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震災 風化を防げ　気仙沼市民が演劇で発信　(3/2付)

公演に向けて最終調整する出演者

　気仙沼市内の有志らが、東日本大震災当日の様子を伝える演劇を制作した。被災者が直

接演じることで、風化防止や前を向いて生きていくメッセージを込めた。今月下旬の公演に向

けて汗を流している。

　演劇は「それでも明日はやってくる」。震災で津波を経験し、船を沖出しした漁師の父や、家

を流されるのを目の当たりにした祖父などの家族が避難所に入るまでの物語。

　衣装や舞台セットなども含め、すべて手作りで、実際に自宅が流されたり、家族を失ったりし

た市内鹿折地区と唐桑地区の住民ら６人が演じる。公演は群馬県の高崎市民活動センター

(１９日午後４時)と東京都のめぐろパーシモンホール(２１日午前１０時から)の２カ所。福島県南

相馬市の住民らによる演劇もある。
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[PR] お⾦がない︕安⼼かつ低⾦利の銀⾏カードローンを⽐較

毎⽇新聞 2016年3月19⽇　地⽅版

東⽇本⼤震災
被災者⾃ら寸劇　⾼崎市⺠活動センターできょう上演　みなかみ
のＮＰＯ企画　／群⾺

社会⼀般 群⾺県

⽣活再建へ奮闘／故郷追われ不安・怒り 

　東⽇本⼤震災で被災した宮城県気仙沼市と福島県南相⾺市の住⺠１８⼈が、
苦悩しながら奮闘する生活をそのまま演じる寸劇が１９⽇、⾼崎市で上演され
る。企画したＮＰＯ法⼈「こころの応援団」（みなかみ町）代表の千代田すみ
⼦さん（５７）は「前向きに今を生きようとする姿を、被災者⾃らが演じる寸
劇。多くの⽅々に⾒てもらうことが応援メッセージになる」と話している。 

　寸劇は約３０分の作品２本⽴て。第１部「それでも明⽇はやってくる」には
気仙沼市の４０〜７０代の６⼈が出演。津波に生活を奪われた漁師⼀家が、絆
を感じながら希望をつないでいく。第２部「それでもここで生きていく」は南
相⾺市小⾼区を離れ市内の別地区にある仮設住宅で暮らす１０〜８０代の１２
⼈が演じ、東京電⼒福島第１原発事故によって故郷を追われた不安や怒り、新
たなコミュニティーでの支え合いが描かれる。 

　千代田さんは震災直後から被災地でのボランティアや、群⾺県内に⼀時避難
した南相⾺市⺠の支援に携わり、今も定期的に気仙沼や南相⾺を訪れ、住⺠と
の交流を続けている。寸劇の台本は２本とも千代田さんが原案を作り、出演者
と練り上げた。昨年５月から月１、２回のペースで稽古（けいこ）。震災と原
発事故から５年がたち、⾵化を感じて「⾃分たちは忘れられているのかな」と
こぼす⼈もいた。今では「寸劇を通して年代を超えた仲間ができた」と話すメ
ンバーもおり、意欲⼗分で本番に臨む。 

　１９⽇の上演は午後４時〜５時半、⾼崎市⾜⾨町の市⺠活動センター・ソシ
アスで。⼊場無料。２１⽇には午前１０時〜１１時半、東京都⽬⿊区のめぐろ
パーシモンホールで公演する。こころの応援団（０２７８・６６・
０９９９）。【尾崎修⼆】 
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【群馬】

舞台でも助け合い、実体験を熱演　原発事故の苦難 仮設住宅での
絆…

2016年3月20日

　東日本大震災と原発事故をテーマにし
た、福島県南相馬市と宮城県気仙沼市の
仮設住宅で暮らす被災者らによる寸劇が
十九日、高崎市の市民活動センターで初
演された。発生から五年。震災当初の不
安や恐怖に立ち向かい、家族や地域の絆
を胸に復興に向かう姿を熱演し、会場は
拍手に包まれた。　（川田篤志）

　震災後から南相馬と気仙沼で被災者の
心のケアを続ける、みなかみ町のＮＰＯ
法人「こころの応援団」の千代田すみ子
代表（５７）が、風化防止につなげようと企画した。

　劇は二本立てで、被災者の体験談を基に千代田さんが脚本を書いた。気仙沼の六
人、南相馬の十二人とも素人だが、昨夏から稽古を重ね、この日早朝からそれぞれバ
スで来県した疲れを見せず、練習の成果を披露した。

　気仙沼で津波に襲われた家族を描いた「それでも明日はやってくる」では、「家族
が無事ならそれでええ」と印象的なせりふが響いた。南相馬の「それでもここで生き
ていく」では、予期せぬ原発事故で避難を強いられた苦難や、仮設住宅で絆を深める
住民たちの姿を熱演した。

　終演後は全員が舞台に立ち、観客に感謝を伝えた。気仙沼の小野寺忠行さん（７
４）は「せりふが覚えられず夢にまで出てきた」と苦労話を披露。「被災時は『津波
はたいしたことない』と油断があり、心構えが大切と実感した。震災の教訓を後世に
伝えて」と訴えた。

　南相馬の半杭英夫さん（８２）は「今日演じたのは実体験。地域の人とバラバラに
なるなど大変だったが、仮設住宅で新しい絆もできた。少しでも皆さんに伝わったら
うれしい」と話した。

　千代田さんは「今日もミスがあったけれど舞台上で助け合う姿に震災の体験がここ
でも生きていると感じた。群馬の人も被災地のことを忘れずこれからも応援して」と
呼び掛けた。

　観劇した高崎市の主婦植村俊子さん（７２）は「被災地で何か手伝いたくても遠く
て何もできずにいた。出演者の『震災の記憶を伝えていこう』という心意気に感動し
た」と話した。

企画特集

アクセスランキング

【神奈川】県立高入試　１５年度も採点ミ…
【茨城】公示地価　常総住宅地の落ち込み…
【神奈川】公示地価　住宅、商業地とも上…
【神奈川】鎌倉大仏の状態は「良好」　調…
【埼玉】＜センバツ甲子園＞きょう初戦　…

TOKYOweb関連サイト

携帯情報サービス
ニュースクリップ
記事データベース
思い出新聞
東京新聞フォトサービス

0シェアシェア

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.tokyo-np.co.jp%2Farticle%2Fgunma%2Flist%2F201603%2FCK2016032002000183.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%3A%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8A%A9%E3%81%91%E5%90%88%E3%81%84%E3%80%81%E5%AE%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%92%E7%86%B1%E6%BC%94%E3%80%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E8%8B%A6%E9%9B%A3%20%E4%BB%AE%E8%A8%AD%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%B5%86%E2%80%A6%3A%E7%BE%A4%E9%A6%AC(TOKYO%20Web)&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.tokyo-np.co.jp%2Farticle%2Fgunma%2Flist%2F201603%2FCK2016032002000183.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201603/CK2016032002000183.html
http://as.ch.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=0000182ae29946ae00000000/SITE=TOKYO.TOP/AREA=GIF.TEXT.A/AAMSZ=50X50/OENCJP=SJIS/acc_random=47654777/pageid=13904340
http://as.ch.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=0000182ae29946ae00000000/SITE=TOKYO.TOP/AREA=GIF.TEXT.A/AAMSZ=50X50/OENCJP=SJIS/acc_random=47654777/pageid=13904340
http://as.ch.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=0000182ae29946ae00000000/SITE=TOKYO.TOP/AREA=GIF.TEXT.A/AAMSZ=50X50/OENCJP=SJIS/acc_random=47654777/pageid=13904340
javascript:slideShow2('rankId',0);
javascript:slideShow2('rankId',1);
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/weekly/
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/rain/
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/ultraviolet/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201603/CK2016032002000183.html#contentstop
http://www.tokyo-np.co.jp/
https://cgi.tokyo-np.co.jp/usr/shidoku_tko/shidoku_tko.php
http://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/
http://www.tokyo-np.co.jp/sitemap/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://as.ch.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=00001969070576fa00000000/acc_random=34746814/SITE=TOKYO.GUNMA/AREA=S.BANNER/AAMSZ=728X90/OENCJP=SJIS/pageid=13904340
http://www.tokyo-np.co.jp/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/sports/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/
http://www.tokyo-np.co.jp/tokyoguide/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/
http://www.tokyo-np.co.jp/weather/
http://www.tokyo-np.co.jp/igo-shogi/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/thatu/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/
http://www.chunichi.co.jp/chuspo/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/metropolitan/
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/culture/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/education/
http://www.tokyo-np.co.jp/book/
http://www.tokyo-np.co.jp/event/
http://www.tokyo-np.co.jp/movie/
http://www.tokyo-np.co.jp/index.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/index.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/index.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201603/index.html
http://as.ch.impact-ad.jp/ADCLICK/CID=00001b68352e736000000000/acc_random=9817321/SITE=TOKYO.GUNMA/AREA=RECTANGLE/AAMSZ=300X250/OENCJP=SJIS/pageid=13904340
http://www.tokyo-np.co.jp/ad/heart-design/
http://digital.tokyo-np.jp/pr/
http://www.tokyo-np.co.jp/ranking/index.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201603/CK2016032302000169.html?ref=rank
http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201603/CK2016032302000191.html?ref=rank
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201603/CK2016032302000168.html?ref=rank
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201603/CK2016032302000167.html?ref=rank
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201603/CK2016032302000178.html?ref=rank
http://www.tokyo-np.co.jp/mobile/
http://www.newswatch.co.jp/bns/chunichi-nc/newsclip/
http://www.tokyo-np.co.jp/database/index.html
http://www.tokyo-np.co.jp/omoide/
http://www.tokyo-np.co.jp/photoservice/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.tokyo-np.co.jp%2Farticle%2Fgunma%2Flist%2F201603%2FCK2016032002000183.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


2016/03/23 13:47東京新聞:舞台でも助け合い、実体験を熱演　原発事故の苦難 仮設住宅での絆…:群馬(TOKYO Web)

2/2 ページhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201603/CK2016032002000183.html

最新記事

サイトポリシー 著作権 個人情報 リンク Copyright © The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved.

　東京公演が二十一日午前十時から、東京都目黒区八雲のめぐろパーシモンホールで
ある。無料。

この記事を印刷する

PR情報

全国の逸品をお取り寄せ！４７ＣＬＵＢ（よんななクラブ）
【47クラブ】お手軽な本格「だしパック」で食卓が変わる！

公示地価　前橋市中心街の商業地２地点　２４年ぶり下げ止まり（3月23日）
空き家問題が解決しない理由　最多は「所有者の合意不能・無理解」（3月23日）
工女姿でおもてなし　富実生が「校内産」梅のケーキ配布（3月23日）
自慢の舞、歌で元気に長生き　安中で芸能発表会（3月23日）
高崎だるま、台湾で人気　　総統選で「勝利に一役」（3月22日）

「桐生祇園屋台」黄金のふすま絵　あすまで公開（3月22日）
ザスパ３選手のプレーに大喜び　沼田のサッカースポーツ少年団（3月22日）
安中・補陀寺で年長園児が２０分間座禅　新１年生へ心の修行（3月22日）
＜センバツ甲子園＞終盤追い上げ　粘り見せた　桐生第一　前半の失点響き涙（3月21日）
＜熱球譜＞度胸示した初公式戦　夏はエースの座を　金田海都（かねた・かいと）投手（３年）
（3月21日）
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