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会長

会長

ようこそ横浜へ！
横浜市中区社会福祉協議会 会長の金子です。
このたびは、横浜市中区にご来訪いただけること、私たちが皆様をお迎え
できることを、主催者としてとても嬉しく光栄に思っています。
ただいま本会では中区とともに、区地域福祉保健計画の中で「中区みん
なで小さなおせっかい運動」を展開しています。
私の思うおせっかいとは、
「出来る人が出来る時に出来ることをやろう」
ということだと受け止めています。今回、私たちが出来ることを少しずつ持
ち寄って、この事業が出来ました。
横浜で過ごす時間は短いものですが、ゆったりとお寛ぎいただき、皆様の
想い出となり心の癒しのお手伝いとなることを願っています。
最後になりますが、被災された皆様に心からお見舞い申し上げるととも
に、一日も早い復興をお祈りいたします。

お待ちしていました。横浜中区へようこそ！
先日表敬訪問で大船渡市に行った時、短時間でしたが被災地の現場を拝
見しました。
最初は奇跡の一本松の写真をとりましたが、鉄骨だけが残された建物や
空き地にうずたかく積まれた瓦礫の山を目の当たりにし、津波の凄さをま
ざまざと実感しました。そして、皆さんが階段を駆け上がって助かったとい
う加茂神社の「命の階段」の話を神社を通りつつ聞き、シャッターを押す事
が出来なくなりました。
ただ、復興屋台村や漁協で聞いたお話や、帰り道の車窓から種牡蠣の棚
を見て、復興の兆し、すなわち皆さの「がんばっぺし」の一部を知り、これか
らも長い支援が必要だと痛感しつつほんの少しですが安心して帰途につき
ました。
震災前と激変した風景と共に生活をしていく皆さんにとっては、気の休
まる事がないのではと思います。
わずか３日間の横浜滞在ですが、のんびりと過ごされ、旧町内会の方たち
と語りあって、心の絆をつくろって復興への糧にして頂ければ幸いです。私
達ボランティア連絡会でも、仲間が皆さんのお役に少しでもたてればとお待
ちしています。
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横浜市中区長

皆様、ようこそいらっしゃいました。
中区連合町内会長連絡議会 会長の平山です。
まず初めに、大震災に際し、被害に遭われた皆様に心よりのお見舞いを
申し上げます。一日も早い復興をお祈りいたします。
私ども中区連合町内会長連絡協議会では、住民同士、自治会町内会同士
の絆を大切にしながら、住みやすく、居心地の良いまちづくりを目指して、
各会長が日々地域活動に取り組んでおります。
皆様をお迎えする取り組みが、中区を「よりよい街にし、地域を元気にす
る」活動と考え、準備を進めてまいりました。
この取り組みは、小さな一歩かもしれませんが、やがて皆様の復興を支援
するより大きな力となっていくことを願っています。
そして、この旅が、皆様の旧交を温め絆を深める機会となれば嬉しく思い
ます。どうぞ、体調に気を付けてお過ごしください。

昨年3月11日、東日本大震災から早や1年、復興にむけて、同じ港町どうし
少しでも手助けが出来ればと、中区社会福祉協議会で『おおふなと「がん
ばっぺし」こころプロジェクト』の話を聞き参加させて頂きました。
大船渡港が岩手唯一の国際港で、岩手の海産物が、関東や又海外に輸出
されていたのに大打撃を受け、ご苦労されている方々に少しでも心の温ま
る、おもてなしが出来ればと思います。
私事ですが、15、6年前、岩手県が甘茶の産地だと知りました。江戸時
代、
「かっぽれかっぽれ甘茶でかっぽれ、塩茶でかっぽれ」と歌が流行って
いたので、甘茶を入れた、かっぽれ万頭を売り出し、繁盛して現在も製造が
続いてますので私も取り寄せています。災害後、製造元に電話で安否を確
かめましたら、
「ご安心下さい元気です」と返事があり早速注文しました。
このようなお付き合いが、今回のプロジェクトを機会に、港町どうし、交
流が深まれば幸いに感じています。一時も早い地域の復興と生活の安定が
出来ます事、心よりお祈り申し上げます。

平成23年３月11日から１年が過ぎました。未だ3,155名の方が行方不明
の中、お亡くなりになった方々に、謹んで哀悼の意を表すとともに、被災し
た皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
中区民の皆様の多くのお力添えをいただき、大船渡市で被災された方々
を横浜にお招きすることができました。関係者の方々に厚く御礼申し上げ
ます。
中区では、地域福祉保健計画の中で「中区みんなで小さなおせっかい宣
言」として、
「大きなお世話といわないで 世話を焼いたりやかれたり 次
はあなたが誰かのために 交わす笑顔がふえていく いつもいつでもでき
ること いいね！このまち！！中区の絆」を合言葉に、
「住み慣れた地域で安
心して暮らすことができるまちづくり」に取組んでいます。
おおふなと「がんばっぺし」心プロジェクトは、中区地域福祉保健計画の
１事業として行っております。２泊３日という短い期間ではありますが、心
を休めていただくとともに、同じ港町という共通点を持つ横浜市中区を、第
二の心のよりどころとしていただけると、幸いに存じます。
私ども中区民及び事業者のできることを、長期的な視点で大船渡の皆さ
まとともに、復興に至るまで行っていきたいと考えております。大船渡市の
復興を祈念して、私の御挨拶とさせていただきます。
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感謝メッセージ

戸田

旅のしおりより

『東日本大震災被災者支援〜きずな＆おもいを紡ぐ旅・よこはま〜』の
実施にあたりましては、社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会様をはじ
め、中区ボランティア連絡会様、東日本大震災被災地復興支援がんばっぺし
プロジェクト様など多くの皆様が、
「被災地の方々の思いを分ち合い、共に
明日への希望を紡ぎたい」との思いを共有して実現したものであります。
横浜市中区には、毎年、私たちの目前に優美な姿で現れる大型客船「飛鳥
Ⅱ」が停泊する横浜大さん橋をはじめ、横浜ベイブリッジ、山下公園、横浜
赤レンガ倉庫などがあり、一年を通じて多くの観光客で賑っています。
ご参加の大船渡町浜町及び須崎地区の皆様におかれましては、応急仮設
住宅など新たな環境での生活により、少なからずお疲れも溜まっているも
のとお察しいたします。
今回の旅が、皆様にとって、心身の疲れを癒し、明日への鋭気を養う機会
となりますよう、また、横浜市中区の皆様との新たな絆を結ぶ出会いとなり
ますよう心からご祈念いたします。

公明

大船渡市長

佐野

秀一

社会福祉法人
大船渡市社会福祉協議会
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会長

あの忌まわしい東日本大震災から早くも１年が経過し、時の流れの速さ
を感じています。当市においても震災により甚大な被害を受けましたが、現
在、復興に向けた新たなまちづくりに取り組んでいるところであります。
このたび横浜中区の「おおふなと『がんばっぺし』心プロジェクト」様の
ご厚意により、浜町、須崎両地域の８０余名の方々がご招待いただき、絆を
強めていただくことになったことに深く感謝申し上げます。参加された浜
町、須崎両地域の皆様には、今回の歓迎ツアーを心置きなく満喫され、活力
を蓄えて帰られますようお待ちしております。
本会でも、これまで震災の対応に県内外の多くの皆様から様々な形でご
支援・ご協力いただいてきました。本会としては、今後とも「住み慣れた地
域で安心して暮らすことができる社会」の構築にアプローチしながら、
「お
互いが支え合い、人と人とのつながり」を一層強めた生き方を求めてまいり
たいと考えておりますので、皆様方のお力添えをお願いいたします。

写真でつづる3日間
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大船渡からの
メッセージ

みなさんからたくさんのメッセージが届きました
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■佐藤

美加子／先日は、横浜へのご

■及川

莉音

■佐藤

招 待 を 頂 き、ありが とうご ざ い まし

だきありがとうございました。みなさ

た。皆様のあたたかい真心にふれ、と

んのあたたかいお言葉にとても感動

ても素 晴らしい３日間を 過ごす事が

し、勇気をいただきました。横浜とい

出来ました。また、横浜の町を散歩し

う町は、すばらしい町で、ぜひ住んで

ていた時も、夢のような時間を過ごす

みたいと思いました。そんな素敵な横

事が出来ました。宿泊先のナビオス横

浜にぜひまた行きたいです。また、ナ

浜も建物も，そして夜景も素敵でとて

ビオス横浜のスタッフのみなさんがあ

も感動いたしました。スタッフの方々

たたかくでむかえていただき素敵な三

の笑 顔も、私達家族にとって、何より

日間をすごすことができました。本当

も癒しとなりました。本当に、ありが

にありがとうございました。また、再

とうございました。必ずまた皆様に再

会できることを楽しみにしています。

会したいです。その日まで復興に向け

■新沼（山﨑）美知恵／４月も後半と

て、一歩、一歩、頑張ってまいります。
■橋本

タイ／先日は横浜の支援者の

関係各位の御支援により震災の旅に招
待いただき何もかも失った私達に至れ
り尽くせり

もてなしいただき深く感

謝申し上げます。又吉田中学校ブラス
バンドが故郷の歌
化獅舞

中華学校の伝統文

舞歌感動致しました。おかげ

■佐藤

和紀／横はまにごしょうたい

してくれてありがとうございます。し
かも、りょうりがとてもおいしくてお
いしかったです。でも、とても、きれ
いな町ですね。また、来年もいきたい
のでみなさんにもあいたいのでぜひま
たごしょうたいしてください

なり、大船渡でもようやく桜がさきは
じめました。過日の横浜旅行に際しま
しては、多くの方々の心温まる歓迎と
おもてなしに心より感謝申し上げま
す。震災より一年。仮設住宅での生活
にも何とか慣れてきたものの、旅行す
るなど思ってもいませんでしたが、思
い切って参加して本当に良かったと

様で何もかも忘れて楽しい二泊三日の

■夢ママ／この度は おおふなとがんばっ

思っています。一年ぶりに再会した町

旅でした。東北大船渡もやっと桜の花

ぺし心プロジェクト に誘っていただき、あ

内会の皆さんの顔を見て安心するとと

が咲き出しました。一日一日前向きで

りがとうございました。地区外から参加さ

もに、笑顔に元気をもらいました。津

歩いてます。又おいしい御当地のおみ

せていただきましたが、感動 しっぱなし

波で全てを失い思い出までも流されて

やげまでいただき、本当本当にありが

の３日間でした。バスの長旅はどうかな・
・
・
？

しまったような淋しさがありました

とう御座居ます。大船渡の横浜に在住

と息子の心配をしていましたが、
グチのひ

が、思いがけず飛鳥に乗船できるな

の皆様、ありがとう又横浜に行きたい

とつもありません。それだけ楽しかったん

ど、この旅行で楽しい思い出がたくさ

と思っております。

だと思います。主催された皆様には、たい

ん出来ました。この旅行の実現にあた

へんお心使いやご苦労をおかけしたことと

り、たくさんの応援してくださる方々

思います。なのに最後の最後まで、笑顔で

のご苦労があったと伺いました。本当

受け入れて下さり、感謝でいっぱいです。

にありがとうございました。何年先にな

大船渡にも、遊びに来て下さい。今度は私

るかわかりませんが、いつか復興した大

達が笑顔でおむかえします。

船渡の町をぜひ見に来てください。

■鈴木

海斗／バスりょこうありがと

うございました。野球がんばってま
す。また、いきたいです。

■及川
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浩希／横浜にご招待していた

咲和

■三宅

ヒロ子／今回のがんばっぺし

心のプロジェクト横浜に招待いただき
ありがとう御座居ました。初日歓迎セ
レモニー

ブラバンクラブの中学生の

皆さんご苦労様でした。涙の出る思い
でした。横浜山手中華学校では中国の
獅子舞と踊り、初めて見ました。ほん
とうに感動しました。ホテルにも私達
は横浜の港と山下公園が目の前にほん
とうに楽しい旅でした。ありがとう御
座居ました。
■及川

由里子／３日間の横浜楽しく

過ごさせて頂きました。町田で短大・
OL生活をしていて、関内の支店にも
１ｹ月位ですが通勤していたので、本
当に久しぶりに横浜に行く事が出来
て、なつかしく思いました。(^O^)
【津波】という大きな災害にあい、明

■あゆ

■T.S／この度は２泊３日横浜の旅に
ご招待…参加させて頂き本当に有難う

日どうする？という１年前からは、想

ございました。はじめての横浜、さす

像も出来なかった事です。ずっとがん

が港町でした。中華街散策でしたが、

ばってきた子供達にも楽しい思い出を

強風の為ちょっと残念でした。これか

作ってあげる事が出来ました(>o<)

ら先、幾年を重ねる事が出来るのかわ

プロジェクトスタッフ一同様、中区民

かりませんが、一生の思い出となりま

の皆様、ご支援頂きありがとうござい

した。見せていただくものすべてがす

ました！！また、遊びに行きたいと思

ばらしいものでした。お世話下さいま

います。

した方々には本当に御苦労様でした。
■小山

芳江／大船渡がんばっぺしツ

心より御礼申し上げます。

アー‥‥。前日ねむれなかった。‥‥当
■鈴木

日迎えのバスがきてた。むねをはづませ

みません。楽しいすてきな

て出発‥‥初日歓迎レセプション関東
学院大学（１時間おくれ）セレモニーは

りか／返事が大変遅くなりす

■新沼

ちゑ子／四月も中旬になり北

夕食にあわせてホテルニューグランドで

の岩手にもやっと陽気な日が続く様に

行われた。‥‥２日目は終日自由行動で

なり桜のつぼみも色ついて来た様に見

ボランティアの皆様と一緒（つかれたと

られます。ところで過日は横浜中区の

思います）山下公園、中華街での散策

皆様には盛大に心あたたく迎えて頂

（たのしかった）
３日目山手中華学校で

き、又、色々なおもてなし等々頂き心

のお別れ会、ありがとう涙がでて、
とまら

より感謝申し上げます。飛鳥船上での

（ありがとう）中区のみなさん、
なかった。

御配慮、そして中国民族舞踊、ホテル

ボランティアのみなさん本当にありがとう

でのお心使い等・中区の一人一人にあ

ございます。一生忘れません思い出をあり

りがとう御ざいますの一言につきるば

がとう。

かりです。大船渡町も現在は見渡す限

出逢い

時間 をありがとうございました。夏
には店を再開しますのでこちらに来た時
は寄って下さい。本当にありがとうござ
いました。同級生のみんな（ゆうこちゃ
ん、チャコちゃん、マリちゃん、前田く
ん）元気パワーありがとうね！
■佐藤

柚季

り大荒野ですが何年後（いや何十年）
か、いずれ復興した際には横浜中区の
皆様にも是非お出で下さいます様お待
ちしております。中区の皆様お元気
で！！

メッセージは一部を除き、原文のまま掲載しています。

14

■浅沼

久美子／浜町・須崎町内会の

■新沼

杏奈／わざわざよこはまから

方々と思い出残る旅行になりました。

しょうたいしてくれてありがとうござい

いろいろなつらさや苦しみも話せたり

ます。ごうかな料理をみているだけでも

みなさんの笑顔を見て、自分も負けて

楽しかったです。バスにのっている時

はいられないと思いました。横浜の皆

は、たいくつだったけど、よこはまに近

さんの色々な言葉に力をもらいまし

づくにつれてワクワクしてきました。ホ

た。ありがとうございました。いつ

テルはものすごくキレイでした。またよ

か、自分たちも恩返しができるように

こはまに行ってみたいです。

これから過ごしていきます。本当にあ
りがとうございました。
■佐藤

実咲

■新沼

■斎藤

道子

和佳／過日は大変お世話にな

り、誠にありがとうございます。私は
浜町にきて９年でしたが、みんないい
人達ばかりで、この震災にあいバラバ
ラになってしまい、とても残念に思っ

るなんて･･…嬉しかったです。Ａコー

迎えてくれた中区のみなさんには、と

ス・ガイドされたイケ面さん、大変で

ても感謝しています。ゼロからのス

したネ。イケ面さんにオイテケボリく

タートと思い、前に進んで行きたいと

わない様ピッタリくっついて歩くババ

思います。機会があれば、また遊びに

ちゃんの姿、自分で自分がおかしくな

行きたいです。

ります。足には自信が持てましたので

■岩渕

綾子／おおふなと「がんばっ

今度は、娘と二人横浜の街並、歩きた

■こよなく浜町を愛してやまないおば

ぺし」にお招き下さいまして誠に有難

いと思ってます。スタッフ様達の中

さん／この度の横浜のツアーに、元気

うございました。心から感謝申し上げ

に、思いがけず、Ｓ30年代隣組だっ

で参加させて頂き、ありがとうござい

ます。私は大震災以来ドラマの様な一

た佐藤様の、祐子ちゃんが居られ、立

ました。旅行中、さまざまな折に、プ

年を過ごしました。横浜中区の皆々様

派に成長なさり、キビキビと大勢のお

ロジェクトのスタッフの皆様の気づか

を始め社会福祉協議会の皆様の並々な

世話をなさる姿を拝見し、胸が熱くな

いが感じられて、心が暖かくなったの

らぬご厚意に対し感謝と共にそのご厚

りました。帰宅下車の際には１人々に

を思い出しています。私は親子二名で

意に報いるためにもこれからも頑張っ

おみやげを渡し乍やさしい思いやりあ

の参加でしたが、若いファミリーの方

て老いの身ながら生きて行きたいと

る言葉も頂きました。普段、暗くもの

達の同行も有って、老若男女、本当に

思っております。本当にありがとうご

淋しい仮設住宅街も明るく楽しい気分

楽しく、大過も無く、無事に行ってこ

ざいました。

で帰宅する事が出来ました。スタッフ

れた事、何よりも飛鳥から見た夕景の
すばらしさは目に焼きついています。
有難うございました。
■なおこ／何と言ってお礼をしていい
のか言葉が見つかりません。「ありが
とう」だけでは足りなくて、、、。横
浜の人も優しくてとてもうれしかった
です。ここまでの旅行を計画し、実現
してくださった方々、ボランティアの
皆さん、オプションツアー、歓送迎レ
セプション、セレモニーなど大勢の皆
様に感謝しております。ありがとうご
ざいました。
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東日本震災前に白内障の手術して
奇しくも命とどまりゐたり

この様に楽しい旅行がプレゼントされ

してくださった方々や、私達を温かく

捨てがたき母の着物を夜着に替え
身にまとひつつ命救はる

きました。このプロジェクトでお世話

ふりたれど終の住処と決めし家無惨に壊し跡形もなし

ございました。私の人生後半の後半に

故郷に願ひかなひて帰り来ぬ心穏しく深く眠りぬ

■ジャーちゃん／夢の様な2泊3日で

ご招待を受けて、また１つ思い出がで

港湾と飛鳥の結ぶ絆にて一年ぶりの再会はたす

ていましたが、思いがけない横浜への

の皆々様心から御礼申し上げます。

■及川

正己／前略

先日は横浜市中

区社会福祉協議会の金子会長様はじ
め、佐々木会長様・平山会長様・有波
会長様・牧野区長様・おおふなと「が
んばっぺし」心プロジェクトのメン
バーの皆様、今回のご招待の旅、お忙
しい中、朝から晩まで口舌に表せぬお

■おおふなと夢商店街バーバーミノル

■斎藤

／横浜市中区社会福祉協議会、中区

したー！しかもあんな大勢の方々の協

ボランティア連絡会、さんりく大船

力があって、ということで、色々かみ

渡人会その他の皆様、此の度は多く

しめながら２泊３日過ごさせていただ

の皆様のご支援と熱烈な歓迎を頂き

きました！ありがとうございました！

ありがとうございました。吉田中学

２日目は自由行動を選択し、ドンキと

校吹奏楽部の演奏（嬉しかった。）

マルイとそごう、山下公園、赤レンガ

です。横浜山手中華学校の舞踊（笑

倉庫に行きました。ドンキでは大好き

顔がすばらしい）そして獅子舞（力

なグルーミーの着ぐるみを買えて嬉し

強く活気にあふれ）勇気をもらいま

かったです♥！赤レンガ倉庫はお洒落

した。飛鳥に乗船できた事は、旅先

すぎて、田舎根性折れるかと思いまし

で偶然にも親戚に会った様な気がし

た←でもウサギの可愛いペンポーチを

て嬉しかったです。復旧復興ははじ

買ったり、おいしいごはんを食べたり

まったばかりですが、一歩前進で

し、すごく楽しかったです！中華学校

す。ありがとうございました。

での獅子舞も可愛かったです。本当に

世話いただき、心から心から心から感

■浅沼

慶太／あの時はいろいろな道

謝いたして居ります。初日の横浜市立

案内やホテルなどの事などをしていただ

吉田中学校のブラスバンドを含む皆様

きありがとうございました。とても楽し

の歓迎セレモニーから始まり、3日目

かったです。その他にいちばん最初のホ

の横浜山手中華学校のお別れの会ま

テルでのバイキングでは、たくさん用い

で、細やかなるご歓待、私たち82名

をしていただきありがとうございまし

心から感謝申し上げ、感激の心一杯で

た。そして中華学校ではいろんな事をし

帰ってまいりました。他人の世話をす

ていただきありがとうございました。か

ると言う事は、やってみた人でなけれ

なり出すのがおくれました。

ばその苦労は分かりません、本当にご

■千田

苦労をお掛けしました、今後とも宜し

招待有り難うございました。大変楽し

くお願い致します。末筆ですが皆様の

く過ごさせていただきました。横浜中

ご健勝を心からお祈りいたします。

区の皆様それから大船渡「がんばっぺ

草々

し」心プロジェクトボランティアの皆
様大変お世話になり心から感謝申し上

のあたたかいご支援で横浜の旅を満喫

げます。これからも健康に気をつけて

させていただきました。エスカル横浜・同

頑張って下さい。

礼子／感謝

ありがとうございました。

美鶴／このたびは横浜への御

たくさんの方々

■菅原

真言子／初めて横浜に行きま

行して頂いたスタッフの皆さんの優しさ
に大船渡の生活を忘れて心和む3日間
でした。ありがとう横浜のみなさん！
！あり
がとう同郷のみなさん！
！
■チボ＆チャリ

メッセージは一部を除き、原文のまま掲載しています。
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■きよか

■佐藤

浩人／横浜には初めて旅行

し、こんなにも素晴らしい町に招待し
ていただき、私達家族はとても幸せで
す。そしてありがとうございました。
私達家族にとって初めての旅行でお話
を頂いた時から毎日家族と計画をたて
ながら楽しく会話を重ねてきました。
そんな楽しかった横浜の旅もあっとい
う間に終り、何だか淋しい気持ちにな
りました。宿泊先のナビオス横浜のス
タッフの皆様にも感謝の気持ちでいっ
ぱいです。私達家族は必ず一日も早く
復興し、皆様への恩返しとさせて頂き
ます。そして、また皆様と再会出来る

■佐々木

清子／横浜中区の皆様三陸

津波大船渡「がんばっぺし」の行事に
参加させて戴き有難うございました。
第一に横浜の夜景は素晴らしかったで
す。何から何まで行き届いた歓迎を受
け、皆様の親切身に受け感謝で一ぱい
です。又ボランティアの方々の心くば
り有難うの一言です。帰りにはたくさ
んのお土産をいただき申し訳ない気持
です。皆様の温かい気持を受け頑張り
ます。有難うございました。

日を楽しみに一日一日を頑張っていきま
す。本当にありがとうございました。
■上舘

進／「がんばっぺしプロジェ

クト」を立上げ横浜旅行に招待して頂
き有難うございました。実施までには
大変な御苦労もあった事と思います。
横浜の街を案内されて本当にうれし
かったです！孫（中一１３才女）と一
緒に参加しました（ジジ、ババ）孫も
本当に喜んでいました。父親は津波で
亡くなりました（３１才でした）息
子。嫁の実家も流されてすべて消失し
ました。嫁の両親は仮設住宅に住んで
います。生かされた自分達はこれから
元気に前に進んで行きます。中区社会
福祉協議会・ボランティア連絡会およ
び関係者の皆さんへ心より感謝申し上
げます。本当に有難うございました。

■佐藤

■日野

律子／前略

よこはま）この事業を企画されました

芳彦／この度の大船渡「がん

皆様に心からお礼申しあげます。大船

ばっぺし」プロジェクト横浜市中区社

渡の桜（ソメイヨシノ）は津波の被害

会福祉協議会様、中区民様、横浜市各

を受けたのに4/20開花したのです。

種団体、会社、又大船渡出身の佐藤祐

横浜中区の皆様の心あたたまる励まし

子さん、永澤さん、前田さん、斉藤さ

を受け私達はたしかに失った物が大き

ん、熊谷さん、大勢のボランティアの

かったのですが…。乗り越えられない

皆様に素晴らしい企画をしていただき

逆境はない事を実感いたしました。今

２泊３日の横浜市との絆の「旅」一行

度はぜひ大船渡へお迎えしたいと思い

８２名全員で満喫して参りました。飛

ます。

鳥Ⅱの乗組員の皆様の歓迎、中華街の
山手中華学校の大船渡市「加油」
（チャンユウ）頑張ろうとの事だそう
で獅子舞、中華街の踊り又、２２ヶ所
のホテルのご厚意、歓迎レセプション
では我々は大船渡音頭、地元の御祝
（ごいわい）を横浜市民、出席者全員
で踊り、歌いました。このプロジェク
ト、生涯忘れられません。感謝、感激
の旅でした。有難うございました。

■高橋

秀雄／この度は被災した私達

に心のこもった旅の贈物を賜りまして誠
に有り難うございました。皆様の物心両
面からの大きな贈物は、私達に強く生き
抜く勇気と人と人とのつながりの大切さ
を教えて頂きました。多くのボランティ
アの皆様の細やかなご配慮で楽しい旅が
でき、心から感謝しております。横浜中
区の益々のご発展と、皆様方のご多幸を
お祈り申し上げ、御礼の挨拶とさせてい
ただきます。
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皆様お元気で

しょうか（きずな＆おもいを紡ぐ旅・

■浜町・浅沼／３月末、横浜にまねい

■新沼

久美子／先日３/２９〜３/３

■さくらとジロー／横浜市中区の皆

ていただきありがとうございました。

１には、すばらしい旅行を提供して頂

様、社会福祉協議会、ボランティアの

３．１１から１年いろいろなことがあ

き、大変ありがとうございました。私

皆様、大変ありがとうございました。

り、でも家族をまもること以外なこと

は、中学の旅行以来４０年ぶりに山下

私達のために色々楽しませて下さり、

も考えることもできずに過ごして･･･

公園へ再訪し、ビルの雑居や観光鳩が

帰りの際にはお土産まで頂き頭の下が

･？生きてきた１年でした。たくさん

いなくなり、年月の経過が忍ばれま

る思いです。我が家は無事でしたが、

の人に支えられ、自分も、家族も地域

す。『日本郵船氷川丸』の戦時の砲弾

３１才の長男を津波で亡くし悲しんで

の復興に向かって頑張っています。

にも免れたモデルとして１９６０年代

居ましたが、おかげ様で元気を頂きま

「がんばっぺし」を合言葉に！！

頃から停泊しているだけなのに、なん

した。今度はぜひ大船渡においで下さ

と手入れの行き届いている事かと感動

い。感謝、感謝です。

■新沼

照子／お礼の便りが遅くなっ

た事、申し訳ありません。３月の
んばっぺし

が

心プロジェクトにあたっ

ては中区社協職員、在京大船渡の会、
ボランティアの皆様をはじめ、中区役
所、団体、企業様より、多くのご支
援、ご協力の元、ツアーを企画してい
ただき、皆様の

熱意

に感謝いたし

てしております。始めはツアー参加に
不安な気持ちもありつつ…仮設や借屋
生活で家族以外の人と話をする機会も
少ない高齢者の方達が、横浜で職員や
ボランティアさんに話しを聞いてもら
えて、肩を叩かれて…気持ちの弾んで
くる様子が同行していて伝わってきま
した。大船渡に帰ってからも（ツアー
に参加出来た自信でしょうか。）疲れ
も見せず元気で以前より辺りとの会話
もはずんでいるみたいです。街で行き
会う方々も
せてもらった

お蔭様で楽しい旅行をさ
お礼を葉書では書き

足らず封書で送ったよ。

と笑顔で話

し掛けて来ます。若いファミリー世帯
からは

はばぎぬぎ

しゃすぺネ

させられました。『人形の家』では世

■及川

文子

界中から集められた珍しい数々の陳列
に魅了させられました。ペリーが来港
した拠点の水路はガラス越しにシダと
か群生していて昔の風情でした。『豪
華客船飛鳥』の世界クルーズの船内の
見学では、音楽演奏と喫茶を満喫して
最高でした。横浜中華街では、「がん
ばっぺし大船渡」の旗を目印に社会福
祉協議会の若いスタッフの方々が引率
下さいました。スタッフ一押しのお店
での皆との語らいの昼食会も楽しく、
知らなかった人も再発見しました。帰
りの日には、横浜山手中華学校の生徒
さんたちのきらびやかな民族衣装をま
とった舞踊と獅子舞、とても練習を積
まれて感謝します。とてもよかったで
す。地元出身の方々、社会福祉協議会
のスタッフの皆さん、いろいろな経験
をさせていただき、よい思い出づくり
が出来ました。本当にありがとうござ
います。

と

声が挙がっています。４月になって、
住んでいた（浜町の）通りは、危険地
域として、（予想はしていましたが
…）長く住み慣れた場所には、戻れな
いことが発表されました。いろいろ
と、ご無理、不調法な事も申しご苦労
をお掛けいたしましたが地区の皆さん
と今回参加させていただけて、本当に
嬉しく思っております。これからも、
皆が次の生活に踏み出し落ち着くま
で、繋がりを大切にして声を掛け合っ
てゆける様、頑張ります。本当にあり
がとうございました。

メッセージは一部を除き、原文のまま掲載しています。
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■佐藤

紘子／昨年の大震災以来＂絆

■志田

寿／まずもって、プロジェク

■大船渡市長

戸田

公明／今回の

＂と言う文字を目にしない日は一日と

ト当日迄、自分の力不足の為に横浜の

『東日本大震災被災者支援〜きずな＆

もありません。この度横浜市中区社会

スタッフの方々には多大なご迷惑をお

おもいを紡ぐ旅・よこはま』の実施に

福祉協議会、中区町内会、中区女性団体

かけしてしまいました事、お詫び申し

際しまして、社会福祉法人横浜市中区

様他多数の皆様方の御支援、
ご厚意に

上げます。ただ、町内で参加者に会う

社会福祉協議会様をはじめ、中区ボラ

よる横浜への旅でこれ程心にしみ込ん

度に「大変楽しかった」「又、こんな

ンティア連絡会様、東日本大震災被災

だ絆はございません。隣近所、知り合い

機会があれば良いネ」など喜びの言葉

地復興支援がんばっぺしプロジェクト

の息子さん、娘さん、お嫁さん達が横浜

を聞くと、あらためて、このプロジェ

様など多くの皆様に対し、大船渡市民

市民となられ、ボランティアとして度々

クトに関わることができたことは本当

を代表して感謝申し上げる次第であり

大船渡をおとずれ、励まし、見守り又、
こ

に良かったと思いました。この機会を

ます。さて、震災から1年が経過しま

の度の心気くばりのある旅行の企画を

与えていただいた横浜のスタッフの皆

したが、お陰様を持ちまして、修繕し

実現させて下さり私にこれからの第二

様方に感謝致します。現在、当地は復

た事業所の再開や仮設の商店街及び飲

の人生を切り開いていこうと決心させ

興に向けそれぞれの人々が、それぞれ

食店街は賑わいをみせ、徐々にではあ

てくれました。人が集まると常に輪が出

の形で前に進みだしております。そん

りますが、復興に向けて歩みだしてお

来、歌って踊った＂大船渡音頭＂を横浜

な人々の姿を見ていると、自分も勇

ります。復興への道程は厳しいもので

のホテルニューグランドで踊ることにな

気、元気が湧いてきます。大船渡は早

ありますが、困難を乗り越え、夢と希

るとは思ってもおりませんでした。大船

期に復興を成し遂げると思います。そ

望の持てる新たなまちづくりに取り組

渡の町の中は大分がれきも少なくなり、

して今度は、横浜の皆様を必ずや御招

んでいく所存であります。今後におか

新しい大船渡の始まりだと思うようにな

待いたします。自分もその一員として

れましても、引き続き、皆様方のご支

りました。夕方、飛鳥Ⅱに乗船する前に近

もうひとふんばり、がんばります。最

援、ご協力をお願い申し上げるととも

くの三渓園に立ち寄ることが出来、心や

後にはなりますが、当プロジェクトに

に、横浜市中区の皆様とさらなる交流

すらぐ思いで散策致しました。大船渡も

関わっていただいた横浜の方々にあら

を通じて絆を深め、発展できますよう

緑の多い町になればと思います。横浜

ためて感謝いたしますと共に、皆様が

心からご祈念申し上げます。

中区の港町の皆様本当に本当にありが

いつまでもお元気でいらっしゃること

とうございました。 合掌

を祈念いたしまして結びといたしま

■元大船渡市社協 業務課長

及川

敬介

す。ありがとうございました。

／横浜市中区の皆様お元気ですか？こ
の度の皆様による大船渡市に対する心
のプロジェクト、本当にありがとうござい
ました。企画、実施と心あたたまるもて
なし、そして、救援物資まで参加者とも
ども心に残るものと思っております。私
事ですがこの3月末で定年になり、少し
のんびりしながらボランティアをしたり
しております。実は私も親父と家を流さ
れており、
これから
「我家の復興」を考え
ているところです。本当に中区の皆様に
感謝です。
■浜町町内会長

千葉

隆美／金子会

長さんを始め各 協 力 団 体スタッフの
方々にお世話になりました。おかげ様で
それぞれが色々な事で楽しむ事が出
来、皆さん大変喜んでおります。今回の
旅で、
また個々に横浜に行ってみたいと
思う方が多くおられたようです。大船渡
はやっとこの頃春めいてきております。
被災から一年経っておりますが、市街地
はまだ焼け野原状態です。復興に向け
て、
ゆっくり、
ゆっくり歩んで行きます。
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■佐々木 茂雄（中区ボランティア連
絡会）／中区に移り住んでから15

■ゆい／東北震災義援金の募金活動に

年、今回のプロジェクトに中区民の皆

います。この活動に参加できた事に

さんが示された「温かな思いやり」

よって、私は色々な事を知りました。

「絆の強さ」そして「パワーの強さ」

募金活動をしているとき、声をかけて

に少しビックリもし、中区の良さが一

も、見もしない人もいれば、小銭でも

段と感じられて大変嬉しく、中区に

…と言う人たちに分かれていました。

移って来て大正解だったと思いまし

私はそれをみて活動をしている側とし

た。皆さんありがとうございました。

て少し、なんで１円でもいいから募金

本プロジェクトをこれからも続けて、

してくれないのだろうと思いました。

中区の良さを益々高め強め、来るべき

もし次に募金活動をしている所があっ

大地震に備え、住みよい街づくりの為

たら募金をして困っている人を助けた

に皆んなが出来ることを少しずつでも

いです。

続けませんか！

涼

参加する事ができとてもうれしくおも

■ヒョナ／前回私たちが参加した東北

研／「心プロジェクト」に賛

大震災義援金募金活動は楽しかったで

同いただいた多くの方々に感謝申し上

す。早く復興しますように、いつも

■公益財団法人 横浜YMCA
YMCAかわさき保育園
園長 岩邊 俊久／2011年３月11

げます。レセプション会場で笑顔にあ

祈ってます。今回の地震でみんな辛い

日の東日本大震災以降、私自身も実に

ふれて、会場の方々と一緒に輪となっ

思いがあると思いますが、元気出し

様々なことを考えさせられ世界観、人

て踊る大船渡の方々の姿が今でも忘れ

て、頑張っていきましょう！

生観への影響を受けることとなりまし

■松本

ることができません。プロジェクトに
賛同されたお一人お一人の支援の輪が
大船渡の方々に復興に向けた大きな勇
気を与えることができたと確信してい
ます。
■５７にわ

■ボランティア大鳥本読みの会
佐藤 優子／３／１１（日）晴天の中

モリモト／東北震災のみな

さんに少しでも力になれてよかったと
思います。これからも機会があればぜ
ひ参加させてください。！

くし、仙台市の友人は実家が流されて
しまいました。私も釜石でボランティ

元気を取り戻し、観光して頂きたいと

ア活動をしましたが、被災地の光景が

いう思いで短い時間でしたが募金活動

脳裏から離れません。大船渡は他人事

をさせて頂きました。一緒に参加した

ではありません。今回のプロジェクト

本読みの川勝さんの子供達もいい経験

である３／１１の街頭募金活動に参加

になったと思います。自分の子供も次

して

回の時は一緒に参加出来ればと思いま

心の絆

す。困った時はお互い様という通り、

謝でした。これからも連帯して一緒に

皆で一日も早い復興と皆様の健康を

歩んで行きたいと思います。

したいです。

■Yocs

た。津波で釜石市の友人はご主人を亡

大船渡の皆さんが横浜に来て少しでも

祈っています。又何かの形でお手伝い
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■酒井

人とのつながり

大船渡との

を感じられたことは本当に感

■はまっ子／今回は資金提供しかでき

■市議会

福島

直子

なかった。次回は案内役等の手つだい
もしたい。天候が悪く充分横浜の良さ
が判ったか心配した。
■横浜中華学院

ウクライナ／「きず

なとおもい」を深く感じることが出来
ました。がんばっぺし！

尚／私は８年前に定年を迎

■郵船クルーズ㈱アスカクラブ会長
幡野 保裕／２１年目を迎える飛鳥と

え、人生の中でも最も幸せな時を送っ

大船渡の絆を嬉しく思っています。客

ている７４歳の老人です。その老人に

船の寄港地の有り方を変えて下さった

想定外の出来事が起こってから１年が

のが入港のたびに暖かく迎えて下さる

過ぎました。昨年ほど多くの涙を流し

皆さんのホスピタリティーでした。地

たことはありませんでした。宮古市の

元の皆さんとご乗客、乗組員との心の

昆愛海ちゃんの写真が載った新聞記事

交流が生まれ、花が咲き、実ったと考

には皇后陛下まで心を痛められたと

えます。大震災は皆様の多くの大切な

か、曽野綾子さんは「もっとも心に迫

ものを奪い去りました、入出港を笑顔

る詩を書いた４歳の詩人」と評しまし

いっぱいで見守って下さった方々の尊

た。自分はこんなに幸せな人生を送っ

い命も、言葉を失う悲しみです。震災

て良いものか、同じ日本人でありなが

後「大船渡を元気づけに行こう」を

ら、400km離れたところに住んでい

テーマに寄港させて頂いていますが、

る人たちが未曾有の経験をしているの

何時も励まされるのは私達です。「津

に。そこで昨年は、震災被害で家を

波は嫌いだが海は大好きと」笑顔で迎

失った福島県富岡町の一家に我が家を

えてくれる子供達に感動しました。飛

無償でお貸ししました。趣味のゴルフ

鳥の乗組員、郵船クルーズ社員、そし

もやめてすべて義援金として送りまし

て大船渡ファンのお客様、我々は皆様

た。このたび中区の社協がおおふなと

との絆に感謝して復興を全力でサポー

「がんばっぺし」心プロジェクトを企

トして行きたいと考えています。「が

画されたことに大いに心を打たれ、支

んばれ、大船渡！頑張ろう日本！」

援させていてだきました。大変な災害

■本牧ストレッチ＆パワーアップ教室

からも、この様な運動を続けていただ

ではありましたが人々の絆が国際的に

／★今回の試み、良い事だと思いまし

ければと思います。心の傷が少しでも

も広がったことは、雨降って地固まる

た。参加したたくさんの方々と声を出

癒される様な運動を応援いたします。

とも思えます。若い人たちは二度と経

し、楽しい会でした。少しはお役に立

験できない苦難に耐える根性を植え付

てたかな

けられたと思って生きて行って下さ

にお友達がいます。震災のあと無事が

い。がんばっぺし東北

わかった時は本当に嬉しかったです。

■みなとのヨーコ

助けられることも助けることもあって

■西村

と思っています。★大船渡

■社会保険横浜中央病院・看護局
吉田 宮子／私の田舎も福島の浪江町
であり、震災と原発の被害を受けてお
り、今だ田舎へは帰れません。あの当
時は、命を守る事で精一杯で、一寸先
も見えない状態でした。しかし、一人
一人の方々の温かい思いが届き、一歩
一歩前に進むことができているのだと
思います。私も遠く離れていて、自分
の家族だけでなく東北の方々に何か出
来ないかと思っていても自分での行動
はできないものですが、今回『おおふ
なと「がんばっぺし」心プロジェク
ト』に看護局として募金という形で参
加させていただきました。私はその話
が会議で出された時私自身のことでは
ありませんが嬉しく思いました。これ

■ＫＩＭ／初めてこの募金活動に参加
し日本人の絆の強さを感じました。私
も勉強がんばりたいと思います。

当然です。自分たちにできることをや
りたいと思っています。
■梁／楽しかった！！！！！日本頑
張ってください＾ｖ＾・・・・・また
参加したい
■横浜中ロータリークラブ
齋藤 栄一／ゆっくり少しずつ進んで
下さい。小さな応援をずっと続けて行
きたいと思っています。

メッセージは一部を除き、原文のまま掲載しています。
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■ミウリン／3月11日の技能会館の

■王

美慧

人だかりの多さ、びっくりしました。
誰かからの呼びかけを区民は待ってい
たのでした。私もその1人だった。的
を得た企画ありがとうございました。
■中区ともえ会

KK／今回の

ふなと、がんばっぺし

おお

にはボラン

ティアの一員として関内駅南口の募金
■加藤歯科医院

加藤

晶子／阪神淡

活動に参加させて頂きました。横浜市

路大震災後、日本は地震活動期に入っ

民としていつ災害に会うかもしれない

たことは、まぎれもない事実です。こ

時ですのでお互い様の精神で協力しま

れから、首都圏直下型南海、東南海、

した。これからもがんばっぺしの心で

東海地震が発生する可能性が大です。

微力ながら応援していきます。がん

歴史はくりかえすと申しましょうか、

ばっぺし！

平安時代末期から鎌倉時代も現在のよ

■横浜市中区精神保健福祉ボランティ
アグループかもめサポート／このたび

達が困難を乗り越える事が出来たので

■本牧・根岸地区社会福祉協議会
本牧・根岸地区連合町内会
本牧元町東部町内会／おおふなと

すから、私達現代人も同様な事ができ

「がんばっぺし」心プロジェクト事務局の

うな日本の状況下でありました。先人

我々グループ一同、何か支援できるこ
とはないかと、心を痛めておりまし

ることを信じています。これからは日

皆さん

私達は日本人として共有して

た。開港記念会館に張りめぐらされた

本人が国民が団結してこの国を守って

いる「ありがとう」の心をお伝えしたに

大漁旗や、津波被害の写真を拝見し

いかなければならないと思います。

過ぎません。失いかけていた我々の気

て、何か支援をしたいという気持ちが

持ちを改めて再認識した事を心から、
こ

高まりました。街頭募金や、グループ

ちらからお礼申し上げるべきだとさえ

からの支援金等、ほんのさゝやかな支

感じております。
「すみません」
「ありが

援しか出来ませんでしたが、大船渡市

とう」が共通の言葉として使われている

の方々のお役に少しでも立てば嬉しく

ことに異和感さえ感じているこの頃で

思います。今後も協力できることがあ

す。
「ありがとう」の言葉を大切に使いた

れば、させていたゞきたいと思ってお

いものです。

ります。皆さん、どうぞ頑張ってくだ

■Smile☆

■横濱倶楽部

古澤

守／がんばっぺ

さい。

し、プロジェクトご参加の皆々様、お

■エスカル横浜（横浜海員会館）／協

つかれさまでした。すべては感謝の交

力を申し出て、実のところ被災者の

流が大切かと思います。長く長く、交

方々にどう対応したら良いのか悩んで

流が続く事、念じます。ご苦労様でし

いました。ところが大船渡から9時間

た。私共の横浜倶楽部は長野県栄村と

掛けて到着された皆様がすごくお元気

交流しております。我々はまだまだ倖

なことに驚きました。80代2人、７

■日ノ出町 高齢者 町ぐるみ健康づ
くり教室／実際に震災を経験したこと

せと感じております。私達こそありが

０代２人と高齢にもかかわらず、部屋

がない人間が言えませんが想像以上に

とうございました。

での休憩も取らず積極的に

大変な事だと思います。自然がもたら

■葦の会

す恐怖と脅威は計りしれません。その

の３日間の横浜への旅、最終日の中華

事を思い被災された方々に対して出来

学校での行事のお手伝いをしました。大

る事をしていきたいと考えています。
プロジェクトご苦労様です。
■よつ葉会

代表

菅原

幸枝／今

回、生まれてはじめて街頭募金を体験
しました。多勢の人々に呼びかけるの
はドキドキでした。中学生も参加して

瀬之間

清／大船渡の皆様

船渡の皆様はまだまだ厳しい環境に置
かれている。それでも中華学校生徒の
獅子舞、民族舞踊に笑顔で拍手されて
いるのを見て当方も心を癒されました。
■横浜中華学院

霞／人と人との絆の

いましたが、一所懸命声をかけている

強さ、温かさを感じました。このプロ

姿に感動しました。これからも大船渡

ジェクトを続きたいです。

をはじめ被災地の方々の支援をして行

また参加したいと思います。

きたいと思っています。
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の大災害に遭われた方々に対しては、

を楽しもう

この横浜

という気持ちが前面に出

ていました。皆様のそのような様子を
見てこちらが元気をもらいました。ま
た来年協力したいと思います。

■港の憩の場／参加された皆様の思い

■石油王／今回、このプロジェクトに

のほか元気な姿・強い心にとても勇気

参加して思った事は人と人が助け合う

付けられました。とても大切な事であ

事はとても大切な事だと思いました。

ることは勿論のこと、一施設が行う協

なので、こういうプロジェクトは続け

力・ウェルカムは、即時的で短期的で

た方がいいと思います。

とても小さなものになりがちです。も
し、それがたくさん集まれば大きく継
続的な力となる。『おおふなと「がん
ばぺし」心プロジェクト』は、それを

■アセン／被災から一年が経ちまし
た。私たちも応援してます。だから被
災者の人たちも復興のため、頑張って
ください！！

■横浜ＹＭＣＡ

地域として実現できたとても大きなプ
ロジェクトだと思います。人は自身の
故郷を大切に人とのつながりを持ち共
に生きてゆくのだと思います。横浜市
中区の各施設がそれぞれの力を集め
て、地域として被災者の方々の故郷を
尊重しこのプロジェクトを実施したこ
とはとても大切なことだと思います。
おそらく心 癒されず少しの間でも故
郷を離れられなかった方々もまだ沢
山いらっしゃると察します。このプロ
ジェクトが継続性を持って実施され、

佳代／短い時

間でしたが、大船渡のみなさんと一緒

忙しい中報告書等お送り下さり恐縮し

に過ごしたひと時は、とても貴重な時

ています。大地震、津波、原発事故。

間で、今も、そしてこれからも大切

テレビを見て心いためています。１年

に、私の中で生きています。横浜の街

たった今でも復興すすまず、私に何が

をご一緒に散策しながらお話したこと

出来るのかしら。86年災害に遭わず

は勿論ですが、昼食の時間を大きく

に生きて来ました。募金これしかあり

オーバーしても溢れ出る様々なお話、

ません。プロジェクトの次の活動も後

止まらない思いの中に、お一人おひと

援したいと思っています。被災地の皆

りが、どのように「生命」と向き合っ

様の健康をお祈りします。

ていらっしゃるか、そしてご自身と向

■森

き合っていらっしゃるかを感じずには

志津枝／私は大船渡のお隣り、
出身です。実家は流さ

いられませんでした。今も厳しい中に

しゃっていただける事を心より願って

れましたが、身内は皆無事でした。3

いらして、もっともっとお話したいこ

おります。

月24日の東北道通行可能と同時に父

ともおありだろうと、お話を聴かせて

と姉を迎えに行き、この3月31日

いただくだけの私でしたが、みなさん

迄、栃木で過ごしてもらいました。震

が前を向いて進み続けていらっしゃる

災当時は絶望と先の見えない事への諦

ことに、私は、いったい何ができるの

めでたぶん父は栃木で最後を…と覚悟

だろうかと、私自身、たくさん考える

していたと思います。その後、現地の

力が与えられたと思います。今すぐ近

現状と相反して高台移転先が決まり、

いところで何かをすることはできませ

造成の時期も明末されると聞くともう

んが、私は私で今すべきことに誠意を

心は

でした。やはり最後は

もって励み、その中で大船渡のみなさ

です。大船渡も陸前高田

んに思いを馳せ、離れていても時を共

も震災がなくても年々過疎化は進み、

に過ごしていることを決して忘れるこ

将来に不安がありました。でもやはり

となく、これからも、大船渡のみなさ

私たちにとってもかけがえのない故

んと共にありたいと願っています。そ

郷、いつか帰るその日までに明るい故

して大変な厳しい状況の中にある多く

郷となって迎えてもらえるよう何年で

の方々の心が、少しでも豊かになられ

もかかわり、力を尽くして行きたいと

ることを祈っています。みなさんの笑

思います。中区の皆様、縁もゆかりも

顔がとても印象的でした。そしてその

ない私達に本当にありがとうございま

笑顔に、大変な中にある尊い強さを感

す。とても力になります。

じました。でも日々の生活では、心も

そ の よ う な 方 た ち に 次 回 は い らっ

■太洋歯科クリニック

蕭

敬意／震

度7という未曽有の大地震が襲ってか
ら1年。当時、津波や被害状況を見
て、同じ日本で起きているのか・・・
と心を締めつけられました。今回のプ
ロジェクトを通して、被害にあわれた
方々の力に少しでもなれたら幸いで
す。1日も早い復興を心より願ってお

■山下町町内会

陸前高田市

帰ろう

故郷で…

ります。
栗田

繁夫／精神

的、肉体的、経済的に大きな打撃を受
けた大船渡市の皆さんがほんのひと
時、天候不順な横浜で安穏な日を過ご
して頂けたでしょうか。私たちに出来
ることはささやかなことですが、忘れ
かけていた助け合いの心を取り戻すこ
とが出来ました。一日も早く元の生活
に戻れることを願っています。金子会
長はじめこのプロジェクトを支えてく
れたスタッフの皆さんのご尽力に感謝
いたします。

■ペンネームTEI／みんなと一緒に参
加できて、もっとも楽しいです。でも
東北に住んでいる人達は、まだつらい
生活をしています。それを思いだした

■サトリン・さといも／いつでもあな
たのそばにいる

らかなしく思います。これからも少し
でも被災者のために協力したいと思い
ます。
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薄井

■匿名希望／事務局スタッフの皆様お

身体もいつも強くあることは難しいこ
ともたくさんあると思います。どう
か、いつもみなさんお一人おひとりに
健康が与えられ、お元気で新たな力を
育む恵が与えられますように。今度
は、私が大船渡を訪ねたいと思ってい
ます。ありがとうございました。

メッセージは一部を除き、原文のまま掲載しています。

ウェルカムメッセージ

旅のしおりより

ＷＥＬＣＯＭＥＴＯ ＰＯＲＴ ＯＦＹＯＫＯＨＡＭＡ
エスカル横浜 ( 横浜海員会館 ) 支配人

上原

啓二郎

「おおふなと」のみなさん
ようこそ横濱へ
みんなで一緒に「がんばっぺし！」

大船渡の皆様 ようこそ、港町横浜に！

大船渡の皆様
ホテル横浜ガーデン スタッフ一同

横浜は、同じ港町でもあり、中華街にみなとみらい地区
もあり
「見る・食べる・遊ぶ」の三拍子が揃っております。是
非いろいろな所に足を運んでいただき、その後は、ゆっく
りホテルで、お寛ぎください。スタッフ一同お待ち申して
おります。

大船渡の皆様、ようこそ

横浜へ！

コンフォートホテル横浜関内 スタッフ一同

スーパーホテル横浜・関内 スタッフ一同

この度の東日本大震災により亡くなられた方々のご冥
福をお祈り申し上げます。大船渡の皆様のお手伝いがで
きますことをスタッフ一同、
大変嬉しく存じます。お客様に
は快適にお過ごしいただけるよう努めさせていただきま
す。

東北地方太平洋沖地震で被災された方々に、謹んでお
見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興を心よりお
祈り申し上げます。お客様へのよき思い出として頂ける
様、精一杯のおもてなしをさせて頂きます。

大船渡の皆様へ 横浜でゆっくりおくつろぎ下さい。

日本みんなで がんばっぺし！

ホテル JAL シティ関内 横浜 スタッフ一同

ダイワロイネットホテル横浜関内 スタッフ一同

東日本大震災におきまして被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。今回の「心プロジェクト」が大船渡
の皆様に一瞬でも心休まるご旅行となりますよう願って
おります。それでは大船渡の皆様！ホテルスタッフ一同で
皆様のお越しを心よりお待ちしております。おおふなとの
皆様 「がんばぺっし」

大船渡の皆さま、横浜へようこそ。震災からの復興でお
忙しい時期に横浜までお越しいただき、誠にありがとうご
ざいます。横浜はどこに行っても楽しめる所ばかりですの
で、是非、横浜での滞在を満喫して下さいね。皆さまの素
敵な思い出になりますよう、
スタッフ一同心よりお持ち申
し上げております。
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大船渡の皆様 皆様の来浜を心より歓迎申し上げます。
ダイワロイネットホテル横浜公園

支配人

冨田

光就

東北の同僚達から震災の話を聞き「皆、大変な思いや
悲しみと向き合いながら復興に向けて前に進んでいる。」
という話を聞きました。大船渡の町も甚大な被害があっ
たと伺い、私共もとても悲しい思いを抱いたと共に、復興
に向けて皆様にエールを届けたいと思いました。今回の
横浜でのご滞在が良い思い出になって頂ければ嬉しい限
りです。スタッフ一同
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まもなく１年になります
ホテルテラス横浜

支配人

村田

俊介

大船渡の皆様、来浜を心より歓迎致します。
３月11日
は、一生忘れることができません。復興に向けて、一生懸
命頑張っている姿に心を打たれます。
Ｎｅｖｅｒ Ｇｉ
ｖｅ Ｕ
Ｐの気持ちを持って頑張ってください。横浜から応援して
います。

大船渡の皆様 横浜みなとみらいへようこそ！
！

ようこそ港町ヨコハマへ！
！

東横 INN 横浜桜木町 スタッフ一同

東横ＩＮＮ横浜スタジアム前新館 スタッフ一同

大船渡の皆様横浜みなとみらいへようこそ！
！東横イン
横浜桜木町スタッフ一同心よりお待ち申し上げておりま
す。横浜でのひとときをお楽しみくださいませ。

大船渡の皆様が今回のご滞在で楽しい思い出作りをし
てくれたら私たちも大変うれしく思います。スタッフ一同
心からのおもてなしをさせていただきます。

ようこそ港町ヨコハマへ！
！

大船渡の皆様へ 皆様のお越しを心より歓迎申し上げます。

東横ＩＮＮ横浜スタジアム前本館 スタッフ一同

東横 INN 横浜みなとみらい線日本大通り駅前 スタッフ一同

このたびは遠方横浜まで足をお運びいただき大変うれ
しく思います。私たち東横インの東北の仲間たちから大
船渡も大変な被害にあわれたことを伺っております。今
回の横浜でのご滞在が皆様の良い思い出になりますよう
スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

ようこそ横浜へ！
！美しい港の風景、歴史的な建物、中華
街をはじめとする食文化、横浜ならではの魅力・楽しさを、
人との出会いを通じて体感してください。復興にはまだま
だ時間がかかると思います。お互い手を取り合い、復興の
花・こころのつばきを咲かせましょう！
！
がんばっぺし 大船渡！
！

旅のしおりより

歓迎

大船渡の皆様へ

ナビオス横浜

日本を代表するクラシックホテル

スタッフ一同

ホテルニューグランド 総支配人

吉田

一継

ようこそ 港町ヨコハマにお越しくださいました。全ての
港は海を通じてつながっており、横浜と大船渡もまた然り
です。ナビオス横浜は、海と港を愛する者たちの憩いの
場。海を愛するものどうし共感し、共に復興してゆく一助
となれば幸いです。

東日本大震災において被災された皆様に、心よりお見
舞い申し上げます。大船渡の皆様！お元気でお過ごしで
しょうか？３月末に横浜にお越しいただくキャンペーンに、
私どもホテルニューグランドスタッフも首を長くしてお待
ちしています。日本発祥メニューのシーフードドリア・ナポ
リタン・プリンアラモードは、ぜひとも食していただきたい
逸品です。

ようこそ横浜

大船渡の皆様 ようこそ横浜へ

ホテルパークレーン横浜 スタッフ一同

HOTEL PLUMM/COSMO Y.

おおふなとの皆様、未曾有の大災害に遭われ、
1年が過
ぎようとしておりますが、
まだまだ傷は癒えないと思いま
すが、一時でも笑顔が取り戻せれば幸いです。横浜を思う
存分楽しんでくださいませ。スタッフ一同お待ちしており
ます。

１日も早く復興が叶えられますように
メルパルクＹＯＫＯＨＡＭＡ 総支配人

吉枝

信夫

未曾有の大災害に遭遇されながら、復興を目指す大船
渡、東北の皆様の真摯な姿は日本人としての誇りを感じ、
我々も勇気をいただいております。1年近く経った今も、
未だ厳しい状況がつづいているようでありますが、
メルパ
ルク横浜の社員一同、1日も早く復興が叶えられるよう祈
念いたしております。

従業員一同

あの震災から早くも一年が経とうとしています。被災に
遭われた方々の心の傷が癒えることは、無いでしょう。
し
かし いつまでも同じ場所に踏みとどまっていては何も
うまれません。今回のプロジェクトを機に新しい一歩を
そして前へ前へ皆で進みましょう。横浜市民全員で応援し
ています。がんばっぺし 大船渡！
！

大船渡の皆様へ
ホテルモントレ横浜

宿泊支配人

稲

学

横浜で心休まるひとときをお過ごしくださいませ。ス
タッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げており
ます。
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大船渡の皆様、ようこそ横浜へ
横浜桜木町ワシントンホテル

宿泊課担当課長

加松

大船渡の皆様
武治

心からお寛ぎくださいませ

リッチモンドホテル横浜馬車道 スタッフ一同

おおふなとの皆さ
ん、
こんにちは。横浜
桜木町ワシントンホ
テルです。まず、昨年
の震災で被災された
皆様にお見舞い申し
上 げます 。さて 、今
回、大船渡市と横浜
市は同じ
「港町」
とい
う共通点から、皆様のご宿泊施設としてプロジェクトのお
手伝いをさせていただくことになりました。被災地の皆様
におかれましては、未だにご苦労が絶えないものと思い
ますが、今回の横浜でのご滞在が、心を癒す「絆の旅」と
なるよう、
スタッフ一同、
精一杯務めさせていただきます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

横浜へのご滞在を楽しんでくださいませ
ローズホテル 横浜

総支配人

李

宏道

この度は、横浜中華街「ローズホテル横浜」へお越し頂
き、誠にありがとうございます。おおふなと「がんばっぺ
し」心プロジェクトでの横浜へのご滞在を楽しんで頂けま
すよう、スタッフ一同、心よりおもてなしをさせて頂きま
す。
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この度は横浜まで大船渡の皆様に足をお運びいただ
けるとの事、大変嬉しく思っております。当日は皆様に心
からお寛ぎいただければと思っておりますので、お気軽に
何でもお申し付けくださいませ。スタッフ一同心よりお待
ち申し上げております。

お会いできる日を楽しみにお待ちしております。
よしもとおもしろ水族館 スタッフ一同

大船渡市のみなさま この度の大震災、心よりお見舞
い申し上げます。立春を過ぎたとはいえ、
まだまだ寒い日
が続いております。くれぐれもお体に気をつけ大切にな
さってください。ほんのわずかな時間でも、心が和む、楽
しい一時を過ごして頂けたらと思います。皆様とお会いで
きる日を楽しみにお待ちしております。

資

料

集
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趣意書
おおふなと「がんばっぺし」心プロジェクト趣意書
1
趣旨

平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、1万５千人以上の方が亡くなり、今なお、４千
人弱の方が行方不明となっています。大船渡市沿岸部地区は、津波のため家屋や多くの方が海
に流されました。もとの地区には戻れないため、住民も減り、やむなく町内会は解散しました。
昔ながらの地域の絆が固い地区ではありますが、現在は、仮設住宅やアパートにばらばらに分
かれた生活を余儀なくされ、なかなか会う機会を作れていないのが現状です。
横浜市と大船渡市は、
「港町」という共通点で結ばれています。大船渡港は岩手県唯一の国際
港であり、横浜船籍の飛鳥Ⅱが20年間連続して寄港しています。震災時には、クルー有志が、大
船渡市民の方々と共にボランティア活動に参加しております。
同時代に生きる人として、被災地の方々と想いを分かち合い、共に明日への希望を紡ぐため、
沿岸部地区のうち、浜町地区・須崎地区の方々を中区にお招きする事業を計画しました。地域の
方々が旧交を温め、人と人との絆をより一層強めていただくとともに、中区が第二の心のよりどこ
ろとなるよう、長期的な視点で、被災地の方々と豊かな関係を築いていければと思います。これ
は中区の「中なかいいネ！ 中区地域福祉保健計画」の目指すところでもあります。
ぜひ、多くの方にこの趣旨に御賛同いただき、長期的にこのプロジェクトに関わっていただけ
ればありがたく存じます。

2
日程

3
来訪者

大船渡市大船渡町浜町地区・須崎地区の皆様

80名

発起人：横浜市中区社会福祉協議会 中区ボランティア連絡会
東日本大震災被災地復興支援がんばっぺしプロジェクト
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後

援：横浜市中区役所 横浜市中区連合町内会長連絡協議会
大船渡市役所 さんりく大船渡人会
中区民生委員児童委員協議会 中区保健活動推進員会
社団法人横浜港振興協会 横浜五日会（横浜市ホテル連絡会）
中区青少年指導員協議会 中区スポーツ推進委員連絡協議会 中区消費生活推進協議会
伊勢佐木消防団 加賀町消防団 山手消防団
横浜市中区医師会 横浜市中区歯科医師会 横浜市中区薬剤師会
中区女性団体連絡協議会 中保護司会 中区更生保護女性会 中区老人クラブ連合会
横浜中ロータリークラブ 横濱ロータリークラブ ライオンズクラブ国際協会330-Ｂ地区
横浜商工会議所 横浜山手中華学校 関東学院大学 横浜中央ＹＭＣＡ

協

力：横浜ＤｅＮＡベイスターズ

横浜Ｆ・マリノス

横浜ＦＣ

横浜ビー・コルセアーズ

協賛名簿

（敬称略・50音順）

個人協賛
秋津
茂
石川登三江
今村 嘉男
大嶋 生雄
岡島
浩
金野 龍男
菊地 邑允
坂井 久子
清水 浩一
杉島和三郎
高橋 徳子
田中 民江
寺道 由晃
永持 嬌子
野坂
定
藤澤 君子
前田 成隆
三橋ヤエ子
森
幸康
柳澤 宏行

池田 重隆
石川 直之
梅原
勲
大槻 忠福
勝山小夜子
上保 光正
栗田 繁夫
坂田 祥司
施
梨鵬
志田 泰重
髙畠 一義
田中美和子
徳永 福次
西川 大介
野口 真里
藤平 保之
牧野 孝一
宮崎 衆一
森田 真実
山中 英史

有波 良枝
石渡 茂子
榎本
元
岡久 陽子
加藤 雅己
唐﨑 旬代
小林 光政
佐々木茂雄
蕭
敬意
髙須 秀夫
髙梨佐和子
千田 晴久
柘植 邦康
西隈 和晏
服部 範二
船橋 佳子
増山 紘征
宮崎
妙
松為 信夫
山本 章雄

安西 宏元
磯 優二郎
遠藤 菊江
岡田 健二
加藤 正泰
川上 桂司
斉藤 徳雄
佐藤 祐子
白須 治美
高木 則文
田代 慶子
千葉スエ子
中村桂一郎
西村
尚
花﨑久仁子
星野 江世
松浦 徳治
村田 二郎
松浦そよ子
依田 龍治

飯田 福子
池川 忠秀
板垣 好昭
稲川 雅巳
遠藤
一
遠藤
実
岡田 幸恵
小田 茂子
金子
大
金子
豊
河田 廣之
菊地 憲幸
齋藤 栄一
斉藤 理恵
篠塚
瑛
島本 洋一
白須
良
新堀 ミヤ
髙橋 宏子
高橋 伸昌
田代信太郎
谷川 操一
千代田なが子
津國 秀子
中村
徹
永澤 信見
西山 敏榮
西山 吉洋
平山 正晴
福田 京子
程島 正雄
堀内 和子
松澤 秀夫
水上 涼子
村田 政男
森 志津枝
町田 勝子
安田 利幸
渡邉
哲
他 匿名33名
（計152名）

団体協賛
異業種交流会 横濱倶楽部
石川町四丁目町内会
上野町１
・
２丁目東部自治会
牛山事務所
柏葉町内会
ＫＡＭＥの会
寿地区自治会
鷺山竹之丸町内会
新生クラブ
新本牧地区連合町内会
精神保健福祉ボランティアグループ かもめサポート
第一北部地区社会福祉協議会
第二地区連合町内会
第四地区南部保健活動推進員会 有志
第４地区北部社会福祉協議会
第6地区保健活動推進員・歩け歩け会 有志
中区環境事業推進委員連絡協議会
中区障害者団体連絡会
中区第１地区中部連合町内会
中区第一北部地区民生委員児童委員協議会 有志
中区第二地区社会福祉協議会
中区保健活動推進委員会 有志
西之谷町内会
西之谷睦町内会
根岸町友の会
ハートランド
ベイサイド新山下自治会
ボランティアネットワーク２１神奈川
ほんごう寿会

石川打越地区連合町内会
伊勢佐木町１
・
２丁目地区商店街振興組合
上野町三・四丁目妙香寺台町内会
大鳥学援隊
金沢区災害ボランティアネットワーク
寿地区社会福祉協議会
寿地区民生委員児童委員協議会 有志
NPO法人 シャロームの家 有志
新本牧地区社会福祉協議会
新山下１丁目自治会
赤英長寿会
第三地区青体指協議会 有志
第４地区南部連合町内会
第４地区北部連合町内会
第四地区南部社会福祉協議会
中途障害者地域活動センター チャレンジ新生 有志
中区更生保護女性会
中区女性団体連絡協議会
中区第１中部地区社会福祉協議会
中区第三地区民生委員児童委員協議会 有志
中区第二地区保健活動推進員会 有志
中区老人クラブ連合会
西之谷福寿会
根岸町自治会
仲尾台・豆口台・滝之上自治会
ひばり会
ベイサイド新山下福寿会
本郷町３丁目第１町内会
本牧大鳥自治会
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本牧大鳥クラブ
本牧三之谷町内会
本牧元町新町会
本牧・根岸地区連合町内会
本牧・根岸地区保健活動推進員会 有志
本郷町３丁目第２町内会
本郷町１丁目町内会
本牧１丁目中台町内会
本牧２丁目南部町内会
豆口台上町会
元町八千代会
やなぎの会
山下町町内会
大和町立野町内会
横浜市中区医師会
横浜市中区薬剤師会
横浜ロータリークラブ

本牧２丁目北部町内会
本牧元町東部町内会
本牧・根岸地区社会福祉協議会
本牧・根岸地区民生委員児童委員協議会 有志
本牧緑ヶ丘町内会
本郷町２丁目町内会
本牧町１丁目東町会
望洋自治会
麦田町町内会
老人クラブ 百々寿会
山下町高砂会
山手東部町内会
横浜漢点字羽化の会
横浜市中区歯科医師会
横浜中ロータリークラブ
吉田町町内会
他 匿名1団体
（計92団体）

法人・企業協賛
NPO法人 新
財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団
株式会社 江戸清
株式会社 小田原屋
株式会社 ガトーよこはま
関東学院大学
きらり
有限会社 ケアサービスコパン
株式会社 さいとう製菓
社会保険横浜中央病院
有限会社 新和工業
相鉄ビジネスサービス 株式会社
太洋歯科クリニック
ダイワロイネットホテル横浜公園
谷口不動産
東福院
東横ＩＮＮ横浜スタジアム前新館
東横ＩＮＮ横浜みなとみらい線日本大通り駅前
有限会社 馬場機工
平山観光 株式会社
藤田観光 株式会社 横浜桜木町ワシントンホテル・横浜ワシントンホテル
株式会社 プレナス
株式会社 ホテルニューグランド
HOTEL PLUMM/COSMO Y.
ホテル横浜ガーデン
松本工業
メルパルク 株式会社 メルパルク横浜
マリエンバード工房 株式会社
郵船クルーズ 株式会社
有限会社 横浜清工
株式会社 横浜フリエスポーツクラブ
横浜マリノス 株式会社
横浜山手中華学校
利久庵
株式会社 ローズホテルズ・インターナショナル
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有馬歯科医院
エスカル横浜（横浜海員会館）
有限会社 大野製作所
加藤歯科医院
川本工業 株式会社
宗教法人 観音院
株式会社 クリーンアドバンス
コンフォートホテル横浜関内
さくら湯
新横浜グレイスホテル
株式会社 スーパーホテル スーパーホテル横浜関内
曹洞宗 大本山 總持寺
ダイワロイネットホテル横浜関内
株式会社 タウンニュース社
株式会社 つま正
東横ＩＮＮ横浜桜木町
東横ＩＮＮ横浜スタジアム前本館
財団法人 日本船員厚生協会 横浜国際船員センター（ナビオス横浜）
株式会社 東日本銀行 横浜支店
株式会社 ヒューマンスカイ
ブリーズベイホテル 株式会社
ホテルＪＡＬシティ関内横浜
ホテルパークレーン横浜鶴見
ホテルモントレ横浜
株式会社 本牧葬儀社
万葉倶楽部 株式会社 横浜みなとみらい館
株式会社 モーターボートヨコハマ
株式会社 モスフードサービス
社団法人 横浜港振興協会
横浜スポーツエンタテインメント 株式会社
横浜人形の家
横浜マンダリンホテル
よしもとおもしろ水族館
リッチモンドホテル横浜馬車道
（計69法人）

3.11 街頭募金協力団体名簿
葦の会
石川打越地区社会福祉協議会
磯子区災害ボランティアネットワーク
ガールスカウト神奈川県第８５団
神奈川県生活協同組合連合会
ＫＡＭＥの会
港北区災害ボランティア連絡会
財団法人 三溪園保勝会
NPO法人 市民の会 寿アルク
障害児地域訓練会チューリップ
精神保健福祉ボランティアグループ かもめサポート・すみれくらぶ
第一北部地区民生委員児童委員協議会
第二地区社会福祉協議会
第四地区南部社会福祉協議会
地域作業所 えちご家
NPO法人 チャレンジ新生
仲尾台中学校
中区更生保護女性会
中区女性団体連絡協議会
なか区民クラブ
ＮＡＰＡＳ
根岸シニア体操教室
NPO法人 ＰＷＬ
ひばり会
フローネ倶楽部
ボランティア大鳥本読みの会
ボランティアネットワーク２１神奈川
本牧ストレッチ＆パワーアップ体操
本牧・根岸地区民生委員児童委員協議会
NPO法人 矢車草の会中区支部
百合の樹
横浜災害ボランティアネットワーク会議
横浜市社会福祉協議会
横浜中華学院
横浜雙葉高等学校
よつ葉会
ろばの家
横浜市ボランティアセンター個人登録ボランティア

（敬称略・50音順）

NPO法人 新
石川打越地区民生委員児童委員協議会
大原法律公務員専門学校横浜校
ガールスカウト横浜市連絡会
かぼちゃの会
港南区災害ボランティアネットワーク
サークル・アイ
シオン
NPO法人 シャロームの家
新本牧地区民生委員児童委員協議会
第一中部地区民生委員児童委員協議会
第三地区社会福祉協議会
第四南部健康づくり教室運営委員会
第四地区北部民生委員児童委員協議会
地域支えあいの会赤い靴
デイセンターつぼみ
中区おもちゃのドクターネットワーク
中区肢体障害者福祉協会
中区ともえ会
中区役所
西区災害ボランティアネットワーク
力の会
日ノ出町高齢者町ぐるみ健康づくり教室
ふれあいサロン潮風
ボランティア大鳥
ボランティア竹之丸
本牧三之谷茶話会
本牧中学校
緑区社協ボランティア分科会
大和町・立野町内会 有志
横浜建設一般労働組合中支部
横浜栄・防災ボランティアネットワーク
横浜市母子寡婦福祉会
横浜隼人高校
横浜ＹＭＣＡ
楽だ！体操
中区ボランティアセンター個人登録ボランティア
（計73団体 約700名）
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報道記事
タウンニュース中区・西区版
（平成24年1月26日号）

東海新報（平成24年1月27日）

タウンニュース中区・西区版
（平成24年2月9日号）
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広報よこはま・なか区版
（平成24年3月号）

タウンニュース中区・西区版
（平成24年3月8日号）

産経新聞（平成24年3月12日朝刊）

タウンニュース中区・西区版
（平成24年3月15日号）
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神奈川新聞
（平成24年3月30日）

東海新報
（平成24年4月13日）
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日本経済新聞
（平成24年3月30日朝刊）

東京新聞
（平成24年3月30日朝刊）

読売新聞
（平成24年4月2日朝刊）

タウンニュース中区・西区版
（平成24年4月5日号）
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