
 

Instructions for use

Title 岩手県の震災被災地における語り部ガイドさんの活動について

Author(s) 山下, 知子

Citation CATS 叢書, 9, 123-139
自然災害復興における観光創造 = Natural disaster recovery and Tourism creation

Issue Date 2016-03-31

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/61194

Type bulletin (article)

File Information CATS9_12yamashita.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


西山徳明，西川克之，花岡拓郎，平井健文編 
『自然災害復興における観光創造』 
CATS 叢書第 9号: 11 章 123-139，北海道大学観光学高等研究センター（2016） 

123 

岩手県の震災被災地における語り部ガイドさんの活動について 
 

山下 知子 
岩手県任期付職員 

 
みなさんこんにちは。国際広報メディア・観光学院の観光創造専攻 5 期生の山下知子と

申します。修了後は岩手県に就職し，被災地の山田町役場で復興職員として 2 年目になり
ます。今日はよろしくお願い致します。 
それでは，「岩手県の震災被災地における語り部さんの活動について」ご報告致しま

す。報告内容については，まず語り部さんと語り部さんの活動をご紹介します。続いて，
インタビューの結果から明らかになった点をご説明します。最後にまとめとして，語り部
さんの活動とその意義について考えてみたいと思います。 
まず語り部さんとはどのような人を指すのでしょうか。「かたりべ【語部】」とは，辞

書によれば「1.古代，史跡や古墳，伝承の発祥地などを語り伝え，公式の場で天皇や上皇
に申し上げること。2.ある物事（昔話，歴史，方言など）を後の代に語り伝える人」とさ
れています（出典：デジタル大辞泉）。この発表では，被災した体験を語り継いでいる
人，あるいはその経験を基に観光地などで案内をしている人と定義しておきます。私は震
災の年に北大の国際広報メディア・観光学院に入学をして，学院の調査助成金を頂き岩手
県の宮古市で調査をさせていただきました。その時には傾聴ボランティアとして現地に入
り，そこで知り合った方たちにインタビューをして，それを修士論文にまとめました。し
かし，お話の中には辛い経験に関わるものや，論文の中には書きづらいものもあり，結局
それらは論文の中では取り上げることができませんでした。これらをどのように書けばよ
いのか，修了した後も自分の課題であり続けています。こうした中で，語り部さんの話の
内容が活動当初と現在では変わってきているという報道を耳にし，その要因を知ろうと思
い今回お話を聞きに行きました。 
続いて調査地域について，選定理由と比較対照する意義についてお話しします。図 1

は，岩手県の沿岸部を拡大した地図です。丸印の付いている 8 つの市町村で，現在語り部
の活動が行われています。宮古市を境にして沿岸部は北部と南部に分かれますが，今回の
調査は被害が比較的大きかった南部の中で，私が現在生活している宮古市を中心として，
宮古市，山田町，大槌町，釜石市の 4 市町村で行いました。それぞれの自治体で 1 人ず
つ，合わせて 4人のガイドさんにお話を伺いました。 
ここで，4 市町村の被害状況と現状をご説明します。表 1 のとおり，多くの方が亡くな

っているのがわかります。大槌町の方は，「こっちもそっちもあっちも人が亡くなった。
こんなことは普段，経験したことがない」と表現しています。いまだに多くの方が仮設住
宅で生活をしています。私も昨年 1 年間は仮設住宅で生活をしていましたが，仮設住宅で
の生活は，隣近所に音が聞こえないように気を遣います。残業から帰っても，夜 9 時以降
は静かにしていただきたいという要望があったため，お風呂に入りづらかったり，ご飯も
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温められなかったりということもありました。このような生活が，被災地では災害復興住
宅ができるまで続きますが，遅いところでは 2018 年度に完成予定とのことです。 
この 4 つの地域で調査・比較する意義については，語り部さんの話を比較することで，

地域ごとの活動を取り巻く環境に特徴を見いだせると考えています。実際に，後述するよ
うな 3つの特徴を明らかにすることができました。 
それでは，語り部さんとその活動の紹介をします。写真 1 は宮古市の田老町でガイドを

されている，一般社団法人宮古観光文化交流協会 学ぶ防災ガイドの元田久美子さんです。
田老町は 2.4 キロの長い防潮堤で有名なところですが，実際に防潮堤に上がって現在の様
子や過去のことをお伺いしました（写真 2）。表 2 は，語り部さんからお伺いした話を時
系列に 3 つに分類してまとめたものです。左がガイドさん自身のこと，真ん中は地域に関
すること，右は聞き手についてのことです。ここでは，語り部の活動を始めたきっかけと
地元の方との関係についてご紹介します。ガイドさんは震災の時に会社が被災して解雇さ
れました。その後，宮古観光協会から被災地を案内する仕事の依頼が来ましたが，義母を
亡くされていたので断っていたそうです。震災から 1 年ほど経ったころ，ガイドさんは
元々バスガイドをしていたので，地域に案内をすぐに出来る人がいない状況や，自分に出
来ることは話をすることという思いから，ガイドの依頼を引き受けたそうです。活動を始
めたときは地域を盛り上げるためにやっていたのですが，地元の方からは地元の人ではな
い人が案内をしていることや，「自分たちは観光どころじゃないのに，あなたたちはいい
ね」と言われたそうです。しかし，漁協との接点によって地元の人との関係が変化してい
きます。ガイドさんは，ツアー客から「地元のものを購入したい」という要望を受け，漁
協に相談をしました。漁協では，ツアー中は買い物の時間があまりとれないことを考慮
し，おつりのやりとりがいらないように 1 袋 1,000 円の土産品を作り，観光バスの横で海
産物の販売をおこないました。また，ツアー客が地元の商店街で買い物をするようになっ
てからは，地元の商店街の方々にお客さんが来ることの効果が伝わりはじめ，労いの言葉
を掛けられるようになったそうです。現在は，漁協とツアーを造成するという活動にも取
り組まれています。 
続いて 2 人目は，山田町の，新生やまだ商店街協同組合震災語り部の斎藤すがみさんで

す。（写真 3）ここでは語り部さんが実際に逃げた高台へ行ってお話を伺いました。写真
4 は，山田湾に浮かぶ 2 つの島ですが，島の間は 300 メートルほど離れているにも関わら
ず，流された家屋などで島が繋がったそうです。写真 5 は，語り部さん手製のノートで
す。中には，実際に漁師さんが津波に飲み込まれたことが忘れられないなどと書いてあり
ます。表 3 は語り部さんの話をまとめたものです。この語り部さんについては，語り部を
始めたきっかけと，聞き手と接する中でのご自身の変化をご説明します。語り部さんは震
災で自宅と店舗を失います。活動を始めたきっかけは，店舗再建のために助成金を受け取
りましたが，受け取りのルールとして地域への貢献という項目があったことです。そこで
防災係を担当し，語り部の活動を始めました。活動を進めていくうちに，聞き手からいろ
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いろな質問を受けるようになったそうです。そこで自分で一生懸命震災のことを調べるよ
うになり，そうすることで，町の政策について関心を持ったり，具体的な提案をしたりす
るようになりました。そのことを「自分が変わった」とおっしゃっています。しかし，語
り部さんには心配な面も出てきています。最近は，聞き手が自分の案内する内容をどう思
っているのかが心配だとおっしゃっています。たとえば，高校生が退屈そうに話を聞いて
いたり，内陸から来た人たちが，自分たちに津波は関係ないと言ったりすると，こうした
心配が浮かぶそうです。そこで語り部さんは，内陸から来た人たちにも役立つように災害
時の備えなどを伝えています。また，震災から 3 年経った頃，急にむなしさがこみあげて
きたそうです。そのような気持ちになる時期は人によって異なり，震災後すぐになる方も
いれば数年経ってなる方もいるのではないかとおっしゃっています。案内をしていてむな
しさがこみあげてきた時は「早口でしゃべった」そうです。そうしないと涙があふれて言
葉につまってしまうからとおっしゃっていました。 
3 人目は，大槌町の語り部さんです。匿名を希望されており，以後は語り部さんとお呼

びして紹介させていただきます。初めてお会いした時には，表情も強張っていて，帽子を
目深に被ってなかなか目を合わせていただけない印象がありました。しかし，2 回目にお
会いした時，語り部さんのお勧めするところへ行ったり，カフェでお茶をしながら帽子を
とってざっくばらんに話をするうち，少しずつ笑顔をみせていただけるようになりまし
た。「こんな時間もたまにはないとね」と言って，話をする時間を楽しみました。別れ際
に写真を撮らせていただくことをお願いしたところ，カフェで見せていただいた時の表情
（笑顔）で撮らせていただきました。ご希望により写真の掲載は控えさせていただきまし
た。この語り部さんとは大槌町の方が避難した坂を登り，写真 6 を見せてもらいました。
大槌町の震災前の写真です。この写真を見ると，かつてはそこに本当に街があって，それ
が無くなったことを実感します。また，震災遺構に指定されている旧大槌町役場の前でお
話を伺いました。大槌町では，町長をはじめ幹部のほとんどが津波で亡くなり，役場の建
物も被害を受けています。私が訪ねた際にも，観光バスで訪れたグループの方，個人の方
がたくさん来られていました。次に写真 7 から 9 は，「風の電話」というもので，皆さん
にもぜひ行っていただければと思います。これは大槌町の個人宅のお庭にあり，残された
方と故人との対話ができるように作られた場所です。電話ボックスが置いてあり，中を見
ると線が繋がっていない黒電話があります。傍には寄せ書き帳があり，故人と話した内容
や，東北の方に対して祈りますといった記述が見えました。語り部さんの話を表 4 にまと
めました。お話の中でとても特徴的だったのが，姪御さんを亡くされたことと，町民が亡
くなった時の内容が多かったことです。語り部さんの話を聞くと，本当に多くの方が亡く
なったことや，遺体の確認が大変だったこと，また残された人の悲しみが伝わってきま
す。語り部さんは，宮古市の元田さんと同じように，震災で会社が被災をして解雇されま
した。仕事を探していた時に，現在所属する団体が語り部活動を始めるということで参加
されたそうです。 
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最後に 4 人目の語り部さんは，釜石市の，映像は語る「3．11 消えたふるさと」災害伝
承語り部の瀬戸元さんです（写真 10）。実際に釜石の方が避難したところに登って，写真
11 のように震災当時の写真と現在の様子を見比べました。また，語り部さんがお住まいに
なっている集落にも伺いました（写真 12，13）。この一帯では，低地には 220 戸の家が
ありましたが，そのうち 9 割が津波で流されてしまいました。今では新しい集落が造成さ
れる準備が始まっています。その集落では，元々の土地にはもう建物を建ててはいけない
ので，語り部さんの家から 200 メートル奥に入ったところの土地をかさ上げして，そこに
前の集落の方の半分が来られるそうです。このお話を聞いていると，震災や復興事業によ
って，集落や人の関係が絶たれてしまったり，分断されてしまったりということを実感し
ます。また，語り部さんは隣近所での防災が大事だと考えているのですが，「200 メート
ル離れてしまうとそこはもう隣近所とは言えないよね」とおっしゃっていました。表 5
は，語り部さんの話をまとめたものです。お話の中で特徴的だったのは，聞き手が釜石を
訪れる目的が時期によって変わっていること，そしてそれによって地域の人たちが来訪者
を見る目が変わっていくというところです。語り部さんは，2004 年に子どもに釜石の歴
史を教えたいという思いから，ガイドの活動に参加しました。当時の案内していたのは，
約 70 パーセントの方が釜石で海産物を食べたいという方だったそうです。そのため，こ
うしたニーズに合わせて観光案内をしていました。ところが震災以降は，案内の内容が大
きく変わります。親の故郷がどうなったのか確認する人，製鉄所関係の人などが多数来ら
れて，その方々の案内をしたそうです。その際に，地域の人たちは語り部さんたちと一緒
に震災のことを伝えるなど，語り部の活動に協力なさっていました。ところが，市のため
にラグビーのワールドカップを誘致することになり，それが成功してからは，ラグビー場
建設にとても大きなお金がかかることが分かりました。こうしたお金があるのなら被災者
のために使ってはどうかという議論が出始めました。また，2015 年には世界文化遺産に
橋野高炉跡が登録され，その見学者が増加し始めます。こうしたことに対して，被災者，
地域の人たちは，自分たちは家も仕事もまだないことや，自分たちのことが忘れられてし
まうのではないかという不安があるためか，語り部さんたちはこれまでのように協力を得
ることが難しくなっていきました。ここでは，地域の人たちと語り部さんの気持ちがすれ
違ってしまっています。 
ここからは，インタビューの結果として分かったことを 3 点ご紹介します。第 1 に，個

人の体験や思いによって異なる深い悲しみが存在します。具体的にお話ししますと，宮古
市の元田さんは深い罪悪感を覚えています。ご自身は震災時に逃げることが出来ました
が，家に残っていた義母が亡くなったそうです。その時に，自分が迎えに行けば良かった
のではないかという思いをずっとお持ちだったそうです。そのため，活動を始めた際に一
番嫌だった質問は，「ご家族はどうだったんですか？」というものでした。そこで元田さ
んは，こうした質問が出ないように間を空けないでどんどん案内をしていったとおっしゃ
っています。また，山田町の語り部さんは，震災で残された家族の姿をたくさん見てこら
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れたそうです。例えば，家族が見つかるまで被災した自宅の跡地にテントを建てて生活を
する人，遺体があがったことを聞いて青森まで確認に行った人などです。この語り部さん
自身は，旦那さんの弟さんを亡くしているのですが，震災直後，旦那さんは 1 ヶ月も口を
きかず，ご飯も食べず，顔も歯も洗わない，そして車の中でタバコを吸ってはビールばか
り飲んでいたとおっしゃっていました。被災した街では，日が暮れると真っ暗になりま
す。街灯や住居，店舗などの灯りがないためです。こうした光景を目にすると非常に孤独
感を覚えたそうです。しかし，全国の市町村から応援職員が来るようになると，その人た
ちが寝泊まりする宿舎の灯りが夜遅くまで点いていました。その灯りを見たり，応援職員
とあいさつを交わした時，語り部さんは，自分はひとりではないことに気づき，とてもう
れしかったそうです。悲しくなったり嬉しくなったりしながら日々を何とか生きていらっ
しゃったのだと思います。続いて，大槌町の語り部さんは，姪御さんが亡くなった時に，
いつもするような充分な葬儀が出来なかったという思いをずっと持っています。当時は物
資がなかったので，棺に入れるお花もありませんでした。ご自身のお子さん方は県外在住
で，新幹線の不通やガソリン不足で来ることができず，数名で姪御さんを送ったそうで
す。また，姪御さんのご遺体を確認しなければいけなかったのですが，津波の被害にあっ
た遺体は状態がとてもひどいと聞いていたので，なかなか確認できなかったとおっしゃっ
ています。釜石市の瀬戸さんも，ご自身の悔しい思いを語られました。この方は長く防災
について町で取り組んできたのですが，今回亡くなった方のうち，成人の 6 割が 50～60
代という町の復興に必要な人材であったことをとても悔いています。沿岸部はこれまでも
多くの津波の被害を受けているのに，なぜ逃げなかったのか，なぜ多くの被害が出たのか
ということについては，瀬戸さんは昔の教訓を忘れていたわけではないと強くおっしゃい
ました。では，なぜ伝えられなかったかというと，昭和の時代が悪かったとおっしゃって
います。戦争中に言論統制によって震災のことが国民に伝えられていない状況があったこ
とや，戦後の高度成長期に人が技術で自然に勝てると思うような開発をしていったため
に，震災の怖さや津波の怖さを伝えられる土壌がなかったという考えをお持ちです。個人
の体験や思いは異なりますが，この 4 人に共通する思いとしては，自分たちが体験した悲
しい思いを他の人にしてほしくないこと，これが活動の源泉になっているとおっしゃって
います。 
一方で第 2 に，語り部の活動を通して，語り部さんが元気を回復しているということも

分かりました。たとえば宮古市の元田さんは，聞き手との再会がとても嬉しかったと言い
ます。ツアーで来られた方がその年の夏休みに家族と一緒に来てくれたこと，大学生が今
年も来てくれたことを喜んでいます。また，元田さんは義母を助けられなかったという罪
悪感があったのですが，この活動を通じて故人と対話をしています。命を大切にしてほし
いという願いをもって活動を続けていく中で，自分が生きていることを肯定できるように
なったのだと考えています。現在は自分が助かったことを喜んでいて，亡くなった義母も
喜んでくれているのではないか，というところまで自分で気持ちが落ち着いたとおっしゃ
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っています。このように聞き手や地域の人との対話，故人と自分との対話を通じて語り部
さんは元気を回復していますが，これは先人の知恵と重なっていることが分かりました。
「津波てんでんこ」よりも前にあった「命てんでんこ」を，釜石市のガイドさんに教えて
いただきました。これには 3 つの教訓があるのですが，最初にとにかく逃げて共倒れを防
ぐこと，2 つ目に鬼の心で避難すること，3 つ目に集落でその人たちを見守るということ
です。特に 2 つ目は，生き残った人の心情が助かるように，追い詰められないようにする
という意味があります。昔の人の知恵は，今の被災者の悲しみにも寄り添うようなもので
す。 
第 3 に，活動を取り巻く環境の特徴とその変化についてです。まず聞き手の数につい

て，各団体では語り部ツアーに参加する人のデータを正確に把握していないということな
ので，岩手県の観光統計（図 2）を参考にご紹介します。震災の時に一気に観光客数は減
りましたが，その後は順調に回復しています。ただ，語り部さんが実感していることとし
ては，語り部ツアーに参加する人は減少しているということです。件数は増えたが人数が
減っているという状況にあるようです。その理由は，旅行代理店による送客が少なくなっ
た，または止めてしまったからではないか，と宮古市のガイドさんは考えておられまし
た。2 点目に，震災遺構などの有無についてです。語り部さんが考える震災遺構の意味
は，命の大切さを実感してもらえる場所であるということです。この震災遺構はある地域
とない地域があります。ある地域では今も震災遺構とするか議論がされているところもあ
ります。また，ない地域については代わりのものを作ろうとしても，被災者に対する配慮
で作れないところや，石碑を作って残そうという動きがあるところも存在します。3 点目
に，聞き手との関係については，時間とともに変化していきます。これは聞き手の関心が
変化しているためです。震災後すぐは，被害状況や震災当時の体験などを聞きたがったそ
うです。それから 2，3 年すると復興工事も始まり，目に見えるもの，たとえば防潮堤や
かさ上げの高さ，まちづくりなどについて多く質問が寄せられたそうです。しかし現在
は，命の大切さを伝えるために津波のことを説明しても，津波は内陸には関係ないからと
いった反応が返ってくるので，先述のとおり震災のことよりも防災の具体的な手段につい
て説明をするようになりました。 
4 点目に，地域の人との関係です。地域の人の協力が得られるようになった地域と，ま

だ語り部さんの話には出てきていない地域，それから協力が得られなくなってきている地
域があります。この点は，観光との関連が強く見られるポイントではないでしょうか。協
力が得られるようになった地域とそうでない地域の違いは，活動が観光として捉えられる
か否かにあるようです。語り部の活動が観光と捉えられてしまうと，地域の人からの理解
が得られにくくなります。しかし一方で，観光と捉えられていても，観光客の経済的な貢
献を地域の人に感じられるようになると，理解が出てくることがわかりました。ただし，
これらはご紹介した 4 人のお話から分かったことであり，他の地域でも調査をする必要が
あるかと思います。 
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ここでまとめとして，語り部さんの活動とその意義についてお話しします。今までご説
明してきたように，語り部さんの活動は，個々の悲しみが癒される営みであったり，利き
手が共感したり，語り部さんの生き方に触れて感動を覚えるようなものであったりしま
す。また，地域の人との関わりの重要性も分かりました。そのため，語り部の活動とは，
その地域にいる人たちによって作られるものであり，対話や，対話の継続であると考える
ことができます。活動の意義はさまざまにあるかと思いますが，ここでは 1 つの意義とし
て，内部と外部を繋げるというものを挙げます。その理由は，復興が進むにつれてギャッ
プが広がっているためです。被災地に立ってみると，防潮堤や住宅の建設工事が行われて
いて，復興が順調に進んでいるように見えます。一方で語り部さんの話を聞くと，人が亡
くなり，町が失われ，集落や地域との繋がりが断たれていることを改めて実感します。ま
た，被災者の悲哀は今まで長く続いています。被災者の悲哀の中には，突然の別れなので
受け止められない，二度と取り戻せないという喪失感，どうしても遺体が見つかるまでは
亡くなったことを認めることができないというあいまいな喪失感，せっかく生き残ったの
に自分の生を肯定できないというある種の罪悪感などがあります。 
このように，内部の目と外部の目の間には乖離があることが分かります。被災地の研究

や支援を通して，野田正彰氏と中井久夫氏が同じようなことをおっしゃっています。それ
は，外部の目から見た被災地と，内部の目から見た被災地には大きな違いがあり，乖離は
しばしば知らない間に進行しているということです。これは修士論文を執筆していた当
時，私が被災地を訪れ被災者に会うための心構えとして論文に引用しました。その頃は，
完全に同意していたわけではないのですが，今では目に見えるものと目に見えない悲しみ
の間のギャップを感じるようになり，この乖離はこれからますます大きくなっていくので
はないかと考えています。 
最後にもう一度，語り部さんの活動をまとめます。語り部の活動とは，語り部さん個々

の悲しみが癒される営みであり，聞き手も共感や感動を覚えます。それはその地域にいる
人たちによって作られるものであり，内部と外部の乖離を埋めるものです。また，調査に
同行していただいた，野田村役場の田中敬一氏は，その人自身が地域の宝であるとおっし
ゃっています。田中さんはずっと行政職でいらっしゃって，地域で元気な人を作るのが行
政の仕事だと考えておられます。私も被災地の行政職員として勤務していますが，この活
動は行政によって観光協会などに依頼されて，現在の語り部さんたちが活動しています。
しかし，その後の行政と語り部さんとの関わりが見えづらいところもあり，外部の団体に
丸投げするのではなく，行政自身のこととして語り部さんの活動を積極的に考えていくこ
とが大切であると考えています。 
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写真 1 宮古市の防災ガイド 元田久美子さん（筆者撮影） 

 

  
写真 2 宮古市田老町の防潮堤の上で，震災当時や被害状況 

の説明を受ける（筆者撮影） 
 

  
写真 3 山田町の語り部 斎藤すがみさん。 

山田湾を見ながら説明を受ける。（筆者撮影） 
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写真 4 山田湾に浮かぶ大島(左)と小島(右)。震災で流された家屋等で 

二つの島がつながったそうだ。（筆者撮影） 
 
 

 

 

 

 

写真 5 語り部さん手製の案内用ノート（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 現在の大槌町の様子。手前の写真は震災前の街並み（筆者撮影） 
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写真 7 「風の電話」－大槌町－（筆者撮影） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 8 「風の電話」の電話ボックス（筆者撮影） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 電話ボックスの中にある線のつながっていない黒電話（筆者撮影） 
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表 4 語り部さんの話を時系列に 3つに分類 

時期 語り部さん本人、家族
とのこと（わたし） 

町、町民、行政のこと 
（わたしたち） 

聞き手のこと 
（あなた） 

2011．3 
 
2012～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在 

解雇、仕事を探してい
た。 
 
活動を始めたきっかけ 
所属する団体が語り部
を始めることになり参
加をした。 
 
ご親戚が亡くなられた
こと 
・毎日安置所を訪ねた 
・遺体を確認する勇気
がなかった 
・各安置所で、同じ家
族に会う 
・見送る時、きれいに
してあげられなかった
思いがずっとある 
・その思いを他の人に
はしてほしくない。 
息子さんの所へ行こう
と思ったが行けなかっ
た 
・震災の事も知ってほ
しい 
・お墓にお花をあげた
い 
 
「伝えたい」気力が続
く限り、活動をしてい
こうと思っている。 

被害、町民の様子を語る 
・寺の釣鐘が溶けるくら
いの火災だったこと 
・寺までは津波はこない
と言われており、避難訓
練も境内でおこなってい
た。 
・寺の裏は墓所になって
いるが、急な坂道で避難
道路の用をなさない、避
難道路もなかった。 
・介護をしている家は、
家族が心配で、みんなが
家に帰ってきた。祖父は
逃げろと言うが逃げられ
ない、家族全員が亡くな
った。 
 
 
 
震災遺構について 
・遺構が無くなると、津
波の恐ろしさが薄れるの
ではないか。 
慰霊碑だけあって
も・・・。 
でも、どちらの気持ちも
分かる。 
思いがいろいろあってま
とまらない。 

 

 

 
 

 

 



139 

 

表 5 語り部さんの話を時系列に 3つに分類 

時期 語り部さん本人、家族
とのこと（わたし） 

町、町民、行政のこと 
（わたしたち） 

聞き手のこと 
（あなた） 

昭和 60 年 
 
平成 16 年 
 
 
 
 
 
 
 
平成 17 年 
 
 
 
 
 
 
 
平成 23 年
3 月 11 日
以降 
 
 
 
 
 
平成 26 年 
 
 
 
 
現在 

地元学で津波の講座を
担当 
ガイド会が結成される 
活動を始めたきっかけ 
子どもに釜石の歴史を
伝えたい 
主な仕事は観光案内
（橋上市場：海産物を
食べにくる方向け） 
 
本格的な防災学習の始
まり 
 
 
 
 
 
 
ガイド会の案内の内容
が変わる 
・防災学習の効果を実
感 
・町のためにラグビー
ワールドカップ  
 の誘致に尽力 
 
世界遺産 橋野高炉跡の
案内の要請が増加、対
応に時間を取られてい
る。 
岐路にたっている。 
 
防災学習、リスク管理
などの講演が多くな
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の人と共に震災のこ
とを伝える 
 
 
 
 
案内は、ガイド会のみで
行うようになった 
 
集落が分断される高台移
転事業 

 
 
釜石を訪れる人の 
目的 
・70％が海産物を
食べたい方 
 
 
 
 
 
 
 
・新日鉄の関係者 
 
 
 
 
 
・親のふるさとが
どうなったか確認
をする人、製鉄所
関係者が多数 
・「釜石の奇跡」
を聞く人 
 
・世界遺産 橋野
高炉跡の見学者が
増加し始める 


