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日時：４月 29 日 14：00～16：30
場所：大船渡市「リアスホール」
入場無料 定員 1100 名
大船渡市盛町字下舘下 18-1 13：30 開場
復興応援：～チャリティ上映会～人間の無限の可能性を追い続ける科学者、村上和雄博士の研究
の軌跡と、遺伝子のスイッチがオンになった人々の生き様を追った、感動のドキュメンタリー

第 1 部 ドキュメンタリー映画【SWITCH～特別編～】 遺伝子が目覚める瞬間
第 2 部 入江富美子監督×鈴木七沖監督【ライブトーク】
会場の外では 11 時～ 屋台や縁日などによる「さくら祭り」を開催！
イベント終了後にはどなたでも参加できる「交流会」もございます。

【SWITCH（スウィッチ）～特別編～】
鈴木七沖監督制作、入江富美子出演、村上和雄ドキュメンタリー映画

人は誰でも無限の可能性を持っている
福知山線脱線事故で脳に重大な損傷を受け、意識不明の状態になりな
がらも、愛情や祈り、それに基づいた体への刺激などが遺伝子を目覚め
させ「負」や「苦」を背負ったネガティブな状況をポジティブな環境に
変え、いのちを目覚めさせて奇跡の回復をとげた親子を追っている。い
つも笑いを絶やさずに、不幸を懸命に受け入れて「あるものに満ち足り
る心」が描かれています。

私たち人間の遺伝子
人間の遺伝子には、1000 文字×1000 ページの百科事典約 3200 冊分の情報が入って
いると言われています。しかし、私たちは生涯、
その数パーセントしか使っていないことが様々
な研究の結果により明らかになりました。
新年度も引き続き開催します。
バイオテクノロジーの世界的権威・村上和雄博
お気軽にご相談ください。
士は言います。「眠っている遺伝子のスウィッ
日時：4 月 6 日 14：00～16：00
チをオンにすれば、人間の可能性は無限大だ」
4 月 7 日 10：00～12：00
と。では、私たちの遺伝子は、いかにしてオン
場所：三鉄盛駅ふれあい待合室
になるのか。
事前申込必要：℡47-3542

無料法律相談開催

主催：ヒューマンライツ・ナウ
協力：夢ネット大船渡

主催：映画を届けようプロジェクト
後援：大船渡市／陸前高田市／岩手県教育委員会他
問合せ先：℡・fax 019-676-6767

東日本大震災から２年を迎えた３月１１日は、大
船渡市では 2 周年市犠牲者追悼式、留魂と追悼市民
のつどい。陸前高田市では 3 回忌慰霊祭、希望の灯
り追悼セレモニー等気仙各地で追悼行事が行われ

死者数
行方不明者数
大船渡市
３４０
８０（76）
陸前高田市
1,556 217（208）
カッコ内は死亡届受理数
ました。
ＪＲ盛駅では、3.11 を考える有志の会主
催「犠牲者を悼み・3.11 を忘れない」の市
民の集いが行われました。この呼びかけに賛
同した地元盛町八幡町公民館の方々もお誘
いし合って参加いただきました。また、フラ
ダンスの会「フラカメリア」（井上由美子会
長）の皆様も、大合唱の「花は咲く」の踊り
を練習しているので出場できますとの申し
出があり、多くの犠牲者の霊を悼み、復興へ

誓い合う厳粛で素晴らしい集いとなりました。
参加者一同による「黙祷」後、主催者の挨拶に続いて、地元八
幡町地域公民館長の黒沢さんから挨拶を頂き後、参加者の大合唱
とフラカメリアの皆様によるフラダンスを披露して頂きました。
フラカメリア代表鈴木正子さんから踊りの説明を頂きました。
１、「アイア・ラ・オ・ペレ」 タヒチからハワイ島へ渡って来
た火山の女神ペレの物語、大地、溶岩、マウイ島、それと平和を
祈る古典の踊り。
２、
「世界に一つだけの花」 スマップのオリンピックテーマ曲。
上手に踊る 4 年・5 年生
３、「絆」 この踊りは、鳥が
仲間を探し続けて、仲間と出会う事ができるという踊りです。震
災をこえて皆で手をたずさえて、協力している今の三陸の皆さん
のように・・・・。
４、復興ソング「花は咲く」
天から見守る人やこれから前に
向かって、元気に生きて欲しい願いを込めて全国に伝えて参りま
す。特に参加者 100 人による大合唱「花は咲く」は、フラダン
スを含めて圧巻でした。

ありがとう大船渡
さよならだけど、さよならじゃない

～活動終了にあたって～

特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン
3 月 20 日午後 2 時から、大船渡市民文化会館リアスホールで 2 年間の被災地大船渡支援の活
動終了報告交流会が行われました。これまでの 2 年間の
支援で繋がった多くの方々が参加していました。
プロジェクトマネージャーの船戸義和さんの挨拶で始
まった。「大船渡に入って 2 年と 9 日となった。大船渡
市民に受け入れて頂き、多くの方々に感謝したい、この気
持ちを伝えたいと開催しました」との挨拶でした。
多くの支援を行った支援団体が撤退するのは、大変さび
しいですが、「ご苦
労様、有難う」とお
礼を言い、地元の
方々が活動を引き
継ぎましょう。

3 月 16 日午後 2 時から、大船渡市カメリアホールで公演
しました劇団「ともえ座」（宮城県栗原市）に、満員の 320
人の来場者を迎え、踊りや寸劇を楽しむと同時に、4 月 3 日
からの三陸鉄道南リアス線：盛駅から吉浜駅までの部分開通
をお祝いしました。
ともえ座公演は、一昨年 10 月以来 2 回目の公演、楽しみ
にしていた方々も多く、会場は最後まで熱気に包まれていま
した。座長石川陵山さんの「今回は入場整理券」で来られた
が、次回は「お金を払って」（高くないよ）お出で下さい、
にも大きな拍手が起こりました。
みんなで三鉄へ乗ろう
夢ネット大船渡では、三鉄吉浜駅までの開通後は、震災前に行っていました「カラオケ列車」の
再開の外に、駅からウォークの実施など、三鉄利用促進へ色々のイベントを予定しています。ぜひ
多くの皆様の三鉄利用をお願いいたします。

「災害は忘れたころにやってくる」

なぜ過去の教訓が生かされない？

三陸沿岸は津波の常襲地域であることはどなたでも承知しています。宮城県沖地震を想定して、
その対策も行われていました。しかし、私たちが住む気仙地域でも東日本大震災は、市指定の避難
所や公共施設（小中高校も含む）も大きな被害を受け、多くの犠牲者を出してしまいました。
なぜ多くの避難所や公共施設が被害を受けたのだろうか。行政も住民も三陸沿岸は津波の常襲地
域であることや過去の津波被害状況や津波到達地点などの教訓を生かし、日常から津波被害への警
笛と対策が欠けていたからと思います。
逆に「防潮堤が出来たから大丈夫だ」などと思わせる対策であったような気がします。他所の例
ですが、過去の津波被害で集団移転した跡地に、新たに住宅開発が行われ被災した地域もありまし
た。1000 年に１度の大津波だと言わずに、三陸海岸に住む私たちとしては、日常から安全な場
所へのまちづくりを進めなければと思った 3 月 11 日でした。 大船渡町 岩城

陸前高田市

気仙町要谷地区の避難路

震災から一年ほど経った 2012 年４月に「復興ニュース」を配達していて要谷集落で仮設の避
難路が上の国道 45 号線の路肩まで作られたことを目にしていましたが、今日 2013 年３月 12
日に通りかかった時にはコンクリート製の正規の立派な避難路が完成していました。
この地区の方々は今回のような災害に対して、いかに危機感をもって対応しているかの表れと思
って改めて感心しました。この道路より下にあった住家は全て今回の震災により破壊され一軒もあ
りませんが、ただ漁師さんたちが漁港で作業していますので、緊急事態発生の場合の安全・安心を
想定して一時も休まることなく頭から離れることのない思考が、
このような完成度の高い構築物を最優先で設置したのではない
でしょうか。

●2012 年４月３日の仮設避難路
階段の手すりはパイプを繋いでいますので継手の所が危険な状
態に見えますが、一時で
も早くという緊急時を想
定すると、現時点での精
一杯の工事の跡がしのば
れます。

●立派に完成
コンクリート製で幅も
広く、立派な手すりもついています。工事が完了したばか
りなのでしょうか、侵入防止柵が置いてありました。

2013 年 3 月 12 日
避難路土木工事完成

2013 年度常設展

「明日から吹いてくる風

2011.3.11 と詩歌、その後」

北上市 日本現代詩歌文学館
「本年も昨年にひきつづき、被災詠を主題といたします。今回は復興への一層の願いを込めて、
「明日から吹いてくる風―2011.3.11 と詩歌、その後」と命名し、多くのあらたなる詩歌人のご
協力をいただいております。2 年つづいて被災詠を展示するのは、おそらく当館のみですが・・
（略）・・（館報：館長挨拶より）。 ※北上方面へ行った際は寄って下さい。
会期：2013 年 3 月 12 日～2014 年 3 月 16 日、休館 12 月～3 月の月曜日、年末年始
会場：日本現代詩歌文学館展示室 住所：北上市本石町 2－5－60 ℡0197-65-1728
入場料：無料

子育てボランティアのびのび子育てサポータースマイル
4 月の例会 ～花見とこいのぼり作り～
4 月 22 日（月）9：30～ カメリアホール 1 家族 100 円（保険料）

この復興ニュースは
今年 1 月～3 月まで、東北労働金庫の「復興支援助成」を受けて発行してきました。東北労働
金庫様ご支援ありがとうござい
ました。
全国の
コンビニ、郵便局、
4 月からも引き続き発行しま
すので、ご協力をお願いします。 銀行でつかえる！
ろうきんのカード
配布ボランティアさんや情報
連絡者を募集しています。
皆さまの投稿、イベント等を
お知らせください。

