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ネパリ ・ バザーロと支援活動を支えてくださる皆さま
いつも温かいご支援をいただき、 ほんとうにありがとうございます

東日本大震災の支援について（第 10 回中間報告）
新年あけましておめでとうございます、 というべきところ

けなければならないということでも、 おそらくないような気

ですが、 悪夢の年明けでした。 年末の衆議院選挙で脱

がする。 いや、 もちろん、 これらも最悪と言うべき事態

原発は争点にならず、 経済優先という選択がされました。

であるには違いなない。

“強い日本” を目指す新政権は原発再稼働のみならず

しかし、 最悪の事態とは次のようなものも言うのではな

新設も視野に入れる、 という驚くべき方針です。 福島第

かろうか。 それは、 父祖たちが何代にもわたって暮らし

一原発事故の収束は今なおされず、 毎日２億４千万ベク

つづけ、自分もまた生まれてこのかたなじんでみた風土、

レルの放射性物質が放出されていると言います （東電発

習慣、 共同体、 家、 所有する土地、 所有するあらゆる

表）。 核燃料冷却のための高濃度汚染水が地中や海水

ものを、 村ぐるみ、 町ぐるみで置き去りにすることを強制

中に大量に投棄され続けています。 補償問題もいつに

され、 そのために失職し、 たとえば、 十年間、 あるいは

なるやらという状況をどう考えているのでしょう。 更に、 除

二十年間、 あるいは特定できないそれ以上の長期間に

染したら故郷に帰れるという期待で必死に現状に耐えて

わたって、 自分のものでありながらそこで生活することは

いる人々の気持ちを裏切るニュース。 一部でいい加減な

もとより、 立ち入ることさえ許されず、 強制移住された他

処理がなされていることが発覚しました。 やはり、 という

郷で、 収入のみちがないまま不如意をかこち、 場合に

気持ちです。 そもそも事故前の家に戻れるかのような対

よっては一家離散のうきめを味わうはめになる。 たぶん、

応自体大罪だと思います。 真実を明らかにした上でそれ

その間に、 ふとどきな者たちが警備の隙をついて空家

ぞれの今後を皆で真剣に考えなければならないのだと思

に侵入し家財を略奪しつくすであろう。 このような事態が

います。 国民全てが当事者です。 他人事として無関心

１０万人、 あるいは２０万人の身にふりかってその生活が

で生きていられる状況ではありません。

破壊される。 このことを私は最悪の事態と考えたいので
ある」 （出典 ： 「福島原発難民 南相馬市 ・ 一詩人の警

福島県南相馬市の詩人、 若松丈太郎さんは 1994 年、

告」）

事故後のチェルノブイリ原子炉を見学し、 自分の住む街
と重ね合わせてショックを受け、 帰国後に 「神隠しされ

さて、 春に椿の植樹をします。 伊豆の利島からわけて

た街」 という詩を発表しました。 その詩はまるで予言の

いただいた苗木を植えます。 同時に今春から陸前高田

書のように今日の事態をぴたりと言い表しています。 詩

の優良な椿の木から苗も育てます。ただし、その苗が育っ

だけでなく以下のようにも記しています。 17 年も前に書

て植樹できるまで４、 ５年かかります。 しかもかなり大きく

かれたものとは到底思えません。

なるまで椿の木は地域でどんどん増えている鹿に食べら
れてしまう危険もあると聞き、 鹿対策も講じなければなり

「私たちは私たちの想像力をかりたてなければならない。

ません。 自然の恵みを受けるのは人間だけではないの

最悪の事態を自分のこととして許容できるかどうか、 想像

ですが、 育つまで時間のかかる貴重な木です。 鹿には

力をかりたててみなければならない。

申し訳ないけれどあげるわけにはいきません。

誤解されることを恐れずに言えば、 最悪の事態とは、
自分をいま死に至らしめつつあるものの意味を理解する

いただいた支援金は植樹やその管理など、 将来に向

時間さえ与えられず、 一瞬のうちに死なねばならないと

けての投資に使わせていただきたいと思います。 どうぞ、

いうことでは、 おそらくないはずである。 あるいは、 被曝

引き続きのご支援とご協力をいただけますよう、 心よりお

による障害に苦しみつつ、 自分を死に近づけているもの

願い申し上げます。

の意味を反芻しながら、 残された時間を病院で生きつづ
ホームページでたくさんの写真を掲載し、 できるだけタイムリー
に活動のご報告をしていますので、 どうぞそちらもご覧ください。

http://nbazaro.org

これまでのご報告です (2013/1/22 現在 )
       収入の部

支出の部

現金 （注 1)       21,819,959    20,875,007
現物支援

残金
合計

（注２）

  1,950,105   1,950,105

        

          944,952

       23,770,064   23,770,064

注 1） 現金収入には、 製油所建設支援としていただいた田村真知子基金 50 万円と、 赤い
羽根の中央共同募金会より温泉ご招待企画の一部としていただいた支援金 48 万円も含まれ
ます。
現金支出には、 製油所建設資金として支払った 1040 万円が含まれます。
注 2） 食料品支援額は、 生活セットの食品、 温泉招待企画の食材として、 神奈川県川崎市
の （株） パスポートさんよりご提供いただいた食料品の総額です。
※現地に行く交通費 （一部ネパリ負担）、 レンタカー代、 食費、 宿泊費などの経費は一切支
援金から出していません。 全て活動する本人が自費で出しています。

今後の活動
３月 31 日 （予定） 福島県南相馬市の仮設住宅の方たちを東鳴子温泉にご招待
５月 11 日 （予定） 宮城県東松島市の老人介護ＮＰＯ 「すみちゃんの家」 と地域の方たちが主催するイベントを応援

椿油プロジェクト
【製油工房建設の経緯と完成まで】
震災支援でご縁のできた陸前高田市で、 2011 年９月開設した障がい者通
所施設への支援として、 ここに通う方たちが、 社会の一員として長く取り組ん
でいける仕事創りを目指し、 昔から地元で日常的に使用されていた 「椿油」

多くの人のご協力のおかげで、ついに工房が完成しました。

の製造と販売に取り組むことになりました。 2012 年 10 月中旬、 約 80 平米の
製油所 「製油工房 ・ 椿のみち」 が完成し、 11 月から椿油 （180 ｇ入） を販
売開始しています。また、オープン直前に施設からの仕事辞退の申し出があっ
たことにより、 一施設に止まらぬ広く地域に開かれた働き場として、 現在は仮
設住宅の方たちなど４人の方たちが仕事に従事していらっしゃいます。

静かな環境で、丁寧に仕事をしています。

2012 年 10 月 28 日には、工房の開所式を行いました。

2012 年 10 月の陸前高田ツアーでは、美味しい郷土料理とバーベキューを頂きました。

←
ツアー参加者の皆さ
ん、 大 興 奮 で 椿 の 実
をとっています！！

→
2012 年 10 月 28 日 製
油工房開所式が無事終
了し、ほっと一安心！！

【沖縄宮古島の椿油】
12 月中旬、宮古島に行く機会がありました。 宮古島でも２万本近い椿の木があり、
椿油を搾っている方たちがいらっしゃると知り、 その中心となって活動している方に
お会いしてきました。 椿愛好家の方たちが集まり、 以前から少しずつ搾っていたも
のを、昨年、専用の搾油機を導入し、今後は島の特産品として本格的に取り組もうと、
毎年１万本ずつの椿の植樹を計画していらっしゃいます。
台風銀座と言われる宮古島は毎年いくつもの大きな台風に襲われます。 そして、
日本の最大瞬間風速の上位３つのうち、 ２つは宮古島で観測されているほど勢力
が大きく、 通過時間も遅いため、 被害が大きくなります。 そのため防風林としても
優れている椿をたくさん植えることは台風対策にもなります。
さらに皆さんは東日本大震災で被災され家や田畑を無くされた方で農業をしたい
という方たちのために畑と住居を用意しようと準備を進めていらっしゃいます。 畑の
周囲を防風林の椿で囲み、 育ちが早く直ぐに現金化できるとうがらしと数年後に収
穫できるレモンを植えられるようにしようという計画だそうです。 お話を伺っていて、
長年ネパールでやってきたことと同じだと驚きました。 ネパールでもコーヒーや紅茶
は苗から収穫できるように育つまで４、 ５年かかるので、 現金収入のない農民たち

宮古島で樹齢 300 年と言われる椿の木を見せて頂
きました。温暖な気候の宮古島は、陸前高田と比
べるとかなり生育が早いようです。

には手が出せず、 栽培期間が短く直ぐに現金化できるスパイスを推奨しています。
遠い東北の地の、 被災された方たちを思うお気持ちが届き、 よいご縁ができるといいなと思いました。 ただ、 住み慣れた土
地から何千キロも離れることができる人がどれだけいらっしゃるでしょう。 同じ県内でも、 沿岸で生まれ育った人が内陸に移住
するのは大変だと聞きます。 宮古の人たちの広く温かい心と、 進まぬ復興に苦しみつつも故郷への想いが断ち切れない人た
ち。 新たな出会いが生まれることを願ってやみません。

【利島と伊豆の島々の協力を得て】
年が明けて１月、 利島と神津島を訪問しました。 陸前高田では椿の実はとうてい集まらず、 今持っている実がなくなれば仕事
が終わってしまいます。 昨秋は全国的に大不作で、 どこの産地も地元だけでは足りず、 購入できるところを探しているという厳
しい状況の中、 以前からお願いをしていた利島の椿農家の方たちが、 窮状を知り、 快く分けてくださることになりました。 それ
によって製油工房 「椿のみち」 の今年中の仕事が確保される見通しとなり、 ほっとしました。 本当にありがとうございました。
神津島は新年度の実 （2013 年末） から提供できるよう協力したいと言ってくださいましたし、 利島や神津島の方たちがさらに
式根島や新島、 三宅島など、 次々とご紹介くださるというご厚意を示してくださいました。 陸前高田に植樹する椿が育ち、 実の
収穫が期待できる１５年後まで、 何とか仕事を継続できるよう、 皆さんの応援をいただき頑張ろうと思います。

利島の方が、活動に共感してくださり、椿の苗約 200 本を分けてくださいました。この苗を植樹します！

頂いた苗は、船で陸前高田へ。現在陸前高田
で保管しています。

植樹ツアーのご案内
５月 25（土）と 26（日）、陸前高田で椿苗を植えるので植樹ツアーを計画しています。利島から届く苗３００本を中心に、
大船渡東高校の農芸化学科で育てた苗１０本を、 工房 「椿のみち」 の周辺や協力者から提供していただく土地に植
えます。 現地の方たちと共に植樹をし、 その後、 郷土料理をいただきながら交流します。 詳細が決まりましたらまた
お知らせします。 ご参加をお待ちしています！

これまでの支援内容

2011.3.27 ～
３

釜石市 炊き出しと物資支援 :
60,000 円＋炊き出しと物資支援

４

公的避難所３ヶ所、 私的避難所２ヶ所、 釜石市災害支援センターに伺いました。

５

石巻市立吉浜小学校支援 :349,941 円

６

北上町吉浜小学校に体操服上下 20 人分、 ジャージ上下 20 人分、 赤白帽 180 個、
普段着 80 着支援。 アメリカ ・ カリフォルニア州リビエラ小学校からの支援品のお届
けをしました。

生活セット （食料品、台所用品等） 263 セット、布団 6 点セット 170 組、敷布団＆カバー
36 組、枕＆カバー 18 組、枕 15 個、衛生セット 146 セット、食品セット 90 セットを支援。

石巻市役所 文具支援 :21,630 円
石巻市役所に各種手続きや相談に来られた被災者の方たちへ書類ファイルや筆記用
具などの文具をご提供。

陸前高田市 在住外国人 旅費支援 :389,375 円
陸前高田市 障がい者施設「すずらんと
かたつむり」開所支援 :353,461 円

９

日本人と結婚し陸前高田に住んでいて家を流された、 フィリピン人女性とお子さん 2
組と中国人女性の一時帰国費用を支援。

８

釜石市仮設住宅：プランターセット （プランター 1、肥料入培養土、鉢底石、スコップ 1、
軍手 2 組） を 200 セット。
陸前高田市「すずらんとかたつむり」、竹駒町公民館、矢作町仮設住宅：プランターセッ
ト 80 セットとジョーロ 5 個を提供し、 すずらんとかたつむりの利用者の皆さんと一緒に、
パンジーとビオラを植えて設置。
石巻市北上町、 東松島市 「すみちゃんの家」 ： 水仙の球根を植えました。 今年の春
に咲きました。

石巻市、陸前高田市
生活基本セット支援 :4,362,091 円

７

季節のお花を植えました :382,560 円

2011 年 3 月 11 日
東日本大震災 発生

パソコン 3 台 （ノート２台、 デスクトップ 1 台）、 プリンター、 付属機器一切、 6 人掛
けダイニングセット 3 セット、 文房具多数の支援。

１０
１１

陸前高田市役所健康推進課
プロジェクト支援 :234,072 円

１２

仮設住宅に入られたお年寄りたちの生活不活発病予防のための野菜栽培を支援。
野菜用プランター 78 個、 スコップ 54 個、 軍手 75 組と、 お年寄りの体力、 筋力測
定のため 「長座体前屈計」 や 「膝伸展力計」
など様々な機器の支援。

１
２

電気敷毛布と湯たんぽ支援 :1,624,085 円
釜石市、 陸前高田市、 石巻市、 東松山市に合計 900 枚の電気敷
2012 年
毛布と 70 個の湯たんぽを支援。

３
４

東松島市 老人介護 NPO 法人
「のんび～り すみちゃんの家」
支援 :1,140,269 円

５

マークが
ついています！

2011 年 5 月 29 日、 ７月３日、 ８月 21 日、 9 月 25 日、 10 月 30 日、 11 月 27 日、
12 月 25 日、 2012 年 3 月 24、 25 日、 ４月 15 日、 ５月 27 日、 ７月８日、 ８月５
日の計 12 回、 石巻市、 陸前高田市、 東松島市などの地域の方たちを温泉とお
食事交流会に毎回約 50 人ご招待しました。 調理や交流会の会場 「鳴子公民館」
の使用料を大崎市は無料にしてくださり、 東鳴子温泉観光協会もとても協力的で、
各旅館から毎回タオルや歯磨きセットのご提供を受けました。

６

仙石線東名駅の直ぐ近くにあり、 津波で大規模半壊の被害にあった 「すみちゃんの
家」 の再開に向け、 システムキッチン 2 式、 大型冷凍冷蔵庫３台、 洗濯機 2 台、 電
子レンジ 3 台、オーブントースター 2 台、木製ベッド 5 台、電動ベッド 1 台、組布団 7 セッ
ト、 除湿器 1 台、 電気敷毛布 12 枚を支援。
【イベント応援】 2012 年３月 10 日と 11 月 10 日の２回、 「すみちゃんの家」 が中心と
なり、 地域の皆さんが主催されたイベント 「夢ハンカチ ・ 希望の虹をかけよう ～あり
がとう仙石線、 ありがとうボランティアさん～」 の応援に伺い、 ネパールカレーを数百
名の参加者の皆さまに振る舞いました。 今でも仙石線の一部、 「高城町駅」 ～ 「矢
本駅」 までの９駅間が不通になったままです。 一刻も早く 「仙石線」 を復興してもら
えるようにと今後も年に２回このイベントを続けるそうです。

東鳴子温泉ご招待企画
:1,531,994 円

７
８
９
１０
１１
１２ １

ご支援は一口 1,000 円から、
以下の方法でお受けいたします。

椿油プロジェクト
2011 年 7 月 に、 「 椿 油 」 の 製 造
に販売に取り組むこととなり、 その
後 10 月に萩の搾油機の工場見学、
2012 年 2 月に萩の椿サミット参加、
5 月に利島の椿研究会参加、 6 月
に搾油工房の土地決定、 ８月に土
地 の 造 成 開 始、 9 月 に 建 築 着 工、
10 月完成、 開所式、 11 月より営業
スタート。 11 月と 2013 年 1 月に利
島再訪問。 12 月宮古島訪問。
マークがついています！

2013 年
※頂いた支援金は全て現地支援に使用したいため、 原則、 領収書は発行しておりません。 希望者にのみ発行させて頂きます。
ご協力よろしくお願いします。 ※クレジットの場合は、 手数料 5% が引かれます。 ご了承下さい。

ネットショップからは、 支援金のみのお振込みも、 商品のご注文と一緒でのお振込みも、
どちらも簡単にお選び頂けます。 詳細は、

http://verda.bz

もしくは、 ①②の方法でもお振込み頂けます。

をご覧ください。

②商品のご注文と一緒にお振込みの場合

①支援金のみお振込みの場合

カタログ巻末のご注文用紙のご注文商品欄に、 以下の

下記の口座に直接お振込みください。 その際、 お名前・

ようにお書き添えの上、 郵便・ＦＡＸにてお送りください。

ご連絡先を必ずご記入の上、『支援金』 とご明記ください。
郵便局
郵便振込 ： 00220-1-38818
加入者名 ： ( 有 ) ネパリ ・ バザーロ
三井住友銀行 大船支店 (873)
口座 普通 ： 7105940
口座名
： ﾕ ) ﾈﾊﾟﾘﾊﾞｻﾞｰﾛ

商品番号 ： 9999991-2
商品名 ： 支援金
数量

： ●口分

※商品発送の際に、 お振込み用紙を同封いたします。
※お振込みは、 郵便局 ・ コンビニ ・ クレジットカード ・
    代引き支払いからお選び頂けます。
※支援金は、 送料ロット ・ 割引対象外です。

