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◇◇ ３ 保護者・地域の方々編 ◇◇

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私の体験から

第一小学校 保護者 新 山 操
にいやま みさお

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

来年の３月１１日で，東日本大震災か

ら２年が経つ事となります。

今はあの日々が嘘だったかの様に震災

前と変わらぬ暮らしを送っています。

Ｍ９という国内最大の地震が起こった

その時，仕事に出ようとしている主人と

私は自宅にいました。家の中は倒れた家

具も壊れた物もありませんでした。電気

が止まり使えなくなった事はすぐに分か

ったので，懐中電灯や蝋燭，卓上カセッ

トコンロをテーブルの上に用意し，使っ

ていなかった石油ストーブを出しました。

蛇口を捻ると水は，普段通りに出ます。

夫は職場がある古川へと向かい，私は，

学校にいる息子たち（当時小学２年と３

年生）が心配でしたが，隣で一人暮らし

をしているおばあさんの様子とすぐ近く

に住む夫の両親の様子を見に行きました。

しかし，お隣も夫の両親も留守でした。

外に出た時に，お向かいさんから水が出

ている内に水を汲み溜めておいた方が良

いという事を聞き，私はまだ残り湯のあ

るお風呂と家中の鍋や薬缶，ポットに水

を汲んでおきました。無事でいてくれた

息子たちと学校から帰って来た時には，

いくら蛇口を捻ってみても一滴も水は出

なくなっていました。水は２日程間に合

い，お風呂の水もトイレに使う事が出来

ました。教えて貰えなかったらきっと水

を溜めておく事などなかったと思い，本

当に助かりました。

その日は，雪も降る程寒い夜でした。

蝋燭とストーブの灯火の中，簡単に夕食

を済ませた後，余震が続く中，また大き

な地震が起きるのではないかと不安だっ

たので，子供たちに毛布を掛けてあげ，

そのまま茶の間で寝かせる事にしました。

夫は職場に向かった時も大変だった様

ですが，帰って来る時も迂回に迂回を重

ね，遅く帰宅したのでした。夫は何時仕

事が出来る様になるのかと，これからの

事を心配していました。

以前風邪を引き，行った病院の先生に，

「お母さんは，家族の太陽なのだから，

何時も元気でいなくてはいけない。太陽

が陰ると家族も元気がなくなる」と言わ

れたことを思い出し，私は努めて明るく

振る舞う様に心掛けました。

ずっと連絡が取れなかった夫の両親と

も連絡が取れ，無事を知り，安心しまし

た。お隣のおばあさんにも会う事ができ，

無事でいた事が分かりました。何処にい

るのか分からない，連絡も取れないとい

う事は，こんなにも不安な気持ちにさせ

るものなのだと痛感したのでした。

翌日，友人夫妻が二人の娘さんを連れ
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て訪ねて来ました。昨夜は避難所の二小

の教室でストーブを囲み，椅子に腰掛け

夜を明かしたとの事でした。今日も避難

所で過ごすと聞き，暫くの間我が家で生

活する事を勧め，一緒に暮らす事となっ

たのです。友人家族とは，２０日間程生

活を共にしました。余程疲れていたので

しょう。早めの夕食を済ませ，布団を敷

き家族で使う様にと用意した部屋からは，

次の日のお昼頃まで出て来る事はありま

せんでした。

子供たちは，兄弟だけでいる時よりも

遊べる友達がいつも家にいてくれ，楽し

そうでした。子供たちには，なるべく家

のことを手伝わせました。嫌がらずに何

でも良く手伝ってくれました。子供です

から，この様な状況でも，テレビが見ら

れない事やゲームが出来ない事に不満を

言うのかと思っていましたが，子供心に

何かを感じ取っていたのでしょうか，一

度も口にする事はありませんでした。

近所では，炊き出しをしている家も有

り，おにぎりや温かい汁物など配ってい

ました。私が住む地域は高齢者が多く，

また一人暮らしをしている方も少なくあ

りません。お隣のおばあさんもその一人

です。普段から，おかずをお裾分けした

り，また頂いたりと交流がありました。

私は，ちゃんと食べているのか心配だっ

たので，作った物を届けながらよく様子

を見に行きましたが，そうした事は私だ

けではありませんでした。この辺りは，

みんな仲が良く助け合い精神に溢れてい

ました。母としても主婦としても半人前

の私には，頼れる先輩主婦の方々が近所

にいてくれ，心強く感じました。

特に分担しませんでしたが，協力し合

いながらの生活は，家族だけで過ごすよ

りも色々な負担が軽減され，それに男の

人には理解してもらえない気持ちも女同

士で話す事ができ，気持ちも楽になった

ので，友人家族との生活はとても良かっ

たと思いました。

食料は，友人家族が自宅から持ち寄っ

てくれた事もあって十分に間に合い心配

いりませんでしたが，水はすぐになくな

ってしまうので，給水車を待つ列に並び

に行かなければなりませんでした。僅か

に貰える水は，遅れて並べば長蛇の列で

す。順番まで水を貰えるのかさえ分かり

ません。トイレの水などは，男性陣が飲

み水にはできないけれど自由に汲んでく

ださいと，井戸水を分けてくれていた理

髪店まで汲みに行ってくれました。雨が

降ると，急いで雨樋を途中から外し，収

納ケースに雨水を溜めたりして利用しま

した。

電気が使える様になった頃あたりです。

一軒一軒安否を確認しながら廻る町内会

長さんから，建設会社を営んでいる町内

の方が飲料水を汲んで来てくれて，そこ

へ行けば頂けるという知らせを受けまし

た。長い列に並ぶ事もなく２４時間いつ

でも水が貰える上，量も自由でした。な

くなる度に，荷台に大きなタンクをのせ

た給水車の様な車で飲料水を運んでくれ

たのです。本当にありがたく感謝の気持

ちで一杯になりました。
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震災の時は，本当に色々な方々の優し

さに触れ，他の人を思いやる気持ちの大

切さを改めて知る事ができました。それ

に何でもないような日常がどんなに幸せ

な事なのかという事も気づかせてくれた

のでした。

私は，家族の太陽でいなくてはいけな

いと言われました。私にとっての太陽は

夫と二人の息子たちです。けれど思うの

です。人はきっと一人一人が必ず誰かの

太陽になっているのだと。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災震災震災震災にににに負負負負けないけないけないけない子供子供子供子供たちたちたちたち

第一小学校 保護者 関 内 洋 子
せきうち よ う こ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災当日，６年生の息子たちは，翌週

に卒業式を控えていました。その３日後

にはロープジャンプの東北代表として東

京での全国大会に出場予定でした。そこ

から帰ってきたら中学校の一日入学と慌

ただしい日々が続く予定でした。学年委

員をしていた私は，委員の方と子供たち

の代表と卒業式での先生へのサプライズ

等を考え打ち合わせをして，委員でない

お母さん方には全国大会の準備のお手伝

いをしてもらいながら大変ではありまし

たがワクワク気分でいました。でも，そ

の気分もあの東日本大震災ですっかり消

失してしまい，気持ちがあの日で止まっ

てしまいました。体育館は避難所となり，

断水と停電で学校の再開はめどが立たず，

卒業式などと言っている場合ではありま

せんでした。全国大会ももちろん中止に

なりました。なんであのいい子たちがこ

んな目に遭わなければならないのだろう

かと悔しくてたまりませんでした。

平成１７年度第一小学校に入学したこ

の子たちは，高学年になっても男女共に

とても仲良くまとまりがあり，時には先

生よりも大人で，時には助け合い，意地

悪やもちろんいじめなんて全く縁がない

子供たちです。中学生になった現在でも

そうです。そう思っているのは私だけで

はありません。他のお母さん方も同じこ
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とを言ってくれています。

震災当日もそうでした。低学年の子供

たちが充分な毛布で寝ている中，６年生

は少なめの毛布でまとまり，誰が言い出

したか歌をそっと歌い始めました。それ

は校歌であったり，卒業式で歌うはずの

歌だったりしました。寒さと余震の怖さ

とラジオから流れてくる今まで聞いた事

もない恐ろしい事実の中，そっと聞こえ

てきた歌声に心が落ち着いたのを覚えて

います。そんないい子たちが何故こんな

目に遭うのでしょうか。小学生なのにみ

んな休み返上で，２クラスでロープジャ

ンプの練習をしました。やる気が見られ

ない事に先生が怒って体育館で練習がで

きなくなった時には，みんなで神社に行

き練習もしました。お父さん，お母さん

方もたくさん差し入れをしてくれて応援

してくれました。サプライズ好きの先生

への卒業式でのサプライズも一生懸命考

えていました。でもあの子たちはちっと

も震災があった事を恨んだりはしません

でした。

塩竈市は他の沿岸部に比べ被害が少な

かったのと，全国からの支援の輪で３月

中には電気，水道が復旧しました。先生

方のご努力もあり２４日に卒業式をして

もらえる事になりました。卒業式は体育

館ではなく多目的ホールでした。卒業式

に着るために用意したスーツは息子も私

も着る事はできませんでした。トレーナ

ーにジーンズそれにダウンジャケットで

の出席でしたが「仕事大変だったでしょ

う」と気遣ってくれるお母さんや「大丈

夫だった？」と声をかけてくれるお母さ

んがいて温かい気持ちの中，涙そして涙

の心に残る卒業式でした。あれからあの

子たちは中学校に進み私立に進学した子

も，一中に行った子も相変わらず男女仲

良く頑張っています。あの子たちは震災

を乗り越え着実に成長しています。

あの日から進めなかったのは私だけだ

ったと，日々大人になっていくあの子た

ちを見て最近やっとそう思えるようにな

ってきました。

息子たちは，只今中学校２年生，やや

反抗期に入ってきてはいますが未だにみ

んな仲良く，会うと必ずあいさつをして

くれる平成２２年度塩竈市立第一小学校

の卒業生たちです。この子たちが塩竈の

そして東北の復興を必ず担ってくれるで

しょう。あの日の夜にみんなで肩を寄せ

合い過ごした事を胸に秘めて。



- 86 -

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

第一小学校 保護者 吉 田 美智子
よ し だ み ち こ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

３月１１日の東日本大震災がおきた時，

体調不良のため学校を早退していた当時

６年生の娘と家にいました。揺れは大き

く感じましたが，幸い被害はなく「凄く

びっくりしたね。」くらいの感覚でした。

まさか塩竈にまで本当に津波がくるとは

思ってもいませんでした。当時３年生だ

った息子は学校にいました。私は，学校

は避難場所になっているし，耐震工事も

済んでいて先生方がいるので安全な場所

だから大丈夫だろうと思っていました。

本来ならば息子を迎えに行かなければな

らないのですが，一緒にいた娘が度重な

る大きな余震に怯え，ライフラインが止

まってしまった環境に，元々精神的なも

のからくる体調不良だったので，私が傍

にいない不安でひとりではいられない状

態になってしまい，一緒に学校へ迎えに

行く事も留守番もできなくてどうする事

もできませんでした。

その時，隣の友人から息子が同学年と

いう事もあり，一緒に連れてきてあげる

と声をかけてくれました。その言葉に甘

えお願いをしたのですが，ただ学校側が

保護者以外に引き渡してくれるだろうか

という不安もありました。友人は息子が

元気でいる事や，なかなか引き渡し下校

させてもらえない状況や，学校に息子を

友人に引き渡してもらえるようにお願い

してくれた事など知らせに，何度も足を

運んでくれました。本当に申し訳なく，

とても感謝の気持ちでいっぱいになりま

した。真っ暗になった頃，息子は帰宅し

ました。ほっとしたのでしょう，息子は

声を出さずに泣いていました。迎えに行

けなかった事を謝り，不安と戦った息子

を誉めて抱きしめました。学校の先生方

には家の事情を理解してもらって対応し

ていただき有り難く思いました。その後

子供たちはいつもと違う環境でしたが，

家族と一緒にいたおかげで比較的落ち着

いて生活ができていたと思います。

２００３年におきた宮城北部連続地震

を体験した母から地震後の状況の話を聞

いたり，私も小学生時に宮城県沖地震を

経験していたりしたので防災の備えはあ

る程度できていました。小さくても石油

ストーブは暖もとれるし，煮炊きもでき

たのでとても役にたちました。地震直後

には，できるだけ水の汲み置きもしまし

た。しかし，幾つか備蓄食料品の賞味期

限が何年も前に切れていたので，買って

安心してはならないという事は反省点に

なりました。

１日１日が無事に過ごせていても，余

震やライフラインの停止がいつまで続く

のかという不安はいつもありました。家

にいると全く情報が入ってこなかったか

もしれません。給水所へ行くと，最初の

頃は水を貰えない事もありましたが，そ

こには近所の方ばかりではなく，塩竈の

被災した地区から来ている方もいて，並

んでいる間，悲惨な体験や状況を話して

くれたり，他の給水所の情報など教えて
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もらったりする事もありました。いろい

ろ話を聞く事ができてよかったと思い帰

宅した事もありました。

少しずつ店などで買い物ができるよう

になった頃，主人と子供たちはリュック

を背負い，自転車で少し遠出をして買い

物をしてくれるようになりました。大変

な時期だったのにもかかわらず子供たち

は楽しんで行ってくれていたようです。

今でも車で通る時「あの時，自転車でこ

の坂道を上ったんだよね。大変だった。」

と楽しそうに話をします。不自由な事ば

かりでしたが，ある程度の備えがあり工

夫しながら生活ができていたので，子供

たちにはあまりつらい思いをさせずにす

んだのかもしれません。

私の実家は東松島市にありました。全

く連絡が取れない中で，主人が私のかわ

りに東松島市へ行ってくれました。しか

し家と車は流されていて，避難所にもい

なかったと申し訳なさそうに帰宅しまし

た。その後，父は残念な形で見つかりま

した。娘の私に連絡がつくまで，被災し

ているなか親戚やいろいろな方が一生懸

命に動いてくれた事を知り，感謝の気持

ちしかありませんでした。

学校が２週間遅れで始まった頃には，

普通の生活に戻っていました。子供たち

が元気に登校してくれたことをとても嬉

しく思いました。

私は限られた時間に東松島市に通い，

震災から３ヶ月後に実家の家族を探し出

す事ができました。見つけてくれた自衛

隊の方や，気遣いながらいろいろと話を

してくれたり共に涙を流してくださった

警察の方には心から感謝しております。

震災後に偶然に同郷の同級生に会った

り，連絡をくれた友人とお互いの無事を

喜び，またつらい思いや体験を話す機会

がありました。今までいろいろな方々に，

こんなにも見守られ支えられながら生き

てきたのだと気付いた事でこれからは何

事にも感謝し，私のできる事は小さな事

ばかりですが，少しずつ恩返しできるよ

うな生き方をしていこうと思いました。

そして，今回の震災を体験した事を忘れ

ないで，これからも防災や備えは続け，

子供たちにも防災意識を高めていこうと

思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災から学んだこと

月見ヶ丘小学校 阿 部 明
あ べ あきら

（大日向町内会 会長）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○はじめに

日本は地震国，津波の発生も有るも

の――と理屈は分かり，そしてその経験，

特に地震は日常的に味わってきたものゝ，

今回の東日本大震災は多くの犠牲と被害

をもたらし，自然の脅威を目の当たりに

した私にとって，例外の出来事でした。

今回，その思いを震災体験文集へ――

と依頼が有りました。幸いにして家族も

家屋も特に被害のなかった私が書いて良

いものかどうか悩みましたが，今後発生

するであろう宮城県沖地震を前に，皆さ

まの少しでもお役に立てれば，という思

いで書きました。

○地震発生時の行動

あの日，私は多賀城文化センターの一

室で会議をしていて間もなく終了時間と

なる２時４６分に発生したＭ９．０の大

地震に机とイスが前後左右に泳ぎながら

も長い揺れの収まる時を待つ。当然の如

く会議は中止となり帰路へ。しかし，そ

の経路は冷静に行動したつもりであった

私が，家に行くのに近くしかも津波から

遠く離れた安全な道を通らず，行きと同

じ４５号線に戻るコースを選択してしま

う。しかし４５号線に入ったものの渋滞

で動かず多賀城橋付近で自衛隊の方３～

４人でノロノロ運転の車に対してドアの

ガラスを叩きながら「降りろ！津波が来

るゾー！」と叫んでいる。私も心の中で

「降りようか？どうしようか？」と自問

自答しながら，何とか多賀城中学校前に

差し掛かり，そこより左折して伝上山を

抜けて，ようやく我が家へ。その後間も

なく，来ないであろうと予想されていた

４５号線にも津波が押し寄せ，多くの犠

牲者と甚大な被害をもたらした。

○その後の行動

当町内は塩釜市の西部に位置する大日

向地区で，津波の心配は無いが，地震に

よる家屋の被害が心配で有った為，発生

当日の夕方に少し小雪まじりの中を町内

一周してみて特に大きな被害も無い事を

確認して「ホッ！」とする。この夜は停

電，断水等不足の中での生活。そのお陰？

で夕食は冷蔵庫より出した食材をガスコ

ンロで調理し，皮肉にもいつもより豪華？

な食事をローソクを灯しながら家族全員

で味わう。でも，こんなに当たり前に空

気を吸うが如く何の不自由もなく使用し

ていた電気と水の有り難さが不自由にな

り，つくづく有り難いものであった事が

身に沁みる。翌朝は再度町内を巡回して

みて特に大きな被害もなく又，避難所へ

避難された方も無かったが，町内の集会

所を開放しておく。又，食糧，水，燃料

の問題から当町内会では「炊き出し」は

実施しなかった。

２～３日後には食糧も底を突き始めた

が，当町内前のヨークベニマルで食糧等

が売り出されたので家族全員で並んで何

とか口に出来る物を買い求める。更に困

った事はトイレ用の水不足で有った為，
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利府グランディの側を流れる川へ車で行

き４～５回往復する。

汲んできた水を集会所に大きなペール

缶５～６コ，子ども用プール２～３コを

用意して汲み置く。それで車のガソリン

も無くなり，食糧品を求めてさ迷い歩い

た事は昨日の様に思い出される。

○電気，水道の復旧後

５日目に電気，８日目に水道が復旧し，

何とか一息出来る状況になる。しかし食

糧事情は未だ回復しておらず，並んでの

買い物が続く。市より要支援者へ支援物

資も届き，又，町内会へも届き，それを

対象者へ配布して徐々に息を吹き返す。

しかし，その後は会長として「支援物資

の受け取りの為に家に居なくては――」

という思いでそれを待つ時間で毎日が過

ぎた様な気がしている。

○その後の生活変化

電気，水道，そしてガソリン等の無い

不便な生活，更に流通機能がスムーズに

行かず食糧等の調達が潤沢に出来ないと

いう当たり前だと思う事も当たり前で無

くなる現実を体験して，私と家族全員の

生活態度もいつしか変化していった。そ

れは――

①備蓄品の確保とそのメンテナンスの実

施

・ペットボトルの水，お茶の確保と定期

的な買い替え。

・インスタントラーメン，ごはん，缶詰

等の確保と定期的な買い替え。

・風呂の残り水の確保（トイレ用）。

②イザッ！という時の逃げ出す用意。

・懐中電灯，ラジオ，携帯電話等を身近

に保管。

・貴重品，衣類等を一まとめにして身近

に保管。

・出来れば自分及び家族の思い出（アル

バム写真等）も一まとめにして身近に

保管。

・災害脱出用の軍手，帽子，靴等を一ま

とめにして身近に保管。

③家族全員の行く先の明確化

・毎日出掛ける時は行く先をボードに表

示。

行く先（場所），帰宅予定時間，連絡先，

泊まる場所（旅行時）

最後に（震災から学んだ事）

＊一番大事なのは「命」，自分の命は自分

で守る（自助）。

＊普段から地域との触れ合いを持ち，イ

ザッ！という時に助け合う。

＊自分は一人じゃない，自分を支えてく

れる家族がいて，多くの仲間がいるの

だ，という事を忘れない。

＊自主防災組織の機能を活用し，自助，

共助の訓練をしておく。

＊町内の集会所で避難生活が出来る様に

備品整備と備蓄品の確保。

以上が今回の震災を体験して学んだ事

だ。

今後，発生するであろう宮城県沖地震

には多くの方が無事に大震災を乗り切れ

る事をお祈りしつつ又，大切な家族が笑

顔で逢える事を信じて私の体験報告とさ

せて頂きます。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

野々島から

浦戸中学校元ＰＴＡ会長 遠 藤 勝
えんどう まさる

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

地震当日は，本当に穏やかな日でした。

私は，自宅すぐ隣の作業場で溶接作業を

していました。突然の大きな揺れ，そし

てちょっと遅れて携帯電話から警報が鳴

りました。外を見れば，倒れんばかりの

電柱や隣近所の家のドアが吹っ飛んでき

ました。

海を見たときには本当なのかと思うく

らい，広々とした岸壁が大きく波打って，

そして茶色とも黒とも言えない泥水が，

あれが液状化というのでしょうか，それ

が一面に，もう本当に海に近いような感

じでいっぱいになっていました。場所に

よっては噴水のように真っ黒い水が噴き

出したところもあって，ああ，これが今

まで何度も聞かされていた宮城県沖地震

なのかということを，直感として思いま

した。

消防団員は，強くて長い揺れがおさま

ってから，身の安全や家族の安全を確認

した上で，消防詰め所に向かうというの

が決まりになっていますので，そこで私

は長靴と多分合羽を持って出ました。地

元の消防団員，野々島においては定員が

１３名ですが，普段，島に残っている団

員は３・４名です。というのは，島の外

で働く会社員の方が多く，地元にはいな

いという島の現状があります。しかし，

そこは島の良さであって，いざこういっ

た災害があったときには，消防団員だけ

ではなく，島にいる人たちで協力し合う

というのが，島の力です。

まず，みんなで行動しようと取り決め，

最初に，津波に対する防波堤の鉄の大き

な門扉を閉めることから始めました。

次に行ったのが，倒壊建物などによる

犠牲者がいないかなどの安否確認です。

その後は早急に高台への避難や誘導を始

めました。今，落ち着いて考えてみれば，

野々島において犠牲者がいなかったとい

う点には，多くの要因があったような気

がします。

一つ目は，あれだけの揺れにもかかわ

らず，倒壊した建物がなかったというこ

とです。転倒によるけが人などもいませ

んでした。加えて寝たきりの老人や子ど

ももいなかったということも挙げられま

す。

二つ目は，津波が到達するまでの時間

が，１時間ちょっとあったことも大きな

要因だったと思っています。

三つ目は，１年前のチリ地震津波の警

報が鳴ったときに，ちょうど地元の部落

の総会があって，そのときたまたまみん

なで中学校に，夜の９時半近くまで避難

したという経験があり，それで今回の災

害時にスムーズに誘導を促すことができ

た要因だと思います。

様々な面で，良いことが重なったと思

うのですが，私としては反省すべき点が

多くあります。その一つが，あれだけの

揺れで，津波が来ると心の中では分かっ

ていても，本当に来るのだろうか，来る

としたらどんな感じで来るのだろうか，
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などという安易な考えをもちながら行動

していた自分がいたということです。そ

の件に関しては，本当に自分の認識の甘

さとか，危機感というものの足りない部

分，そういったものを反省しております。

今回，私も後ろ１０メートルぐらいの

ところを波と瓦礫に追われながら高台へ

逃げました。私は地元の人間だけが知っ

ている細道というものを全部知り尽くし

ていたので，運がよかったのだろうと思

います。ただ，それが夏場の観光シーズ

ン，観光客が多く来ている中で震災が発

生していたら，はたしてどうだったのだ

ろうか，ということも考えるところです。

とにかく，私にしろ，島民にしろ，今こ

うやって命があるということは，本当に

ありがたいことです。この震災で多くの

方が亡くなっています。亡くなられた方

のためにも，助かった命を無駄にせず，

こういった経験を生かし，知恵を出し合

って，今後のために役立てるような生き

方を，これからもしていかなければなら

ないと思っております。

浦戸サマースマールの早朝ラジオ体操

（H24.8.9 浦戸ブルーセンター前にて）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

海も涙も溢れた東日本大震災

杉の入小学校 保護者 佐 藤 貴 久
さ と う たかひさ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの忌まわしき大震災から早くも一年

半が経とうとしています。私は実家兼職

場である店舗が約２ｍの津波被害に遭い

ました。震災の翌日にまだ半分が水没し

た市内を通って会社に到着し，割れたガ

ラスの間からその現状を見た時には，正

直復旧させるのは不可能だと思いました。

想像を超える事態に直面すると脳が処理

しきれないのか，自分の店舗だけが被災

している訳でないからなのか，不思議と

冷静に被害状況を分析していたように記

憶しています。

地震発生から大津波警報発令，そして

津波来襲。津波が来るまでの間，職場で

一緒だった母や叔母，弟，そしてスタッ

フの安全は瞬時に確認できたので，全員

を避難場所である塩釜第二小学校へ移動

するように指示し，自分は次男と末娘の

安全を確認しに杉の入小学校へと向かい

ました。途中，完全に倒壊した建物を見

る度に学校は大丈夫なのか？と本当に心

配になりました。また，七ヶ浜に勤務し

ている妻や高校に行っている長男は大丈

夫なのか？このように事態が全くのみ込

めていない状態で家族がバラバラになっ

ている事の不安というものを嫌と言うほ

ど感じた数時間でした。幸い我が家は全

員が無事で夜には一緒になる事ができた

ものの，心配した挙句に最悪な結果にな
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ってしまわれた方々の心中を思うと本当

に気の毒で辛いものがありました。

その後，震災の影響が一番少なかった

祖母の家に全員で宿泊する日々が続きま

した。その間，電気も水もガスもない状

況だったので，子供達には段ボールを切

ってメンコ（この地域で言うパッタ）を

作り遊ばせていました。それが結構子供

達のツボにハマったようで，予想以上の

期間をメンコで遊んでいる事に驚きまし

た。やはり，高性能なゲーム機が普及す

る現代でも，自分のメンコを取って取ら

れる競争の要素，相手のメンコとの位置

関係や，簡単に取れそうな時にこそ生ま

れる自分自身への技術的なプレッシャー

等を多分に含んだ，「昔遊び」の本能に訴

えかけてくる面白さは，いつの時代でも

変わらないのだなぁと思わされました。

特にこのような遊びは人数が多ければ多

いほど面白い遊びであり，自分達で決め

たルールを守ってみんなで遊ぶという集

団生活の基礎が，昔は遊びの中からもこ

のように学ぶ事ができたのだと思います。

現在は一気に復旧作業が進み，おかげ

さまで店舗もほぼ完全復旧する事ができ

ました。街もだいぶ綺麗になり，今やこ

こに津波が来たと言われなければ分から

ないほどまでになりました。しかし，復

旧するに当たって掛かった経費等，現実

的な苦労はまだまだこれからも続いてい

きます。数年先の経済状況が読めないの

で，安易に雇用もできずに最小限のスタ

ッフで業務を行い，自分自身，今でも月

に１～２回休日が取れるかどうかの状態

で仕事を続けているというのも現実です。

そんな中，私自身が感じ少し気になって

いるのは，実際に津波等の大きな被災に

直接遭った人よりも，それほどの被災に

遭っていない人達の方が，自分達の県や

地域に対して「被災地」という言葉を多

用している様に思える事です。

正直，直接大きな被災に遭った人は，

自分の家や会社を復旧する事，生活を確

保する事で精一杯なのが現状です。そん

な中，私の業界にも言える事ですが，何

かのイベントの度に震災に託けては「被

災地」「被災地」と連呼するのに嫌悪感を

抱く事もあります。

あの物凄かった揺れも，街を飲み込ん

だ巨大津波も，その後のライフラインが

遮断され大変だった生活も，既に記憶と

しては少しずつ薄れつつあり風化しつつ

あります。震災を風化させてはいけない，

忘れてはいけないとも言いますが，私は

徐々に風化して行くのが当然の事であり，

ある意味良い事だとさえ思っています。

もし，忘れる事，風化する事が悪なので

あれば，震災で家族を亡くした方，家が

流された方などは，ずっとその時の辛い

記憶を鮮明に持ったまま生きていかなけ

ればなりません。それよりも大切な事は，

後世にここで起きた事をしっかりと伝え

て行く事の方だと思います。今回の東日

本大震災が不幸中の幸いだったのは，ま

だ寒かったとは言え，真冬でもなく，ま

してや真夏でもない３月という時期に起

こり，しかも時間帯が真っ昼間に起きた

地震だったという事です。もし地震発生
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時刻が真夜中だったら，停電中の漆黒の

闇の中，被害はさらに拡大したと思われ

ますし，何よりも現在残っている数々の

映像が無かったという事になってしまっ

たでしょう。また，真夏であったら電気

の無い状況では食糧の腐敗が進み，もっ

と酷い食糧難，そして熱中症などの被害

も出たと思われます。現在，残っている

地震や津波の映像は，何よりも強烈なイ

ンパクトを持って，後世の防災の意識を

高めてくれる貴重な存在になるでしょう。

この映像が残った事が私は唯一この震災

において良かったと思われる点ではない

かと思っています。

また，何よりも良い経験になったのは，

大変な思いをしながらも助け合い，一日

を精一杯生きるという経験ができた事は，

大人にとっても子供にとっても素晴らし

い経験だったと思います。我々が普段ど

れだけ電気・ガス・水道といったものに

依存して生きているのかを再確認し，お

金があっても十分な食糧や物資が買えな

いという一時的にインフレ的な経験もす

る事ができました。これは，もし世界的

に食糧難になった時には，日本の非常に

低い食糧自給率ではどうなってしまうの

だろう？などと考えさせられる貴重な経

験でした。

これからも大地震は日本各地で起こる

可能性があると言われています。先ほど

懸念した通り，いつの時期，いつの時間

に起きるか分からないのが地震の恐怖で

す。震災を経験したばかりの我々でさえ，

余震が少なくなるのと比例して防災への

意識も低下します。ただ，そうは言って

もあまりにも頻繁に津波映像等を流すの

も，心の傷のケアの妨げになってしまう

というジレンマもあります。さらに，災

害から身を守る防災の意識も大切ですが，

もっと大切なのは，災害が起こった後の

人間としての理性ある行動の方が重要か

と考えます。そのような時に備え，日本

人が本来持っている震災後に見せた秩序

ある行動，自己犠牲，相手を思いやる心

を，今現在のように何の不自由も無くな

った日ごろの生活の中でも鍛える事を忘

れてはいけないと思います。

まだまだ原発の問題，電力の問題など

様々な問題は山積みとなっています。そ

れが片付く前に，次の超巨大地震の可能

性の話も出てきています。電力問題に関

しては，原発を全て止めると家庭の電気

代が倍になるというデータを政府は弾き

出しました。しかし，きちんと計算する

と２割増し程度であるという見解もあり

ます。だとすれば，そのデータは，まず

原発再稼働ありきで作られたデータであ

るという事になります。イジメ問題など

でも取り沙汰された隠蔽問題も含め，今

後はこのような不透明な部分を無くし，

正しく現状を伝えていく体質を作ってい

かなければならないと思います。甚大な

被害と犠牲があった東日本大震災は，こ

れからのより良く安全な社会づくりの為

に，政府も我々一市民も，今一度しっか

りと考え直さなければならない時期であ

る事を教えてくれたのかもしれません。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

これからのＰＴＡ

玉川小学校 保護者 昆 早 苗
こん さなえ

（父母教師会会長）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あの日，私はＰＴＡ役員の友人と電話で話

をしておりました。地震に気付いた私たちは，

子どもたちの名前をお互いに口にして，迎え

へと急いだ事を覚えております。学校へ向か

う途中，通学路のブロック壁は，ことごとく

崩れ去り，屋根瓦が崩れかけ，かなり危険な

状態で，余りの大きな揺れ方に尋常ではない

事に気付き，自分を落ち着かせ，学校へ向か

うのに精一杯だったと思います。

坂道を下り，玉川小学校が見えた時，

「良かった。学校があった。崩れていない。

でも中はどうなっているのだろう。子ども

たちは・・・。」

不安でいっぱいの中，校庭に行ってみると，

何人かの迎えに来た保護者の方々がおりまし

た。私たちは，口々にお互いの無事を喜び合

い，励まし合いながら，子どもたちの安否を

気遣っておりました。

南校舎の入口付近では，パニックをおこし

泣きじゃくる大勢の子どもたちを１・２年生

の先生が必死で慰め，落ち着かせようと懸命

に頑張っていらっしゃいました。何とか校舎

に入ったところを確認し，我が子のいる北校

舎へ向かう途中に，校長先生とばったりと出

くわしました。校長先生は，大変落ち着いて

いらして，

「大変な事になりましたね。でも大丈夫

ですよ。」

と，短くお言葉をかけられて，毅然とした態

度でその場を通り過ぎていかれました。

私は，その校長先生のお姿を見て，我に返

り，

「そうだわ，落ち着かなくてはいけない。状

況をしっかりと確認しよう。」

と，心に言い聞かせていました。当たり前の

事で，このようなことを言っては失礼ですが，

校長先生の落ち着きぶりに感動致しました。

さすが，校長先生でいらっしゃいます。同じ

女性として尊敬の念を抱かずにはいられませ

んでした。

そして，もっと驚いたのは，我が子の３年

１組に入った瞬間でした。しっかりと机が後

ろの方へ下げられていて，担任の先生が教壇

に仁王立ちになり，子どもたちは，机の下に

しっかりと入り，顔だけ出している状況でし

た。私は，正直なところ，もっと学校はパニ

ックになっていて，大変な事になっていると

思っておりました。他の先生方も落ち着いて

おり，それぞれの役割に徹していらっしゃる

感じでした。

職員室に顔を出し，まだ余震の強い状況の

中，教頭先生が頑張っているご様子を見て，

「玉川小学校の先生方は，素晴らしい。どう

して先生方はこんなにも落ち着いて頑張って

いられるんだろう。」周りの皆さんは，パニ

ック状態なのに，学校の先生方は，素晴らし

いなと心から感激した瞬間でもありました。

私は，あの３月１１日の玉川小学校をしっか

りと見ておりました。先生方は，子どもたち

をしっかりと守ってくれました。その状況を

この目で見ました。心から感謝しなくてはな

らないと，ずっと思っておりました。その後

も先生方は，ご自分たちも被災なさり，御身
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内に不幸があったりと大変な中，口に出さず

に玉川小学校のために尽くしてくださいまし

た。

私は思います。今だからこそ，この震災の

あった今だからこそ，私たちは，先生方に感

謝の気持ちを表し，協力し，新しいＰＴＡを

作っていかなくてはならないのではないでし

ょうか。

あの日，自分たちの子どもの命を守ってい

ただいた先生方に感謝の気持ちを新たにし

て，これからも子どもたちの命を守っていた

だく事に敬意を表し，新しい気持ちで協力し

て事を考えなくてはならないと思います。

先生方はあの日，しっかりと子どもたちの

命を守ろうと懸命に頑張っていた事を私は見

ました。ＰＴＡ会長としてこのことをしっか

りと皆様に伝えて，新しいよりよいＰＴＡ活

動ができますように頑張ってまいりたいと思

います。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

あれから１年半，今思うこと。

第一中学校 保護者 目 黒 文 恵
め ぐ ろ ふ み え

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

３月１１日，感動的な中学校の卒業式

から帰宅して，まだその余韻に浸りなが

ら，３時半から仕事に入る為の準備をし

ていました。地震発生時，私は台所近く

にいましたが，揺れが大きくて移動でき

ず，大声で子供たちの居場所を確認する

のがやっとでした。揺れがおさまり，家

族の無事を確認し，被害の状況を見て回

ろうとしていたら，外から「津波が来る

ぞ。避難しろ！」という声が聞こえまし

た。うちは歯科医院をしているのですが，

地震が起きたときは診療中でしたので，

主人は即座に診療を中止し患者さんを帰

すようにして，電源を落とし必要な物と

簡単な食料を揃え塩竈神社に避難しよう

としました。

中１の息子は当日卒業式，高１の娘は

高校入試後採点のための休みで家におり

ましたので，一緒に避難することができ

たのは本当に幸いでした。当時膝を悪く

していた父が急いで避難することができ

ないために家の２階に残ると言い，連れ

出すことができませんでした。今思うと

たまたま塩竈は津波が低かったからよか

ったものの，まかり間違えていたらと思

うとぞっとします。車で避難しようとし

たのですが，家の前はすでに渋滞してい

て，前向きに止めていた主人の車１台で

避難しました。一旦バックしてからじゃ

ないと出せなかった私の車と医院のスタ



- 96 -

ッフの車３台は津波に流されてしまいま

した。塩竈神社の駐車場に避難しながら，

現状を知りたくて，車の中でテレビに釘

づけになっていましたが，気仙沼や仙台

空港のとても信じられない光景が次々と

流れ，塩竈の状況は一向に掴めず，外は

吹雪のように雪が降り続け，不安ばかり

つのりました。やっとのことで，携帯で

従業員や家族の無事が確認できてまずは

安心しました。

それでも，その時点では，我が家が津

波に襲われている自覚はあまりありませ

んでした。雪がやんで，家の方に様子を

見に行こうとしたら，既に立ち入り禁止

になっていて，家の前の道路は，大人の

背丈ほど水が上がっていることを知らさ

れ，呆然としました。

家には戻れない事がはっきりして，先

ずは，一緒にいた従業員と帰れなくなっ

てしまった患者さんをなんとか送り届け，

残り僅かなガソリンがもってくれること

を願いながら，岩切の妹の所に向かいま

した。既に辺りは暗く，妹は車の中にい

ました。合流できた事を喜び，家の中に

入ってみたら，家の中はめちゃくちゃで

ガラスが飛び散り，一歩一歩確かめない

と歩けない状態でした。懐中電灯で照ら

しながら，なんとか落ち着ける場所を作

り，その場で食べられる物を少しずつ食

べて，眠れない一晩を過ごしました。携

帯が殆ど繋がらず，幸いにも近くに公衆

電話があったので，何度も何度も並んで

電話をかけ続けて，家に残ってしまった

父の無事も確認できて安心しました。

震災２日目，ガソリンが底をついてい

たので，妹の車を借りて塩竈に向かいま

した。町内に差し掛かった辺りから，道

路が泥でドロドロになっていて家までは

車で入れず，近所に車を停めて家に向か

いました。目に映った風景は，見慣れた

車が何台も流されて，とんでもない所に

突っ込んでいて，我が家の前の道路の真

ん中には，工事用のプレハブの２階建て

事務所が流れ着いていました。やっとの

ことで我が家のドアを開けてみると，床

一面，鏡面のように泥が堆積していて，

膝から下くらいにあった物はすべて泥だ

らけになっておりました。家の中から貴

重品や必要なものを持てるだけ袋に詰め

て，岩切に戻ろうとしたら，道路に水が

上がってきてしまい，慌てて家の裏側か

ら脱出し，車に戻りました。我が家はま

だ，警戒警報が解かれていなかったので

戻るわけにもいかず，岩切に寄せて貰っ

ていましたが，３日目から家に戻り，家

の２階で生活することにしました。泥の

中，訪ねてきてくれる方がいたことと，

塩竈にいて情報を掴みたかったからです。

地震後４日目からは泥との戦いでした。

先ず，必要なところから泥をかき出して

いきましたが，すくっても掃いても，奥

から泥が出てきます。愛着のある物，思

い出の詰まった物も，泥に浸かってしま

っては捨てざるを得ません。子供達を励

まし平気な顔をしていても，心が折れそ

うでした。しかし，そんな中，「何かでき

る事はないですか？」と，泥の中，遠方

から救援物資を届けて下さったり，水を
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背負って来て下さったり，どれだけ有難

かったかしれません。子供の泥に浸かっ

た学用品や制服なども，先輩のＰＴＡの

方が，お下がりを集めて下さって，不自

由することもありませんでした。また，

沢山の方からメールを頂いて，声を掛け

てもらった事が，本当に心の支えとなり

ました。

その後，ボランティアのお兄さん達が

次々に来てくれて，泥掃きの仕事は日に

日に捗っていきました。ボランティアの

方々に来てもらえなかったら，いつまで

続いていたことか，感謝の念に絶えませ

ん。我が家の地域は，電気も水道も復旧

がとても遅かったのですが，地域の方達

と，情報も食べ物も物資も分け合い，助

け合って過ごせたので，お店や給水に並

ぶことなく掃除に専念できました。地域

の方々との繋がり，普段からのお付き合

いが，いかに大切かを身に染みて感じさ

せられました。これは，防犯の意味でも

大いに役立ったと思います。

医院が復旧した後は，様々な思いを胸

に，被災した方々が来院されました。我

が家どころではなく，甚大な被害を受け

た方に，励まそうにも掛ける言葉もなく，

ただ，お話を聞かせて頂きました。以前

は口数の少なかった方が，沢山お話して

いかれます。辛いとき程，会話を交わす

こと，お話を聞いてあげることがこれ程

までに大切なのだということを，改めて

知らされました。

東日本大震災で失った物は沢山ありま

すが，それまでの生活では感じられなか

ったことを，沢山教えられました。これ

程までに命の大切さを突き付けられた事

はなかったと思います。普通でいられる

事の有難さを，誰もが身にしみて感じて

いたことでしょう。それに，災害時の備

えを準備しておくのは勿論のこと，子供

達がいろいろな状況を想定してどこに逃

げたらよいか，改めて確認しました。そ

して，地域の方々との交流がとても大切

であること，人と人とのお付き合いの中

で，会話の持つ力がどれだけ大きいか，

特に話を聞いてあげることがいかに人の

気持ちを和らげることができるか，改め

て知ることが出来ました。これは，災害

時だけのことではありません。普段の家

族間，親子間でも同じだと思います。

最後になりますが，沢山の方々，それ

こそ全国の方に助けて頂き，励まされ，

支えて頂いて，今の生活を取り戻せるよ

うになりました。心から感謝申し上げま

す。この気持ちを忘れずに，この度受け

た御恩を，今度は困った人がいたら力に

なって差し上げることで，恩返しをして

いきたいと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災の記憶 想う事

第二中学校同窓会長・東塩釜町内会長

渡 辺 英 敏
わたなべ ひでとし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災から１年６ヶ月が過ぎました。今，

あの時の不便な生活は記憶の中にしかあ

りません。それでも，毎日の新聞・テレ

ビ等の報道，近隣近在の様子から，復旧

・復興の状況が部分的には見て取る事が

できますが････。まだまだ，これから長

い年月と多くの労力，資金資材が必要で

ある事を痛感させられます。

平成２３年３月１１日。その日の午前

中，私は塩二中の卒業式に出席していま

した。卒業証書を手に喜ぶ親子！そんな

華やかなムードに包まれた記念行事が終

了し････。その数時間後に式場の体育館

が恐怖と不安，困惑に満ちた顔の多くの

人達で溢れてしまうなんて，とても信じ

られませんでした。新聞，テレビ等で，

近年中に非常に高い確率で必ず巨大な地

震・津波が発生すると，多くの研究者や

常識者が唱えておりましたが････。当時，

私自身は（恥ずかしい話ですが）それ程

高い危機感をもっていませんでした。

３月１１日 １４時４６分 大地震発

生。突然，強い横揺れを感じ，いつもよ

り長い揺れでしたがようやく収まったと

思うと，前よりも一段と強い揺れが，今

度は次第に大きく，激しく何度も襲って

きたのです。今までに経験した事のない

激しい揺れ！しかも長い時間！これは大

変だ!!と感じました。電気が止まり電話

も携帯も通じなくなり，家族との連絡が

とれず，募る不安。その後，発令された

大津波警報と繰り返し鳴り響く警告のサ

イレンの音！そんな中，自宅に戻り家の

中の被害の様子を確認している間に，道

路に押し寄せる津波。急いで車を出しウ

ジエスーパー杉の入店の駐車場に避難し

ました。駐車場はすぐに人と車で大混雑

に。家族３人は杉小に避難していました

が，体育館の中は二中も杉小も満員状態。

仕方なく駐車場の車の中で不安な一夜を

過ごしました。

この日は夕方から雪が降り，気温が下

がり，非常に寒い夜でした。車の中で満

天の星空を眺め，まだ続く余震に怯え，

仙台新港の石油コンビナートの火災で空

が赤く染まっていたのが忘れられません。

３月１２日 不安な一夜が明け，電気，

水道，ガスのライフラインは完全にスト

ップして，電話も携帯も使えない状況で，

市内の様子が皆目把握できません。とり

あえず，藤倉の自宅と新浜町のオフィス

を片付け，津波の浸水を免れた自宅に，

家族４人と被災した親類のＳ家の家族５

人と共同生活の準備をしました。午後か

ら新浜町，藤倉二丁目，北浜地区，海岸

通り，沿岸付近の津波の物凄い爪痕を見

て回って，東松島市にある特別養護老人

ホーム「不老園」に入所している母の安

否確認が出来ず焦燥感を募らす事になり

ました。････結局，３月１７日，母との

対面は東松島高校の体育館の床で迎えま
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した。しかし，それは思いもよらぬビニ

ールに包まれ変わり果てた母との再会と

いう最悪の結果になってしまいました。

体育館には，たくさんのご遺体が番号札

を付けられて並べ置かれていました。余

りの悲惨な光景と余りの変貌と悔しさ，

無念さで涙を流すことさえ忘れていまし

た。

３月２３日 山形県東村山郡中山町に

て密葬。

４月 ５日 願成寺にて葬儀。母の葬

儀を出すまでに，自衛隊の方々，検案医

の先生，白寿殿様，願成寺様，親類，友

人，知人とその他，たくさんの方々のお

力添えと温かいお言葉をいただき，心よ

り感謝しております。その後，母の関係

で東松島市役所に何度か足を運ぶ機会が

ありましたが，職場にはいつも他県のボ

ランティア職員が多数応援に来ており，

その姿を見るたび，ご苦労様と感謝の心

が湧きました。

３月１３日 連続的に余震が続く。飲

料水，ガソリン，灯油の確保に奔走する

日々の中，町内会で役員が中心となり，

飲料水の給水活動や食料品等の支援物資

の配付を行いました。多くの友人，知人

の方々，親族より飲料水，野菜の差し入

れ，食事の炊き出しをしていただきまし

た。また，県外各地よりたくさんの人々，

企業団体から支援物資や励ましのメッセ

ージをいただき，感謝してもしきれない

思いになりました。人は支え合って生き

ていることを再認識いたしました。

この震災で，町内会の皆さまが一人じ

ゃない事の心強さ，大切さを強く感じ，

常日頃より近所や隣りの方々とのコミュ

ニケーションを図り，協力し合う良き人

間関係を構築しておくことを再認識しま

した。今無くなりつつある，地域との絆

がいかに強く生きる力となるか，みんな

が感じてくれたと思います。また，その

力を災害時にどう反映させる事が出来る

か等，この機会に町内で再検討し後継す

る役割があると考えさせられました。こ

の経験と困難に耐えた姿を風化させず，

後世に伝え，若い人達には，この度の様

々な経験を通し，今後の人生の糧にして

ほしいと考えています。

緊急避難所としての地区の学校は，知

識と経験を持った多くの専門職の先生方

がおり，避難した地域の人々を見守り，

様々な事柄にも対応出来る，災害時には

一番頼れる所です。この度の震災時にも

本当によくお世話をいただきました。こ

れからも，災害時には地区の学校の存在

意義が非常に大きく，地域防災の核にな

ってほしいと思います。この度の大震災

で，たくさんの犠牲者，大きな悲しみを

体験しましたが，たくさんの人々の好意，

善意を経験する事も出来ました。多くの

犠牲によって得た経験を今後の人生に生

かしていかなければと思っています。

心は誰にも見えないけれど

心遣いは誰にも感じられる

思いは誰にも見えないけれど

思いやりは誰にも感じられる

「ガンバレ！」「ガンバレ！」シオガマ!!
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私にとっての３・１１

第三中学校 保護者 川 元 みつ代
かわもと よ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

その日は三中の卒業式に朝から出席し

ていました。そう平成２３年３月１１日

金曜日。まさかＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩＴＳＵＮＡＭＩという言

葉が世界中に広がるまでの大震災が起こ

るとは，夢にも思いませんでした。卒業

式終了後は会社に出社，そこで大きな地

鳴りと揺れを感じ，外の空き地へ出て間

もなく，上空で大きくたわむ数本の電線

に恐怖を感じたのを覚えております。こ

れが来ると言われていた「宮城沖地震」？

いや数十年前に体験したものとは全く規

模が違う。そう考えていると，突然の津

波警報のサイレン。現実に戻りました。

私の職場から七ヶ浜代ヶ崎港岸壁までの

距離約１００ｍ，「逃げろ！」の言葉しか

出ませんでした。職場は片づけもせずそ

のままの状態で，車で逃げましたが途中

で高く積まれたブロック塀が倒れて道を

ふさいでいた為，ラジオの津波到達時間

と高さを頼りに仙台火力発電所前のルー

トを通って高台の県道まで逃げました。

今思い起こせば，非常に危ない事でした。

地震直後で渋滞がなかったから良かった

ものの，本来なら車ではなく，歩いて逃

げるべきだったと反省しております。そ

れと余談ですが，仕事の都合上住宅を建

てる方とお会いする機会が多いので，こ

の日以来，亀裂の入ったブロックや高さ

のあるブロック塀等に関しましては，解

体していただくよう話をしています。本

題に戻ります。

もちろん家族の事も心配でした。まず

一番安全な場所に居るのは当時中学１年

で部活中の息子だと私の中では確信があ

ったので，自宅にいる２人の安否を確認

する為に車を走らせ（すでにこの時点で

会話可能な電話は全て遮断状態）家に着

いたが庭には車なし，家中探しても誰も

居ず。結局車に乗り込み近所の高台，西

塩釜駅付近にいたようで・・何十年と住

んでいるのに目と鼻の先にある三小が指

定避難場所になっていた事も知らなかっ

たというしだいでした。その後，津波発

生で海水が国道を流れ始め家族を私の実

家に寄せ，国道に海水が流れ込む中，私

１人自宅に戻り石油ストーブ，インスタ

ント食品，冷凍しておいた食材，灯油，

防寒着と車に詰め込めるだけ，車が海水

で動けなくなるまで物を運びました。私

の頭の中には実家はプロパンガス，仏壇

の中にロウソクある，近所に飲料用井戸

水ある＝食材があれば何とかなるという

方程式が成り立ってしまい，あと先考え

ず行動していました。その間，息子と母

は大変心配していたようで戻ってからは

大目玉でした。

その日の夜は続く余震に怯えながら暗

闇の中眠る事も出来ず，ただひたすら朝

の光を待っていました。数日続いた懐中

電灯とロウソクの夜，部活漬けで一緒に

過ごす事の少なくなった息子とトランプ

やゲームをして過ごし，「こんな時でない

と一緒に居られないもんね。」と２人で恐

怖心をごまかしていました。それから１
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週間後に長靴で歩けるくらいまでに国道

の海水が引いたので少しずつ自宅の片づ

けを始め，国道沿いでしたので比較的電

気と水道の復旧も早く，３週間後には自

宅に戻りました。「想定外の大震災」とい

う非常事態の時こそ真の人間の姿が見え

るものですね。震災からのたった３週間

が今後の私の家族に大きな影響と大打撃

を与える事となりました。そして私は更

に強く生きねばならなくなりました。

ただ悪い事ばかりだけではありません。

日々のご近所つきあいがあればこそ出来

た協力体制や思いやり，元気の出る力強

い言葉。本当に心に沁みました。余震も

少なくなり，物資や環境も戻りつつある

今，絶対に忘れてはいけない，風化させ

てはいけないのは事実です。毎日の生活

に流されることなく，災害に備えての準

備は時間を作ってでも続けていこうと思

っております。

最後になりますが，地震発生が部活中

という事もあり半袖・短パンでいた息子

達，そのまま教室へ避難した為に冬服は

そのまま体育館の中に。「危ないから１年

は待っていろ，俺達がとってくる。」と言

った２年生，息子はとってもカッコよか

ったと言っていました。先輩方ありがと

うございます。そして，生徒をいち早く

避難させ，ご自身のご家族も心配でしょ

うに，それでも最後の１人を親元へ引き

渡すまで守っていただきました先生方に

感謝を申し上げます。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

玉川中学校 保護者 長谷川 静 恵
はせがわ し ず え

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

平成２３年３月１１日，塩竈市内の中

学校では卒業式が執り行われていました。

卒業生，在校生が心を一つにし，立派な

卒業式だったと聞きました。

私は市役所に用事があり，仕事を切り

上げて帰宅しました。当時中学１年生の

子供は，清水沢の友人宅へ遊びに行くと

のことで入れ違いで外出しました。昼食

を済ませ，市役所に行く準備を済まして，

いつもならすぐに外出するのですが，そ

の日ばかりはすぐに腰を上げることなく，

見るとはなしにテレビのスイッチを入れ

ました。しばらくしたら大きな揺れ。長

くて下から突き上げるような初めての揺

れ。午後２時４６分，東日本大震災震度

６強の発生でした。

降りしきる雪の中，携帯電話を片手に

傘２本を右手に自宅を出ました。鳴り止

まないサイレン，目の前に広がる黒煙。･

･･何かとんでもない事が起こっている，

早く清水沢まで子供を迎えに行かなきゃ･

･･。あんな短時間で走ることはもうない

でしょう。

友人宅で片づけをしていた子供と友人

の家族の無事を確認し，ひとまず自宅に

戻りました。その間も左手の携帯電話で

仙台新港に勤務している主人に電話をか

けましたが，全くつながりませんでした。

子供が携帯型ゲーム機にワンセグチュ

ーナーを接続し，大津波警報が発令され

ていることがわかりました。何度も何度

も自分の携帯電話と自宅にあった古い型

の携帯電話で主人に電話をかけ続けると，

子供がかけていた古い型の携帯電話の方

がやっとつながり，「大津波警報だよ。早

く安全な場所に逃げて」『工場内の従業員

を避難させていた。こっちも今から事務

所に戻る。』それっきり，主人との連絡は

途絶えました。テレビの画面は，名取市

沿岸に押し寄せる津波がまるで生き物の

ように荒れ狂って真っ黒な濁流となり，

家屋や車を飲み込んでいる様子を映し出

していました。その様子を，何も言えず

ただ見つめていました。「（お父さん，ダ

メかもしれない。）」しかし，不安な気持

ちを子供に感じ取られないよう，握りし

めた携帯電話で，何度も何度も連絡を取

ろうと電話をかけ続けました。

先の宮城県沖地震の時，子供と同じ中

学１年生だった私が体験した事を思い出

し，「塩竈は浄水場があるから大丈夫。次

の日には給水車が来るから，断水になる

前に水をくんで。トイレの水はお風呂の

残り湯を使うから，水を足して。」

非常時でも，時間はいつもと同じよう

に過ぎて夕方になりましたが，停電のま

ま。オール電化の我が家は暖がとれず，

家族で毛布にくるまっていました。不安

と寒さから顔色が悪くなっている子供は，

車が停まる度にカーテンを開けて，降り

てくる人をじっと見て，「違った･･･」。仙

台新港から主人が帰って来るのを待って
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いたのです。そして「今晩はここにいる。」

といって，リビングのこたつの中で寝て

いました。

主人の無事が確認できたのは翌日の朝

６時前。仙台新港から歩いて帰宅したの

が11時前で，「会社も多賀城も塩竈の街の

中も大変なことになっている。外に出る

な。」私と子供が塩竈市内の被害の状況を

知るのは，ずっと後のことでした。

宮城県沖地震の時も，東日本大震災の

時も下校した後でしたが，もしも通常授

業中に起きていたら，中学校も全ての安

全が確認されてから，地区ごとに集団下

校させる等の処置が取られた事でしょう。

自分（自分の子供）がどこの地区なのか･

･･？非常時にはどのようにするのか。電

話が通じないときには？最終的に，どこ

に避難するのか？今一度，ご家族で確認

してください。

そして，各家庭で最低１週間分の飲料

水，食糧を備蓄してください。３ヶ月に

一度は食料の入れ替えをしてください。

乾電池，トイレットペーパー，ティッシ

ュペーパーも忘れずに。

まず，自分の事をやってから。余力が

あれば，困っている人のお手伝いをしま

しょう。決して無理をしてはいけません。

自分にできる事を，できる範囲でやりま

しょう。

東日本大震災で体験した事は，子供た

ちの糧となったでしょう。そして次に起

こりうる非常時に知恵となって行動して

くれると信じています。私たち大人は，

家庭，地域，学校の三位一体で子供たち

を育てましょう。非常時にも，他人に優

しい子供たちに育てましょう。子供たち

が大人を信じ，地域の優しさに包まれて

塩竈市を担う人材になるように。
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◇◇特別寄稿◇◇

MY 3.11 EXPERIENCE

By: Shelly Chung

At 2:46pm on March 11
th
, 2011, I had just

arrived home from school.

My apartment started to shake just as I set

food into the front door. I waited a while

hoping things will gradually calm down, but

the shaking became stronger. And I began to

panic. Although I had been told before of

what safely procedures to take in case of an

earthquake, but at that moment, I could

barely recall anything. “Run to the BOE”

was the only thought floating inside of my

head. I ran to the BOE in the sound of the

earthquake siren without knowing what

would happen the very next second. After I

had arrived at the BOE, I quickly sent a

message from my cell phone to my family in

Canada letting them know that I was ok. By

the time night came out, electricity, gas and

water had all gone out. I ended up staying

overnight at the BOE.It was long and cold

night, everyone sat around a small stove and

had a very little to eat. Next morning, I was

told to go to a nearby school with the other

ALT to get food. When we arrived there, I

saw many of my students with their families

and other teachers. We received a warm

welcome from the school staffs. After a light

meal, we helped out around with other

teachers.

For the next few weeks, we stayed at

home instead of at a shelter. Every day we

would walk around the neighborhood to get

food and water as well as the latest news on

the earthquake. It was surprising for me that

even during disastrous time,

Japanese people worked so well together. I

was amazed to see everyone lined up

properly for food and water without fighting.

People on the street saw us and came over to

talk to us, some even gave us food. One

thing that I will always remember is hearing

them say to us “It is so brave of you two in

Japan during this time. Thank you so much

for staying.”

After the electricity and the internet came

back on, I could finally contact my family

and friends back home. Every day my family

would call me from Canada to make sure

that I was ok. Things slowly became better

and stores started to open for business again.

I was happy that life was heading for the

right track again.

Looking back on the experience now, I

cannot possibly describe with only a few

sentences all the feelings that I felt during

that time. Even though it was a difficult

time, but I’m glad that I had stayed in Japan.

It was an experience that is priceless. I’m

thankful for all the kindness that I had

received. Most importantly, I thank God for

being alive to share my experience with

others.
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私の3月11日の体験

塩竈市ＡＬＴ：シェリー・チャン

（意訳：塩竈市教育委員会 丸山新太郎）

2011年3月11日の午後2時46分，私

はちょうど学校から家に着いたところで

した。

私の住んでいるアパートは，私がドア

の前に食べ物を置いたときに揺れ始めま

した。私は徐々に落ち着くだろうと思い

ながらしばらくの間待ちました。しかし，

揺れは強くなりました。私は慌てました。

私は地震のときの安全な行動については

教えられていましたが，ほとんど何も思

い出すことができませんでした。「市教委

に走っていく」ということしか頭に浮か

びませんでした。私は地震のサイレンが

鳴る中，これから数秒後に何が起こるか

知るよしもなく市教委へ走りました。市

教委に着いたのち，私はすぐに携帯電話

でカナダにいる家族に無事を知らせるメ

ッセージを送信しました。夜になる前に，

電気，ガス，水道はすべて使えなくなっ

てしまいました。

私は結局，市教委で一夜を過ごしまし

た。長く，寒い夜で，皆小さなストーブ

の前に座り，わずかな食料を食べました。

翌朝，私は食料をもらうため，もう一人

のALTと一緒に近くの学校に行くように

言われました。学校に着くと，多くの児

童と彼らの家族や先生がいました。私た

ちは学校の職員から温かく歓迎されまし

た。軽食ののち，私たちは他の先生とお

手伝いをしました。

それから数週間のあいだ，私たちは避

難所ではなくアパートにいました。毎日

私たちは地震についての最新のニュース

と同様に，食料や水を得るために近所を

歩き回りました。

悲惨なときにもかかわらず，日本人が

協力して仕事をしていたことに私は驚き

ました。また，皆が争うことなく，食料

や水を得るためにきちんと整列していた

のを見たときも驚きました。道で私たち

を見かけた人たちは話しかけにきてくれ

て，食べ物をくれた人さえもいました。「こ

んなときに日本にいるなんてあなたたち

二人は勇敢ですね。日本にいてくれてあ

りがとう。」と彼らが言ったことを私はい

つまでも忘れることはないでしょう。

電気やインターネットが復旧したのち，

私はようやく家族や友人と連絡が取れま

した。家族は毎日カナダから私の無事を

確認するために電話をかけてくれました。

事態は徐々に良くなり，お店も再開して

いきました。私は生活が再び正しい軌道

に乗っていってうれしかったです。

今，この体験を振り返ってみると，そ

の当時感じたすべての気持ちをほんの少

しの文章で表すことはできません。大変

なときでしたが，日本にいて良かったと

思います。これは貴重な体験でした。私

は自分が受けたすべての親切に感謝して

います。最も重要なことは，他の人たち

と体験を共有するために，生きていたこ

とを私は神に感謝していることです。
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