
■啄木・賢治  ■平泉・世界遺産  ■盛岡三大麺 ■携帯サイト ■新聞購読 ■社員募集 

4月11日（木） ｜ トップページ ｜ スポーツ ｜ 企画・特集 ｜ 暮らし・文化 ｜ 経済 ｜ リンク

ツイートツイート 8 いいね！ 9
0

 検索  
WWW http://www.iwate-np.co.jp

【大船渡】漁協に浮き球募金　横浜のボー
イスカウト

　大船渡市三陸町綾里の綾里漁
協（佐々木靖男組合長）への支
援活動を行う横浜市のボーイス
カウト横浜第８団は４日、同漁
協を訪れ、漁に使う浮き球に集
めた「浮き球募金」約１２万円
を贈った。

　同団の中島一郎副団委員長
（５６）の家族４人が来訪。団員が横浜市の街頭で集めた募金が
入った浮き球を佐々木組合長に手渡した。

　同団は昨年、綾里地区出身の大和田豊助さん＝千葉県＝と、募
金を同漁協へ届け三陸鉄道綾里駅も清掃した縁がある。

　中島さんの長女で関東学院六浦高３年菜緒子さんは「直接届け
たかった。草取りした三鉄にも乗れた」、次男で城郷中１年彰彦
君は「復興に役立ててもらいたい」と思いを込めた。

【写真＝佐々木靖男組合長に浮き球募金を手渡す（左から）中島
菜緒子さん、玲子さん、彰彦君、一郎さん】

(2013.4.5)

 岩手のニュース
内陸の子と復興応援歌　アンダーパス、1500人分
収録
三鉄「お座敷列車」運行　GWに合わせ27日から
除染必要戸数調査へ　一関市、2万3千戸を詳細測
定
加森観光、夏油スキー場撤退へ　北上市に伝える
土地問題の復興加速へ　震災から2年1カ月
被災地に春ほんのり　陸前高田でスイセン咲き始め
一関・室根山14日山開き　県内トップ切り
桜ライン311が受賞　陸前高田、日本クリエイショ
ン賞
古里の医療担う力に　岩手医大入学式
被災彫刻、補修し公開　県立美術館で特集展示
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企画・連載

復活　南リアス線

〈中〉「人の集まる場所」守り続け

　三陸鉄道南リアス線が吉浜―盛駅間で運
行を再開した３日午前。両駅間にある綾里
駅では、震災まで２０年間駅の売店に立ち
続け、震災後も店を切り盛りしている大森
ユキコさん（６４）が、横浜市から訪れた
自営業中島一郎さん（５６）一家と談笑し
ていた。

　震災後、同駅には南リアス線をテーマに
卒業論文を書いた大学生やボランティア
ら、多くの人が訪れた。ボーイスカウトの
指導者でもある中島さんは２０１２年８
月、子どもたちと同駅を訪れた。線路の草
刈りなどをし、その晩は駅前にテントを張
って野宿。駅の守人(もりびと)でもある大
森さんとも懇意になった。

　「漁協からもらったブリ、みんなで解体
したねえ」と大森さんが振り返った。中島
さんは「動いている列車を見られて良かっ
た。また来たい」と笑顔で答えた。

◇

　震災時、綾里駅はレールが少し持ち上がった程度で被害が少なかっ
た。しかし、盛駅近くの踏切はレールがぐにゃりと曲がり、一部では折
れていた。被害状況を知り、「復旧は無理かな」との思いが頭をよぎっ
た。

　それでも、２０年間勤めてきた綾里駅と別れることは想像できなかっ
た。１１年４月、大森さんは駅の売店を運営する大船渡市観光物産協会
に呼ばれた。待っていたのは「解雇させてもらう」との言葉だった。

　それでも、週に２～３回、駅に通った。駅には地域に数少ない公衆ト
イレがあり、震災後、被災者や復興支援で駆けつけた人たちの利用が絶
えなかった。「私が掃除をしないと」という責任感からだった。
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震災前の綾里駅の時刻表（奥）と、
運行再開にあわせて作成した手書き
の時刻表（手前） 横浜市から来た
中島さん（右）一家と談笑する大森
さん（左から３人目）（３日午後１
時２２分、大船渡市の綾里駅で）

震災前の綾里駅の時刻表（奥）と、
運行再開にあわせて作成した手書き
の時刻表（手前） 横浜市から来た
中島さん（右）一家と談笑する大森
さん（左から３人目）（３日午後１
時２２分、大船渡市の綾里駅で）
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大容量 SSD で 10 倍の超高速 SQL Server
SSD Appliance 驚きの低価格で新登場
迷ったらこれを予約！【大手旅行会社おすす
めランキング】

 鈴木市長の夕張通信
 モレシャン夫妻の北陸記
 ＯＳ☆Ｕ新聞部
 鉄の掲示板
 温泉宿検索「ゆあみびと」

 メールはこちらへ

PR情報



関連記事・情報

Ads by Google

 ピックアップ

　その年の６月、協会から「人が集まる場所が必要なので、やはり再開
したい」と打診があった。「待ってました」と快諾した。「もう一度や
れるんだ、と思うとうれしかった」

　７月に駅の売店を再開した。駅の待合室には地元の高齢者らが集ま
り、茶飲み話をする場になった。列車は運行されず、「何のために店を
開けるのか」と思ったこともあったが、ほぼ毎日、ホームの掃除は欠か
さなかった。

　ダイヤが決まると、真新しい紙に黒と赤のペンで手書きの時刻表も用
意し、運行再開の日を待った。

◇

　運行再開となったこの日、綾里駅には、駅舎からあふれるほどの住民
が押し寄せ、小旗を振って列車を歓迎した。大勢の乗客が乗っている列
車を見るのは、本当に久しぶりだった。感極まった大森さん。「三鉄
は、常に私のそばにあった家族のようなもの。震災前の日常が、戻って
きた」。心からそう思った。

（2013年4月4日  読売新聞）

【企画・連載】〈下〉沿岸交通網客足戻るか (4月5日)
【震災情報】南リアス線　吉浜～盛、期待乗せ運行再開 (4月4日)
【岩手】復興行き“発車オーライ”　南リアス線一部再開 (4月4日)
【大震災】南リアス線、２年ぶり運行再開…吉浜―盛駅間 (4月3日 17:45)
【大震災】感謝の汽笛で再出発…３日運転再開の南リアス線 (4月2日 16:52)
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