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大阪府

故郷の夢は遠くへ…

◆愛犬ランとの思い出
愛犬ランとは︑生後 日で出
会いました︒母犬から離されて
３日目︒無邪気にじゃれてくる
他の子犬たちと違って︑隅っこ
でブルブル震えていたの︒それ
でこの子を選んで︑懐に入れて
連れて帰りました︒私たちの話
す言葉が分かっていたのね︒
﹁さあ︑草取りやろう﹂と言う
と︑草取り鎌をくわえて持って
くるし︑﹁新聞﹂と夫が言えば
尻尾を振って持って来るの︒そ
んなランも︑大阪に来て３年目
に老衰で目も耳も衰え︑その
上︑がんと診断されました︒あ
る夜︑異変を感じた夫がランの
脈を取ってみて﹁もう駄目だ
⁝﹂と︒﹁ラン！﹂と呼ぶと︑
かすかに尻尾を振って答えた
の︒だからもうかわいそうに

▲自身の著書を手に

※１ 浪江のこころ通信は、町民の皆さんがお話しした「ここ
ろ」を伝えることを大切にするため、取材者が聞き取っ
てまとめた原稿をほぼ原文のままで掲載しています。

「浪江のこころ通信／第99号」への
感想をお寄せください。

なって︑耳元で﹁じいちゃんば
あちゃんは大丈夫︒今まであり
がとう︒もう︑眠っていいよ﹂
と呼び掛けたら︑それまで振っ
ていた尻尾の動きを止めて⁝︒
これがランの 年の最期でし
た︒
◆震災から今日まで
地震直後は何が起きたのか理
由も分からないままに︑夫とラ
ンと一緒に町を出ました︒避難
はスムーズではありませんでし
たよ︒まず家探しへ︒犬が一緒
だと分かると断られました︒
転々とした後に娘がいる大阪に
行くことを決め︑航空券を取る
ための順番取りに４日間も空港
内で泊まりました︒ところが︑
ようやく大阪へ着いてタクシー
に乗ったら﹁え︑福島から？被
ばくしているんですか？﹂と︑
乗車拒否されそうになりまし
た︒犬は荷物と一緒にトランク
に入れられてね︒また︑口座開
設しに行った銀行では︑開設を
拒否されました︒しかも２行続
けて︒拒否の理由は不明のまま
です︒﹁被ばく﹂という言葉の
重みや差別性を︑こちらに来て
から感じるようになりました︒
私たちは避難者であると同時
に︑放射能被ばく者であり︑危
険人物だったのかも⁝︒こんな
ことがあって︑早くも８年が過

※２ 一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、大
学、ＮＰＯ、企業、経済団体、行政などが連携したコ
ミュニティ支援ネットワーク。仙台が本拠地。
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第99号 ●

●

志賀さんは夫の資隆さんとお二人で、大阪にお住まいです。
２年前の夏、東京の出版社による絵本の原稿募集を知り、「動物も
人間も命は大切だと伝えたい」との思いから、被災地で何があったの
かを、動物の目線で執筆。温かいタッチの挿絵付きの絵本「長いおる
すばん」（広報なみえ４月号14ページ掲載）として、今年２月に出版
されました。

平成23年３月11日に発生した東日本大震災、そし
て福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に出
されていた避難指示は、平成29年３月31日に「帰還
困難区域」を除き解除されましたが、多くの浪江町民
は福島県内外に分散して避難生活を続けています。町
を取り巻く状況が徐々に変化する中で、町民の皆さん
がどのような思いで生活し、ふるさとへの思いを抱い
ているのか。
“浪江のこころプロジェクト” は、町民の皆さんの
声を「浪江のこころ通信（※1 ）」を通してお届けし、
皆さんの思いや暮らしぶりを発信・共有しようとする
ものです。
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム
（※2 ）が中心となり、全国各地のＮＰＯ、大学などの
皆さんが取材を進め、浪江町と連携し「浪江のこころ
通信」を編集・発行しています。
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取材者：ＮＰＯ法人つなぎteおおむた 彌永
取材日：６月19日

【連絡先】〒979−1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
「浪江のこころ通信」宛て
FAX.0240
（34）
4593

ぎました︒かつて︑退職後の楽
しみにと︑土づくりからいそし
んだ浪江の庭︒そこに夢いっぱ
いで植えた柿やキウイ︒そして
何よりも︑追い出された故郷の
景色や人とのつながりを忘れる
ことはありません︒
◆出版への思い
この絵本では︑動物が放置さ
れた理由を﹁原発事故﹂と︑
はっきり文字にはしていないん
ですが︑読んでもらえればそれ
を感じて︑そして分かってもら
えると思います︒原発事故で
は︑人だけではなく動物にも多
くの犠牲が出ました︒絵本を通
じて一人でも多くの方に知って
いただきたいと思っています︒








 

ႜࢉơ
伸子さん（川添）
志賀

▲震災前の自宅付近の航空写真と
直筆の愛犬ランの肖像画

副代表
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なみとも

◆東日本大震災が起きた時から
浪江で暮らすまで︑どのよ
うな経緯だったのでしょう
か
小林さん その日は１年目から
２年目という仕事の節目で︑
ＯＪ Ｔ ︵ 実 務 を 通 じ て 行 う 教
育訓練︶などの研修を受けて
いました︒郡山市内の自宅マ
ンションはX字型の亀裂がか
なり入ってドアの開閉ができ
なくなり︑知人のところに身
を寄せました︒
きんしょう
また︑田村市の実家は菌床
シイタケ栽培農家を営んでい
て︑シイタケを全て廃棄処分に
しなければならない家族を見な
がら︑自分にできることはない
かと︑やきもきしていたことを
覚えています︒放射線の危険に
関する情報もあやふやで︑周り
のＮＰＯ活動をする知人たちと
インターネットで情報交換をし
ていました︒６月頃に会社が再
開し︑その後約２年間勤めまし
たが︑時々︑避難所になった
ビッグパレットふくしま︵郡山
市︶などで手伝いをしていまし
た︒
平成 年９月︑﹁田村市復興
応援隊﹂の発足と同時にメン
バーとなり︑担当になった都路
町の方々に暮らしへの要望など
をヒアリングしたり︑軽作業の
お手伝いをしたりしながら︑平
成 年の避難指示解除後のコ

ミュニティ再生活動に従事し︑
﹁よりあい処華﹂の開店サポー
トもしました︒本当に手探りで
したね︒
大高さん 受験のために埼玉の
祖母の家に滞在していた時に震
度５強の大きな揺れが起きまし
た︒慌ててつけたテレビからは
津波の映像が流れ︑まるでジオ
ラマを見ているようで言葉が出
ませんでした︒家族や友人への
電話はつながりませんでした
し︑実家の近くで大規模な土砂
崩れがあったことを知り︑小・
中学校の同級生だった和泉くん
の家がとても心配でした︒大地
震当日に起きた︑この白河市葉
ノ木平地区の土砂崩れにより︑
住宅 軒がのみ込まれ︑ 人が
亡くなっています︒
その年の後期試験は取りや
めになり︑浪人生活後︑東京で
５年間の大学生活を送りまし
た︒その間に︑和泉くんやＮＰ
Ｏ法人Ｊ inの川村代表から浪
江の話を聞いて関心を抱き︑移
住を考えるようになりました︒
和泉さん 高校を卒業し︑郡山
市にある建築系の専門学校に入
学が決まっていましたが︑震災
で約1か月遅れました︒白河の
家は土砂崩れの現場に近く︑近
所の人も亡くなりましたが︑僕
はすぐに郡山市に引っ越しまし
た︒それまで浜通りとのつなが
りは無く︑津波や原発事故と言
10

してきました︒主婦の傍ら︑
﹁なみとも﹂の活動やゲストハ
ウスあおた荘の副管理人︑エ
ゴマ作りの手伝い︒あとは︑
一般社団法人まちづくりなみ
えの視察ツアーのアテンドな
ども︒それから若者同士で月
１回くらい〝ごはん会〟をし
たり︑近所のお店に出掛けた
りしています︒
２年前に比べると夜も明る
くなり︑町なかの施設もずい
ぶん充実してきましたが︑こ
れから浪江で育つ子供たちが
増えるでしょうから︑親子で
過ごしやすい遊び場や公園な
どが整備されることを願って
います︒
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和泉さん
大高さん
小林さん

13

浪江町大字権現堂字御殿南18−8
090(2320)3874
https://namienet.wixsite.com/namitomo
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うなコーディネートをしていま
す︒例えば︑町民の方々と流し
そうめんや餅つきをしたり︑浪
江の歴史や文化などを知る﹁な
みえあるもの探し﹂を企画して
まち歩きをしたり︑移住相談に
も乗ったりしています︒今年は
町外から 代の若者３人が移住
してくれました︒

や風評被害に負けない作物は何
かを考えながら農業を豊かにし
ていきたい︒生活の糧も得たい
し︑移住者のモデルにもなりた
いですね︒
﹁なみとも﹂としては︑運動
会などで子供たちとの交流を
図ったり︑総合学習で町内を歩
き︑大豆やエゴマ栽培などを見
学・体験してもらったりしてい
ますが︑今後さらに子供たちと
一緒に地域づくりを学んでいき
たいです︒
僕は今︑町民の方々ともつ
ながり︑不便なく楽しく生活し
ていますが︑浪江でどう幸せに
暮らしていくのか︑ 年後︑
年後の姿を想像して活動してい
くことが大
切ですし︑
外に向けて
情報発信す
ることも必
要だと思っ
ています︒
小林さん
私は平成
年に浪江町
職員の夫と
結婚し︑平
成 年３月
に一部避難
指示解除に
なった後︑
同年４月に
浪江町に越
10

「なみとも」の活動拠点、「ゲストハウスあおた荘」で出迎えてくださったのは、一部避難指
示解除後に浪江町に移り住んだ20代から30代の３人の若者でした。「なみとも」が相談に
乗ったり、きっかけを作ったりした町外からの若い移住者は徐々に増えているそうです。
「私たちの暮らしの延長線上に『なみとも』の活動が当たり前のようにあります。この浪江
でみんなが助け合って、楽しく生活できるように、隣組みたいなものになりたい」と、にこや
かに話してくださいました。

◆今の暮らしや﹁なみとも﹂の
活動︑浪江町のこれからに
対する思いなどを聞かせて
ください
大高さん 浪江町に越してから
ＮＰＯ法人Ｊ inに就職し︑ト
ルコギキョウ栽培の研修を受け
ていますが︑来年には友人と２
人で独立します︒何かを育て
る・作ることに興味があったの
で︑地域との関わり方がよく分
かる農業は性に合っていると思
います︒
浪江町は気候的に過ごしや
すく︑海風も心地いい︒人も優
しいですし︑何より都会よりも
ストレスが少ない︒町には家や
仕事を紹介する支援︑移住者に
対する家賃補助などを望みます
し︑双葉郡に寄り添った﹁移住
定住支援制度﹂があったらいい
ですね︒
和泉さん 僕は今年︑浪江の農
家の方から指導を受けて︑加倉
や川添︑西台の畑で︑エゴマを
作っています︒浪江の土づくり

『 なみとも・ゲストハウスあおた荘 』
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浪江の人たちや移り住む人たちと共に、
浪江の明日をゆっくり作っていきたい

われてもピンとこなかったです
ね︒その後︑社会人として関東
圏で暮らしましたが︑福島の状
況は全く分かりませんでした︒
会社を辞めて福島に戻って
からは︑ＮＰＯ活動をする知人
から詳しい情報を聞き︑私自身
もＮＰＯの活動に興味を持ちま
した︒
平成 年にＮＰＯ法人みん
ぷくに入り︑コミュニティ交流
員として福島拠点で１年余り活
動しました︒浪江町との関わり
が強くなり︑町の自慢話を聞か
されたり︑日頃よくしてもらっ
たりする中で︑一部避難指示解
除後の町の役に立つことがした
いと移住を決断しました︒区長
の佐藤秀三さんに相談したとこ
ろ︑この﹁青田下宿﹂のオー
ナーを紹介してもらい︑﹁ゲス
トハウスあおた荘﹂の運営を始
めました︒
小林さん 浪江町で最初に行わ
れた夏祭りで︑移住を希望して
いた和泉くんと知り合い︑２人
で平成 年２月に﹁ゲストハウ
スあおた荘﹂と﹁なみとも﹂を
立ち上げました︒コンセプトは
﹁町の人と共にここで暮らそ
う﹂﹁友達の輪を広げよう﹂な
ど︑老若男女問わず人と人がつ
ながる場づくりをしています︒
ゲストハウスあおた荘を活
動拠点として︑町の人たちや移
住した若者同士が交流できるよ
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取材者：認定特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ 古山・松田
取材日：６月22日
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福島県

移住者

小林奈保子さん（権現堂）
和泉
亘さん（権現堂）
大高
充さん（川添）
表
代
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