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早稲田大学「1973 年次稲門会」の皆さんへ 

 

当初は被災地の状況把握などを目的とした「先遣隊」として行くこととしていまし

たが、様々な困難を乗り越えて、避難所など４か所でのライブ実現など本来ミッシ

ョンの完遂という形で充実したコンサートツアーとなりました。 

 

  同期の皆さんをはじめ多くの方々の心強い応援ありがとうございました。 

このプロジェクトが今後もより多くのメンバーの支援で持続的に進められることを 

願って、ノウハウの継承を兼ねて活動の詳細を報告します。 

 

 

◆概 要 

 

① 期間    5 月 10 日(火）～13 日(金） 

 

 ② 参加メンバー 

       演奏者 木村 聡子（ヴォーカル） ・ 平林 明子（ピアノ） 

                  ※演奏者プロフィールは巻末を参照 

       コーディネーター 阿久津 壽 ・ 有留 武司 

 

 ③ 訪問地    宮城県仙台市･石巻市･松島町･東松島市･名取市など 

 

 ④ コンサート 

 

  5/11(水) 10：30～ 「宮城野の里」（仙台市宮城野区高齢者施設） 

  5/11(水) 18：00～ 「渡波小学校体育館」  （石巻市避難所） 

 

  5/12(木) 11：00～ 「のびすく仙台」 （仙台市青葉区こども施設） 

  5/12(木) 16：00～ 「サンビュー宮城」（仙台市太白区高齢者施設） 
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◆事前準備 

○プロジェクト結成 

 

 ４月２０日７３年次稲門会幹事会の後の懇親会の場で、平林より被災地で

のボランティアコンサートの提案。その場で阿久津、有留が賛同。相互のスケジ

ュール調整を経て、「げんきに歌おう！プロジェクト」を４月２８日に結成。出発ま

で１３日しかない。携帯とＰＣで４人のメーリングリストで連絡しあい、準備開始。 

 

○コンサートのアポ獲得に苦戦 

 

  「先遣隊」とはいうものの、何とか一回でもライブをやりたい。当初はネット検索

で、宮城県ボランティアセンター、「音楽の力による復興支援事業」（仙台フィル

中心）への団体登録など組織中心に働きかけるが、全く埒があかず。毎日、福祉

施設中心に数十本電話をかけまくった。何せ期日が近い。「ご厚意は有難いです

が今回はちょっと、、、」などの反応が多い。出発日が迫り焦りと疲弊の色が濃く

なったが、５月４日「のびすく仙台」が快諾第１号。６日「宮城野の里」、出発の

前日９日「サンビュー宮城」確定。しかし避難所関係はコンタクトを試みるも固定

電話がなくアクセスさえも困難。石巻ボランティアセンターのメンバーから「こちらに

先遣隊をよこし被災地の実態を見た上で石巻災害復興支援協議会に団体加

盟し、毎夜１９時開催の連絡会でアピールしたら」とのアドバイスに従うことに。 

１１日午後は予定を入れず、避難所でのライブの可否は現地での折衝に委ね

ることにし見切り発車。 

 

○プログラム、歌集作り、リハーサルなど 

 

    演奏先の決定が遅れたため平林母娘は連夜の作業。阿久津は社内および

現地ゼネコン関係者等（稲門同期）との調整、レンタカーの手配など。全員がボ

ランティア保険に加入手続き。 

 

○公式サイト・チラシ作り 

 

営業用のチラシと WEB サイトを作成。 http://satoko-kimura.com/genki/ 

チラシ（巻末参照）は「一般・高齢者向け」と「子ども向け」の２種類を裏表印刷。

作成は聡子担当。  
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○５月６日  

 

平林宅にてメンバー４人が集まり、手料理で戦略会議。ワインで「固めの杯」

を交わし、出陣式を行う。 

 

 

 

○5 月 9 日 

 

  いよいよ明日にせまった出発。 

 

持ち物は演奏に関係するものだけでもキーボード&スタンド、マイク&スピーカー、 

衣装（聡子はドレスと靴をそれぞれ 2 種類）、譜面、歌集 45 冊の大荷物。 

その他に通常の旅支度、長靴やマスク等の被災地での備えなど、すべて揃え

るのにほぼ徹夜状態で準備。 

 

 

 

大急ぎで作った歌集。今後内容をさらに充実させていく予定。 

コンサート中に全員で歌うコーナーはどこでも必ず喜ばれる。 
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◆ツアー日記 

 

５月１０日（火）  

 

○いざ石巻へ 

 

夕方出発予定を無理ムリ繰り上げて、聡子を除く 3 人はキーボード等の器材

を積み１０時高田馬場出発。仕事のため夕方の新幹線で来る聡子とは夜旅館

で落ち合う予定。神宮前の（株）石澤研究所へ寄り、支援物資として提供をいた

だいた基礎化粧品セット１４０組を積み込み、石巻市へ。行程約４２０キロ、何と

しても夕方には石巻に着きたい。事前に道路状況の情報を集めたが、行ってみな

いと実態は分からない。東北道は概ね良好だが強風で時折ハンドルをとられる。

三陸道に入ると段差が所々にあり路面が波打つなど、運転に神経を使うが、阿

久津の巧みなドライブテクニックで無事１７時頃石巻専修大学に到着。 

 
高速道路のボランティア案内所でもらった帽子 

 

協議会開会まで石巻港などの被災地を視察。沿岸部はほぼ壊滅状態で、こ

の無残な風景に私たちは言葉を失う。石巻市では死者・行方不明が東北 悪

の約５７００人。住宅約２８０００棟が全壊だという。現在約１００か所の避難所

に７６００人の被災者が身を寄せている。被災地域では、魚の腐臭と重油混じり

のヘドロなどのひどい悪臭と粉塵でマスクなしでは歩けない。信号も消えている所

が多く、要所のみ警官が手信号で誘導している。市内では未だに満潮時に浸水

する地域があり、用心しないと危険だ。 深部で１ｍにもなるという。車内で夕食の

コンビニ弁当を食べる。 
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石巻市内 

 
石巻漁港。陸に乗り上げている船が見える 

 

○「奇跡のボランティア組織」に加盟 

 

１９時、石巻専修大学内での石巻災害復興支援協議会に出席。伊藤会長

の「おばんです」で始まる。新規団体加盟がこの日だけで私たちを含め４団体。計

百数十団体、毎日千人前後のボランティアが活動中。ガレキ処理、炊き出し、

被災者移送、心のケアー、マッサージ、理美容、キッズ企画など多様な団体が

活動報告。「泥出し１０件完了、継続１５件！」などこの日の成果が次々と白板

に書かれ、拍手と歓声が起こる。続いてキッズ分科会。 
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音楽関係のコーディネートをしているという「１人ボランティア」のＷ君と接触出

来、翌日避難所に同行し館長に会わせてくれるという。 

 

お世話になった W 君 

  

構内には団体テント数十張り。この協議会は「奇跡のボランティア組織」とも言

われ、国内外の災害に真っ先に出動するＮＰＯ「ピースボート」などが拠点を置

き、東北被災地で断トツの延べ７万人ものボランティアを受け入れている。石巻

市の外郭団体である社会福祉協議会とＮＰＯなど民間団体で構成された復興

支援協議会が連携し、ボランティアが活動しやすい仕組みを作った。伊藤会長

は地元で建設業を営み市とのパイプも太く、阪神大震災でのボランティア経験も

あるという。今後、災害時のボランティア受け入れの雛形となり得る「石巻モデル」

と注目されている。 
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○旅館でのハプニング！ 

 

２１時半過ぎに旅館着。新幹線で来た聡子と合流。 

 

しかし旅館側のダブルブッキングで、「宴会場で男女４人同室してくれ、宿代はタ

ダでいいから」と。パーティションで部屋を仕切り、男２人は軽く飲んで爆睡。 

平林母子は我々のイビキの不協和二重奏と寝言に耐えながら深夜２時過ぎまで

小声でリハーサル。 

 

 
30 畳の大部屋。ふすま一枚でとなりは食事会場。 

眠るときはついたてで男女を区切った。 
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５月１１日（水） 

 

○初コンサート開催 

 

高齢者デイサービス、ショートステイ施設「宮城野の里」で被災地での初めて

のコンサートだ。ここは避難所も兼ねているが、被災者が徐々に帰宅あるいは、親

類宅などへ身を寄せ、聴衆は介護スタッフを含め５０人くらい。 

「慕情」で始まり、「夜来香」、「愛燦燦」、聡子お得意の「ディズニー・メドレ

ー」、「日本の四季メドレー」（みなさんで）、「誰も寝てはならぬ」（オペラ「トゥー

ランドット」より）など。アンコールで「北の宿から」と「ふるさと」をみんなで。 

 
楽屋としてお借りした部屋は他のボランティアも使っている。 

彼らが作成したと思われる応援ののぼり。 ↓コンサートは集中して聞いてもらえた。 
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反応がすごく良く、車椅子のお年寄りが笑顔で口々にお礼を言いに来る。 

「いいえ、東京は電気やお米、野菜、そして美味しいお酒まで東北にお世話に 

なっていますから」と言うのが精いっぱいであった。 

 

○午後再び石巻へ ～改めて惨状に愕然 

 

コンサート終了後直ちに石巻に出発。４人で石巻市内の被災状況を視察。 

 

 
 東京でも見慣れた牛角の建物が土台を残し内部はめちゃくちゃに。 
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途中遺体安置所や土葬場所などを通りながら、市内が一望出来る日和山公園へ。

ここから見た瓦礫化した町の姿を一生忘れないだろう。１６万人が暮らしを営んでいた

町の沿岸部、といっても海から数㎞も内陸部に入った広大な地域が壊滅状態だ。 

 

ある小学校では、地震直後に校庭に整列し点呼中を津波が襲い、多くの子供や教

師が流されたという。ただただ立ち尽くした。こんな中でも、八重桜が満開であった。 
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○渡 波
わたのは

小学校避難所へ 

 

昨日約束したＷ君と専修大学で待ち合わせ、避難所へ向かう。車中で彼の

話を聞く。仙台在住で３月下旬から活動。 初はガレキ処理に従事、水に浸った

畳は百キロにもなり男４人でやっと運べ、廃棄場所が段々遠くなり大変だった。バ

イトが出来ないから所持金はガソリン代だけに使うようにしている。食事はボランティ

ア向けの炊き出しを頂く。宿泊は避難所となっている「ラブなホテル」。避難所スタ

ッフなどとのコネクションをこつこつと築き、一人で音楽ボランティアの調整をやって

いるという。 

 

自分の役割と仕事を自力で創り上げていくのがボランティアの神髄だ。避難所

に着き、高橋館長に会う。「いいね～、私は音楽が大好きだから今夜やろう！」と

快諾。館長自身も被災者で、今は市の非常勤職員で糊口をしのいでいるという。

我々は念願実現！で疲れを忘れ設営準備を開始。 

 

まだ断水中でトイレは仮設、使ったペーパーは目の前のポリ袋に入れる。臭気

がキツイ。２か月経っても夕食はパック入り仕出し弁当。揚げ物などカロリーが高く

お年寄りには厳しそう。我々は生協仮店舗で買ったおにぎりとバナナなどの昼食

に車内で４時頃ありつく。 

 

○避難所でのコンサート実現！  

                                  

いよいよコンサートのオープニングだ。事前に館長と相談の上で、今回も敢えて 

お姫様ドレスで聡子が登場。子供たちの歓声が上がる。だが、子供以外はあまり

舞台前に来ない。聴衆は１００人くらい。ただ、各生活スペースで食事をとりながら

時折顔を向けて聴いてくれている。広い体育館で持参のミニスピーカーの音が割

れるギリギリまで音量を上げる。 

 

リズミカルな「ビビディ・バビディ・ブー」に始まり、「星に願いを」、「愛燦燦」、

「さくら(独唱)」、「となりのトトロ～さんぽ」、「アメイジング・グレイス」など。だんだん

避難者の談話もおさまり、みんなが聴き入ってきた。エンデイングが「トゥモロウ」

（「アニー」より）。一人の女性が舞台そばに駆け寄り、アヴェマリアをアンコールに

リクエスト。それに応えた演奏後には、大きな長い拍手が続いた。 
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演奏後にサインと写真撮影会。チェックのシャツが高橋館長。 

 

持参した救援物資の基礎化粧品セット１４０組は５分で「完売」。必要な物を、

本当に必要な人に渡すことができた。 

避難所は被災者の生活の場であり、善意の押しつけや自己満足ではなく、 

良い音楽で束の間の楽しい時間を過ごして頂きたいとの私たちの思いがようやく 

形になった。 
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５月１２日（木） 

 

○「のびすく仙台」でコンサート 

 

ここは、託児所もあり、お母さんと乳幼児がスタッフの支援を受けながら遊び、

交流する「子育て支援施設」だ。平日の午前であり、幼保育児や小学生はおら

ず、乳児と若いママさんが今日の聴衆。会場は乳児の元気な声がけたたましく、コ

ンサートが成立するかな～という不安も始まれば杞憂。 

 

 

 

聡子お得意のキッズ分野だ。「ディズニー・プリンセス・メドレー」、「童謡メドレ

ー」（みんなで）、「歌ってお仕事」（「魔法にかけられて」より）、またみんなで「とな

りのトトロ～さんぽ」「たしかなこと」（小田和正）など。ママさんと乳児がノリノリで楽

しい時間があっという間に過ぎた。 

 

  仙台市内の他の「のびすく」施設から視察に来ていたスタッフの方から、このコ

ンサートをきっかけに次回の演奏依頼のメールが帰京後届いていた。 
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○仙台市沿岸部、名取市の被災地をみる 

 

午後のコンサート会場に向かう途中、若林区、その南の名取市沿岸部の被

災地を視察。仙台市中心部は外形上あまり建物被害が見られなかったが、この

地域は石巻市と違った意味でひどい。帯状ではなく、面的に見渡す限りの瓦礫の

町と化している。ここは、海岸と名取川の両方から津波に遭い壊滅状態となった。

名取市でも１０００人以上の死者・行方不明を出している。 

 

持ち主を失った数百台もの車が放置されたまま点在していた 

 
    瓦礫すら流された砂漠のような地帯 
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○ファイナルコンサート～被災者の返歌に感激！ 

 

仙台市東側の太白区にある「サンビュー宮城」が今ツアー 後の訪問施設。

ここは、宮城社会保険病院に併設された介護老人保健施設で、機能回復訓練

や生活サービスを提供する、病院と家庭の中間に位置する通過施設。しかし現

実には、不足している特別養護老人ホームの入所待機者のウェイテイング施設と

して、あるいは「終の棲家」となる場合も多いと聞く。 

 

ここでは、本物のピアノとアンプ、スポットライトもあり、コンサートの環境としては

高。開演３０分前から、スタッフが車椅子のお年寄りをエレベーターで順次ホ

ールに誘導してくる。中には、ストレッチャーに横たわった寝たきり入所者の方の姿

も。３分前、介護スタッフも含め１００人以上が開演を待つ。ここに、ドレス姿の聡

子と明子が入場。 

 

 

「まあ綺麗ね～」のどよめきと拍手がやんだところで、「慕情」、「シャル・ウィ・ダ

ンス」、「夜来香」、「愛燦燦」、「日本の四季メドレー」（みなさんと一緒に）、誰

も寝てはならぬ。アンコールで「北の宿から」と「ふるさと」をみんなで斉唱。会場い

っぱいの盛り上がりで、ツアー 後のフィナーレ、となるはずだった。 

 

しかし、一人の婦人が突然立ち上がってお礼の言葉を述べ始めた。 
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「私は震災でゆりあげ地区にあった家を流され、娘も天国に行きまして、ここにお世

話になっています。コンサートのお礼に「鯉のぼり」を歌わせていただきます」 

そしてアカペラで朗々と歌い始めた。とても上手だ。 

後で調べたところ、村田英雄の「祝い節」であった。２番が次の歌詞。 

さあさ みなさん手拍子 手拍子 手拍子を  

かわいい初孫 跡取りできた めでためでたの こいのぼり  

登れ天まで 元気よく あすのあすのあすの 日本を背負っておくれ 

聡子も明子も、これまで歌手が泣いては歌えないとこらえていたが、これには 

二人も会場の入所者も介護スタッフももう誰も涙をこらえられない。感動のフィナ

ーレとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日別行動の阿久津撮影。 

仙台新港の変電所近くの線路。 

 

○仙台稲門会を開催！ 

 

この夜、仙台で阿久津の図らいで、ゼネコン東北支社長、元大手コンサル会

社員などと私たち４人の計７人が郷土料理屋で打ち上げ。お二人が稲門同期、

東ガス社員も含め理工学部の建築出身。おもいがけず、現地稲門会となった。

ゼネコン会社では、福島原発を含む東北６県で復興工事を全面展開中で、苦

労話などに花が咲いた。建築家の目からみた震災対応のリアルな話が興味深い。

疲れた心身に酒が染み透る。 
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５月１３日（金） 

 

○被災地視察 

 

この日午前中、仕事で一足早く帰京した聡子以外の４人で、仙台からタクシ

ーをチャーターして被災地の視察。道自体が無くなった地域があり、レンタカーで

は危険だからだ。松島町は、数々の島が防波堤の役割を果たし被害は少ない。

観光船も就航しているが、客の姿はほとんど見えない。牡鹿半島をさらに東進した

東松島市がひどい状況だ。防波堤の内側に入った水が湖状になり、一部の道

路は自衛隊が復興事業用に緊急で作った。瓦礫だらけの町を走ると、自衛隊と

工事業者がときおり目に入る。警察官１０人が、鳶口などを手に縦列で歩いている。

遺体の捜索をしているらしい。広大な田畑が塩水に浸かったまま。ここには、石巻

で多数見かけたボランティアの姿はない。ほとんど手つかずに近い状態である。東

松島市では、死者・行方不明１３５０人、住宅全壊４７４０棟という。 

 

 
東松島 震災後にできた池 
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東松島 人工的に作った道 

 

○東京へ～また東北への決意を胸に 

 

午後東京へ向け出発。たった４日間であったが、被災地の現実を目の当たり

にして数々の思いが込み上げてくる。疲れはピーク状態だが、運転があるので

後まで気が抜けない。平林母娘はプロの音楽家として厳しい状況の中でも常に

高のパフォーマンスを発揮してくれた。阿久津は、運転の多くを担い、またサポ

ーターとして様々な支援を得るなど意を尽くした。限られた資源、時間、情報の中

で４人がそれぞれ 大の役割を果たした。４人のチーム力によって今ツアーのミ

ッションが完遂出来たと思う。 

復興はまだ始まったばかりだ。ボランティアはまだ圧倒的に足りない。それぞれ

が出来ることをやってみよう。瓦礫と化した町、福祉施設で返歌を頂いたご婦人、

肩をいからせず明るく自然体で作業に取り組む全国から集まった沢山のボランテ

ィアの若者たち。体感した様々な出来事が、私たちに元気をくれた。 

 

「げんきに歌おう！プロジェクト」のツアーは、これからが正念場だ。 

ツアーはまだまだ終わらない。 

がんばれ東北！がんばろう団塊世代！ 

文責  有留 武司 

＊文中敬称略。意見にあたる部分は有留の私見です。    
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メンバーからのコメント 

 

◆阿久津 壽 

 

「げんきに歌おう!プロジェクト」東北ツアーに参加して 

 

有留さんの報告の通り 5 月 10 日から 13 日まで、宮城県仙台市、石巻市他に

行ってきました。私は、コンサートツアーと平行して、今回の地震、津波による被害状

況を、長年、建築計画や都市計画を担当してきたものの立場で視察してきました。 

今回の被害の大半は津波による被害で、阪神・淡路の震災とは被害の構図が全く

異なっていることを実感しました。こうした被災地をこれからどのように復興し、今まで

以上に活気のある街にしてゆくかは、私たち街づくりを進めてきたもの達に架せられた、

今までに経験したことの無い命題だと思います。 

 

また、がれきに埋め尽くされた街の景色も非常にショッキングなことですが、２か月

も経っているのに、体育館の中で避難生活を強いられ、コンビニ弁当と仮設トイレと

いう生活環境にいる被災者を見ていると、地域の建物やインフラの復興も大切だと

思いますが、それ以上に、人々の心のケアーが非常に重要な課題のような気がしま

した。勿論、医師や看護士によるケアーも必要だと思いますが、今回行ったコンサー

トのように、文化的な活動を通じた心のケアーを継続することも、復興を実践してゆく

住民の方がたには必要な気がしました。 

 

ある人が、支援とは「出来る人が、出来るときに、出来ることを」無理せず行うこと

が大切だと言っていました。これから宮城県北部や岩手県の被災地についても、継

続して支援をしてゆくことになると思いますが、できる範囲で無理をせず支援してゆくこ

とが、我々団塊の世代には必要なことではないでしょうか。 
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◆木村 聡子 

 

 震災直後に活動を思いたち、そこから 1 ヶ月半。どうにも進展がなく、妄想だけで

終わるかに思えた活動があっという間に実を結びました。ボランティア活動は個人で

はなく組織的に行わなくては効率が悪いというのは炊き出しや瓦礫撤去でも言われ

ていることですが、音楽ボランティアも同じことだったようです。 

 被災地との架け橋を作っていただき、車の運転から荷物運びまで、まるで演奏家

の(というかワタシの)家来のように扱ってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいながらも

次もよろしくとお願いしておきたいです。冗談はさておき、男性お二人には心から感謝

いたします。母の同期の方々からの暖かい応援のお言葉も心の支えとなりました。 

今後ともご支援よろしくお願いいたします。 

 被災地に立ち、ニュース映像そのままだという衝撃の一方、テレビでは伝わらない

生の現実がまだまだあるという実感もあります。私たちが行っている活動がいったいど

のくらいの被災者の方々の心のひとときの安らぎになれるのかどうかは、まだ答えが出

ません。けれでも、必ずお役に立てると信じて活動を続けていければと思います。 

 

私の書いた詳細レポートはブログで連載中です。→http://satoko-kimura.com/ 

 

◆平林 明子 

 

4 月 20 日の年次稲門会幹事会後の飲み会で、ぽつりと言った私と娘の「想い」

がこんなにも早く、それもこんなにも充実したツアーとして実現するとは、思ってもいな

かったことでした。開拓者有留氏、整地担当阿久津氏の絶妙コンビに、私たち演奏

者は安心して身を任せて（？）演奏に集中できたことは、本当に感謝に堪えません。 

普段のお付き合いではなかなか知ることのできないお２人のキャラクターに触れるこ

とができたのも旅の収穫でした。行きの車中、運転席と助手席での「たけし・ひさし」

の漫才トークに、私は後ろの座席で抱腹絶倒して、寝不足にもかかわらず一睡もで

きなかったことを思い出します。 

また今回、幹事会のたくさんの方から支援のお申し出や、応援メッセージをいただ

きましたこと、とても有り難く心強かったです。早稲田パワーの結束力の強さに感動し

ました。 

ただボランティア活動への考え方は人様々ですので、今後もあくまでも「有志」とし

てご支援いただければと思っております。 

ほんとうにありがとうございました。 
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◆演奏者プロフィール／連絡先 

 

木村 聡子 （歌手・声優） 

  ディズニー映画「魔法にかけられて」ジゼル姫(主役)日本語吹き替え。 

  映画「名探偵コナン～戦慄のフルスコア」千草らら役 歌担当。 

  ミュージカル「レ・ミゼラブル」「モーニング娘。ミュージカル」他出演。 

  ｢パイレーツ･オブ･カリビアン 4－生命の泉－｣人魚タマラ役吹き替え。 

  ディズニーチャンネル「きんきゅうしゅつどう隊ＯＳＯ」ポーパイロット役。 

  農林水産省キャンペーンソング「鍋ほかパラダイス」を歌う。 

  ジブリソングカバーアルバム 2011 年夏以降発売予定。 

  NHK ホールにて農協全国大会開会セレモニーのソリストを 2 度務める。 

  NHK 文化センター他、都内 7 カ所にて抒情歌講座の講師として指導を行う。 

   http://satoko-kimura.com/  Mail：satoko@akimusic.net   

Twitter：@satokokimura  Ｆａｘ：03-3364-4984 

 

平林 明子 （ピアノ・編曲)  

プロ演奏家グループ「ＡＢＬＩＺ」の代表として、年間数十回のステージを 

こなす。また木村聡子のピアノ伴奏者として、ともにコンサートや抒情歌 

講座でも活動。ボランティア演奏も積極的に行っている。 

ドレミ楽譜出版社より「ピアノ・トリオ･フェスタ」を出版。 

   TEL：090-4202-2128  Mail：akiko@music.office.ne.jp 

      Blog：http://plaza.rakuten.co.jp/akikopf/  

 

有留 武司 （代表） 

TEL：090-3408-3598  Mail：dylan2451＠docomo.ne.jp 

 

「げんきに歌おう！プロジェクト」ホームページ 

http://satoko-kimura.com/genki/ 
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