
これからの唐桑を語ろう

～2013年からくわ丸活動指針～

実施報告書（議事録）

執筆責任者：加藤拓馬



本会の概要

【日時】 平成25年1月5日15:30～17:30

【場所】 代々木AZCO会議室

【主催】 からくわ丸-Karakuwa Designers League

【プログラム】

� 第１部

プレゼンテーション

「2013年からくわ丸活動指針」（からくわ丸代表 加藤拓馬）「2013年からくわ丸活動指針」（からくわ丸代表 加藤拓馬）

� 第２部

ディスカッション

「地元の若者が語る唐桑での活動」（尾形智洋・立花淳一・郭晃彰）

� 第３部

全体グループディスカッション

「これからの唐桑を語ろう」



第１部 「2013年からくわ丸活動指針」

プレゼンテーション からくわ丸代表 加藤拓馬

� もくじもくじもくじもくじ

� 被災地の現状など活動の前提

� 活動内容（２つに絞って）

� まとめ



� 前提①

� 被災地での活動のフェーズはこのように

推移した。

� とくに、からくわ丸の取り組みでは「復興ま

ちづくり活動」の中でも、まちの元気や（ソ

フト重視の）コミュニティ活性化といった領

域を扱う。（右下の円）

� 前提②

� まちづくり活動には、この３つの「もの」が

欠かせないとよく言われる。

� 客観性をもち、地域のしがらみにとらわれ

ない「よそもの」、次世代を担うエネルギー

をもつ「わかもの」、そして○○バカと呼ば

れるような愚直に突き進む力をもつ「ばか

もの」。

� 私たちは常に「よそもの」である意識をも

ち、「わかもの」を巻き込む努力が必要。



� 前提③

� しかし、一方で「わかもの」と関わる活動は

少ない。アプローチがかけづらい。

� 年代別にターゲットを整理した。２０代～３

０代の空洞化。（これはあくまで私見。これ

が全てではない）

� からくわ丸は、ここをターゲットに動き出し

ている。

� 活動①

� からくわ丸の拠点に興味本位で徐々に集

まるようになった地元の若者たちと、月に

一度活動について話し合う場を設け始め

た。（地元参加者９名。２４歳～３３歳）

� からくわ丸の活動のアイディア出し（９月）

や、２０年以上前にまちづくりに取り組んで

いた地元の先輩方と意見交換（１０月）、

来年度の活動体制の検討（１１月・１２月）

などを行ってきた。

� 若者だけの活動に留まらず、他と連携す

ることを意識して、今後も継続していく。



� 活動②

� 昨年３月からまちづくりの手法「地元学」を

見様見真似で導入している。

� 地元学が言う「あるもの探し」について説

明する。

� 根底にある考えは、提唱者である吉本氏

のこの言葉。

� このように、「ないものねだり」に走りがち

な地域住民（特に過疎地）の意識を、下の

ように変えていくことが目的。

� では、一体どうするのか？



� そこで、地域にとっての「よそもの」（風の

人）が活きる。

� よそものの地域に対する驚きや疑問は、

地元住民（土の人）にとって、まちを客観

的に見直す機会となる。

� それが地元の誇りや伝承の意識を高める

きっかけにもなり得る。

� つまり、外部の人間と地域住民が協働で

行うプロジェクト。

� 以上が基本的な考え方。

� 具体的に取り組んでいる活動を２つ紹介

する。

� ひとつめは、「まち歩き」活動。





� この手順５がゴールなのだが、唐桑での

取り組みは今はまだ見えていない。

� まち歩きで発見した材料をどのように活か

していくかが今後の大きな課題。

� １１月に行った中地区まち歩きの絵地図。

� 今後、唐桑町全１２地区で同様の「地区別

まち歩き」を展開する予定。

� ほかにも「テーマ別まち歩き」も検討中。



� ふたつめは、お料理レシピ集め「クッキン

グババ」。

� 地元の女性（おばちゃん）と一緒に、地域

ならではの料理をつくり、それをレシピに

残していく。地域に伝わる家々のレシピの

伝承は薄れつつある。これも立派な「ある

もの探し」。

� １２月は、地元の高校生も参加してくれ

た。

� 下の写真は、手書きのレシピ。ここに写真

を貼って完成。



� まとめ①

� 活動指針として、このサイクルを掲げてい

る。

� 「あるもの探し」で地域を再発見し、フリー

ペーパー事業「KECKARAけっから。」（今プ

レゼンでは割愛）でそれらを発信し、「ルー

キーズサミット」などを通して住民と考え、

つながっていく。この地道な繰り返しが、ま

ちを元気にする方法を見つける糸口にな

るはず。

� まとめ②

� 生活再建もままならない被災地で、的外

れなことをやっている様に映るかもしれな

い。

� しかし、こういった取り組みが、まだまだ先

の長い復興に住民の主体性を持たせるこ

とにつながると信じる。つまり、基礎づく

り。

� 成果が見えてくれば、UターンやIターンの

増加につながり、復興まちづくりのモデル

ケースのひとつになるかもしれない…



� まとめ③

� 戦後から人口も経済も右肩あがりの社会

にとっては、東京や仙台などの都市部が

先進地であった。しかし、今後縮小してい

く社会においては、むしろ地方が先進地。

今、唐桑はじめ様々な地域とくに過疎地が

抱える課題こそ、近未来の日本全体が抱

える課題。

� 唐桑での活動が、いろんな人を通して社

会全体を考える、変えていく活動になって

ほしい。それが活動のモチベーション。

� さいごに

� 今日来てくださった皆さんは「よそもの」。

唐桑のファン。私たちが地元住民と協働す

ることによって生まれるものは、これからも

とても重要になる。

� つまり、私たちが持つ「客観性」や「外部と

のネットワーク」、そして「アイディア」を上

手く活かして地域に還元できることはたく

さんある。

� これからも協力して、唐桑を、社会を盛り

上げていきましょう。（終）



� 質疑応答（一部抜粋）

� Q:唐桑は元気に見える。その他の被災地はどうなのか。

A:気仙沼市の他地域からしても、「唐桑は元気に見える」とは言われる。

他の地域との情報連携など、これからもっとやっていく必要はある。

宮城県のネットワークには参加してないので、そこは分からない。

� Q:「縮小していく社会は地方から」その話をもう少し。

A:唐桑に感じてる魅力は、良くも悪くも「狭いコミュニティ」。

昔からあるミクロな地域コミュニティが今も機能している。昔からあるミクロな地域コミュニティが今も機能している。

都市部では、地域コミュニティが見えづらく「幸せって何だろう」と悩む若者、大学生が

多い。唐桑に、何か今後の社会全体の課題に対する答えがあるのではないかと思っ

ている。



第２部 「地元の若者が語る唐桑での活動」

ディスカッション 尾形智洋・立花淳一 ファシリテーター 郭晃彰

� 郭：自己紹介お願いします。

尾形さん：唐桑出身30代前半。2011年夏くらいから

活動に関わっている。気仙沼でサラリーマン（納

棺士）。ニックネーム、べっち。

立花さん：唐桑出身20代後半。2012年夏くらいから

活動に関わっている。気仙沼でサラリーマン（介

護士）。ニックネーム、じゅんちゃん。

� 郭：関わり出したキッカケは？

立：ふっと誘われて（活動拠点に）行ってみた。下

心？興味本位で行き始めた。

立：「こういう活動をやろう」というレベルではなかっ

尾：もともと活動に関わっていた同級生（梶原さん）

に誘われて。（当時FIWCの）メンバーが気さくに

声をかけてくれた。

� 郭：加藤たちが唐桑に来てたのは、気づいてた？

尾：知らなかった。知り合うまでは「ボランティア＝

瓦礫撤去してくれてる人たち」というイメージ。ご

苦労様です、ありがとう、ぐらいの感覚だった。

� 郭：どれくらいの頻度で、「ホーム」（活動の拠点プレ

ハブの通称）に？

尾・立：ほぼ毎日。

� 郭：もともと、唐桑で何かしたいという気持ちはあっ

たのか？

尾：もともとはなかった。最初は、（被災後の）心の

拠り所としていた。

た。でも、地元に盛り上がりが欠けてきている

なぁ、もっと盛り上がったらいいなぁとは思って

はいた。

� 郭：関わり続けている理由は？

立：ホームに来るようになって、加藤拓馬に惹かれ

るようになって、なんだこいつはすごいな、って。

他のメンバーたちも、それぞれ魅力的なものを

持っていて。この子達と一緒にやっていくと面白

いんじゃないかなって思った。人生にはターニン

グポイントがある。これまでは、それは「過去」を

振り返って認識するものだった。でも今は、この

子達と一緒にやっていると何かターニングポイ

ントに出会えるんじゃないだろうかと感じてい

る。「未来」にそれを感じる。



（↑立花淳一さん）

尾：最初はメンバーを見ていて心配だった。一昨年

の秋。（加藤・木村（当時常駐）の生活が）だらし

なくて。自分には何ができるだろうかって考え

て。こいつらの身の回りの世話だって。

立：唐桑御殿も最初意識してなかったけど、外の人

に指摘されて「おぉ、やっぱりいいもんなんだ

な」と思うようになってきた。

立：漠然とした考えだけれど、大きなお祭り・イベン

トをやっていくのもいいけれど、１年２年で終わ

るんじゃなくて、長いスパンでできるようなものを

やっていきたい。（みなさんに）なにか協力して

もらえることがあれば、一緒に唐桑のことを良く

していきたい。…真面目ぶって言ってます。

尾：みなさんからの新しい企画、というよりも、今あ

るもの、やらなくなったお祭りだったり、そこに新

しい風を吹き込んでいくようなことをやりたい。

て。こいつらの身の回りの世話だって。

（加藤：プレハブの大掃除やってくれたり。）

何ていうか、子どもを見るような感じかな。

� 郭：今後こんなことやりたい、あんなことやりたい、と

いうのはあるか？

立：唐桑のグッズを作ったりした。今月の御崎神社

のお祭りでの販売を企画してみた。GOTENシリー

ズを、世の中に広めていけたらいいなって思っ

ている。

（加藤の補足：名物「唐桑御殿」をモチーフにした

グッズ「GOTENシリーズ」を制作している。唐桑御

殿は、海の男たちがかつて建てた荘厳な入母

屋造りの家屋。反り立つ屋根が象徴的。今も町

内に点在している。Tシャツやステッカー、タオル

を制作。唐桑の名物を発信することが目的。）

しい風を吹き込んでいくようなことをやりたい。

それが何年も続いていくことで、それが「唐桑」

になっていくと思っている。

� 郭のまとめ：「よそものがやってる」から、「地元の人

たちとやっている」活動が進み出した。

（↓尾形智洋さん）



第３部 「これからの唐桑を語ろう」

全体グループディスカッション

第第第第３３３３部部部部のののの主役主役主役主役はははは足足足足をををを運運運運んでいただいたみなさんんでいただいたみなさんんでいただいたみなさんんでいただいたみなさん。。。。

１０１０１０１０班班班班にににに分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、唐桑唐桑唐桑唐桑にににに関関関関するするするする自由自由自由自由なななな意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場ですですですです。。。。

①各班に分かれて自己紹介①各班に分かれて自己紹介

・・・出身・年齢・所属・唐桑とのかかわり方

がそれぞれ違う、多種多様な人たちが

集まっていることが分かりました。

③全体でシェア③全体でシェア

・・・約３０分の各班での意見交換の後、

各班ででた意見を全体でシェアしました。

②唐桑に関する自由な意見交換②唐桑に関する自由な意見交換

・・・テーマは①どんな情報があったら嬉し

いか、②唐桑でどんなことをやってみた

いか。各班で唐桑に関する意見交換が

自由になされました。



• メディアでは復興関連の情報がほとんどない。

写真などでもいいから直接の情報を。

•唐桑でのイベントなどの情報があればもっと唐桑に行きやすい！

•季節を感じさせる情報を！(ex.アワビの開口、旬な食べ物など・・・）

唐桑唐桑唐桑唐桑のののの情報情報情報情報がもっとほしいがもっとほしいがもっとほしいがもっとほしい！

からくからくからくからくわわわわ丸丸丸丸のののの活動活動活動活動がもっとがもっとがもっとがもっと知知知知りたいりたいりたいりたい！！！！

全体全体全体全体シェアシェアシェアシェア～～～～こんなこんなこんなこんな意見意見意見意見がでましたがでましたがでましたがでました～～～～

• 日常の活動の様子をもっと発信してほしい。

からくからくからくからくわわわわ丸丸丸丸のののの活動活動活動活動がもっとがもっとがもっとがもっと知知知知りたいりたいりたいりたい！！！！

• 海も山もある、起伏の激しい縦長の地形をいかして、

日本一しんどいトライアスロン？！

• 伝統芸能をこども世代に引き継いでいってほしい。

唐桑唐桑唐桑唐桑でこんなことやってみたいでこんなことやってみたいでこんなことやってみたいでこんなことやってみたい！



来場者のデータ

男性・社会人

男性・学生

22名

性別性別性別性別・・・・所属所属所属所属 n=86n=86n=86n=86

男性・社会人

26名

女性・社会人

16名

女性・学生

22名

22名

� 想定をはるかに超える来場者数で

した。ありがとうございました。

� 男女ともに、社会人、学生の数が

均衡。今後も、学生のフットワーク

の軽さ、社会人の経験など両者の

強みを活かして、地域につなげて

いくような活動をしていきたいです。



アンケート集計（コメント抜粋）

①本日のイベントで参加してよかったこと

・からくわ丸の活動を詳しく知れてよかった

・地元の声が聞けた

・自分と同じような想いを共有できた

・たくさんの人（様々な年代、活動者）と会えた

・唐桑で会った人にまた会えた

・つながりをもつことができた

・からくわ丸の目指すところが分かった

・若い力が被災地へ元気を与えていることが感じられた

②もっと聞きたかったこと・知りたかったこと

・ワークショップの時間がもっと欲しかった

③意見・感想を自由に

・こういうイベントを続けてほしい。

・またやってください！

・ネット上での情報発信をお願いします。

・どんな風に人を巻き込んでいったのか気になります！

・また唐桑行きます！

・最後のディスカッションをもっと長くとってほしかった。

・関東でも集まることができたらいいなと思いました。

・自分も似ている活動をしているので一度じっくり話したい。

・長期的なスパンで物事を考えていくことは大切やなと思いま

した。これから行政の職に就く身にとって勉強になりました。

・集合写真を撮って、この熱気を唐桑に届けてほしかった。・ワークショップの時間がもっと欲しかった

・唐桑での今後のイベント情報

・地元の人の話をもっと聞きたかった

・からくわ丸のメンバー、日々の活動のこと

・楽しそう！なアイディアを出すヒケツを知りたい

・活動を続けたことによる変化

・からくわ丸の持っているアイディア

・今後の活動予定、東京での活動予定も

・唐桑で必要としているお手伝い

・唐桑の今の問題点

・活動の苦労したこと、困ったこと

・クッキングババのレシピを今後どうやって公開していくか

・現地で他のボランティア団体とどうつながっているか

・唐桑の場所、まちの情報、自然について

・よそものとして、地元住民との距離感の保ち方

・私たちがどうやって外部と地元の人をつなげるか

・お年寄りについて

・集合写真を撮って、この熱気を唐桑に届けてほしかった。

・「与えるボランティア」はもう求められておらず、これからは

相互に影響し合っていくべきという考えが、私のモヤモヤを

スッキリさせました。

・宮城出身者として感謝しています。私も宮城のためにやって

いきたいと思います。

・唐桑に来た頻度は少なくとも、真剣に唐桑の事を考えてい

る人が大勢いた事に感動した。魅力的な方が多かった。

・共にがんばりましょう！自分が出来ることを、出来るだけ！

・仕事柄参加している自治体の企業誘致セミナーより比較に

ならないくらい面白かった。

・現在の東京一極集中体制では、今回の震災の様な時に

は、活動に混乱を招くと思う。地方の声を中央に届けていけ

ればと思う。

・社会人になりなかなか唐桑に足を運べなくなって、それでも

つながっていくには何ができるでしょうか？唐桑からの情報

発信は本当にありがたいです。



さいごに

� 本当にたくさんの方に足を運んでいただきました。ありがとうございました。唐桑というまち、

そこで出会った人にこれからも関わってみたい、そんな想いでスタッフ併せ計100名が一堂に

会しました。これは私たちの活動にとっても、唐桑の将来にとっても貴重な宝になるに違いな

いと今はわくわくしています。

� 今、被災地区は家屋の基礎の撤去が完了しつつあり、ただただ閑散とした荒野が広がるの

みです。つまりゼロです。本当の「復興」は実はこの2013年から始まります。でも「復興」って

何でしょう。住民には「もとに戻すだけでいいのか？」という不安もあります。そこで最近「ビ

ルド・バック・ベター」という言葉を現場で聞きます。地域住民は、私たちの想像以上に自分

たちの手で震災以前よりもいいまちを創っていこうと模索し、アクションを起こしています。たちの手で震災以前よりもいいまちを創っていこうと模索し、アクションを起こしています。

今、私たちに求められているのは、私たち自身が震災にとらわれることなく、東京を棚に上

げることなく、同じ日本社会に生きている身として、よりよい地域づくりを模索しようという心

意気ではないかと思います。それが私の目指す地元住民との「協働」です。

� 「震災で失ったものは多く、得たものは少ない。でもゼロじゃなかった。あなたたちとのつなが

りは震災がもたらしたものなんだよ」そう言ってくれる住民は少なくありません。その言葉を信

じ、これからも私たちが一丸となってそれぞれの強みを活かし、復興まちづくりに細く長く関

わっていきたいです。これからも唐桑、気仙沼、三陸、そして幣団体を宜しくお願いします。

からくわ丸-Karakuwa Designers Leagueメンバー一同

代表して加藤拓馬より


