また普段災害に出くわさないが

為に、備えや把握不足で失われる命も多いと思うと地元のこともきちんと知る必要があり、コミ

ュニティの形成を日々日頃から意識しておく必要があると考える。個人的な学びも多かった中今

後は、震災関連のみでなく観光を目的として東北に足を運ぶつもりだ。このつながりキャンプを

一つの良い機会だけで終わらすのではなく、参加して得たこと、吸収できたことをこれからの自

身の強みとして様々な現場で活かしていきたい。

19. 中野祐菜（山口支部）

東北に行く前、私は震災に対してあまり身近なものという感覚がなかったし、地震は自然に発

生するものでどうしようもないものという認識しかなかった。しかし、実際行ってみて被災物を

見た時原爆資料館にあるものと一致して不安とか恐怖とかそういうものが一気にこみ上げてきた。

それと同時に「できることはしていかんといけんな」って思ったし自分にとって大事な人には特

に地震がどれだけ恐ろしいものか、ちょっとの心がけで防げるということも伝えていきたいって

思った。

しかし、実際帰って話を共有したりしたけど「あんまり想像ができん」とか「影響されすぎ」

とか、聞いて考えてくれた人がいた反面、やっぱりあんま伝わってないんだなって感じさせるよ

うな言葉ももらった。

けれども、私が愛媛支部の方からいただいた「伝えていく、支援する、忘れない」という言葉

を大切にとても心を動かされたからこの言葉を忘れず、これからもめげずに震災のことだけでは

なく東北の魅力も伝えていきたい。
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20. 増田朱里（山口支部）

三度目となる東北、私は新たな目線で新たな学びや感情を多く得ることができ、また自分の東

北に対する思いや在り方を見つめ直すきっかけにもなった。「同じ被害を繰り返してほしくない」

被災者の方々の思いを、自分が感じたこと学んだことを、東北は美味しいものが沢山あって素敵

な所なんだよ、と多くの人々に伝えたい、伝えなければならないと改めて強く思った。しかし伝

えることは容易なことではない。インプットしたことを自分の言葉でアウトプットし伝えれるよ

うに、しっかり自分の中に落とし込んで深めていきたいと思う。また、緊急時に最も大事なこと

は自分の命を守ることである。まず自分自身を守ることで、大切な人を守ることができるのだと

思う。そのために自助を強め、防災意識を高め、知識を増やしていきたい。

21. 森岡希梨花（山口支部）

つながりキャンプに参加して、もっと知りたいと思うことが増えた。実際に、被災した建物や

物を見たり、被災された方の話を聞く中で「自分に何ができるのか」と思うことがあった。その

際、周りの人にこの体験を話そうと決めた一方で、自分自身の知識も増やそうと思った。具体的

には、用語（災害時に使用されるような）・自分が震災にあった時の避難場所・住んでいる地域

のハザードマップ・過去に起こった震災（山口県の）などだ。また、私は大学で国際関係の勉強

もしているので、被災された外国人について・日本語が分からない外国人への災害時の時の対応

なども調べていきたい。そして、東日本大震災の翌日に起った長野県の地震・広島県の土砂災害

など、東日本大震災以外の災害についても調べていきたいと思う。

日ごろからできることは、何かある。小さなことでも、「もしも」の時必ず役に立つし無駄に

なんてならない。そして、つながりキャンプで得た「微力だけど、無力じゃない」という言葉を

胸にこれから、自分ができることを確実にやっていこうと思う。

22. 吉田希（山口支部）

二回目の東北。去年はメディアとの違いや、思っていたよりもまだ復興できていない現状を知

り、ただ受け入れることに必死だった。しかし今回は様々な視点から考えることが出来たように

感じる。また、改めて自助の大切さを学んだ。自助というのは避難袋を用意したり、避難ルート

を知っておくことだけではなく、車の駐車や夜中の外出に気を付けるなど様々あることを知った。

こういったことの積み重ねが自助につながるとわかり、まず自分が気を付けることで、人に伝え

やすいと思った。しかし、避難の準備はしているから、避難ルートがわかるから大丈夫、ではな

い。災害が来ないことに「慣れ」ないように、私たちから自分の地域、地元に働きかけることを

今後行っていきたいと思う。実際に東北に行ったからこそ知ることが出来た、東北の人々の思い、

東北の現状、そして東北の魅力をこれから伝えていきたい。

23. 福岡亮太（宮崎支部リーダー）
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去年はメンバーとして、今年はリーダーとして 2 度目の参加となったつながりキャンプ。立場

は若干変わったが、自分もたくさんのことを勉強させてもらったかけがえのない 3 日間だった。

去年は当時のことについてただただ衝撃を受けるばかりで、宮崎に帰り周囲の人に東北について、

あまりうまく話す事が出来なかった。そのため今年は、「東北の現状・教訓をどう伝えていきた

いか」を考えた。宮崎県は、日向灘での津波を伴う地震が多く、今後大きな地震が発生する可能

性が高いと予想されている。南三陸町のような防災意識の高い地域でも、東日本大震災で甚大な

被害を受けたことから、防災意識を持つ必要性を認識してもらう。しかし、いきなり防災と言わ

れると、話を聞いてもらえないこともあるので、実際に東北に行って感じた魅力など、明るい話

題から始めたいと考えた。

つながりキャンプを通して、今年もたくさんの人と話す事ができた。今後も人とのつながりを

大切にしていきたいと改めて思った。

24. 阪本竜也（宮崎支部）

「絶対」とは何か。私たちは今一度、検討する必要があるのではないか。3/7 ～ 3/9 のつながり

キャンプに参加してそう思った。東北の三陸地方は、これまで度々地震・津波の被害に遭ってき

た。明治 29 年の明治三陸地震では、陸地では震度 3 程の誰もが気にしないような揺れのあとに

津波が襲い、21,915 人が亡くなった。それから 37 年後の昭和 8 年に昭和三陸地震が起き、そし

て 6 年前の、25,949 人が亡くなった東日本大震災へと繋がる。何故悲劇は繰り返されたのだろう

か。語り部さんによると、強い地震の後、津波がくるから逃げてください、との勧告があっても、

防波堤や防潮林が津波を防いでくれると主張し逃げなかった方もいたそうである。もちろんパニ

ックに陥り避難することができなかったり、避難した場所まで津波が押し寄せ飲まれてしまった

りした方もいる。しかし、準備はできる。今普通に生活している場所は本当に安全か、あらゆる

可能性を考慮しそれを共有する必要性を感じた。

25. 畑中唯菜（徳島支部）

今回のつながりキャンプで私は初めて東北に行った。東日本大震災が起こってからたくさんの

現地の映像や情報をメディアを通して見てきたが、「現地に行って直接見るのはまた違う」という

のはよく聞いていた。そのため、つながりキャンプは震災被害のあった場所に行けるよい機会だ

と思って私は参加した。実際、防災庁舎や一本松、大川小学校などある程度知っていた建造物を

多く見ることができたが、あまりにも非日常的な光景で私は津波の恐ろしさについて漠然としか

想像ができなかった。しかし、現地の方との交流の中で聞いた話はどれも生々しくて辛くなるこ

とが多かった。特に私はボランティアで関わった方々の明るく気さくな姿、震災のことを話す時

の辛そうな姿、その上で未来のために活動している姿がとても印象に残った。この三日間で感じ

たことや思ったことを忘れずに、これからもっと災害について学んでいきたい。

26. 小西楓美（徳島支部）

今回のつながりキャンプを終えて、今回学んだことや感じたことを発信したいという気持ちが
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大きい。普段は学んだこと、感じたことは自分自身の中でとどめて生かしていこうとするのだが、

今回は周りの人をはじめ多くの人にも伝えていきたいと感じた。語り部さんや被災された方々が

様々な思いを持ちながら私たちに伝えたいことを強い意志で伝えてくださった。教訓は後世に伝

えていかなければ、震災の被害が今回と同様な被害の大きさやそれ以上になることがいえる。反

省を生かしていくことが大事だと感じた。私は東北から帰って来てから多くの人に会い東北に行

ったことを話したが、伝えたいことを伝えられていない現状にある。伝え方にも工夫が必要であ

ると述べたメンバーがいたように私も相手に負担をかけない話し方を心がけたい。

また、つながり大作戦として東北を訪れたことで、様々な視点を得られた。今後の活動におい

てもこのように多くのメンバーが震災のことを考え共に活動をしているということを励みに頑張

れると思う。

27. 阿部桃子（山梨支部リーダー）

私は今回のつながりキャンプは 2 回目の参加だった。東北に行くのは何回目だからというのは

関係ないとは思うが、今回はどういう目線で見ようなど決めずに行った。自分がどう感じるのか

それを楽しみにしていた。

3 日間、様々なものを見たり聴いたり感じたりした。それをまずは近くの人から忘れずに伝え

ようと思った。伝え方はいろいろあるが、伝えるという意思を持ち続けなければいけないと思っ

た。こんなふうに思ったのは、リアスアーク美術館の展示に刺激を受けたからだ。ここに展示し

てある言葉はどれも印象深い。なぜかわからないが、目につく展示物も前回とは違った。とても

印象に残ったものがある。「言葉は表現」で話し手の発した言葉という記号を聞き手はその人自

身の経験・知識・価値観などを通して意味付けをする。話し手も聞き手も相手の経験・知識・価

値観などを人となりから推し量って言葉を選ばなければならない。お互いがお互いを知る努力、

分かり合おうとしないと私たちは共通の言葉を失ってしまう。

被災地と私の住んでいる世界を切り離して考えていたことに気づいた。あの日に起こったこと

は私のいない違う場所で起きていた。3 日間を通して人の温かさ・思いやること・感謝がたくさ

んあった。でも、それは日常の中になくてはならないと感じた。東北と私をつなげることができ

た、日常の中に東北を感じられるようになった、それが前回との大きな違いだと思う。

28. 齋藤麻穂（山梨支部）

（ただいま準備中です。）

29. 鴻上麻衣（一般・愛媛）

東北に行き一番感じたことは、東北について多くの人に知ってもらいたいということだ。私は

今回初めて東北を訪れた。震災の様子はメディアで何度も見たことがあったが、被災した町や建

物を目の当たりにすると何度も言葉を失った。現地の方に聞いたり、資料館で目にしたりして初

めて知ったことが多く、これまで震災の表面の部分しか捉えていなかったことを痛感した。

東北で学んだことを家族や友人に伝えてみると、東北を訪れる以前の自分のように、初めて知
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ったことが多いという印象を受けた。伝えた直後は受け入れてくれたが、やはり自分は大丈夫と

いう気持ちが強いようだった。伝え方が十分でなかったのかもしれないが、経験しないと分から

ないこともあると思った。だからこそ、多くの人に東北について、震災のこと、とても魅力のあ

る場所だということを知ってもらいたい。自分も訪れてみたいと思ってほしい。そして、訪れた

人々がまた伝えていく、というようにつながってほしい。自分ができることは微力だとしても伝

え続けていきたいと思った。

30. 須山周利（一般・愛媛）

私は、周りと一緒ということを避ける傾向にある。集団の中にいても個人であることを忘れた

くない。だから、防災意識が変わった、被災地のためにできることを考える、微力だけど無力じ

ゃない、という思いはあるが、書き残す柄じゃない。

私は、人の強さの源を東北で知った気がする。それは、弱みをさらけ出すということだ。震災

後、辛いという感情を共有することによって信頼が生まれ、じゃあ希望を作ろうと動き出せるし、

気丈に振舞える。被災地に行って逆に元気をもらったという声は各所から上がるが、それは自ら

苦しみをさらけ出せる秘めた羨望を容受された気がするかではないか。絶え間なく笑顔を振りま

きつつ、要所では私たちが日常で外せない笑顔の仮面を外す行為に心打たれるのでは。

では、私たちが眼前の相手にすることは何か。顔色を窺うことか。東北の人と自分を比較して

消し去ることも結構だが、敢えて見せるのも一手ではないか。見せられて、魅せられたのだから。

31. 高原のの（一般・愛媛）

初めて訪れた東北は震災後のため本当に何もないという印象だった。震災前はここに街があっ

たんだよと言われても想像が全くつかなくて、何も感じることはなかった。そんな自分に驚き、

がっかりした。しかし、3 日間東北にいて、震災遺構を見学に行ったり、リアスアーク美術館を

訪れたりして、少しではあるが震災のことを理解できたのではないかと思う。

それと同時に、震災前の東北をもっと知りたかった、訪れたかったということをすごく思った。

たった 6 年なのかもう 6 年なのかわからないが、まだまだ復興が進んでいないことはすごく理

解できた。語り部さんの話でもあったように、2020 年に東京でオリンピックが開かれるが、それ

をする前にもっとしなくてはいけないことがあるだろう、順番が違うんじゃないのかとすごく思

った。東北の人たちは本当にやさしく温かくて、それに日本国民全員が甘えてしまっているんで

はないかと思う。そんな優しい東北の人たちに対して私ができることを探していきたい。

32. 田中文那（一般・愛媛）

今回、つながりキャンプに参加して、たくさんのことを学べました。テレビで見る映像では離

れた地の出来事のように感じていた東日本大震災が、3 日間の学びをとおして、現実味のあるこ

とに変わった。被害にあった方の 1 人がもし自分だったら、と考えたときにとても恐ろしく、ま

た長年住んでいて愛着があった地元や家が一瞬にしてガレキに変わること、一緒に育ってきた近

所の人や友人が亡くなったこと行方不明なことをたった数日の間に知らされる、人々が津波にの
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まれていく様子を目の当たりにすること、想像しただけで身震いがした。そんなつらく暗い過去

をもった人たちが、あんな風に私たちに優しく気さくて、未来の人たちを思いやる気持ちを持っ

ていることに感動した。つらい内容のことが多すぎて受け入れられないことや時間がかかること

ばかりだったけど、現地の人の話を目を見て聞いて、その人の表情や息遣いを見ると、目をそら

せなくて、受け止めなければいけないという気持ちになった。今できることは少ないけど、これ

から先の自分自身のできることにつなげるために、伝えること、より学ぶことをがんばっていき

たいと思った。

33. 津田晏里（一般・岡山）

初めて訪れた東北での 3 日間、たくさんことを感じ、考えた。心に残る言葉がいくつもあった。

また、震災や私たちにできることを真剣に考えることができたのは、つながり大作戦のメンバー

がいたからだと思う。本当に感謝している。以前から防災に興味はあったが勉強不足であって、

東日本大震災や地元の過去の災害から学び、しっかりと伝えていきたい。

バスから見た看板に「世界のみなさんありがとう」「なつかしい未来へ」というものがあり、

語り部さんや東北の人たちには「また東北に来てほしい」という言葉をいただいた。東北のみな

さんは、つらさや悲しみを抱えながらも、未来のことを考え、前に進もうと頑張っていると感じ

た。私たちができること、すべきことは、東北で何かをすることだけでなく、地元でできること

があるはずだ。東北で学んだことを伝える、地元の過去の災害を調べる、避難所の経路・備品の

確認などをしていきたい。

34. 道篤綾子（一般・山口）

「震災から 6 年後の今、どんな状況にあるのか自分の目で確かめ自分にできること、役割を考

える」ということを目標に、私は 3 日間過ごした。キャンプ中に多くのことを吸収したが、その

中でも「微力だけど無力じゃない」という言葉が心に残っている。桜ラインのボランティアの時

自分は役に立っているのか分からず不安を感じていた。しかしスタッフさんから感謝の言葉をい

ただき、自分の存在価値を見出すことができたし、自信につながった。

今の私にできることは、自分が東北で得たことや学んだことを周りの人に伝えることである。

震災の現状だけでなく、実際に私が感じた東北の魅力や現地の人のお話など現地でしか知ること

のできないことも伝えていきたい。また、日頃から防災に関心を持つことが必要だと感じた。防

災は自分の命だけでなく大切な人の命を守ることにもつながる。自分が得たものを上手に伝える

ことは難しいし一人の力は微力だけれど、一人ひとりが努力して大きな力にしていきたい。

35. 中居菜摘（一般・元愛媛支部副リーダー）

（ただいま準備中です。）

36. 西宮佑香（一般・愛媛）
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たった 3 日間のキャンプで、東日本大震災・災害についてこれほど多角的な視点から考えるこ

とになるとは思っていなかった。東北で出会った全てに 3.11 の地獄と未来への希望が詰まってい

て、それらに追いつこうと必死だった。

災害前後を問わず、総じて大切なのはその地域のコミュニティである。自分の住む地域を愛し、

知り、守りたいという気持ち、人と繋がっておくことが減災の一歩である。そうした土台がある

と、避難所における避難者の社会的役割も獲得しやすい。

プライバシーの件については、避難所生活は非日常であること・命には代えられないことをも

って反論したい。都会化する日本だが、大事なのは前述のように人々の団結・絆である。復旧復

興するためのエネルギーは、個人では保てない。

「自然災害に対しては人間が変わる以外にできることはないが、しかし、できること、やるべ

きことが沢山ある。やればできることでもある。」という言葉を引用し、自分の地域につないで

いきたい。

37. 野上菜緒（一般・山口）

今回、初めて東北に行き生で見たものは本当に衝撃的であった。テレビやインターネットで震

災の被害の状況など、何度か見たことはあったが、6 年経っているが、実際に見ると言葉を失っ

た。そして、何もなくなっている場所に 6 年前は家や建物があったことは本当に想像するのが難

しかった。この三日間、たくさん入ってくる情報や生まれる感情がいっぱいで正直、大変だった。

そして何よりも、自分の震災に対する無知さが恥ずかしく、情けなかった。しかし、その分、た

くさん学べた。山口に帰ってきてすぐに身近な人に東北について話したり、防災バックを作った

りした。自分にできることをしようと思ったからだ。今回東北に行った経験を無駄にせず、まず

は身近にいる大切な人達を守れるよう、行動したい。本当に良い経験となった。

38. 日高友貴（一般・愛媛）

（ただいま準備中です。）

39. 針山美稀（一般・元富山支部リーダー）

今回、つなキャンには、初めての参加であった。東北には何度か足を運んだことはあったが、

つなキャンのようにたくさんの学生で行く東北は、2 回目であった。

今回は、「これから自分にはなにができるだろうか。」ということを念頭に置きながら様々な

場所でそれを自分なりに考えていった。私にとって行くたびに変化している東北は、何度行って

も考えさせられ、初心に戻ることができる。そして、人の温かさを感じることができる。今回も

たくさんの温かさに触れながら、たくさん学び、考えることができたつなキャンではないか。

つなキャンを通して、私がこれからしていくこととしては、教員として防災教育をしていくこ

とだ。実際に、なんの授業で、どうやって教えるかまでは想像できていないが、いざ災害に遭遇

した際、子どもたちが冷静に判断できるような力をつけることができるように指導していくこと

だと考える。そのため、教員として現場に立つまで、2 年間あるが、どうすれば自分が目指して
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いる防災教育を行っていくことができるか、研究に励みたいと思う。

40. 元山麻莉亜（一般・愛媛）

私は初めて被災地に行った。正直言葉を失ったのは一回ではない。何度も目の前にあるものが

現実に存在するものなのか、本当に日本で起こったことなのか受け入れるのに時間がかかった。

遺構、美術館での写真や被災物、被災者の話、リアルなものを目の当たりにして受け入れなけれ

ばならない気持ちと受け入れられない気持ちが交錯していたが、三日目にして少し気持ちに変化

があった。私はつながり大作戦に所属していないので、みなに比べれば多くの人に伝える機会は

少ないかもしれないが、まずは周りにいる人に思ったことを伝えていこうと思う。私が見た・聞

いた話を少しの人に話してみた。すると多くの人が想像しているよりも復興が進んでいないとい

う現実を知り、衝撃を受けていた。また、自分も現地に行って、自分の目で見たいという人もい

た。私が話したのは数人で伝えられたことも少ししかないが、微力ながら自分で伝えたことで少

しの人がほんの少し変わった。これからもまず伝えることから始めていきたい。


