（↓昔からある何気ない物置きの説明をする住民）

（↓絵地図を囲んで思い思いのエピソードを語り合う住民）
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まち歩
まち歩き活動 本格化
9 月－松圃（
松圃（まつばたけ）
まつばたけ）地区
ノウハウの定着
ノウハウの定着と
定着と課題
9 月 12～13 日にかけて、松圃地区にてまち歩き活動を行った。協力者は、東北学院大学災害ボランティアステー
3 月から思考錯誤を重ねて実施してきたまち歩きが、約月 1 回 2 日間のプログラムとして定着してきた。絵地図の
ションより派遣された 9 名の学生。12 日、3 班に分かれ、それぞれ地元案内人と一緒に地区内を歩き、「あるもの
クオリティも上がり、発表会の規模も拡大した。今後は、他の地区でも実施する（町内 12 地区）傍ら、今後得た情
探し（解説①）」を実行。近所の住民だけが使用する浜への近道や伝統芸能の作り手、築 100 年超の御殿などを
報をどう活用していくのか、そもそもテーマ設定はこれでいいのか、専門家のアドバイスを受けながら調整していく
発見。13 日には、地区内の施設で、3 班が収集した地域の情報を 1 枚の模造紙（絵地図）と 1 人 1 枚の情報カー
必要がある。
ドに集約。午後には発表会を開催し、その後絵地図を囲んで地元住民と一緒にいろいろと意見を出し合った。今
＜スケジュール例＞
回の特徴は、地元案内人が年配のお母さんたちだったということ。生活面に関する話題や、ご近所への訪問が豊
富だった。 （↓歩きながら学生の質問に答える地元のお母さん） （↓学生らが作成した絵地図）

初日
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

2日目

集合・オリエン
まち歩き
案内人と昼食
まち歩き
各班 振り返り

まとめ
…絵地図・情報カード作
12:00-13:00 昼食
13:00-14:00 まとめ＆発表会準備
14:00-16:00 発表会＆意見交換
9:00-12:00

フィードバックの強化
フィードバックの強化
この 9 月から 11 月は、住民へのフィードバック（アウトプット）を強化
した季節でもあった。まず、直接的に関わってくれた案内人、訪問
人などには、絵地図を A3 に縮小コピーしたものをラミネート加工し
て、情報カードとともに配布。（写真右）次に、絵地図自体はまち歩
き活動終了後、一定期間公民館に展示した。

11 月－中（なか）
なか）地区
さらに、地元のイベントとタイアップが相次ぐ。10 月 5～7 日、気仙
11 月 24～25 日、今度は中地区にてまち歩き活動を実施した。共催は、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ
沼での「三陸映画祭」にて、活動の紹介パネルと今までの絵地図と
ンター（WAVOC）。8 名の学生を派遣してもらい、スタッフは 6 名で、計 14 名が参加。9 月と同様に、初日に 3 班
カードを展示。NTTDocomo の協力で、メイン会場の市
で歩き、2 日目に地区の集会所でまとめの作業と発表会を行った。今回、力を入れたのが 2 日目の発表会。事前
民会館の大ホール入り口に展示した。10 月 26～28 日
に自治会の協力を得て回覧板を回し告知することで、30 人近い住民が集まった。東京の学生が若い客観的な視
「唐桑地区市民文化祭」にて、上と同じものを燦さん館
点で地区の魅力を発表する様子を、興味深く聞き入ってくれた。また学生が制作した絵地図を囲んで意見交換
に展示。住民にも認知され始め 11 月 11 日、唐桑地区
する場もおおいに盛り上がった。また今回は、（後述する）地元の若者がまち歩きに参加。「自分も知らないことば
社会福祉協議会主催「福祉まつり」での展示もスムーズ
かりだった。改めて地区を知るいい機会になった」と話してくれた。
に決まった。福祉まつりでは、来場してくれた住民との
解説①
解説①
意見交換や感想のヒアリングに重点を置いた。
まち歩き活動は、まちづくりの手法「地元学」を参考にしている。地元学では、まちを元気にするためにまず「住民
（写真右）
自らが地元を調べる」必要性を説く。普段生活していると気づかないことばかり。このまちには一体何があるのか、
外部の学生（客観性）を交えて、調べていくことが「あるもの探し」。生活に関することから、歴史、食、水のゆくえ、
家のつくりまでテーマはいろいろ設定できる。つまり、この企画のねらいは、学生が地域を知ることではなく、地元
1
住民に地域を再発見してもらうことにある。再発見したら、それを活用する方法を考えていく作業が待っている。

2

からくわルーキーズサミット 開幕
私たちの拠点プレハブ（通称「からくわホーム」）に 7 月ころから、夜になると地元の若い人たちが新たに 5 名前後
集まるようになった。はじめは「外から来た大学生らが何か活動しているらしい」と興味本位での訪問だったが、
徐々に活動の理解者、協力者となってくれる。もともとホームに来ていた梶原政芳氏、尾形智洋氏、男乕勇介氏
（からくわ丸発起メンバーでもある）に加え、地元の若手の協力者が増えた形になる。話は唐桑の将来に及ぶこと
も。そして、彼らとの協働をもっと具体化するために、9 月から月に 1 回唐桑のまちづくりについて話し合う場、「か
らくわルーキーズサミット」を地元の喫茶店 GIGI にて開催することとなった。「若者によるまちづくり」を推進してい
くことが目的。
9 月の第 1 回では、事務局からからくわ丸の事業紹介、GOTEN シリーズ（後述）、「からくわ未来予報誌

（デザイン原図）

KECKARA けっから。」の次回作についてアイディア出しをした。10 月には、世代間交流を目的に地元住民数名
をゲストとしてお呼びした。テーマは「臨海劇場」「まちづくりカンパニー」について。これは約 20 年前に、当時若

公益社団法人 Civic Force のパートナー協働事業
のパートナー協働事業に
協働事業に
手の地元住民が集まってまちおこしを目的に企画したイベントと起業した会社の名前。中心的に関わった方々を
まち歩き活動やからくわルーキーズサミットが、「気仙沼市唐桑町における地域活性化のための復興まちづくり支
お呼びして、当時の想い、これからの若者への期待などを伺った。11 月には、来年に向けての活動体制などに
援 事業 」 と して公 益 社 団法 人 Civic Force の NPO パ ート ナ ー協 働事 業（ 第 4 期 ）のひ と つに決 定 。
ついて話し合った。毎月、事務局らスタッフ含めて 10～20 名が参加。
（http://www.civic-force.org/emergency/higashinihon/npo/part04/）9 月からの 5 ヶ月間、予算 295 万 3 千円で
この若い人たち（「ルーキーズ」と呼ばれるようになった）は 9 名に上り、普段の作業やまち歩きにも休日を利用し
事業委託契約を交わした。事業紹介記事は以下。
て参加してくれるようになった。まちづくりには 3 つの「もの」が必要だと言われる。客観敵視点をもち、地域のしが
「まち歩き」で見える地域の魅力 http://www.civic-force.org/activity/activity-987.php
らみにとらわれない「よそもの」、次世代を担う「わかもの」、そして「○○バカ」と呼ばれるような愚直に突き進む「ば
“よそもの・わかもの・ばかもの”の力 http://www.civic-force.org/activity/activity-989.php
かもの」。ルーキーズサミットは、この「よそもの」と
「わかもの」が協力して「ばかもの」になれる場にし
ていきたい。彼らと来年以降からくわ丸の活動を

唐桑中学校 放課後教室

観光戦略会議への
観光戦略会議への出席
への出席

11 月から、事務局の渡辺と中内らが唐桑中学校に

気仙沼市観光課主催、「気仙沼市観光戦略会議 コ

て、気仙沼市教育委員会主催の放課後教室に学び

ミュニケーション部会」へ出席が決定。隔週の頻度

支援員として参加。受験生である 3 年生を対象に

で、観光におけるコミュニケーション戦略について話

実施していて、有志 30 名近くの自習のサポート

し合っている。外部支援者で声がかかったのは、から

を行っている。「丁寧に見てもらえるので、子どもた

くわ丸の他、ジャパン・プラットフォームら 4 者。住民

ちにとってはとてもいい学習環境」と親御さんたちか

による観光事業の基盤づくりとして、まち歩き活動が

らとても好評。年明けには小原木中学校でも行う予

評価され、11 月には当部会で事業紹介プレゼンを行

定。

った。

イベントのコーディネート
9 月に、フェリス女学院大学の音楽グループ VIVO に

遠征の
遠征の機会
日本災害復興学会へ
出席―
日本災害復興学会
へ出席
―

よる「秋のふれあいコンサート」（燦さん館にて）や、広

10 月、日本災害復興学会 2012 年度福島大会 エ

島大学の学生によるアカペラコンサート、大道芸の披

クスカーションと分科会「復興人材」に参加。分

露（唐桑幼稚園・中井小学校・唐桑小学校にて）に、

科会では団体紹介を行った。福島の現状を知る、

一緒に支えていくことになりそうだ。

GOTEN シリーズ 誕生
デザイン会社「デビルロボッツ」の協力を得て、「唐桑御殿」をモチーフにした
ロゴが入った、地域オリジナルグッズの製作を始めた。T シャツを皮切りに、ス
テッカー、タオル（予定）を製作、唐桑半島ビジターセンター、唐桑商会や各
イベントにて販売している。「唐桑御殿」は遠洋マグロ船の漁師たちが建てた
現地コーディネート役として協力した。

また他地域の支援活動を知るいい機会となった。

荘厳な入母屋造の家屋を指し、町内あちこちで見られることからこう呼ばれる

大隈塾稲門祭スペシャル
大隈塾稲門祭スペシャル パネリスト―
パネリスト―
ようになった。立派な屋根が特徴で、漁師たちの誇りの象徴だ。デザイン原案

「KECKARA けっから。
けっから。」東京
」東京へ
東京へ

はルーキーズ（地元の若者）らと話し合い、唐桑の魅力を町内外に PR するこ

コミュニティ誌「からくわ未来予報誌 KECKARA けっ

とを目的に御殿を取り上げることとなった。

から。」が東京に進出。渋谷「ONLY FREE PAPER」

（写真右：屋根のイメージと「GOTEN」の字が入った T シャツ）
3

や池袋「宮城ふるさとプラザ」での配置が実現した。

10 月、早稲田大学「稲門祭」における「大隈塾
稲門祭スペシャル」に代表加藤がパネリストとし
て登壇した。ファシリテーターは田原総一朗氏。
4
まち歩き活動などに関して意見交換をする。

唐桑ボランティア
唐桑ボランティア団定例会
ボランティア団定例会 見直しへ
見直しへ
お知らせ

新コーナー「
コーナー「みんから」
みんから」！！

唐桑地区における復興支援者の連絡会「唐桑ボラン
ブログ版「唐桑航海日誌」に新企画「みんから」が
・国際交流協会主催 遊歩道ハイキング参加（28 日）

・岩手県田野畑村へ体験学習先進地視察研修（4 日）

ティア団」（週 1 回）の会議内容について、見直しが
オープン！「みんなの唐桑訪問記」略して「みん

・日本 NPO 学会による「唐桑ボランティア団」ヒアリング

始まった。協議内容の充実を図るなどの改善案ととも
から」。唐桑を訪れた皆さんから、これぞ唐桑の

（9 日）

に、来年度以降の展望についても話し合われ始めて
お宝！と思ったものを書いてもらい、写真付きで

11 月
・ルーキーズによる気仙沼、陸前高田ツアー（28・29

いる。ちなみに現在出席者は、社会福祉協議会や地
アップしていきます。外から見た唐桑の魅力とは
域支援員、サポートセンターなど半数以上が地元出

日）

子ども関連事業 ・朝の交通整理

・若手支援者の会（＠石巻）出席（29 日）

パートナー事業：からくわ夕市 ・夕市お手伝い（毎週

何なのか…是非ご覧ください！
身支援者となっている。
活動ブログ「唐桑航海日誌」よりどうぞ。
土曜）

毎週水曜日 14 時より総合支所 2 階にて。
http://blog.canpan.info/karakuwamaru/

・リアス牡蠣まつりのお手伝い（17・18 日）

10 月
パートナー事業：唐桑御殿 つなかん ・つなかん案

事業の
「考
事業の 3 本柱―
本柱―「再発見」
再発見」「発信
「発信」
発信」
「考える/
える/つなぐ」
つなぐ」

子ども関連事業 ・朝の交通整理

内資料作成

パートナー事業：からくわ夕市 ・夕市お手伝い（毎週

・お手伝い（15・16 日）

土曜）

パートナー事業：からくわストラップ（福祉の里仮設住

・「収穫祭」お手伝い（27 日）

宅 C 棟） ・東北大学学園祭にてストラップ販売（2-4

パートナー事業：唐桑御殿 つなかん ・屋内での写

日）

真掲示 準備、設置作業

パートナー事業：カラット ・企画部会 出席（1 日）

パートナー事業：からくわストラップ（福祉の里仮設住

・ノルディックウォーキング 参加（11 日）

宅 C 棟） ・足湯（24 日）

・理事会 傍聴（29 日）

その他 ・K-NET 気仙沼復興支援ニュース市民アナ

その他 ・K-NET 気仙沼復興支援ニュース市民アナ

ウンサーとして出演

ウンサーとして出演

・「疑問を解決！NPO 法人設立講座」（＠仙台）参加

・RQ 聞き書きプロジェクト協力、同行（10 日）

（3 日）

・若手支援者の会（＠唐桑）開催協力 参加（17 日）

・「気仙沼 T シャツアート展 2012」（＠復幸マルシェ）

・リアス牡蠣まつりでブース出店、一丸さんブースのお

お手伝い（6-8 日）

手伝い、片付け（18-19 日）

・RQ 聞き書きプロジェクト協力、同行（6 日）

・弘法様の果報だんごの会（＠中区） 出席(23 日)

・唐桑公民館主催 栗駒山トレッキング参加（10 日）

・「市民活動団体・NPO のための市民活動無料相談

・エスペック株式会社・福知山環境会議主催「緑のカ

会」 （＠市役所）出席(26 日)

今後、からくわ丸のメインとなる事業が見えてきた。①「まち歩き活動」など地元学を参考にした“あるもの探し”、②
「からくわ未来予報誌 KECKARA けっから。」の発行、③「からくわルーキーズサミット」などまちづくりへの参画機
会づくり、の 3 つ。
これらとともに、からくわ丸の活動指針も改めて固まってきた。それは、地域の「再発見」「発信」「考える・つなぐ」
以上 3 つの作業をサイクルのように繰り返すこと。地域の再発見をし、それを発信することで、いろんな人と今後の
地域について考え、つながりが生まれていく。そして、その仲間たちとまた再発見
の作業に入る…（右図）
地道で時間のかかる作業であるが、住民主体のまちづくりには欠かせない
サイクル。また、
「まち歩き活動」…地域の再発見
「KECKARA けっから。」…地域の発信
「からくわルーキーズサミット」…地域を考え・つなぐ場
と、メイン事業はそれぞれの目的が 3 者に対応している。この 3 者を細く長
く続けていきたい。
＜まちづくり地道
まちづくり地道サイクル
地道サイクル＞
サイクル＞
ーテン資材・土の撤去作業」（13-14 日）

・観光再生フォーラム（＠市民会館）参加（28 日）

・中区運動会 参加（14 日）

・
“からくわ夕市会”の方たちとりんご狩り参加＠千

・ルーキーズと船出しのための石運びワーク（＠小鯖）

葉貫三さんのりんご畑（29 日）

・足湯（24 日）

（18 日）

・ルーキーズによる気仙沼ツアー（29 日）

・「お月見会」お手伝い（30 日）

・さつまいも掘り（＠大沢地区）（27 日）

その他
その他 各事業の
各事業の活動進捗
9月
子ども関連事業 ・朝の交通整理

パートナー事業：からくわ夕市 ・夕市お手伝い（毎週

・中井キッズクラブのお手伝い（5 日）

土曜）

・小原木小学校での放課後教室（市教委主催）

・「彼岸市」お手伝い（19 日）

パートナー事業：唐桑御殿 つなかん ・三菱地所ボ

パートナー事業：カラット ・企画部会出席（5 日）

【お振込先】

ランティア受け入れお手伝い（18-19 日）

・広報部会出席（8 日）

ゆうちょ銀行

パートナー事業：からくわストラップ（福祉の里仮設住

その他 ・RQ 聞き書きプロジェクト協力、同行（1 日）

店番：８１８ 科目：普通

宅 C 棟） ・「フルートの夕べ」お手伝い（6 日）

・「渡辺謙さんと気仙沼を語ろう」お手伝い（2 日）

口座番号：００４５７８８

5

からくわ丸の活動を応援してください。よろしくお願い致します。
寄付（カンパ）募集中です。

6

口座名義：カラクワマル カラクワデザイナーズリーグ

