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いわて学生コミュニティカフェvol.16
「【学生×防災】遊んで!食べて!学んで! 」
2017年10月14日（土）岩手県立大学（滝沢市）を会場に、い
わて学生コミュニティカフェ「【学生×防災】遊んで!食べて!学ん
で!」を実施しました。今回は岩手県立大学の学生サークル“風土
熱人Ｒ”、“盛岡大学学友会ボランティア委員会 結-You-”、両学生
団体による協力もと企画運営を行いました。
第１部では写真やロープワーク、障害物を用いてチーム対抗の
ゲーム形式で防災学習に取組みました。写真を使ったワークでは
災害時の地域の写真を見て、映っている場面からどのような状況
が読み取れるか、想像力を働かせて互い
の考えを話し合いました。またロープ
ワークでは緊急時に役立つロープの使い
方を学び実践してみるなど、頭と身体を
使って非常時に役に立つスキルを学習し
ました。
第２部ではサバイバル飯の調理に挑
戦。栄養科学部の学生によるメニュー
提案、指導のもとで災害時を想定して
調理器具や食器を使用しない調理・盛
り付けや、缶詰・乾パンを活用した調
理を学びました。

参加者からは「防災のための知識や想
像力を楽しみながら身につけることが
できました」「あらためて防災に対す
る意識が高まっ
た」「サ バ 飯 は
とても簡単なメ
ニューが多く、災害時に備えて覚えておこ
うと思います」などの感想がありました。

いわてFWL2017夏期プログラム報告会
＠岩手県立大学を実施しました
2017年10月21日（土）岩手県立大学（滝沢市）を会場に、9月
に実施した「いわてフィールドワーク・ラーニング2017夏期プロ
グラム」の活動報告会を行いました。活動に参画した学生５名一
人ひとりが活動の様子と、活動を通じて得た学びをまとめて発表
しました。報告会へは学生や一般の方々をはじめ、活動でお世話
になった地域の方や大学関係者も参加し、学生の発表後には発表
へのコメントや感想を寄せました。
今回の振り返りと体験・学びの成果
を春期プログラムの活動へとつなぎ、
一人ひとりのステップアップを目指し
ていきます。

第４回いわて学生ボランティアネットワーク
研修会＆交流会 を実施しました
2017年12月23日（土）アイーナ（盛岡市）を会場に、第４回
いわて学生ボランティアネットワーク研修会を実施しました。研
修会のテーマは「命と暮らしを支える“ふだん”のチカラ-雪ととも
に生きる西和賀町の取組みから学ぶ-」。全国屈指の豪雪地域とし
て知られる岩手県西和賀町には、雪とともに生きる地域ならでは
の生命尊重行政の歴史があります。地域住民による除雪ボラン
ティア活動スノーバスターズもまた西和賀町の風土と歴史から生
まれた、日常の中で命を支える取組みの一つです。そうした西和
賀町の歴史と取組みから、地域と学生ボランティアの“ふだん”の
関わり、つながりが持つ力について考えていきました。
研修会ではまずはじめに、NPO法人輝け「いのち」ネットワー
ク 代表の高橋典成さんより、西和賀町の生命尊重行政の歴史とス
ノーバスターズの取組みについて
お話いただきました。高橋さんは
西和賀町（旧沢内村）で生まれ育
ち、44年間福祉の現場に携わって
き ま し た。06年 度 に 発 足 し た ス
ノーバスターズの取組みは町内の

高齢者宅、障害者世帯の暮らしを支え
るとともに、住民一人ひとりの安全安
心な暮らし支える顔の見える関係性づ
くりにおいて、重要な活動となってい
ます。
高橋さんのお話に続き、岩手県立大
学看護学部卒業生（15年度卒）の古谷彩華さんより、保健師とし
ての自身のお仕事についてお話いただきました。学生時代の地域
活動をきっかけに保健師を目指す決意をした古谷さんは、現在岩
手県釜石市の保健所に勤めています。“健康”という側面から人の
つながりや生きがいづくりを支える仕事のやりがいについて、自
身の体験を踏まえながらお話いただきました。
後半は前半部分の感想共有と質疑応
答、参加者同士のディスカッション。
参加したOBOGを交え、前半のお話を
ヒントにしながら自分たちの活動の課
題と解決策を話し合いました。
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宮本

東日本大震災から６年が経過し、復興に向けて間もな

たいき

く７年目を迎えます。この間、全国各地でも災害が発生

大毅

し、東日本大震災の経験が生かされる取組みが行われて
います。当時の様子をあらためて振り返り、あの日の経

<プロフィール>

■「平 成23年 ３ 月11日（金）
14:48:18」その瞬間
その瞬間は高校の春季講習の
日で、講義を受けていました。
いきなり鳴り響く緊急地震速報

みやもと

験、感じたことを忘れずにいられるように…。いわて

岩手県宮古市出身。高校２年生で東日本大
震災を経験し、大学入学後は多くの復興支援
活動に携わる。2016年、岩手県立大学総合
政策学部を卒業後、株式会社IBC岩手放送に
勤務。2017年からGINGA理事に就任。

の警報音。激しい揺れとともに、教室の蛍光灯が消えました。それま
で経験したことのない長く大きな揺れが何度も繰り返し襲ってきまし
た。その後も余震が続く中、防災無線から津波情報が発表されまし
た。この無線を聞くのは２日ぶりでした。２日前の揺れはもっと小さ
く、津波もさほど高くありませんでした。ヨット部だった自分は警報
が解除された後、海に出られると安易な考えを持っていました。実
際、５ヵ月後にインターハイを控えていて、一日も練習を休む暇が無
いはずでした。
最初の揺れからおよそ30分後、ワンセグを見ていると魚市場付近が
冠水している映像が映し出されました。波の高さは約３メートル、横
の閉伊川に首を振ると車や船を巻き込みながら波が遡上していまし
た。まさに鳥肌が立つほど怖い光景でした。何度となくひっきりなし
に押し寄せる波。恐怖に襲われながら日が暮れ、クラスメイトととも
に夜を過ごすことになりました。
■自宅へ
日をまたぐあたりで親戚が迎えに来てくれました。我が家は車が全
て流され、親戚の車のみが無事でした。どうにか浸水域を回避しなが
ら避難所へたどり着きました。間もなく日が明け、目の前に飛び込ん
できたのは悲惨な光景と、悲痛な叫び。「○○さんがいない」その言
葉があちこちから聞こえました。現場はまさに大混乱。自宅の近所も
例外ではありませんでした。警報が解除されない中制服姿のままで浸
水域に飛び込み、冠水した車を一つずつ確かめに歩きました。

GINGA-NETのメンバーの“3.11”を振り返ります。
津波とはいえはいえ所詮塩水で、毎日海にいる自分にとっては
何てことはありませんでした。でも、怖かったです。「もし自
分が見つけて、亡くなっていたら…」。避難所に次々と遺体が
運ばれる中、そのことが頭から離れませんでした。

結局自分では見つけられませんでした。数日後、少し離れた場所で
見つかったと報告がありました。しかしながら結果は無念。救ってあ
げられませんでした。「自分ももう少し捜索範囲を広げればよかった
かもしれない」。これに関しては今でも悔やむに悔やみきれません。
■高校授業再開
２週間ほど経って授業が再開しました。しばらくの間は避難先の親
戚宅から通学していました。自宅や実家で経営していた商店の片づけ
は家族に託し学校へ通っていました。放課後は部活再開の目途が立た
ないため、店の取引先を巡りながら互いに安否確認をして回りまし
た。
自分にとっては何よりも部活が気がかりでした。所有していた船は
全て流失し、発見の情報があれば部員総出で回収に向かいました。そ
んな中、OBOGの支援を経て６月から練習を再開。周辺では自衛隊等
が遺体を捜索している最中でした。残された時間はあとわずか。電気
も水道も無い環境の下、懐中電灯と車の明かりを頼りに日夜練習に励
みました。
こうして振り返ると、ついさっきのようにいろんな事柄が走馬灯の
ように思い出されます。しかし、一つだけ毎日思い出すことがありま
す。震災の応援に来ていて、毎日声をかけてくれていた静岡県警の
おっちゃんが言った「今度は俺たちの事助けてくれな～」という言葉
です。その時が来ないことを、祈るばかりです。

2018年３月に岩手の若者同士による地域活動に関する意見交換や交流を目的とした「いわて学生ボラン
ティアフォーラム2017」が開催されます。フォーラム開催にあたり、岩手県内の大学生で構成される「い
わて学生ボランティアネットワーク」が中心となり、企画・準備を進めています。

学生
ACT
＠いわて

今回は実行委員会として参画している4つの学生団体の活動についてご紹介します！
法人フードバンク岩手)、漁業体験など幅広く活動しています。

風土熱人R＠岩手県立大学

■活動を通して、良かったこと、学んだことは何ですか？
私自身、最初は活動に“参加”するだけでしたが、現在は内陸避難
■協会発足から現在までについて教えてください
2007年の新潟県中越沖地震でのボランティア活動を契機に
者交流会の参加者の方の「大学に行ってみたい！」という話を聞い
設立。岩手県内外での災害復興支援活動の他、サロン活動や
協会は2010年に発足して現在の会員数は40軒以上。発足以前
て「県立大ツアー」を企画するなど、“参画”する側の経験をするこ
フードバンクの活動へ参画している。
は、隣接する遠野市での民泊の不足分へ協力する形で受入れしてい
●風土熱人R 代表
岩手県立大学 ２年生

とができました。また、漁業体験では漁師さんとの交流はいつも短
ました。協会発足の翌年に東日本大震災が発生しました。その日、
い時間なのですが、漁師さんが参加した学生のことをずっと覚えて
私は隣町の大船渡市へ出かけていました。地震発生後に避難した病
くれているのは、とても嬉しい気持ちになります。

はこいし

ふみのり

箱石

文紀 さん

■団体設立から現在までの経緯を教えてください。
新潟県中越沖地震での災害ボランティアセンターの運営支援が
きっかけで設立しました。岩手県内・外で災害が発生した際、泥出
しや学生版アウトリーチなど学生の力を活かした活動を行ってきま
した。様々な活動から新たな繋がりが生まれ、現在は東日本大震災
で被災された方々が対象の内陸避難者交流会(共催:滝沢市社会福祉
協議会、NPO法人いなほ)やフードドライブ(主催：特定非営利活動

■今後の展望を教えてください。
普段行っている活動からもう一歩踏み込んで、新しいアクション
として“学生”だからできる企画・実
践をしていきたいです。また、昨年
の台風10号で被災した岩泉町にはな
かなか行けずにいました。まずは現
地の状況を自分たちの目で確かめに
行き、これからの岩泉町のまちづく
りに学生としてどのように関わるこ
とができるか考えていきたいです。 ↑交流を楽しみながら漁業体験
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the-Youth-Grow＠岩手県花巻市
岩手県内の学生・社会人有志で「若者の自立を促す」ことを
目的として設立。地域イベントのボランティアの他、若者同士
が交流できる様々なイベントを企画している。
●the-Youth-Grow 副代表・学生代表
岩手県立大学 ４年 ・富士大学 ３年
きねふち

あきみ

くらなが

杵淵

陽海 さん・倉永

さとる

聖 さん

■団体設立から現在までの経緯を教えてください。
2017年3月に有志で開催した若者同士で夢や、やりたいことを
語り合う「若者夢会議in花巻2017」というイベントを契機に、“何
かしたくても一歩踏み出せない若者”をみんなで応援するサポート
団体として設立しました。現在は地域のお祭りやイベントのボラン
ティア、岩手山登山や夜の盛岡市を散策する「ナイトピクニック」
など、メンバーの“やってみたいこと”を大切にして活動してます。

岩手大学三陸復興サポート学生委員会＠岩手大学

■活動を通じて良かったこと、学んだことは何ですか？
「the-Youth-Grow」は様々な大学の学生や社会人の先輩方と一
緒に活動の企画運営をしているので、色々な方と交流しながら自分
の“やってみたいこと”を実現することができます。また、社会人役
員の方から応援してもらいながら、司会進行の進め方や広報の仕方
など社会で役立つ力を身につけられるのは「the-Youth-Grow」な
らではかなと思います。
■今後の展望を教えてください。
私たちは花巻市だけでなく岩手県全域を対象に活動しているの
で、もっと多くの方に私たちの活動を知ってもらい、一緒に“やっ
てみたいこと”を実現していく仲間を
増やしていきたいです。現在は社会人
役員の方からサポートしてもらいなが
ら企画することが多いのですが、一度
は学生役員だけで活動の企画をしてみ
たいです。今後も若者と地域をつなげ
るような機会を作っていきたいと思い
↑「カレーパーティー」の様子
ます。

また、最近はメンバー有志で陸前高田市の「うごく七夕」などの地
域のお祭りに参加させてもらうこともあります。
■活動を通じて良かったこと、学んだことは何ですか？

岩手大学の学生団体が結集し2014年に設立。主に岩手県釜
石市、陸前高田市を中心にサロン活動や子どもの遊び・学習支
援を実施している。
●岩手大学三陸復興サポート学生委員会 代表
岩手大学 ２年生
ふじもと

はるゆき

藤本

陽之 さん

■団体設立から現在までの経緯を教えてください。
岩手大学では2011年4月から学生による復興支援活動が始まり、
複数あった学生団体がまとまって2014年に現在の「三陸復興サ
ポート学生委員会」が結成しました。現在は現地のNPO団体と協力
して活動しています。釜石市では仮設団地のサロン活動を月1回、
手芸や料理などを通して地域の方と交流します。陸前高田市では遊
びや学習を通じての子ども支援をこちらも月1回実施しています。

学友会ボランティア委員会 結-You-＠盛岡大学
東日本大震災でのボランティア活動を契機に2012年に設
立。「沿岸ツアー」や「サイバー教室」など幅広いプロジェク
トを企画・実施している。
●学友会ボランティア委員会 結-You- 代表

私含め、岩手県外からの出身のメンバーが多く、当時の被災状況
を知らない学生も多いのですが、地域の方々は震災の傷跡を感じさ
せないほど明るく元気な方が多いというのが印象的でした。また、
陸前高田市のお祭りに参加させてもらう時も、初めて参加する学生
に対しても地域の皆さんが歓迎してくれましたし、お祭りを通じて
住民同士の力強い団結力を感じました。
■今後の展望を教えてください。
沿岸部の復興状況に応じて、私たちの活動も徐々に変化していく
時期になっています。ニーズの変化に
合わせ、学生として地域とどう関わっ
ていきたいか話し合っています。毎月
あった釜石市のサロン活動も終了して
しまうのですが、これからも継続的に
関わっていきたいですし、他団体の学
生との交流も行っていきたいです。

↑陸前高田市の子ども達と交流

■活動を通じて良かったこと、学んだことは何ですか？
私たちは、毎年団体メンバーを対象に沿岸部を巡る「沿岸ツ
アー」を実施しています。そこでは語り部さんのお話を聞いた
り、商店街を回ったり、当時の被災写真と現在の風景を見比べた
りするのですが、その経験を通じて実際に自分たちの目や耳で復
興の様子を感じることで「自分も何かやりたい」という気持ちが
生まれるのだと思いました。
■今後の展望を教えてください。

盛岡大学 ３年生
てるい

あいか

照井

愛佳 さん

■団体設立から現在までの経緯を教えてください。
当時の先輩たちが参加した「いわてGINGA-NETプロジェクト」
での被災地ボランティアをきっかけとして結成されました。盛岡大
学生へのボランティア情報の発信のほか、プロジェクトとして漁業
体験活動や大学周辺の自治会との交流、岩手県警察や岩手県教育委
員会と連携して盛岡市内の小中学生へネットモラルを教える「サイ
バー教室」など色々な方と協力しながら幅広く活動しています。

3月のフォーラム企画のように、いままでも他の大学や団体の方
と交流する機会が多いので、今後もこの繋がりを活かしていきた
いです。また、他団体との交流も大切
にしつつ、現在は盛岡大学内の学生た
ちへのアプローチも考えています。ま
だ関わっていない学生はたくさんいま
すし、せっかく色々な活動に参加でき
る機会があるので、もっと学内の学生
たちを巻き込んでいけるような取り組
↑花植えを通じて地域の方と交流
みにも力を入れていきたいです。

いわてフィールドワーク・ラーニング2017:春期プログラム

開催・参加者募集のご案内

日

時

2018年２月22日(木)～２月26日(月)

場

所

活動：岩手県西和賀町長瀬野原地区とその周辺地域／宿泊：長瀬野会館（西和賀町沢内長瀬野）

対

象

岩手県内、及び県外の大学生、大学院生、専門学校生

定

員

25名

申込み

４泊５日

公式ホームページにて、１月中旬より申込み受付開始予定です。
いわてGINGA-NET公式ホームページ：http://www.iwateginga.net
※開催要綱、その他詳細については随時公式ホームページに記載します。

夏期プログラム（2017年９月）の活動の様子は、公式Facebookに掲載しています。ぜひご覧ください！

Facebook https://www.facebook.com/iwateginga
数学・英語学習サポート WinterSchool

開催・学習サポーター募集のご案内

日

時

2018年２月17日(土)～２月18日(日)

１泊２日

場

所

岩手県立福祉の里センター（岩手県大船渡市立根町字田ノ上30-20 ）

対

象

お一人500円（保険代として※宿泊費・食費は自己負担なし）

対

象

岩手県内の大学生、大学院生、専門学校生

募集人数

５名

内

自学自習のサポート、レクリエーションの運営等

容

申込み

件名を「WSサポーター申込み」とし、「氏名・性別・学校名・学年・送迎乗車場所
（岩手県立大学or盛岡駅or新花巻駅）・連絡先（Mail/Tel）・得意科目（数学or英語）」を記入の上、
contact@iwateginga.net へ送信してください。

★メールマガジン登録のご案内
メールアドレスを登録するだけで、どなたでもご購読いただけま
す。登録、バックナンバー一覧はホームページをご確認ください。

★会員募集のご案内
本会では法人運営にご協力をいただける正会員、賛助会員を募集
しております。会員種別、会費額は下記のとおりです。

＜ホームページ＞

http://www.iwateginga.net

【会員種別・年会費】
正会員(個人)
正会員(団体)

5,000円
10,000円(一口)

賛助会員(団体)

2,000円(一口)

賛助会員(個人)

5,000円(一口)

＜入会案内＞
http://www.iwateginga.net/participation/join
銀河通信vol.18発行は2018年３月を予定しています。
銀河通信の感想をぜひお寄せください

E-mail：contact@iwateginga.net

編 集 後 記 vol.17
2018年を迎えました。みなさま本年もどうぞよろしくお
願いいたします。
本号では昨年10月から12月までの事業の実施報告をはじ
め、岩手県内で活動する学生団体の紹介を２ページに渡って
お送りしました。15年度からスタートした“いわて学生ボラ
ンティアネットワーク”の取組みはこの３年間で少しずつ広
がりが生まれ、社会で活躍するOBOGの参画にも支えられな
がら新たな展開に向かっています。その一歩として今年度３
月の開催を目指す「いわて学生ボランティアフォーラム
2017」は、岩手県内の学生団体で構成する学生実行委員会
による企画のもと、開催に向けた準備が進められています。
東日本大震災から間もなく７年。これまでのバトンをつなぎ
ながら、地域と学生がコラボする新たな力へと発展していく
ことを期待します。
みなさまにとって、2018年が素敵な１年となりますよう
に！

