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休暇村の夕食はバイキング

孤 立してい た島に最 初に
来て くれたの が米軍「 トモ
ダチ 作戦」
の 海兵隊員 たち。
「兵 隊さんた ちはとて も優
しく してくれ た」と何 度も
繰り 返す。沖 縄では嫌 われ
る海 兵隊もこ こでは大 歓迎
され たようだ 。（荻原 ）

震災の語り部に聞き入る宿泊客

３年ぶりに被災地を行く

奇跡の一本松前でご一行様
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「
「も
もど
どか
かし
しい
い復
復興
興の
の歩
歩み
み」
」

O
B

「 ほっとけ い会」恒 例の秋の 旅行は 、３年ぶ りに東日
本大 震災の被 災地など 宮城、岩 手両県 を訪れた 。レンタ
カー を主に、 運転再開 された三 陸鉄道 南リアス 線やフェ
リー にも乗る ５００キ ロの行程 。被災 地は、が れきを詰
めた 大きい黒 い袋が山 積みされ 、家屋 もまばら で復興の
歩み のもどか しさを強 く感じた 。それ ぞれの印 象やエピ
ソー ドをまと めた。
９ 月 日、 仙台駅前 でト ５人 。車は国 道 号線 を一
ヨタ のノア
（ ハイブリ ッド） 路北 上、まず 南三陸町 へ。
に。メンバー は富田、荻 原、
２ ０１１年 ３月 日 の大
原征 の諸兄と 八幡の社 会部 地震 による津 波は、町 内の
に、ご存 じ介護兼 ドラ ３つ の川を逆 流し、濁 流が
イバ ー役の久 貝真澄さ んの 町を のみこん だ。死者 、行

方不 明８３５ 人。被害 地の この 惨状が消 えるのか 。南 み、 眺望のい い景勝地 であ
象徴 となった ３階建て の防 三陸 町から１ 時間半で 気仙 る。 ホタテの あぶり焼 きな
災対 策庁舎は 、骨組み だけ 沼市 へ着く。
ど海 の幸と地 酒の夕食 後、
を残 して破壊 された。 その
大 通りを挟 んだ市街 地は 休暇 村の会議 室で「震 災語
前の 祭壇に私 たちは、 線香 地震 後に起き た大火災 で消 り部 」があっ た。 人 ほど
を手 向けて犠 牲者の冥 福を 滅し 、痛まし い傷跡は その の泊 り客と聞 く。島は 山々
祈っ た。
まま だ。観光 桟橋から フェ に囲 まれてい るのに、 ３０
こ この南三 陸さんさ ん商 リー で大島へ 渡る。搭 載さ ００ 人の住民 のうち、 人
店街 近くにあ る、富信 さん れた 乗用車 数台には 品川 が逃 げ遅れて 亡くなっ た。
が知 人に紹介 された寿 司店 や横 浜に交じ って札幌 ナン
「 真っ黒な 山のよう な波
「く う海」で 昼食。地 元の バー も。遠い 地方から の観 が一 つ、
二つ 、五つも襲 い、
新鮮 な魚介が 盛られた 海鮮 光客 が多いよ うだ。 分で これ で死ぬの かと思っ たん
丼に 舌鼓をう ってから 、気 到着 し、迎え のバスで 小高 です よ」。ボ ランティ アガ
仙沼 へ向かっ た。
い山 を登って 、休暇村 気仙 イド をしてい たという 村上
車 から見る と、
前回（ 震災 沼大 島へ。
まき 子さんが 、１時間 近く
６か 月後）目 についた 壊れ
対 岸 に 広 が る 海 や 山並 語っ た。
（八 幡）
たま まの家屋 や廃墟と 化し
た校 舎、横転 したまま の車
う れ し かった「ト モ ダ チ 作 戦 」
こそ なくなっ たが、見 渡す
米海兵隊との別れ惜しむ
限り 荒涼とし た更地が 広が
る。 一体、い つになっ たら
初 日の宿は 富田コン ダク うれ しい限り 。うまい 魚と
ター が震災前 に訪れた こと 地酒 に満足し て部屋に 引き
のあ る休暇村 気仙沼大 島。 揚げ ようと腰 を上げた ら、
復旧 が進んだ のか、震 災の 「こ れから震 災語り部 のお
跡が ほとんど 分からな い気 話が あります 」
の館内 放送。
仙 沼 港 か ら フ ェ リーで
前 回の被災 地見学は 、「 見
分。 「大島」 といって も面 る」 は盛りだ くさんだ った
積約 ９キロの 小さな島 だ。 が、 被災者の 生々しい 話を
港に 着くと休 暇村の迎 えの 「聞 く」機会 がなかっ た。
バス が待って いて５分 足ら
語 り部は元 ボランテ ィア
ずで 宿舎に。 ここも津 波が ガイ ドの村上 まき子さ ん。
襲っ たという が、見た 目に 東北 なまりで とつとつ と被
は爪 痕はわか らない。
災時 の様子を 語る。「 人口
ひ と風呂浴 びて夕食 だ。 ３千 人ちょっ との島で 人
バイ キングで イカ、タ コを が亡 くなった り、行方 不明
はじ め三陸の 魚や昆布 が並 にな った」「 津波でフ ェリ
んで いる。香 ばしい匂 いが ーも 流され、 気仙沼に 行っ
する と思った らホタテ を焼 た夫 や子ども との連絡 もで
いて いた。信 州の山猿 には きな かった」 。
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