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活動の投稿記事も大歓迎

田舎に暮らす一人ひとりがスターだ！
　「NPO 法人くらスタ」（以下、くらスタ）の名称は、
英語の「クラスター（cluster）」に由来します。ブドウ
の房や集団を意味する言葉で、地域間や人の交流・
連携を促す拠点として、協力し合いながら活性化に
貢献する団体をイメージしたとのこと。「『田舎に暮
らす』『一人ひとりがスターだよ』という意味も込めま
した」と理事長の佐原禅（さはら ゆずる）さん。
　田村市から委託された田村市復興応援隊（以下、
応援隊）の事業を担うメンバーは 8名。全体を見る
隊長、都路班 4名、田村郡も含めた広域班 3名で、
行政、関係機関と月1回連携ミーティングをしながら
進めています。地域発展のための取り組みは、地域
と外部からのニーズをくみ取り、 ①地域の発展に資
する行為か。 ②住民の主体性に基づくか。 ③費用
（人）対効果は適正か。 ④終了イメージを持てるか。
という4つの基準を満たしていることを条件に展開
しています。それが「地域内の人手不足を補う（イ
ベント・農作業の手伝い等）」、「外来人口の呼び込
み」、「地域間交流の促進」、「情報発信／移入」、「外
部団体との協力」、「住民同士が意見を交換する場の
提供（地域交流）」などです。今後は、これらの項目
を自分事として住民が取り組む範囲を増やし、小さ
な変革を積み重ねながら力をつけていってほしいと
考えています。

集落も行政も越えて助け合える関係づくり
　帰還は、３年間の振り返りから当事者の環境と心

境の変化に大きく４つの段階（帰還準備→生活再建
→平常化→地域活性）があると佐原さんたちは捉え
ています。「落ち着いてくると地域のためにと思うよ
うになります。全域避難を余儀なくされた都路地区
は、特にその思いが強いですね」。今年３月仮設住
宅が閉鎖になり、今は皆さんの局面が何通りにも分
かれている状態だそう。「コミュニティがある程度出
来つつあるところに入っていく難しさもあるので、時
間をかけて寄り添いたいと思っています」。かつての
“ 結 ” が不可能になっているところも増えています。
これまでの枠を越えて助け合える関係を作る必要が
あります。「少し離れていても “あそこに住んでるあ
の人 ”と分かる。容易にイメージできる人と場所を
繋いで平時からできる共助の関係を再編したいと
思っています。同時に若い人たちには、年を取って
も周りとの助け合いが強いからずっとここに住んでい
られる。この土地っていいねというのを見せたいし、
伝えたい」と佐原さん。
　船引高校の総合学習を引き受けたのも、
「TAMULOVE PROJECT 2017」を通して地元の素敵な
大人の話を高校生に届けたい一心からだったとのこ
と。田村市在住の魅力人「田村を創る人たち」は、
HPでも紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

★活動の経緯
○2013 年（平成 25 年）7月、田村市が総務省の復興支援
　員制度を活用して発足させた田村市復興応援隊を、「地
　元にNPO 法人が立ち上がるまで」という思いを胸にNPO
　法人コースター（郡山市）が受託。同市内で唯一全域に
　避難指示が発令され（平成 23 年 3月12日）、その後県
　内で最も早く避難指示が解除された都路地区を拠点に
　活動を開始。
○2017 年（平成 29）4月、田村市復興応援隊事業（最長
　平成 32 年度まで）の経験やノウハウを将来の田村市に
　継承するため、また長期スパンで地域の課題に取り組む
　“ 仲間 ” の集まる場所として、同事業の経験者を軸に地
　域活動団体を立ち上げる。
○同年 5月、福島県よりNPO 法人の認証を受け、登記。
　同事業を受託し、活動中。

「助け合いが強いからずっと住んでいられる。
 田村っていいね」を目指しています！

取材年月日：2017 年 5月8日

＜お問合せ先＞

【県内で最も早く避難指示解除となった都路地区を拠点に取り組む復興支援活動】

県北地域・復興支援活動の「今」を訊く

NPO法人くらスタ
Vol. 22

〒963-4311 田村市船引町今泉字田中 81-5
TEL.090-8569-2311
http://tamura-ouentai.org/
Ｅ-mail：tamura.ouentai@gmail.com

震災後からの活動休止の危機に、「引き継ごう」と有
志が集まりました
　GoodDayMarket 実行委員会（以下、GDM）代表
の佐藤宏美さんに活動の発端をお聞きすると、
「2014年の6月から月1回開催し、私も運営に関わっ
ていた、農家さんが直接販売する『ふくしまの市』は
運営スタッフ不足で 1年で終了。また別グループが
実施していた『ここふくファーマーズマーケット』は、
震災直後から福島大学の小山ゼミの学生が中心と
なって運営していた『まちなかマルシェ』の活動を引
き継いだと聞いていますが、街中イベントの一環だっ
たために開催は年 4回。2年間実施しましたが、継
続が難しくなっていました」と振り返ります。「ちょう
どその頃に、農家や地元レストランシェフ、農産物加
工業者や新規就農した農家の後継者など、福島のこ
れからの農業に関心を寄せる人たちが集まって、自
然発生的に引き継ごうという意思が高まりました」と
言います。
　そして、佐藤さんらはGDMを立ち上げ、福島駅東
口駅前広場（以下、広場）を拠点として、福島市民の
日々の買い物や福島を訪れる人たちに向けた「くだ
もの王国福島」の果物を中心とした農産物・加工品
の PRと販売を始めます。広場は、福島市街地の百
貨店や商工会議所が中心となっている「福島駅前元
気プロジェクト*」が福島市交通政策課に申請し、
GDMに広場の運営を託しています。
*広場や駅前通りなどを活用した駅前活性化プロジェクトを多
数実施しています

ファンも定着しつつあります。活動を続け、さらに認
知度を上げたい
　2016 年 4月のテスト開催から徐々に回数を増や
し、今年 5月で 1年を迎えました。佐藤さんは「広

場は駅前のパブリック・スペース。   毎週日曜日のマ
ルシェは交流の場づくりでもあります。風評被害払
拭というよりも、出店者との会話を楽しみながら買い
物をし、ご家庭の食卓でも福島の食材が話題になっ
て欲しい」と言います。
　さらに「広場で他のイベントがある時には、その
時の雰囲気に馴染むように努めたり、休憩テントを
開放したりしながら、相乗効果を図っています」との
こと。現在は、果物や野菜、加工品を扱う平均 4店
舗が出店していますが、4つのテントが常時稼働す
る8店舗を目指しているそうです。
　最後に、今後の抱負を伺うと「地方に行くと伝統の
朝市が綿々と続いていますよね、あんな風になれた
らと思いますし、買った人たちが農業の現場に足を
運んで欲しいと願っています」と話してくれました。

★活動の経緯
○2016 年（平成 28 年）2月、まちなかで取り組まれてきた
　活動の休止を憂い、継続の志を抱く農業関係者など有志
　が集まり、団体（実行委員会）を結成。登録会員は約 20
　軒（加工業を含む）。
○2016 年 4月、福島駅前広場でテスト・オープン。以降
　5~6月は月1回の開催を、7月から毎週日曜日の開催を
　本格的にスタート（2017 年 1月～ 3月の冬期は月1回
　開催）。

作る人と買う人の会話が生まれ、つながる場づくりを目指して

取材年月日：2017 年 5月12日・14日
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＜お問合せ先＞

【市民や来福者と生産者とをつなぎ、福島の美味しさを訴求しながら
 食と農業への関心を高める活動】

県北地域・復興支援活動の「今」を訊く

GoodDayMarket実行委員会
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▲マルシェの様子▲マルシェの様子
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この新聞は、県北地域やふるさとに近い浜通り、或いは県外で暮らす相双地域の方々の「今」の暮らしや地元の方々との交流、共に取組む
地域活動などを広域で取材し、互いのまちの人々が支え合いながら、震災後の再生を目指す姿を伝えます。

――最初に浪江町商工会の会員数を教えてください。
震災前、浪江町には約 1,000 の事業所があり当時の組織率
は約 60％でした。原発事故による避難の後、「商工会が営
業損害賠償の窓口になります」というので、会員・非会員分
け隔てなく取り組んできました。「お世話になったから」とい
う気持ちもあったんだと思います。会員数が増えました。今
年３月末で 630 事業所。組織率で言うと約 63％、浪江は高
い方です。

――４月１日以降、浪江町商工会はどのような体制で業務を
行っているのですか？
全職員 9名のうち2名を昨秋から火曜日と木曜日に浪江町
へ派遣しておりました。4月1日以降、3名体制にしました。
事業を再開しておられても、まだまだ町外に住んでいる方が
多いので、勢いすべて移転というわけにはいかないのです。
1年から2年の移行期間をおいて本所へと考えております。

――現在、どれくらいの事業所が再開されているのでしょう。
その前に商工会の部会についてお話します。建設部会、製
造業の工業部会、物販の商業部会、飲食店などのサービス部
会の 4つがあります。建設部会は、現在約 6割が再開して
います。工業部会は約 37％。商業部会とサービス部会は
20％前後です。建設部会の数値が高いのは仕事があるから
です。災害が起きると必ず最初は土木・建設です。除染も
あります。商業部会とサービス業部会はなかなか厳しい状
況です。県内外で再開された方もおられますが、数は少な
いです。

――商工会では、国の補助金や民間のサポート資金など様々
な情報提供をなさっているのですよね。
はい。それが私たちの役目です。ただ、なかなか思うような
支援メニューがないのが現状です。当初、どちらかというと
建設・工業部会がよくて、商業とサービス部会の再開が難し
いかもしれないと考えていました。ところが実際は、工業部
会の皆さんも苦労されています。製造業の多くは、大型機
械が必要です。その機械は、買い取りですから減価償却が
あります。償却が終わったくらいだと簿価はほとんどありま
せん。それで賠償となるとどうにもなりません。東電に陳情
するなど果敢に取り組んできたのですが、難しい事例ばかり
でした。設備投資が必要な業種は難しいです。県外で成功
された方は飲食業でした。投資金額が少なくて利益が出る
業種は出店、再開しやすいということがあるかもしれません
ね。

――町外で事業再開をされる方への支援は、どのようになっ
ているのですか？
今回、枠組みが変わりました。県内外ではなく12 市町村、
いわゆる“被災地”とそれ以外になりました。被災地内は
上限 3,000 万円の４分の３の補助が受けられます。被災地以
外は、上限 1,000 万円の３分の１で 333 万円です。ただ、
3,000 万円あれば、みんながみんな再開できるかというとそ
うじゃないですよね。現場の声として今後も事業規模で考え
て欲しいと要望していきたいと思っています。

「浪江の笑顔」記者、募集中！

3月 31日以降の変化を見極めながら
支援と事業再開のための情報提供、
コンサルティングに尽力して参ります

次ページへつづく

2017 - 5月

▲インスタグラムで田村市
応援隊の看板娘“たむ子”
が、田村市の日常をお届け
していま～す

▲インスタグラムで田村市
応援隊の看板娘“たむ子”
が、田村市の日常をお届け
していま～す

　2017年 3月31日、7年目にして浪江町に出されていた避
難指示が、一部地域を除いて解除されました。翌4月1日か
ら町役場は本庁業務を、さらに警察署、消防署も本来の業務
を再開しました。人の流れが大きく変わり始めた4月下旬、
同町商工会長の原田雄一さんを訪ねて、これまでのご苦労と
これからの取り組みについて伺いました。

▲田村市復興応援隊の皆さん。左から隊長の藤本篤央さ
ん、佐原禅さん（くらスタ理事長）、佐藤洋彰さん、松崎亜
美さん。前列 宗像いみ子さん（左）、光本哲由さん

▲田村市復興応援隊の皆さん。左から隊長の藤本篤央さ
ん、佐原禅さん（くらスタ理事長）、佐藤洋彰さん、松崎亜
美さん。前列 宗像いみ子さん（左）、光本哲由さん

▲広場で足を止める人たちと会話する、
副代表の佐藤則雄さん（右）。「佐倉
ファーマーズ」の一員です

▲広場で足を止める人たちと会話する、
副代表の佐藤則雄さん（右）。「佐倉
ファーマーズ」の一員です

浪江町商工会 会長　原田雄一さん浪江町商工会 会長　原田雄一さん

1避難指示解除後の浪江を問う

認定特定非営利活動法人

〒960-8101 福島市上町 3番 4号　コマ福島ビル 2-4 号
TEL. 080-4483-3877　FAX. 024-573-8319　URL　http://gooddaymarket.jp

▲代表の
佐藤宏美さん

▲佐倉ファーマーズの
メンバー 6軒でつくる
新商品「野菜セット」

▲佐倉ファーマーズの
メンバー 6軒でつくる
新商品「野菜セット」
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協　力：伊達桑折×双葉浪江＝交流と賑わいづくり応援プロジェクト連絡協議会
伊達郡桑折町／双葉郡浪江町／社会福祉法人浪江町社会福祉協議会／桑折駅前応急仮設住宅自治会
NPO法人いいざかサポーターズクラブ／NPO法人市民公益活動パートナーズ
　

おたがいさま新聞　通巻 44号　2017.05.25［4,500］

福島市なみえ会（福島市浪江自治会・浪江町福島中央会・福島地区なみえ交流会）
福島市相双自治会連合会

『おたがいさま新聞＋（ぷらす）44号』をお読みいただき、
ありがとうございます。あなたのご意見、ご感想をお寄せください。
E-mail にて受付中！

 info@partners-npo.jp

映画データ：
1975年　93分　
日本（ＡＴＧ）
監督：岡本喜八　
出演：伊藤敏孝、岡田裕介、
高橋悦史、伊佐山ひろ子　ほか

舞台は戊辰戦争。貧乏で嫁をもらうこともできない小作人の千太 ( 伊
藤敏孝 ) は、女を知るために百姓暮らしを捨てて幕府軍に付き、一方、
万次郎は情報屋として官軍に付いていた。二人の若者が時代の大きな
うねりを雑草魂で駆け抜けていく青春時代活劇。
歴史的な考証がしっかりしているので、仙台藩の細谷十太夫が率いる衝
撃隊（鴉組）結成の経緯や阿武隈川河原で斬首された奥州鎮撫総督参謀
の世良修蔵の姿なども詳細に描かれている。　   　【筆：南田白牛】　

ご希望があれば、復興住宅集会所や交流拠点等で無料上映会を開催しますので、お問合せください。ご希望があれば、復興住宅集会所や交流拠点等で無料上映会を開催しますので、お問合せください。

映画の時間ですよ映画の時間ですよ ～福島ゆかりの作品⑳～～福島ゆかりの作品⑳～
作品のロケ地：県内ロケはないが、白河・二本松・福島・会津が舞台幕末を煩悩で突き進む

『吶喊（とっかん）』

☎024-573-8310　E-mail info@partners-npo.jp☎024-573-8310　E-mail info@partners-npo.jp

心の奥深くにしっかりと刻まれた、ふるさと
の味を四季に沿ってご紹介。
美味しいものや自慢料理の話は心和みます。
お茶飲み会などのネタに、いかがでしょう。

浪江はもちろん、福島の故郷の味
「味噌じゃが」
　収穫期に「野良芋」と呼ばれ、捨てがちだ
った小さなじゃが芋を無駄なく食べるため
の料理だったそうで、皮付きの芋を蒸して、
甘めの味噌だれを絡めます。作り方の主な
ポイントは、
・調理中にじゃが芋の水分がしみ出すことを
防ぐため、芋の窪みに入った汚れは庖丁を
使わず、竹串や爪楊枝を使って掻き出すこと
・味噌だれ（味噌大さじ5～6、三温糖大さじ
8、日本酒と味醂小さじ各1、植物油小さじ2
～3）を弱火で温める。目安は、フツフツと細
かい泡が立つくらい。この時に芋と絡めると
色も硬さも頃合いよく仕上がるそうです。
　TV番組「秘密のケンミンSHOW」では、福
島県の郷土料理「味噌かんぷら」として紹介
され、作り方は地域や家庭によってさまざま
のようですが、新じゃがの季節、懐かしい味
はいかがでしょう。

＜ご送付・お問合せ先＞
認定NPO法人市民公益活動パートナーズ（古山）
〒960-8101　福島市上町 3-4　コマ福島ビル 9号
☎024-573-8310  FAX024-573-8319

広告古い切手やはがきお譲りください
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値段が変わって
使いづらくなってしまった
80円・50円切手や官製はがき。
新聞の発送用として
寄付していただけませんか？

値段が変わって
使いづらくなってしまった
80円・50円切手や官製はがき。
新聞の発送用として
寄付していただけませんか？
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ヒント
ちいさな

新しい暮らしのヒントになりそうな
お話しを拾い集めました。
お役に立てばうれしいです。

　阪神淡路大震災で甚大な被害を受けた
神戸市東灘区のボランティア活動から発展
した、地域交流拠点の取組みをご紹介しま
す。応急仮設住宅集会所でのサロン活動
が復興住宅への移転に伴い、ボランティア・
グループは商店街の一角にスペースを借り、
活動を継続しました。
　そのサロンでは、団地や近所の高齢者が
集うミニデイサービスが週に2回程度。一
緒に食事をしたり、手芸やお楽しみ会が開
かれる他、麻雀教室なども。
　そして特筆すべきは、夕方からは学校帰
りの子どもたちに向けた珠算教室など。講
師は地域の人であり、サロンを利用する高
齢者も含めた、世代を超えた交流が自然に
生まれたそうです。
　福島の復興公営住宅の中には、周辺の地
域住民も利用できるよう、集会所が別棟に
なっている団地もあります。小さな交流か
ら始める地域の人たちとのお付き合い、試
してみませんか。

取材年月日：2017年 4月25日
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寄付金はいずれかの口座振込みでお受けしています

郵便口座へのお振込みの場合
口座番号　02270-9-117981
特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ

銀行口座へのお振込みの場合
東邦銀行　本店営業部
口座番号　普通　3672940　
トクヒ）シミンコウエキカツドウパートナーズ
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本紙では、みなさまの支え合い活動や復興に向かう姿、
継続した応援に取組む活動団体などをご紹介。
県北・相双地域の今を発信しています。

ご夫妻とクリニックのアイドル
犬、ホーマー君。広告塔にと、
セラピー・ドッグの資格を取っ
たそうです

ご夫妻とクリニックのアイドル
犬、ホーマー君。広告塔にと、
セラピー・ドッグの資格を取っ
たそうです

――これからについては、どのようにお考えですか？
帰還困難区域が町土の 8割を占める浪江町では、2035 年ま
でに8,000 人の町づくりを計画しています。そうした中で
会員のニーズをしっかり把握し、堅実な計画の下、きめ細や
かな支援をしていくことが私たちの役目だと思っています。
震災前の浪江町の人口は、2万1,000人でした。でも、浪江っ
て商業の町なんですよ。当時の商圏人口は、3万 8,000 人。
双葉、富岡、川内、葛尾、南相馬市小高区の南側が私たちの
商圏でした。

――それだけの商圏とは…大きかったですね。
ええ、その約 2割の 8,000 人ですからね、勢い再開出来る
業種と出来ない業種が出てきます。町の計画に合わせた商
業の業種の選び方があると思いますので、そこをきちんと押
さえて支援してきたいと思っています。ただね、商業という
のは、生活があってはじめて成り立つものなんです。そうし
た背景がないところでポツンと再開するのは難しい。さらに
今ある補助金は事業を再開するところまで。その後は自助
努力になります。おそらくこれからは、もっと厳しくなると
思います。3月31日を境に何が変わったか…。私たちは、
これまで帰りたくても帰れなかった。ここが大事です。帰り
たくても帰れなかった。けれども今は、帰れる場所になりま
した。帰れるのに「なぜ？」になってしまう。おそらく補助金
などの仕組みもうんと変わってくると思います。

――ところで避難解除後「まち・なみ・まるしぇ」は、訪れ
る人が増えたそうですね
はい。浪江町も一生懸命です。当初、店子は5軒と考えて
いたようですが、10軒の応募があり、全てOKになりました。
その中の 1軒「ミッセなみえ」は浪江町商工会が運営してい
ます。20軒近い会員の商品を委託販売しています。町の名
産品や季節商品を扱っているのですが、今年に入ってから売
り上げが伸びています。町は 2020 年を目指して道の駅を
作る計画も進めています。商工会としては、事業再開に向け
ての支援メニューを少しでも使いやすくする努力を続けなが
ら、会員の皆さんが確かな判断ができるような情報提供とコ
ンサルティングに尽力していきたいと思っています。

広告

おかげさまで、福島県から
「認定特定非営利活動法人」の認定（3月15日付）を受けました

Special Thanks!

　市民公益活動パートナーズでは、この「おたがいさま新聞ぷらす」紙面上
でもご寄付のお願いを行い、多くの方々からご支援をいただいております。
心より御礼申し上げます。
　2017年3月～4月までにご寄付をいただいた方々のお名前を掲載し、改め
て感謝に代えさせていただきます。

菅野登さま、松田敦子さま

あなたからの

寄付もつながりを

支えてる

※おかげさまで、2017 年 3月15日「認定NPO法人」となりました。
　引き続き1口 3,000 円以上のご寄付をお願いします

ご寄付をありがとうございます

浪江町商工会 会長　

原田雄一さん
浪江町商工会 会長　

原田雄一さん

＜記事のお問合せ＞
浪江町商工会
本所：〒979-1521　双葉郡浪江町大字権現堂字下川原 9-1
☎0240-35-3321　FAX：0240-34-3698
二本松事務所：〒964-0906　二本松市若宮 2丁目 154-1
☎0243-22-9100　FAX：0243-22-9105

2016 年 10 月のオープン以来、「まち・なみ・まるしぇ」では、毎月第 2土曜・日曜に“まるしぇの日”
を開催しています。避難指示解除から１週間。4月8日の“まるしぇの日”は「浪江町へ おかえりなさい 
花火大会」がメインイベントでした。午後 7時、請戸川から打ち上げられた約 300 発の花火を約 300 人
が万感の思いを胸に目に焼き付けました。同月下旬、訪れる人が増えはじめた商店街を訪ねて避難指示
解除後の変化や、お店のアピール・ポイントなどをお聞きしました。前編

クリーニング取次は、町役場職員の方々のスーツやワイシャツ、警察署と消防署関係の方の制服
などの依頼が増えています。オープン当初から勤めていますが人や車の往来が多くなりました。
避難指示解除になってやっと変わってきたように思います。コインランドリーは、洗濯乾燥機３台、
乾燥機を４台備えています。布団カバーなどまとめて持ってきて洗濯される人が多いですね。時
間がかかる乾燥もコインランドリーなら数十分で乾かすことができますからね。夜は、ホテル住
まいの方が主に利用されているようです。フリー Wi-Fi も使えます。どうぞお気軽にご利用くだ
さい。（店舗スタッフ 井上ゆかりさん）

せんたくじゃぶじゃぶ ☎0240-34-7235 9:00～16:00クリーニング取次　土日祝定休
7:00～19:00コインランドリー　年中無休

▲コインランドリーには、スニーカーランドリーも

一番の大きな変化は、やはり3月31日の避難指示解除ですね。まるしぇは、平日と週末でお客
様が異なります。平日は町内で事業を再開された方などがランチや買い物に、週末は町民の方
が増えました。店は浪江のものを中心に、本業の寝具の他、福島県内の物産を扱っています。今
までいろいろな地域の方々にお世話になりましたし、ツアーで浪江を訪れる方もいらっしゃいま
すので、福島の良さを少しでもアピールしたいと思っています。新築祝いなどお祝い事に贈る風
習があった、浪江町由来の「親父の小言」商品の展示販売もしています。店の奥にはゲーム機や
マッサージチェアも備えておりますので、ぜひ、ゆっくり過ごして行ってください。
（店長　松原茂樹さん）

( 株 )マツバヤ　まち・なみ・まるしぇ　リラクア ☎0240-34-7257

▲癒し、健康、ワクワクドキドキを提供しています

10:00～17:00　不定休

3 月 31日以降、お客様が増えています。暖かくなったのと、避難指示が解除になって「じゃ、お
墓参りに行こうか」とか、「家の様子を見てみよう」とか、お思いになられる町民がたくさんおら
れるからだと思います。お店は、知り合いのおばあちゃんたちに声をかけてスタートしました。８
人でシフトを組み、仮設住宅から通いながら切り盛りしています。メニューは、日替わり定食とお
弁当です。お米は、２年間会津に避難していた時のご縁とご紹介で会津の農家さんから直接仕入
れています。みんな自分の子どもや孫に食べさせたいお料理を提供していこうと奮闘しており
ます。浪江町に来られたらぜひ、懐かしい家庭料理を食べにお立ち寄りください。（店主　渡邊
りえ子さん）

キッチン・グランマ ☎0240-34-1007 11:30～15:00（14:40ラストオーダー）
水曜・土曜・日曜定休

▲スタッフ全員ベテラン主婦のお店です

浪江の頑張る人たち・支える人たち

手塚クリニック　
福島市御山清水尻 5－1　 ☎024-535-0550
診療日・時間　月曜～土曜日　
9:00 ～ 12:00/14:00 ～ 18:00（水曜と土曜日は午前中のみ）

どんな時も、いつまでも、
浪江の一員です

　3.11発生当初は、家族と愛犬を連れて転々と避難をして
いました。3月17日、名古屋市の兄の家でふとテレビを見
ると、二本松市東和で診療を再開した津島診療所の映像に
私の患者さんが写っていたんですよ。こんな時だからこそ人
手が必要ならば手伝うべきだと思い、直ぐに連絡を取りま
した。子どもたちを兄に預け、看護師である妻と車中泊を
しながら、東和に入りました。
　当初は薬の入手や処方に苦労しましたが、だんだん避難
状況も患者さん方も落ち着いてきました。4月中旬には、
診療所が二次避難所として最も町民が多かった岳温泉に移
り、その後、安達運動仮設住宅に隣接する診療所が開設。
私と妻は福島市の自宅から 2013 年 8月 31日までの約 2
年半、通いました。東和から安達まで一緒だった医師や看
護師、その時期の全ての人たちは「戦友」です。
　浪江に戻ってクリニックを再開するか、避難先である福島

手塚クリニック 医院長　手塚　徹さん

約 5年間に亘って連載した「浪江の笑顔」は、当分の間、休止します。
新たなシリーズとして、浪江町の頑張る人たちや震災後、町民を支えた人たちを紹介しながら、みなさんを繋ぎます

市での再出発か散々迷いましたが、どうしても経済的な理
由が大きく、今のクリニックを開設することにしました。
避難指示解除になった浪江町には、診療所は出来たものの、
薬局がない。近隣の大きな病院に行っても外来患者が多く、
直ぐには診て貰えないなど、課題が多いと聞いています。
今は難しいかもしれませんが、戻る意思はあります。浪江
の人たちには、今は不遇かもしれないが、決して負けないで
欲しい。私たちはどんな境遇でも、浪江の一人と思ってい
ますし、この「福島診療所」も大いに頼って欲しいと願って
います。

▲まち・なみ・まるしぇ 敷地内と入口

1避難指示解除後の浪江を問う


