しぇあハート村通信
編集後記
『葉っぱのうらがわ』

7月10日(水)の13:30~15:30に下小路中学校の体育館にて防災学
習を目的に、東日本大震災当時、釜石市で実際に震災・津波を経験
した4名を講師に、パネルディスカッション形式で「復興講演会」
が行われました。しぇあハート村寮生の佐々木希さん(岩手大学3
年)と前川育緒佳さん（岩手県立大学2年）がパネリストとして登壇
する、ということでスタッフも取材に行ってきました！
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「『助けられる人』から『助ける人』になる」ーその考えが徹
底されていたからこそ、人々は「てんでんこ」の教えを守り「釜
石の奇跡」は起こったのだ、と改めて考える機会になりました。
「中学生にもできること」をテーマに実施された復興講演会。
「自分の震災体験の現実を話すのが今日の自分の使命だ」と話す
佐々木さんは、東日本大震災当時、自分はどこで何をしていて、
どんなことを考えて逃げたか、避難所での生活はどうだったかな
ど、自分の言葉で中学生に伝えました。避難所生活について話を
する中で様々な事情を抱えた人々が、一層神経質になって生活し
ていた体育館の様子を「広いけど、せまい」と表現。その状況下
でも、自分より先に仮設住宅に移った友人・支援に来た人々、顔
も知らない人から受け取った手紙などに励まされた経験から「人
とのつながりをより一層大事に思うようになった」と佐々木さん
は言います。
「てんでんこ」という言葉の意味は皆が知っているものの、そ
こに付きまとうのはやはり「むごいのでは？」という疑問。「ま
ずは自分の身を守れ」と言われてはいても、「自分が助けられる
かもしれない誰かを見捨てて良いのか？」という不安に駆られる
ことは想像に難くないことを、震災当時釜石東中学校の教諭だっ
た平野先生（現 山田町立豊間根中学校教諭）は中学生に投げか
けました。
平野先生は「津波から逃げれば、自分がその後『助ける』人に
なれる」と続けます。自分には、これから先の未来で困っている
人を『助ける』という使命がある。その厳然たる事実が分かって
いればこそ、「逃げる」ことに迷いを生じさせない。「家族とは
『てんでんこ』の教えで繋がっている」その申し合わせがあって
こそ、人々はたしかに高台に逃げて自分の身の安全を確保できた
のではないでしょうか。

登壇者で釜石東中学校当時生徒会長を務めた小川さんは「その
ためには『あの子は、“てんでんこ”を守って逃げているから大丈
夫だ』と思われるように家族から信頼される人間になれ」と聴講
した中学生を激励しました。
「（防災の知識が“役立つ（日がやってくる）ことのないよう
に”と思いながら）訓練を積むことは一見、無駄なことのように
思われるかもしれない。それでも来たる日のために、訓練を大事
にしてほしい」と話す小川さん。それに続き「自分たちは海とと
もに生きていく（ことを宿命づけられている）」と話した前川さ
んは「小学校3年のときに先生から『絶対30年以内に津波が来
る』と教わったことがずっと頭にあった」と、災害を自分ごとと
して捉えてきたことを語りました。
私たち盛岡市民にとって「津波」は他人事のように思われるか
もしれません。しかし盛岡は川のまち。西日本豪雨のように河川
の氾濫による水害が発生する可能性は十分に想定できます。危機
に際して「まず、逃げる」。そのことは東日本大震災と何ら違い
がありません。
「中学生でもできること」というテーマに立ち返り、とにかくす
ぐできること、シンプルなことでなければ腰が重いもの。そこで
思い出されるのは講演の締めの平野先生の言葉。
「家に帰って一言家族と話をするだけ。『どこに逃げる？』」

「試行錯誤だよね」
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しぇあハート村復興支援学生寮は盛岡市からの
委託を受け、一般社団法人 SAVE IWATE が
運営しています。

学生シェアハウス入居に関する

「野菜はきちんと手をかけないとダメだぁよ」と微笑むのは沼里
捷夫（ぬまり かつお）さん。現在しぇあハート村に点在する畑
「けむしファーム」のボランティアとして、多いときは週に3〜
4回、畑の手入れをしてくださっています。
沼里さんは山田町の出身で元々は漁師。現役時代は漁で世界中
の海を渡ってきた猛者。さすがは元漁師というべきか。雨も暑
さ、寒さだって何のその。暑さの中一人でモリモリと雑草を取
り、春先は寒さの中、ひとりで畑起こし〜土作り。小雨が降って
いようとも、よりよく野菜が育つよう手入れを怠りません。自身
の野菜づくりに向かう姿勢を沼里さんは「まさに試行錯誤だよ
ね」とはにかんでみせます。
もともとは海の人。昨年度より畑事業「けむしファーム」を始
める、と話した時から本格的に畑に携わってくださり、そこから
「試行錯誤」は始まったと沼里さんは言います。その手際の良さ
とアイデアの豊富さに、「自宅でも（家庭菜園）やってきました
か」と尋ねると「家ではやっていない」とのこと。「それなら、
どうやって野菜の育てかたを調べているのでしょうか？」と再び

質問すると「野菜づくりの本を読んだり、シルバー人材センター
の仕事で一緒に働く人との会話したりするなかから情報を得た
り、他の人の菜園を見て見よう見まねでやったりしている」と、
あくまでも自身の野菜づくりは途上にあると謙虚な返事が。
「どのようにしたら、野菜がどのように実をつけるのか、それ
が知りたい」。一時は苦労して作ったキュウリのネットもあっと
いう間に片付けて、ちょっと後で畑を見に行くと違う形のネット
が畑に立っていた、ということも。「キュウリのツルを吊るす
か、地面に這わせてしまうかで、実のつきかたが変わってくる。
綺麗に作るためにはきちんと吊るせるように」と沼里さん。トマ
トを作るにも、買ってきた苗・挿し木・タネと様々な方法を試し
て、「どうしたら、どのように実をつけるのか」を楽しみにして
いると沼里さんは言います。
「野菜はきちんと手をかけないとダメだぁよ」と言われるたび
に、雑草が“おがった”畑が頭に浮かび、耳の痛い思いをします。
しかし説教をするでもなく「きちんと手をかけていれば、野菜が
どんな風に育って、どんな風に手入れをすればいいか、分かるか
ら」と続ける沼里さんの目は「試行錯誤」による飽くなき探究心
に満ちています。

お問合わせは

盛岡市危機管理防災課
電話: 019-613-8386(直通)

もりおか復興推進しぇあハート村 は 東日本大震災被災地から進学のために盛岡に転入してくる

FAX: 019-622-6211(代表)

学生のためのシェアハウスと復興支援団体が拠点を置く、盛岡市が設置した複合拠点施設です。

7月21日（日）
第8回目のけむし食堂献立テーマは

海の幸☆爽やかメニュー

けらけら笑い
むしゃむしゃ食べる
しぇあハート村

第8回目「けむし食堂」のテーマは「海の幸☆
爽やかメニュー」。ホタテ稚貝の味噌汁に
ホッキ貝ご飯で貝の旨みを楽しみつつ、最近
注目されている海藻のアカモクを使った
ちょっと変わり種のみかん寒天ゼリーに皆さ
ん驚きの様子。食堂当日では見えなかった部
分のエピソードも交えて、食堂の様子＆一部
レシピをご紹介します。

ホッキご飯を
美味しく食べるために…
今回使用したホッキは処理の手間を省くために刺身
用を使用。本場のホッキ飯とはちょっと違いますが…
高橋正子さん曰く「ホッキは炊き込んだり、炊きたて
ご飯に混ぜ込んだりすると固くなってしまう」とのこ
とで、他の具材とは別に味付けしたホッキをご飯の上
にトッピングする、という方法を採用しました。

剥き身でかんたんアレンジ☆

マジうま！

ホッキご飯と同郷(？)宮城県山元町出身の高橋正子さん。
事前に教わりながら試作し、美味しくいただきました♪

ホッキご飯

《材料（5人分）》
●ボイルほっきむき身
●塩蔵すき昆布
●人参
●油揚げ
●青じそ
●サラダ油
●米

アカモクの寒天ゼリー？

アカモクみかん寒天ゼリー
《材料（5人分）》
●アカモク
●オレンジ
●オレンジジュース
●水
●砂糖
●粉寒天

別名「ギバサ」としても知られる海藻の「アカモ
ク」。ミネラル・食物繊維を多く含み、一時は「スー
パーフード」としてTVでも話題になりました。通常
は酢の物や味噌汁の具として食べるようです。もりお
か復興支援センター職員から「アカモクのゼリー」と
いうワードをもらい、（それの意味したところは煮凝
り状のおかずだったにもかかわらず…）そのワードに
早合点したしぇあハート村スタッフは「アカモクのみ
かん寒天ゼリー」をウェブで発見！それを試作を重ね
て改良し、今回の「けむし食堂」ではなんとアカモク
をみかん寒天ゼリーにして食べちゃいました！（笑）

40g
1個
150ml
250ml
30g
4g

《手順》
① オレンジの果汁を絞り、
実も使えるだけ使う。
② 絞ったオレンジと水・砂糖・粉寒天
を鍋に入れて混ぜながら火にかける。
③ 沸騰直前でアカモクを加え、
沸騰したら30秒ほど煮て火を止める。
④ デザートカップに流し入れ、
あら熱が取れたらみかん粒を4つ、
星型ナタデココを2つそれぞれカップに
入れ、冷蔵庫で冷やす。
⑤固まったら完成！

☆白だし
☆顆粒昆布だし
☆醤油
☆酒
☆砂糖
☆水

100g
100g
1本
大1枚
5枚
適量
3合

50ml
1本
大さじ1
大さじ3
大さじ1
100ml

《手順》
①米を洗い、水を切っておく。
②ホッキは食べやすい大きさに細切りにす
る。塩蔵すき昆布は刻んでから水にさらし、
塩抜きをする。人参と油揚げは細切りにす
る。青ジソは細切りにしておく。油揚げは油
抜きして細切りにしておく。
③鍋にサラダ油をひき、人参と油揚げ・塩抜
きしたすき昆布をサッと炒め、調味料★を加
えて一煮立ちさせる。
④煮汁の粗熱が取れたら(★アツアツだとホッ
キが固くなるので注意)バットにホッキが浸る
くらいの煮汁を入れて、ご飯が炊けるまで漬
けておく（ご飯が炊けたら、トッピングす
る）。残りの煮汁と炒めた具材を炊飯釜に入
れる。
⑤煮汁を入れたら、米を炊くのに必要な釜の
水量ラインまで水を入れ、炊飯を開始する。
⑥炊けたら、ホッキを浸しておいた煮汁
（ホッキは混ぜ込まない）を全体に回しか
け、馴染ませる。器にご飯を盛り、煮汁につ
けておいたホッキと刻んだ青シソの千切りを
乗せて完成！

7月からの新寮生
ふじはら たか や
藤原 貴哉さんも協力し
てくれました！

豚肉
しゃぶしゃぶ
は任せなさい！

気になる皆さんの反応は…？

食後は紙芝居タイム

●初めての食感&海の香りがあって
美味しかった
●まぁ、ありかな…というところ
●酢の物で食べる他知りませんでした
●ヘルシーなのでこれからの
デザートに良いのではないでしょうか
●斬新。出会うことのなかった食材
●喉にはりつく感じがする？

食堂当日紙芝居を披露してくださったのはボ
ランティアグループ「ねまりっこ」の及川道子
さん。障害者施設「うぐいすの郷」にて紙芝居
のボランティア歴10年。紙芝居は全て自らの
手作り品で、様々な絵本を手本に一本あたり2
週間かかけて作るんだとか！2013年から紙芝
居を作り続け、昔話・笑い話・とんち話・童話
↑当日紙芝居を披露してくださった
「ねまりっこ」の及川さん（左）と

次回のけむし食堂は9月15日(日)を予定しています。 40食作ります！(参加費300円)
お問い合わせは しぇあハート村センターハウス 019-601-5043 まで！

サポートををする大洞さん（右）

など、合わせて現在その数なんと38本！聞き
手の層に合わせて様々なストーリーを用意して
いるそうですが「その原動力は？」と質問する
と「そりゃ、好きだからね！」弾ける笑顔で話
してくれました。

