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センターのおねえさん

（小学校 1 年生 竹内りん

さん）

◇表紙に掲載する子どもの描いた絵を募集しています◇
絵を送る際に、①絵のタイトル ②絵の説明（30 字程度） ③掲載するお名前 ④学年（年齢） ⑤保護者の方
の連絡先（氏名・メールアドレスまたは電話番号）を明記のうえメールまたは FAX にて送ってください。
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インタビュー⑤
交流会など人が集まる機会で、あんこから作る絶品の柏餅を振る舞っ
てくださる佐藤宏蔵さん。震災をきっかけに、福島県南相馬市から愛知
県小牧市に避難しました。震災時から現在までに感じたこと、感じてい
ることをお聞きしました。

福島県から避難された

佐藤宏蔵

さん

◆覚悟を決めて避難
生まれも育ちも南相馬市原町区。家具屋や大
工、長距離運転などの仕事をしながら、3 人の
子供を育てました。退職後は妻と二人暮らし。
畑は 250 坪あり、ナスやキュウリ、ジャガイモ
などなんでも育てていました。

畑も小さく知り合いもいないので、やることが

2011 年 3 月 11 日は、南相馬市にいました。

ないのです。

あれは揺れなんてもんじゃない。立っていられ

実は、6 月に救急車で搬送され、胆石が見つ

ず、部屋にあったテレビや家財道具がふっとび

かりました。その時は薬で散らしたのですが、

ました。12 日に浪江町に住んでいた娘が来

8 月にもまた入院しました。次に、いつ暴れ出

て、
「原発が爆発した。逃げるぞ」と言われま

すか、それだけが心配です。2 度の入院で 10kg

した。放射能の恐ろしさを知っていたので、こ

やせ、体力も落ちました。医者には手術を勧め

こにはいられないと覚悟を決めました。その日

られていますが、妻を 1 人にできないので、決

のうちに車で南相馬市を離れ、親戚を頼って福

断できません。

島市、横浜市、静岡県伊豆の国市と避難して回

私は、原発は動かさなければ経済は回らない

り、小牧市にやって来ました。

ので、動かす必要があると思います。しかし、
避難道路の確保や、避難者のケアなど、他にも

◆喜んでもらえるのが張り合い

やらなければいけないことがたくさんあると思

現在は、妻の体調が悪く、週に 2、3 回通院

います。政府は、避難者を仮設住宅にぶちこん

するので、車で送り迎えしたり、時々、小さな

で、あとは知らんぷり。8 月の広島の土砂災害

畑の世話をしたりして過ごしています。病院の

の対応も同じように感じます。災害に遭わない

近くに直売所があり、そこで野菜を買って料理

と、遭った人の気持ちはわからないでしょう。

をするのが楽しみ。
今も、センターの集まりには煮物や柏餅、つ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

みれ汁なんかを作って持っていきます。小牧市

75 歳とは思えない、肌がつやつやの宏蔵さ

の弟や、豊田市のスタッフの家のリフォームも

ん。自分のお体よりも人の心配をし、喜ばせた

しました。喜んでもらえるのがうれしく、張り

いという姿勢が、とても印象的でした。

合いになります。南相馬にいた時と比べると、
（あおぞら編集委員・坂本智佳子）
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震災から 3 年が過ぎ、愛知県に避難している方たちは今、どんなことを感じ、何を考え、何をしているの
でしょうか。共感や新たな気づき、次につながる何かを見つけるきっかけになって欲しいという思いで、同
じ愛知県に避難している方の今をリレー形式で紹介していきます。

3 年 5 カ月なう。
●現実を受け入れられず引き籠りのような生活
世間では震災への関心が薄れてきたと言われています。
私達家族は原発事故の影響を考え、震災から約一カ月
後、故郷の福島県を離れることを決意しました。今でも当
時の記憶が色あせることはありません。英断と信じ自主避
難した行動が罪悪感へと変わり、身寄りもない不慣れな土
地で毎日、薄氷を履むが如く時を刻んできました。
今の私の姿しか知らない方には、なかなか信じてもらえ
ないのですが、愛知へ移住してきた当時は誰とも接触でき

東北屋台村にてアースディいわきの仲間たちと

ず、引き籠りのような生活をしていました。東日本大震災は故郷の風景だけでなく、生活やコミュニテ
ィまで崩壊しました。あの日あの時、なかなか現実を受け入れられず、悲観的な情報を目にする度に原
発事故にすべての怒りの矛先を向け、すべての事象を原発事故や政治のせいにしました。
●行動すれば景色は変わる！
そんな日々を過ごしていた頃、愛知県内には 1200 人近い方が同じ避難者として登録されていること
を知りました。引き籠っている場合ではない！居ても経っても居られず、愛知県被災者支援センターを
すぐに尋ね、協力を仰ぎながら「同じ境遇の仲間を応援したい！」という思いで、アースデイいわき実
行委員会を立ち上げました。
「行動すれば景色は変わる！」自分にそう言い聞かせながらナビを片手に
未開の地を走り廻りました。そして、すべてが変わり始めました。今ではこの地が故郷と勘違いするく
らい、たくさんの仲間に囲まれています。
故郷を愛するが故に悩み苦しんだ当時を誇りにさえ感じています。
あの日、家族を守りたいという一心で無我夢中に行動した自分を誇りに思います。
今も福島で帰りを待ってくれている両親、親戚、友人達を心から誇りに思います。
何より福島県いわき市に生まれ育ち、愛知県で暮らしている今を誇りに思います。
そして、迎え入れてくれた愛を知る人たちへの感謝の気持ちで胸がいっぱいになります。
過去は変えることはできませんが、私達は未来を変えていく力があります。誰かのせいにするのは容
易いことですが、まずは自分が動き出すことで見える景色は確実に変わっていくと信じています。
当時、1 歳 4 カ月だった息子はもうすぐ 5 歳になります。いわき弁を話す私達夫婦と名古屋弁を話す
息子との会話はとても滑稽に感じますが、私達にとっては微笑ましい日常の光景です。
あれから 3 年 5 カ月が過ぎました。県営住宅の窓から見える風景は移住してきた当時とほとんど変わ
らない景色ですが、今はまったく違って見えています。
（アースデイいわき実行委員長 吉田拓也）
次回のリレートークは岡本早苗さんです
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やりたいサポート事業紹介
パッチワーク教室
にた ない

盛岡市から避難された似内さんを講師に、毎月 2 回名古屋市内で教室を開いており、毎回 5 人くら
いの参加者がパッチワークを楽しんでいます。
パッチワーク・キルトとは、様々な布をはぎ合わせて 1 枚の布に
したものを表布にし、裏布との間に芯である綿などを重ねてキルテ
ィングしたものです。やったことがない方、道具を持っていない方
でも気軽に参加できますので、興味がある方は被災者支援センター
までお問い合わせください。また、開催日時や場所などの詳細は、
定期便に封入されるチラシをご覧ください。
たくさんの方のご尽力によりパッチワーク教室を開設してもう三か月になりました。熱心に教
室に通う皆さんのために教える事、と思っておりましたが、それは、私の思い上がりで逆に教え
られる事の大きさに、自分自身が励まされている事に気付かされました。
生徒さんたちはそれぞれに都合があって、毎回全員揃う事はありませんが、皆さんとても熱心
で技術を習得しようという気持ちがよく伝わってきます。これを機に、少しでも心が癒されて前
向きに考えて、生きがいとして下さる事を切に願わずにはいられません。少なくとも此処の教室
においでの生徒さんたちは前向きに、ひたむきに、創作して、喜びを感じているのを肌で感じて
感動しております。これからも、根気よくあきらめずに縫う喜びを、又、作品が完成した時の喜
びと達成感を味わって欲しいと思います。生き生きした生徒さんの顔を見るのが今の私の一番の
楽しみですし、生きがいです。

スタッフ紹介

（パッチワーク講師 似内成子）

～センター長

山田高広～

支援センターのスタッフがどのような経緯や思いでセンターの仕事をすることに
なったかを紹介していきます。第 4 回は 4 人いるセンター長の 1 人で、特定非営利
活動法人岡崎まち育てセンターりた事務局次長の山田高広です。
普段は、岡崎で市民が主役となったまちづくりをしています。野球少年だった
自分は、何となく大学へ進学し、どんな大人になりたいのかわからないままサラ
リーマンとして、がむしゃらに働いていました。たくさん売れるものと自分が大切
にしたいものが異なってくる違和感に気づき、NPO という社会や地域、人のために働く選択肢を知
り、今に至ります。
震災後は、災害救援の専門知識がない自分に何ができるかわからないまま現地へ向かいました。
普段やっていたはずのことすらできませんでした。あの状況の中で、人と接するということは、普
段自分がどのように人と向き合ってきたかという人間性そのものが問われていることを再認識しま
した。一人ひとりが向かう先、動き出すための答えを見つけていくお手伝いをできれば幸いです。
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方言講座

～釜石の動物病院にて～

「方言やなまり」となると田舎のイメージが強い感じですが、田舎育ちの私でも方言やなまりが出るのは、
家族や相当親しい仲間との会話などに限られるように思います。
震災により地元を離れてからは、
「ずーずーべん」など出す余裕もない状態でしたが、今回のテーマをいた
だいて、蘇って来た思い出がありますので、お話します。

しいです。

おらいの姪っ子は、ちっちぇどぎ、おどごわ
らすにまじがえられる様な顔だじだったけどあ

「うぢのＯＯちゃんは、めぐさめんこだけ

いぎょうがあって、おらは、とっても「めんけ

ど、叔母の私にしたらとっても可愛いいよ」す

ー」と思っていだの。

かさず他県出身の獣医が「なに？真砂子さん今
なんて言ったん？」と目を丸くして聞いてきた

とってもかばすぐねーおばちゃんであるおら
が、姪っ子が 2 歳くらいの時におもせがって

ので、
「ああー、めぐさめんこのことか？他人

「おめんたく」という言葉を教えて、おらの

から見ればぶさいくに思うかもしれないけど身

「ＯＯちゃんのお顔はー」の掛け声に、姪っ子

内にとっては可愛いいんだっていうことかな」

「おめんたくー」とめんけ声でひとさじ指を両

と返しました。

方ほっぺだにあでで満面の笑顔で応えてけまし

この後、おじいちゃんが子猫を連れて診察に

た。言葉の意味をわがんねがらだけど素直な反

来たのですがその獣医に「おらいのねごはめぐ

応がすげぐめんけがったなー。

さめんこでよー」と言われたらしく、私の説明

そんな姪っ子が 5 歳の時、おらの職場の動物

を聞いていたから「そんなことないですよー、

病院に来たとき、受付のカウンター越しに目か

可愛い子ですよー」と返したけど、方言を知ら

らでんびだけが見える状態で「おばちゃん何や

ないでいたら訳がわからないまま「そうですね

ってんだ」の声掛けに職場の同僚が「真砂子さ

ー」と答えていたはずで、聞いておいて良かっ

ん、悪ども、おどごが？おんなが？」との質問

たと感謝されました。思い出すと笑みがこぼれ

に、笑いながら「女だでば」と言ったのが懐か

ます。

以上ですが、きっと理解に苦しむと思いますので、簡単に説明させていただきます。
私の姪は、小さいとき男の子に間違えられるような顔つき（姿、形）だっ
たけれど、私的にはすごく可愛いと思っていました。ろくでもない叔母が（遊
び心ですけど）面白がってぶさいくちゃんという意味合いをもった言葉を教
えました。「あなたのお顔はー」の質問に「ぶさいくちゃん」と可愛い声で
りょうほほを指さして意味もわからず答えてくれたこと、とても可愛いかっ
たです。動物病院のカウンター越しでは目から額だけ見せて話をする様に同
僚いわく「大変申し訳ないけど男の子？女の子？」
、
「女です」と説明する私。
そんな姪が昔話した名台詞「今はみにくいあひるの子だけど白鳥になって大
空にはばたくのよー」。今まさにとても可愛くなって看護師になるべく奮闘
中です。
（釜石市出身 鈴木真砂子）
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めんけー姪っ子

茄子やきのこなど、秋野菜がおいしい季節になりました！「愛知県内の産地直売施設」紹介シリーズ
の第４弾は、温暖な気候に恵まれた知多北部の施設をご紹介します。この地域では、キャベツやレタス
等の身近な野菜もたくさん生産しており、10 月前後から出荷も始まります。

① JA あぐりタウン げんきの郷
毎月最初の平日を除く毎日

9:00～18:00

TEL 0562-45-4080

日本最大級の産地直売所げんきの郷はファーマーズマーケットを中心に、
パン・惣菜・スイーツ、天然温泉、レストランなど、色々なお楽しみが集まっ
た複合施設です。施設東側には多くの家族連れが訪れるあいち健康の森
公園もあります。直売所では全商品に生産者名を表示し、おいしさと安心の提供に日々努め
ています。10 月のおすすめは、ハウスみかんや新高ナシ、キャベツ、ブロッコリー、サツマイモ、
サトイモなど。畜産も盛んな地域で、卵やあいち知多牛、あいポークもおすすめです。
★知多半島道路 大府東海 IC より約 10 分／JR 大府駅西口「知多バス」で約 10 分。「げんきの郷」下車。

知多北部の産直施設
No

施設の名称

※営業時間は変更になる場合があります。電話確認されると安心です。

① JAあぐりタウン げんきの郷

大府市吉田町正右ェ門新田1-1

② グリーンプラザきょうわ

大府市共和町2-19-1

営業日
営業時間
毎日（毎月最初の平
9:00～18:00
日が休み）
水～月曜
9:00～17:00

③ グリーンプラザおおぶ

大府市朝日町3-8

水～月曜

9:00～19:00

0562-47-1896

④ 新鮮農場おはよう君

大府市吉田町3－28

水～月曜

9:30～16:30

0562-48-6681

⑤ グリーンプラザうえの

東海市荒尾町寄亀55

木～火曜

⑥ 亥新田（いしんでん）朝市

東海市加木屋町蛇々法師6-1

金曜

⑦ 産直ひろば相生（産直組合）

東浦町大字緒川字鰻池34-19

水・土・日曜

9:00～18:00
5～9月 8:30～10:00
10～4月 9:00～10:30
8:00～10:00

052-604-7500
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-83-9881

⑧ 直売ひろば生路

東浦町大字生路字門田15-1

火・水・金・土曜

8:00～12:00

⑨ 岡田かあちゃん朝市

知多市岡田字西島31

水曜

8:30～9:30

⑩ 佐布里朝市

知多市佐布里台3丁目101

土・日曜

7:30～12:00

⑪ みさと百笑村

知多市岡田美里町26

金・土・日曜

7:30～13:30

⑫ 大興寺だいちゃん朝市

知多市大興寺字落田10-1

火曜

6:30～9:30

日曜

8:00～15:00

火・水・土曜

8:00～15:00

0562-83-2083
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-33-3151
知多市農業振興課
0562-33-3151
知多市農業振興課

ひゃくしょうむら

⑬ 知多おやさいクラブ（１）
⑭ 知多おやさいクラブ（２）

住所

知多市寺本新町１丁目119
（やぎこう店内）
知多市新知東町3丁目
（知多市立中部中学校南）

⑮ 草木農産物直売組合

阿久比町大字草木字平井掘35-2 毎日（正月除く）

⑯ 東部産直ひろば

阿久比町大字宮津字宮平池6

木～火曜

8:30～13:00
（土、日曜8:15～）
7:45～11:45

⑰ グリーンプラザあぐい

阿久比町大字阿久比字駅前1-1

水～月曜

9:00～17:00

問合せ先電話
0562-45-4080
0562-47-4867

0569-48-0523
0569-48-2640
0569-48-1124

●愛知県で把握しているこの地域の産直施設で営業期間が長いものを上記で紹介しました。県農林政策課
（TEL 052-954-6395）が制作したインターネットサイト「あいちの農林水産
設」では 300 もの全施設がご覧になれます。URL

産地直売所・ふれあい体験施

http://www.pref.aichi.jp/0000003150.html
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～ 一宮のモーニング～
愛知に来て喫茶店の数の多さに驚かれた方もいるかもしれません。中でも、ドリンクを注文するとい
ろいろな食べ物がサービスで付いてくる「モーニング」の充実ぶりは全国的に知られています。そのモ
ーニング発祥の地と言われている一宮では、毎年この時期にモーニング博覧会（※）が開催されます。
今号では一宮モーニングプロジェクトに参加している店舗を厳選してご紹介します。
（※）第８回一宮モーニング博覧会【１０月５日（日）
・１２日（日）
・１９日（日）9：00～ 売り切れ
次第終了】尾張一宮駅前ビル(i ビル)３階カフェレストラン「ICHIMO」にて開催します。
①住所 ②電話番号 ③営業時間（モーニング時間）／休日 ④モーニング（コーヒー）代／特徴
CROCE（クローチェ）

ラティーノ

①開明字教堂池 41-1

①北方町北方字東泉屋郷

②0586-64-9288

156

③8:00～18:00

②0586-87-3930

（～11:00）／ 月休

③6:30～17:00

④400 円／自家製の１０×１０×１０㎝のサイコロ

（～11:30

食パンは、ふわふわで美味しいこだわりの粉を使用

④300 円／コーヒー代は 300 円。チケットは 11 枚

しています。一宮最大級のモーニング、ボリューム

綴りで 2800 円、一杯当たり 254 円。コーヒーは豆

は満点です。

から挽き、サイフォンで丁寧に淹れています。

カフェレストラン ICHIMO（イチモ）

COCORO CAFE

①栄 3-1-2 i-ビル 3 階

①千秋町佐野字郷西 40-1

②0586-85-7891

※土曜祝日は～12:00）／ 日休

②0586-52-4684

③9:00～21:00（～11:00）／ 年中無休

③6:00～18:00（～12:00）／ 水休

④400 円／一宮駅直結でアクセス抜群。モーニング

④350 円／2011・2012 年モー１グランプリ金賞。通

は、たまごかけご飯、朝カレー、洋風の日替わりモ

常のモーニングはのせ系トースト、ハヤシリゾット

ーニングの３種類があります。

セットモーニングはドリンク付き 500 円です。

café sora

花ふぇおれ

①音羽 2-9-30

②0586-71-1881

①大和町苅安賀字山王 63

③月～土 7:00～17:00 日祝 8:00～11:30（～

②0586-43-1553

③7:30～18:30（～18:30）／ 木休

11:00）／ 不定休

④420 円～／一日中モーニングサービスを実施。モ

④400 円／店内にキッズスペースがあり、お子様モ

ーニングの種類は 20 種類以上。店内は分煙、お座

ーニングも用意してあります。

敷もあります。赤ちゃんがいても安心です。

●一宮モーニングプロジェクト参加店の全情報など詳しい情報は一宮モーニングマップ（※）または、一宮
モーニング公式ホームページ（http://ichinomiya-morning.com/）からご覧いただけます。
一宮市内のモーニング実施店舗 103 店が掲載されています。
※

一宮モーニングマップは、参加店舗内、一宮モーニング情報コーナー（カフェレストラン
イチモ内）
、観光案内所、いちい信用金庫・尾西信用金庫の市内本支店、一宮市役所窓口、
一宮商工会議所 ほかで配布しています。
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支援センターからのお知らせ
＜お米をお届けします＞

＜ご自宅へ訪問しております＞
名古屋市外にお住いの方を対象に愛知県被

今年も生活協同組合コープあいち、愛知県
経済農業協同組合連合会のご協力をいただ

災者支援センターのスタッフや保健師さん、

き、愛知県受入被災者登録制度にご登録され

市町村の職員などが、皆さまのご自宅を訪問

ている全世帯に、愛知県産のお米をお届けす

させていただいています。
皆さまの健康や、生活のことなどについ

ることとなりました。
生活協同組合コープあいちより事前に電話

て、お話しいただける機会となればと思って

連絡をし、お届け日時のご相談をします。ご

おります。ご自宅に伺う前に、センターのス

不在などで受け取れない、お届けを希望され

タッフや市町村職員、保健師よりお電話させ

ない等の方は、事前連絡の際にその旨をお伝

ていただく場合もありますので、その際にご

えください。

都合の良い日をお伝えいただきますようお願
い致します。
全世帯を訪問し、できるだけ多くの方の様

＜登録情報に変更がある方＞

子をお伺いしたいとの思いで進めておりま

愛知県被災者支援センターでは、愛知県

す。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願

受入被災者登録制度の登録票にご記入いた

いいたします。

だいた情報を基に、必要に応じた支援をし

これまでに多くの方の

ております。

お顔を拝見し、お話を伺

登録情報に変更がある方（転居、世帯の

うことができております。

一部転出・転入、ご出産等）がございまし

ご協力いただいた皆さま

たら、お住いの市区町村の被災者受入担当

には、御礼申し上げます。

窓口、もしくは愛知県被災者支援センター
までお知らせください。ご協力お願いいた
します。

あおぞらに関する
＜宛先＞はこちら
＜10 月の支援センターカレンダー＞
10 月
1

水

4

土

10

金

11

土

19

交流会 ／ センターの動き

（表紙の絵、ご意見・ご感
開催地域

個別訪問（～31 日）
囲碁クラブ

名古屋市

定期便発送
今あなたの感じているままの想いを語る場

名古屋市

パッチワーククラブ

名古屋市

日

お茶っこサロン

名古屋市

24

金

定期便発送

25

土

31

金

パッチワーククラブ

名古屋市

あおぞら編集会議(予定)
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想など）
〒460-0001
名古屋市中区三の丸 3-2-1
愛知県東大手庁舎 1 階
愛知県被災者支援センター
TEL ：052-954-6722
FAX ：052-954-6993
E-mail：aozora@aichi-shien.net
皆さまのご意見を
お待ちしております
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