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特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ）

第８号
平成２３年１１月３０日発行

（所在地：〒７００－００１５ 岡山市北区京山１－２－２１ 編集担当
(０８６－２５１－４６１５ ） 角田みどり・田口琢磨

「第３回地域創生フォーラム」に寄せて
理事長 松 畑 熙 一

「東日本大震災」という未曾有の大災害の年となっ これは、小さな実践にすぎませんが、このような学び
た2011年も過ぎ去ろうとしています。このような年であ の行動化によって、一人ひとりの復興支援行動が、地
るからこそ、平素上滑りになりやすい日々を足元から 域のそして国の復興へとつながっていくと確信していま
見直すチャンスとすべきです。 す。

「学習」とは何でしょうか。ひとつの定義として、「一 「東日本大震災」は、単に東日本の問題では決して
定の経験によって行動が永続的・進歩的な変容をす ありません。私たち一人ひとりの問題です。物優先の成
ること」です。変容が外に現れないこともありますが、 長信仰が過度に進行していることの猛省から始めなけ
考え方や行動の変化が一定の学習経験によって起きる ればなりません。そして、大震災が問いかけている「私
ことを重視することです。 にとっての意味」を具体化・行動化し、「つながり（連）」・

「東日本大震災」の避難場所・宮城県気仙沼高校に 「絆」を深めるための協働活動の在り方を見つけるフォ
学生に同行してボランテｨア活動を行いました。そこで ーラムとなることを願っています。
避難者と寝食を共にして学んだことは、非常に大きい
ものがありました。その中の一つ。7月のある暑い日
の昼過ぎ、約２０棟の仮設住宅に案内されて、「何か
に気づかれませんか」の問い。見回しても特にすぐは
気づきませんでした。説明を聞いて驚いたのですが、
約３０℃の中、エアコンは設置されているのに、誰一
人つけていません。扇風機で我慢しているのです。仮
設住宅に入れない人もいるし、節約しなくては、、、と。
「もったいない精神」の典型です。

この日を境にして、自分の生き方の一部を変えまし
た。それまでは、エアコンはつけて、涼しくなったら消し
ていたのです。それ以降は、エアコンはつけないで、
我慢できなくなったときだけつけることにしたのです。
確かに、３２℃くらいまでは扇風機で大丈夫です。 東日本大震災学生災害ボランティア報告会 2011.11.29

９月２７日に行われ い」という発想から来ているとの
た連塾・健塾合同の研 ことでした。この「猫袋」だと、き
修会では、外部講師と れいな水が入手できず、泥水を
して、レスキューハート 使っても、おいしく「猫飯」が炊け
ストック瀬戸内の森田 るという利点があります。
靖氏をお迎えし、長年、 ご飯を炊いている時間を利用
災害ボランティアとして して、角田連塾１期生が、少量 「猫袋」ふっくら
ご活躍されているご経 の新聞紙を使っての「非常時に 炊けた「猫飯」
験の中から、実際に役 役立つ新聞紙

「猫袋」の説明をされる森田氏 立つ災害時・非常時の スリッパ」製作の指導を行いました。
際の炊き出しに使用 30分ほど熱湯で煮沸して、パンパン

する「猫袋」という優れ物のご紹介があり、実際に塾生 にふくれた猫袋を破ると、中からふっく
もこれでお米を炊く体験がありました。一見、普通の袋 ら炊けた御飯が出てきました。参加さ
のように見えますが、お米一合が入る目印となる横線 れた皆さんからは、御飯をおいしく頂
や、それに対しての水の量が分かる横線もついていま きながら、こうした実習を伴う研修会も
す。なぜ「猫袋」という「猫」がつくのかという質問が参加 非常時用 有意義で、実生活に生かすことができ
者の中から出ましたが、これは、もともと「猫の手も借 新聞紙スリッパ るという絶賛の声が上がりました。
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連塾の特別活動・英語教育一貫カリキュラム開発研究会の実践

「英語で遊ぼう in 少年自然の家」
平成２３年１０月３０日（日）９時３０分～１６時 を開催しました

これまで、３年間「おもちゃ王国」（玉野市）で開催してきた「一日留学体験」の実践をベースにして、今年度は、公
的な施設を活用しての「英語で遊ぼう in 少年自然の家」（岡山市北区日応寺）を開催いたしました。小学生の４・５・
６年を対象とし、子どもたちを一日を「英語づけ」にして、英会話能力のスキル・アップを目指す取組です。

当日は、英語を話すこと
に関心のある２４名の小学
生が参加しました。その殆ど
の子どもたちが何らかの英
語を学んでいる子どもばかり
だったので、どの子も意欲
的に活動に挑めました。

主な、プログラムとしては、
「オリエンテーション」「グル
ープ対抗ゲーム」「「室内遊
び」「スキット」「造形活動」な
どです。指導者から、自己
紹介のしかた、英語でのス
キット、遊び方、製作の仕方
等を学んで、積極的にコミュ
ニケーションしながら、一日
英語で話して過ごしました。

参加者・指導者・スタッフみんな揃っての記念撮影 終了後の子どもたちのアン
ケートでは、「とても楽しかっ
た」「これからも英語を使おう」

など、高い評価を得ました。子どもたちに英語環境を整えることの重要さを改めて認識しました。

今年で３回目を迎えた

「一日留学体験 in おもちゃ王国」
平成２３年１１月３日（木）祝日 ９時３０分～１６時 を開催しました

連塾の活動組織の一つである「英語教育一貫カリキュラム開発研究会」が、３年前から実施している「一日留学
体験」も、今年で３回目の取組となりました。昨年度の反省を踏まえ、今回は会場を「おもちゃ王国」内のフード・コー
ト１ヶ所にしぼり、国際交流をメインとする一日留学体験の場を設定しました。ここで、各国外国人講師の皆さんと英
語でコミュケーションをとりながら異文化理解を深め、自己紹介やあいさつを通して英語力を高めます。
今回、外国人講師の方は、「アメリカ」「ケニア」「トルコ」「パラグアイ」「フィリピン」「韓国」「中国（内モンゴル）」「カン

ボジア」「ノルウェー」「オーストラリア」の１０ヶ国からです。それぞれの国のブースに、自国の特産物やお土産品、遊
び道具などを置いてくださっており、パスポートを持った子どもたちが次々に訪問していきます。また、ステージでは、
フィリピンの皆さんが「バンブー・ダンス」を披露してくださり、希望者が喜んでダンス体験もできました。今年も、自ら
積極的に英語を使って会話を楽しむ子どもが多く見られました。連塾では、来年２月、岡山市立犬島少年自然の家
でも、こうした事業を実施する予定です。
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行って来ました！ 見て来ました！ 聴いて来ました！

茨城県日立市・「NPO法人インパクト」訪問
平成２３年１１月１２日（土）～１３日（日）

平成23年11月12日～13日、日立市にある県北生涯学習センターにその活動拠点を置くNPO
法人インパクトを、松畑理事長を含め7名（松畑・角田・角田正・藤井・安田・曽我・千房）で訪問し
て、主催する県北志塾の今年度第2回人間学講座での松畑塾長の講演、県内外の地震による
被害状況の一端の視察、NPO法人インパクトとの交流などを行ってきました。

今回のインパクト訪問のきっかけは、一昨年の山口フォーラムでの分科会発表（「連塾の５年
間の取組」角田1期生）を聞かれたインパクトの方々が、初めての県外視察先にこの連塾を選
んでくださったのがご縁です。去る2月17日（木）に連塾にお越しいただいたインパクトとの懇親
会席上、このお約束が出来ました。その時、この11月に開催される日立市での県北志塾での講
演への参加要請や、法人同士の交流について話し合いがあったのです。

連塾３期生 2月にインパクトの皆さんがお帰りになったすぐ後、3月11日に起こった東日本大震災では、
千房新太郎 茨城県も大きな被害を受けました。当方も皆さんの事を心配しておりましたが、しばらくの間は

音信も不通でした。その後1週間ほどして連絡が取れた結果、インパクトの皆さんもそれぞれ被
害に遭われて不便な生活を強いられている事をお聞きしました。 その後徐々に復旧が進んだ段階で、活動できるよ
うになったインパクトの方々が、茨城県内の復旧や各種のボランティア活動に参加されていることが分かりました。
連塾としてどのようなお手伝いが出来るかお互いの連絡による話し合いも続き、こちらで活動した街頭募金の一部も
ささやかながらインパクトの活動支援の為にお送りすることも出来ました。

そして、11月12日に日立市で行われた県北志塾の第2回人間学講座での
松畑塾長の「『連語』を生きる」の講演では、約70名ほどの参加者があり、若
い質問者から、「特別に何かの宗教を信仰している訳ではないが、普段の生
活に於いても、先生の話された 『サムシング・グレイト』を肌身で感じている」
と、感動の面持ちで感想を述べられたのを始め、会場から多くの感想が述べ
られました。持参した３０冊ほどの「『連語』を生きる」のご著書もあっという間に
完売となりました。講演の雰囲気については、当初は静かでしたが、松畑塾長
も会場も次第に一体感が増して、お互いに笑いも生まれ、非常に和やかでよ
い雰囲気で進んで、最後はむしろ質問時間が不足するほどのすばらしい講演
内容でした。

夜は、９ヶ月ぶりにお会いし 松畑理事長による講演
たインパクトの皆さんとの懇親
会があり、交流を深めました。支配人の配慮で高級料理「あんこう
鍋」の実演ショーがあり、「桃太郎鍋」とはひと味違う濃い、 まさにイ
ンパクトのある「あんこうづくし」に舌鼓を打ちました。そして、前回イ
ンパクトの岡山の訪問ではお会いできなかった県北生涯学習センタ
ー長の野口不二子さんとの出会いも感動的なものでした。

彼女は、「しゃぼん玉」「７つの子」「赤いくつ」など、日本の代表的
な童謡を１００曲以上作詞された野口雨情の実のお孫さんということ
で、野口雨情の生きた時代や人々との交流など興味深いお話も聞
けました。そして今後もインパクトとの交流を深めることで、大いに盛
り上がりました。
２日目は、茨城県で最も被害の大きかった大津港の視察をし、岩

NPO法人インパクトと連塾の記念撮影 手や宮城のような大きさではないにしても、津波の爪痕をこの目で確か
めることが出来ました。続いて、津波による大きな被害を受けた築後

145年の「野口雨情生家」では、野口不二子さんによる案内で、一般人には公開し
ていない２階部分も見せて頂き、感激でした。今回の茨城県内、日立市、そして車
の走行中に一部を視察出来た福島県内の一般民家の地震による損傷を受けた屋
根部分は、いまだにその多くが、雨よけのブルーシートで覆われているのを目の当
たりにしました。 修理に要する費用や材料、 人材が不足しているのです。 道路や
施設の基礎部分も震災後8ヶ月、まだまだ復旧課題が残ったままでした。今回、私
達のお出迎えや、県内外の視察、空港へのお見送りなどではインパクトグループﾟ
長の志摩さんに大変お世話になりました。空港でお別れに手を振って見送って下さ
った姿も印象深いものでした。

日本と外国の都市の縁組はかなりあるの 津波による被害を受けた港
ですが、国内に於いては姉妹兄弟縁組の市
町村は珍しいのが現状です。そして今回、松畑塾長から、「今後、水戸と吉備
の交流による『水吉（みき）学』、『水吉（みき）塾』ができれば幸いである」とい
う趣旨のご提案がありました。

来年のいつかの時点で、今度はインパクト側の再度連塾への訪問もお受
けする予定にしています。連塾と茨城県県北生涯学習センター、NPOインパ
クトとの連携、このような事をきっかけにして水戸と吉備の地域が結びつき、
いずれ将来、岡山市民と日立市民との交流、協力にも連（つな）がり、双方の

野口雨情の生家 地域創生にとってより良いものが生まれる事を期待しています。
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熙連会主催
塾生による

リレー・エッセイ（８）

９月 １ ８日（日）

恒例となった熙
連会（ 連塾・健塾
同窓会）主催のバ

私は幼い頃から父親の仕事の関係で、 ーベキュー大会
世界の国々を渡り住んでおり、小学生 が、９ 月１ ８ 日の
時代にはドイツでシュタイナー教育を 午後５時より開催
受けました。両親からの、「人種差別 されました 。今回
をしてはいけない」「人に対して、常 は、３２名（昨年
に平等に」という言葉を受け継ぎ、私 は２２名）という多
は訪れた世界の国々の人達と融和を図 数の会員やご家族の皆様方が出席され、和
ることが、小さい頃から身に染みつい やかで、しかも感動的な時間を過ごすことが
ていました。 出来ました。アメリカ青年のニールさんが出

曽我 秀子 また、世界のどこにいても、男女にか 席され、国際交流も展開されました。会のた
（健塾５期生） かわらず就ける職業として「医師」にな めに、日本酒、なすび、ウーロン茶、おむすび

るように勧めてくれたのも両親でした。 などの差し入れを受け、「和楽プロジェクト」の
今、自分が歩んで来た「ボランティア活動」を振り返れば 進捗報告もあって、非常に有意義で盛り上がっ

少女時代から迷うことなく、一つの「目標」を追い求めて過 た会になりました。もちろん、お肉もおいしか
ごして来たように思います。それが、人々の「笑顔」です。 ったです。次回は、餅つき・そば打ち大会です。

20代は、とにかく体力を常に一定に維持することに重点を
置きながら、無我夢中で世界中の災害や紛争等に、自分の未
熟な経験で立ち向かい、実績を積ませていただきました。

しかし、30代はソマリアの戦地でつまづきながら歩き続け
けた苦しい時代でした。瀕死の重傷を負った人達と向き合う
中で、命の灯火が消えかけた患者を優先順位から見殺さざる
を得ないこともありました。幼子が「お母さんをなぜ治療し
てくれないの？」と叫びながら私に付きまとうような経験を
重ねました。その過程で長い間立ち止まり、「医学」だけでなく
新しい分野として「心理学」も学び直し、「精神科医」として、 連塾６期生の苫田淳壱さんと連塾７期生の石倉
活動を再開することができました。 志朗さんが、今夏の岡山県教員採用試験の難
ボランティア活動を長く続けている中で、大きな転機が３ 関を突破し、お二人ともに見事合格を果たされま

回ありました。１回目は、両親からボランティア活動に関わ した。来春より、苫田さんは、岡山市立の中
る契機となったメッセージのプレゼントです。２回目は、訪 学校英語教師として、また、石倉さんは岡山県
れたインドの地、当時まだお元気で活動されていたマザーテ 立高等学校の国語教員として大きく羽ばたかれ
レサが開設されていたハンセン病施設で、週１回届いたマザ ます。ご活躍を心よりお祈りしています！
ーテレサからのメッセージです。３回目は、ルワンダ・コン
ゴ・エチオピア・ソマリアなどの民族紛争における支援活動
から得た教訓です。
今まで多くの方々に支えられ、育てていただきながらボラ

ンティア活動をして参りました。活動する際には、自分を捨
てて、「無」になることを基本とし、自分の心に響く活動人
生でありたいと思い続けて今日までをつなぐことができま
した。どんな時でも、相手の目線を大切にして、線香花火の
ようにであっても、時々しか出来ない適切な支援ができる
よう、今の自分の身の丈に合った活動が出来れば幸せと思 苫田 淳壱 石倉 志朗
って、頑張っていきたいと思っています。 （連塾６期生） （連塾７期生）

＊第３回地域創生フォーラムの開催 ＊被災地への継続支援を

今年度で、第３回となります連塾主催の「地域創生フォー ３・１１から８ヶ月経過しました。被災地では
ラム」を12月１１日に開催いたします。特に、今回は、午前 少しづつですが復興・復旧支援が着実に進み、
の部で、東日本大震災の発生後、連塾が中心となって取り 殆どの避難所が解消されている状況です。
組んで来た「大震災への復旧・復興支援」の取組について １２月を迎えると、寒気団が一気に日本列島を
塾生の代表が実践発表を行います。午後からは、「震災後 包みました。仮設住宅では、十分な暖房器具が
の今、“連（つな）がり”の創生を！」というテーマで、各団体 行き届かず、凍える思いをしておられる方もお
の代表者によりシンポジウムを実施いたします。多数のご られます。今後も、継続しての支援が必要です。
参加をお願いいたします。 （連塾１期生 尾藤 寿実） （連塾１期生・角田みどり、田口琢磨）


