日本フィル「被災地に音楽を」訪問コンサート レポート
＊今回の訪問で被災地支援の演奏は、2011 年４月から通算 108 回となりました。
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【遅い春が残る新緑の岩手県北部の沿岸地域に、
「被災地に音楽を」届けてきました。
5 月 27 日〜29 日の３日間、田野畑村、普代村、野田村へ】
田野畑村、普代村、野田村はＮＨＫ朝の連続ドラマ「あまちゃん」の舞台とな
っている北三陸地域、久慈市から南下した太平洋に面した村々です。リアス式海
岸の続く沿岸は断崖絶壁がつづき、激しい景観を見せています。海岸べりのわず
かな平地は漁師の町で、ここが津波で大きな被害を受けました。今回の弦楽四重
奏のメンバーはＯＢを中心とするヴァイオリン三好明子、新井布実（賛助）
、ヴィ
オラ山下進三、チェロ大石修の 4 人です。

【砂地に水がしみこむように…子どもたちの身体に音楽がしみていきます】
初日は盛岡から車で 2 時間半の下閉伊郡田野畑村へ。午後 3 時から田野畑中
学校のホールでコンサートです。小学生 4 年生から中学３年生の約 200 人の子
どもたちが弦楽四重奏を初体験しました。演奏曲目はモーツァルト：アイネ・ク
ライネ・ナハトムジーク「第１楽章」、モーツァルト：「狩」、子どもたちが大好
きなジブリの曲「天空の国ラピュタ」より『君をのせて』や「千と千尋の神隠し」
より『いつも何度でも』など。砂地に水がしみ込むような…とはこんな感じ。真
剣に身体全部を耳にしていました。校庭には仮設住宅がびっしりと並んでいまし
た。
夕方は町役場や保育園や図書館が隣接するアズヴィーホールへ。ここにも仮設
住宅があり、６０世帯が暮らしていました。田野畑村の仮設住宅は木造で天井が高く、
他地域のプレハブと比べると、暖かい感じが
します。コンサート会場にしつらえたエント
ランスはコンクリート打ちっ放しでよく響き、
教会の中のような雰囲気でした。仮設住宅か
らはあかちゃんづれのお母さんや子どももい
っぱい集まりました。昼間学校で聴いた中学
生が最前列に来ています。「もう 1 回聴きた
かった、泣けるほど感動した」と言ってくれました。

【この日のために用意した「北上夜曲」】
岩手沿岸 2 日目は普代村。ここは先代の村長の英断で作った東北一の「防潮堤と水門」が
村を救い、亡くなった人が一人という「普代村の奇跡」とい
われている地域です。高さ１５．５メートル、全長１３０メ
ートルの「防潮堤」、村の北側には、同じ高さの水門（全長
２００メートル）があり、こちらも川を勢いよく上ってきた
津波をほぼはね返し、小学校を守ったといいます。
朝は特養老人ホームのうねとり荘へ。約８０人の方が心待
ちにしていてくれました。ほぼ全員の方が車いすで職員や家
族の方も一緒に聴いていただきました。天井の高いホール
に、この日のために用意した「北上夜曲」が流れました。
午後は普代中学校。お昼に学校給食をいただきました。メニューは地元の野菜と海
産物のあえものと魚のフライでした。中学生全員と隣の小学校からは 4 年生以上が参
加。普代小を卒業している中学生も、一緒になって小学校の校歌を歌いました。

【「遠くて不便」支援の届いていない地域にこそ音楽を】
3 日目は九戸郡野田村。ここは平地が広がる集落だったため、高さ 12 メート
ルの防潮堤が壊れ、海が押し寄せ、大きな津波被害を受けました。
「隣の久慈市に
比べ、目立たず地味に扱われた野田村」とは関係者の弁。交通機関も絶たれ陸路
にたよっていたため、復興が遅れているという印象を受けました。教育委員会の
みなさんも控え目です。
野田小学校 4 年生以上 100 人が授業の一環として鑑
賞しました。子どもたちの 1/5 が仮設住宅から通って
いると聞きました。かなり高い率だと思います。最初の
曲、アイネ・クライネ・ナハトムジーク「第 1 楽章」
の後、ドッとどよめきが起きました。はじめて生の演奏
を聴いた時の反応が確かに伝わり、演奏にも熱がこもり
ます。緊張気味の校長先生も、最後は曲にあわせてハミ
ングしていました。「いじめも体罰もないいい学校だけ
ど、表面明るくしている子どもたちの心に抱えるストレスが心配」と先生方が語
っていました。
遠くて不便で、支援活動が届いていない地域にもっと行きたい。純真な子ども達の元にもっと音楽を届けたいと思い
ました。
今回の派遣活動は日本ユネスコ協会連盟がコーディネートを行い、三菱ＵＦＪニコス株式会社が、日本フィルの「被
災地に音楽を」の活動を Partner Special として支援してくださいました。

日本フィル「被災地に音楽を」 訪問コンサート実施一覧
【2011 年】
4/6 福島県二本松市東和文化センター
5/4 福島県会津若松市文化センター
/6 埼玉県加須市騎西小学校
/8 宮城県名取市増田西小
同市閖上地区日和山
同市文化会館避難所
/9 宮城県気仙沼市階上中学校所
同市松岩公民館避難所
同市面瀬中学校避難所
/10 宮城県石巻市石巻高校避難所
同市湊小学校避難所
同市門脇中学校避難所
同市石巻中学校避難所
同市北上子育てセンター避難所
/12 埼玉県加須市騎西中学校
6/4 岩手県花巻市山の神温泉「幸迎館」
/5 岩手県釜石市甲子中学校避難所
大船渡市リアスホール避難所
福島県三春町田園生活館避難所
/6 福島県三春町営体育館避難所
同町三春小学校避難所
/25 福島県二本松市 JICA 研修センター
同市あだたら体育館避難所
南相馬市鹿島保険センター
/26 福島県大玉村
フォレストパークあだたら
南相馬市原町第二中学校体育館
道の駅南相馬
原町第一小学校体育館
7/10 日宮城県南三陸町志津川高校体育館
ホテル観洋避難所
/11 日同町志津川中学校
8/6 宮城県気仙沼市
日本バプテスト教会
同市小泉中学校避難所
同市階上小学校避難所

10/4 宮城県東松島市立鳴瀬第一中学校
石巻市北上中学校(避難所近接)
/5 同市石巻専修大学(避難所近接)
同市「あとりえ DａDａ」
同市追分温泉旅館(避難所)
/6 仙台市｢泉白陵会｣(介護施設)
/7 同市「愛泉会」(障害者施設)
/20 福島県いわき市江名中学校
同市下神白第一集会所
/21
同市内郷第二中学校
/26 茨城県東茨城郡大洗町南中学校
第一中学校
11/21 岩手県陸前高田市第一中学校
/22 花巻市山の神温泉[幸迎館]
/24 福島市松川町 みず和の郷
飯野学習センター
/25 同市松陵中学校
南体育館研修室
【2012 年】
１/20 岩手県久慈市山村文化交流センター
県立久慈病院
/21 久慈市文化会館「動物の謝肉祭」
/22
同上「動物の謝肉祭」
３/27 福島県南相馬市原町第一中学校
/28
伊達市桃陵中学校
/29
南相馬市鹿島中学校
３０
同市原町第二中学校
/28 福島県三春町 三春小学校
加須市騎西コミュニティセンター
５/20 宮城県南三陸町志津川中学校ホール
同町ホテル観洋ロビー
/21
同町南方仮設住宅集会
６/17 山形県米沢市八幡原体育館
同市体育館ほか
８/７宮城県石巻市北上中学校
/８
同校体育館
同市「あとりえ DａDａ」
/9
同市「こ〜ぷのお家 いしのまき」

９/19 福島市立平野中学校
福島市商工会 福島市音楽堂
/20 福島市松川工業団地
第１仮設住宅集会所
第２仮設住宅集会所
/21 福島市立飯野中学校
/30 東京都江東区カトリック潮見教会
10/24 南相馬市立鹿島小学校
同市農家民宿いちばん星
/25
同市民文化会館「ゆめはっと」
ウェルカムコンサート
/26
同市立三春小学校
いわき市立江名中学校
/27
同市立内郷第二中学校
12/14 茨城町立明光中学校
同町立梅香中学校
/15 双葉高校、双葉翔陽高校、
富岡高校サテライト校 吹奏楽指導
小名浜市民会館
【2013 年】
３/3 石巻市役所
/4 同市「こ〜ぷのお家 いしのまき」
同市女川野球場仮設住宅
/ 5 同市みなと荘
/21 南三陸町志津川中学校
/22 同町南方仮設住宅集会所
4/ 3 南相馬市原町第２中学校
/ 4 同市鹿島中学校
/ 5 同市石神中学校
/ 6 同市原町第１中学校
5/27 岩手県
下閉伊郡田野畑村 田野畑中学校
同郡 田野畑アズヴィーホール
/28 同郡 普代村うねとり荘
同郡 普代中学校
/29 九戸郡野田村 野田小学校

