居酒屋で懇談、カラオケ）

◇３日目 会津若松市ホテル―飯盛山―
喜多方市（昼食、ラーメン）―磐越道会津

若松ＩＣ―郡山ＩＣ―郡山駅
（東北新幹線）

■「ほっと会会員」参加者

（年齢順）
久貝真澄

八幡裕隆▽富田信吉▽荻原莞二▽原征▽

山 を下りて 住宅街だ った
であ ろう道を 行くと、 住宅
は土 台だけ。 これもテ レビ
で見 覚えがあ る小学校 が忘
れ ら れ た よ う に 残 っ てい
る。 廃校その ものだ。 所々
で 喪 服 姿 の 住 民 が 目 につ
く。 被災半年 でわが家 の跡
を訪 ねてきた のだろう 。そ
れに してもこ の人影が ほと
んど ない「死 の町」は どこ
まで 続くのだ ろう。そ のま
ちに 地震発生 時を知ら せる
サイ レンが鳴 り響いた 。弔
報の ように聞 こえた。
女 川町では 津波の恐 ろし
いほ どの強さ を見せつ けら
れた 。４階建 てや３階 建て
のビ ルが尻を 見せて見 事に

横倒 しになっ ている。 周り
は地 盤沈下で あふれた 水た
まり 。驚くの は復旧工 事の
影さ え見えな いこと。
こ の旅で心 残りは放 射能
汚染 地区を回 れなかっ たこ
と。 帰途立ち 寄った観 光都
市・ 会津若松 市には観 光客
の姿 はまばら 。老舗の 土産
屋の 主人は「 お客さん は昨
年の １、２割 です」と あき
らめ 顔だった 。
「 百聞は一 見にしか ず」
の思 いを新た にしたが 、原
発地 区を含め て被災地 が形
だけ でも復興 するのは いつ
にな るのかを 考えると 、絶
望感 が残る旅 だった。
（ 荻原 莞 二）

女川港岸壁の惨状視察

「
「
「百
百
百聞
聞
聞は
は
は一
一
一見
見
見に
に
にし
し
しか
か
かず
ず
ず」
」
」

イン―猪苗代湖―会津若松市
（ホテル宿泊、

日和山公園に立つ一行

復興に絶望感も

ヶ峰（昼食）―五色沼―磐梯山ゴ―ルドラ

さん と訪れた 松島は、 当時
と同 じにぎわ いで一安 心。
だが 死者・行 方不明約 ５千
８百 人を出し た石巻市 に入
った ら様相は 一変。テ レビ
中継 に何度も 出ていた 日和
山公 園を探し ていたら 、家
の１ 階部分が がらんと して
いる 一角が。 津波の跡 だっ
た。
日 和山に登 ると、眼 下に
惨状 が広がつ ていた。 旧北
上川 の右岸は ほとんど 建物
が残 っていな い。津波 がき
たと きのテレ ビ映像を 思い
出し た。川沿 いに茶色 い、
山 の よ う な 津 波 が 押 し寄
せ、 ここに逃 げてきた 住民
が悲 鳴を上げ て見詰め てい
た。

ＩＣ―飯坂ＩＣ―磐梯吾妻スカイライン―
浄土平―土湯―磐梯吾妻レ―クライン―剣

ほ
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っと
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会会
会報
報

泊、居酒屋で懇談）
◇２日目 仙台市ホテル―東北道宮城西

垣
垣間
間見
見た
た大
大津
津波
波の
の爪
爪痕
痕

町―（三陸自動車道）―仙台市（ホテル宿

東日本大震災被災地の旅
東 日本大震 災発生か らちょう ど半年 。死者・ 行方不
明者 が５千人 超に上っ た宮城県 石巻市 近郊を「 ほっと
会」 の会員５ 人が訪れ た。多く の市民 が避難し た日和
山公 園に上る と、大津 波で建物 が押し 流された 市街地
が一 望できた が、全員 があらた めて大 津波の脅 威の爪
痕に 言葉を失 った。被 災地で各 人が垣 間見た東 日本大
震災 の旅行記 を特集し た。

ー）―多賀城市―塩竈市―松島海岸―東松
島市―石巻市（昼食、日和山公園）―女川

大 震災から 半年たっ ても
毎日 テレビや 新聞で報 道さ
れる 東北の惨 状。かつ ての
同僚 が取材や ボランテ ィア
で現 場にに入 った。こ っち
も 行 き た い 衝 動 に 駆 られ
た。東北はか つての勤 務地。
青森 、宮城の 地震取材 も経
験し ている。 いや、元 記者
だか らではな い。この 千年
に一 度という 大地震と 津波
の現 場にはだ れもが行 きた
いと 思うので は。「Ｈ ＯＴ
ＫＹ （ホット キイ）会 」の
みん なに提案 したら、 ほっ
とけ ないと思 ったのか 賛成
して くれた。
い つものよ うに久貝 介護
人の 運転する レンタカ ーで
仙台 を出発。 ２年前に カミ

■被災地視察行程（9月11日～13日）
◇１日目 東北新幹線仙台駅（レンタカ

（１）
平成23年10月1日
ほっと会会報創刊号

日和山公園から見た石巻市街地（白い建物は市立病院）

