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音楽の力による復興支援の試み 
 

私たちは、「音楽の力による復興支援」として、東北の被災地で継続的なコンサ

ートツアーを行っている。第一回ツアーでは、５月１０日（火）から１３日（金）まで仙

台市、石巻市の避難所や高齢者福祉施設など４か所で公演を実施した。今回は、

７月１３日（水）から１６日（土）まで気仙沼市で７か所、仙台市で１か所の計８か所

とハードなスケジュールであったが、大変充実した内容で実現することができた。この

レポートを、演奏会場の大半をコーディネートして頂いた気仙沼市ボランティアセンタ

ー、支援物資を寄贈して頂いた企業、大学同期の仲間たちをはじめ支援頂いた

方々に心からの感謝を申し上げるとともに、被災地支援の志を持って現に汗を流し、

またこれから実践したいと考えている多くの方々に発信したい。 

 

 

◆概 要 

 

① 期間・訪問地    

7 月 13 日(水）～16 日(土） 宮城県気仙沼市・仙台市 

  

  訪問施設 

 7/14 気仙沼 

松峰園 (知的障害者通所施設) 

気仙沼カトリック幼稚園 

    気仙沼小学校 あんばホール 

         （会場は"気仙沼小学校"ですが"南気仙沼小学校"の学校行事として開催。) 

    気仙沼高校 一般避難所 

   7/15 気仙沼 

    気仙沼支援学校 

    愛耕幼稚園 

    双葉保育園 

   7/16 仙台 

のびすく長町南（子育て支援施設） 
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② 参加メンバー 

  演奏者  ＊プロフィールは別添のとおり 

  ・木村 聡子 （歌手、声優） 

  ・宮崎 仁  （マリンバ、パーカッション） 

  ・平林 明子 （ピアノ）  

     今回は新たに宮崎さんが加わり、音楽的にもこれまで以上に充実したものとなった。 

  コーディネーター 

  ・有留 武司(プロジェクト代表）（公財）東京都道路整備保全公社理事長 

  

◆気仙沼市の被災状況 

 

○気仙沼市では、震災で死者・行方不明者が約１４００人、被災世帯数は 

９５００世帯で、これは全世帯数の４割弱にも相当する。 

 

○この地域は、地震、津波に加え、港にあった漁船用燃料タンクが倒されて出火し、

火が漂流物に燃え移り、それが街の中に流れ込み民家を大火災となった。津波

で市の３分の１が冠水したという。 

 

○避難者は、ピーク時２万人（市人口の４分の１）に達したが、７月末の時点では、

仮設住宅等への転居が進んでいるものの、なお３７避難所に約１５００人の被災

者が避難生活を余儀なくされている。 

 

○避難所に残っている被災者は、体育館等で不自由な生活を強いられているが、

食料などの物資は一応充足しているという。一方、仮設住宅に移った被災者は、

光熱費、食事など生活費が自己負担のため、逆に生活物資が不足していると

指摘されている。 

 

○気仙沼市ボランテイアセンターによると現在毎日 2００人前後のボランティアが、

がれき処理や、炊き出し、荷物運び出しなどに従事中。今後は、このような被災

住宅等での支援から、仮設住宅、避難所、地域における就労をはじめ、生活再

建、高齢者への見守り、通院支援、コミュニティ作りのための演芸会等の娯楽の

提供など、「生活支援」に被災者のニーズが変わってきつつあるようだ。 
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◆ツアー日記 

 

7 月１3 日（水） 甲府～高田馬場～気仙沼へ６３０キロ走破 

 

明け方に甲府を出発した宮崎さんのワゴン車が高田馬場に到着。キーボードや

アンプなどの器材を積んで９時に出発、気仙沼まで約５００キロの行程。夕刻１７

時過ぎに気仙沼市に到着。 

リハーサルまでの間、市内の被災状況を視察。前回の石巻同様の厳しい被災

状況。臨海部では依然停電、断水状態で街灯や信号が点灯していない。ただ被

災して４ヶ月、行政、自衛隊、延べ３２０００人に上がるボランティアによる必死の

取り組みにより、道路などインフラ復旧や建物の一階部分のがれき処理等が進ん

でいる。私たちが行った頃からカツオ漁船も入り始め、港の機能の一部が回復して

いるが、被害の甚大な地域は、まだ手が入りきれていない。 

 

 
 

１８時、市内の音楽教室「スタジオラボ」２階でメンバー初めての音合わせ。経営

者であるギタリストの斉藤さんに特別に場所を提供して頂いた。 

震災当日、１階の大半が水没し、お父さんも危ういところで難を逃れ、隣の３階建

てのビルで津波と迫り来る火災の勢いに脅えながら、厳寒の夜を新聞紙や毛布を被

って過ごしたという。 

 



 
4 

 

前列左が齋藤さん 

 

２１時、５人で和食店「宮登」で夕食。この店のオーナーは親友を亡くし、その遺

志を継いで、斉藤さんのギター教室に通い始めたという。たまたま居合わせたお客さ

んが避難所の被災者で、東京に帰るボランティアの歓送会だという。そこで斉藤さ

んのギター、宮崎さんの「くずかご」のパーカッションの伴奏で、聡子さんが「北の宿

から」などを披露して大喝采。期せずしてコンサート前夜祭となった。 
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7 月１4 日（木） ザ・ロンゲストデイ～コンサート４回のハードスケジュール！ 

 

この日は、午前・午後各２回のコンサートというハードスケジュールとなった。マリン

バやキーボードなどの器材の積み下ろし、組み立て、演奏、解体、また搭載という

作業を４回繰り返さなければならず、極めてタイトなスケジュールだ。マリンバは６０キ

ロ以上の重量だが、楽器の取り扱いには細心の注意が必要で、組み立てまで３０

分は必要。３５度近い炎天の中、メンバー総出で対応した。 

 

① 松峰園  １０：００～１０：４０ 

 

ここは、知的障害者の通所授産施設。企業などへの就労が難しい障害者が、

木工、菓子作りなどの作業をしながら自活をめざす施設。聴衆は利用者５４人のほ

か、職員、近隣の障害幼児施設の母子などもみえ約９０人。健常者と同様に障害

者は音楽が大好き。ジブリメドレーの「となりのトトロ」や「さんぽ」では、前に出て踊り

だす人もいて大変盛り上がった。 
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②気仙沼カトリック幼稚園 １１：４０～１２：１５ 

 

ここは、坂道を上がった高台にあり館内も階段移動で器材の運搬が大変。 

でも、高台にあったからこそ津波被害をまぬがれた。園児、職員に保護者も含め

6０人くらいの聴衆。カトリック系ということで、「アヴェマリア」ではじまり、大きな声で

童謡メドレー、「となりのトトロ」や「アンパンマン」などを一緒に元気に歌ってくれ

た。 

 

 
 

 
終演後、園児とハイタッチ 
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② 仙沼小学校 １３：５０～１４：３０ 

 

津波で校舎が被災した南気仙沼小学校がここに仮移転しており、その学校

行事として開催。狭いホールに生徒、教員合わせて２４０人。移動と準備に時

間をとられ、昼食抜きでのライブとなった。パーカッションの宮崎さんは一番体力を

使うが、メンバー一同疲れを見せず熱演。特に、宮崎さんのマリンバ独奏や聡子

さんのピアノとのデユオによる運動会の定番、アップテンポの「道化師のギャロップ」

は圧巻で拍手喝采。「地球に乗ってどこまでも」などみんなで合唱、先生方も大

喜びであった。 

 

 

南気仙沼小学校の児童でぎっしり埋まった、気仙沼小学校「あんばホール」 
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④気仙沼高校避難所 １６：００～１６：４０ 

 

ここの体育館に市民約１００人が避難している。また、JR 気仙沼線が被災して

通学が出来なくなった在校生４０人が校舎内柔道場で避難生活を送っている。

避難所は被災者の生活の場であり、コンサートの時間、曲目、音量などきめ細か

な配慮が必要だ。この時間帯は、外に働きに行っている人も多く、避難者はそれ

ぞれの生活スペースである段ボールの仕切りの中で聴いてくれている。ステージ

前には授業の終わった在校生が中心で、聴衆は全体で５０人くらい。 

リズミカルな「ビビディ・バビディ・ブー」に始まり、「愛燦燦」、ディズニー映画か

ら「歌ってお仕事」、マリンバソロ「小さな祈り」、「トゥモロウ」（「アニー」より）など。

アンコールで「世界にひとつだけの花」を皆さんと。演奏者は疲労の限界を超えつ

つあったが熱演。 

 

 

 

味の素（株）から寄贈して頂いたカップスープ、アミノバイタル３００セットは、避

難所の代表坂井氏が自ら仮設住宅の被災者に配布し、一部は在校生避難者

にも。また、（株）石澤研究所寄贈の基礎化粧品、聡子さんが指導しているカル

チャーセンターの生徒さんたちなどからのカンパで買った除湿機、その他の企業

から寄贈の T シャツなどは在校生避難所へ。いずれも大変喜ばれた。なお、坂

井氏は元気仙沼商工会議所青年部の会長だったが、津波で家と会社も失い、

ここで暮らしながら、ボランティアで避難所の運営、全国からの支援物資の仮設

住宅への配布などで多忙な毎日とのこと。前回の石巻市同様、被災者自身が

避難所運営の中心的役割を果たしている。 
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7 月 15 日（金） 今日も３回のライブで疲れはピークに！ 

 

① 仙沼支援学校 ９：４０～１０：２０ 

 

ここには、市内や近隣の南三陸町の、小学生から高校生までの知的障害児

など８０人が学んでいる。グランドピアノもあり、演奏環境は良好である。重いピア

ノの移動に人手が要るので教師のほか生徒にも手伝ってもらった。一人の生徒

が笑顔で話しかけてきて、前日の避難所でのコンサートを楽しんだという。 

 

 
 

震災以来、特別のイベントは出来ず、生徒はもちろん先生方も楽しみにしてい

た。ここでも、ジブリやディズニーなどが受け、手拍子、足拍子で盛り上がった。

終わりに生徒代表からお礼の言葉と記念品を頂いた。 
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②愛耕幼稚園  １１：１５～１２：０0 

 

  園児、職員、父兄の方と、合わせて１００人くらいの聴衆。一緒に元気に歌っ

てくれた。この演奏中にピアノの平林さんは、意識が２～３回遠のいたそう。疲れ

がピークで熱中症寸前の状態か。 

 

 

演奏終了後、園児と同じ可愛いいお弁当を美味しく頂いた。移動、設営など

スケジュールに余裕がなく、コンビニも市内の限られた場所にしかないため、大変

有難かった。 
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③双葉保育園 １４：３０～１５：１０ 

 

  ここは、園児と職員、父兄約６０人が聴衆。トトロや童謡メドレーなどみんなで

歌う場面ではとても大きな声で歌い、 後にたくさんの歌を手話交じりでお返しして

くれた。被災した市街地から５～６メートル上がった坂道にあるが、それでも腰ぐら

いまで冠水したという。坂下の家屋は壊滅状態である。無認可施設のため市から

の補助金が少なく、自宅の被災など家庭の事情でかなりの数の子どもが退園し

て経営的にも苦しいという。園長さん以下のスタッフからも、コンサートで元気をも

らったと喜んでいただいた。 
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7 月 16 日（土） 超満員のファイナルコンサート 

 

のびすく長町南 １１：００～１１：４０ 

 

前日仙台に戻り、ファイナルコンサート。ここは、親子で遊ぶ子育て支援施設で、

前回ツアーで演奏した「のびすく仙台」の姉妹施設。ショッピングセンターの５階

にあり、本ツアーで唯一の冷房付のホール。館内放送での呼びかけなどスタッフ

の努力もあり、１７０人の親子や市民で超満員。例によって、ディズニーやジブリ、

童謡など大変盛り上がり、アンコールも２曲で予定を大幅に超え１時間近いライ

ブとなった。でも、中心スタッフには親を亡くされた方もいて、震災被害の深刻な広

がりをうかがわせた。 
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◆結びに 

 

○今回のツアーは、気仙沼市災害ボランティアセンターやメンバーの個人ルートに

よる開拓でダブルブッキングになりそうな多数のオファーを頂いたが、ギリギリの調

整により、要望のあったすべての施設でコンサート開催できた。 

 

○その分演奏者には、過去に例のない大変過酷なスケジュールとなった。しかし、メ

ンバー一同体力、気力を振り絞って、どこでも 高のパフォーマンスを発揮してく

れた。 

 

○今回はマリンバ・パーカッションの宮崎さんが新たに加わり、音楽的にも奥行や幅

が拡がって、聴衆の皆さんに大変喜んで頂いた。宮崎さんは１６日帰京後、その

足で深夜に甲府まで帰り、翌日には本番ライブがあったそうで、本当に過重な尽

力を頂いた。 

 

○ボランティアには二つの効用があるという。一つは、被災者の方々への直接の支

援。もう一つは、私たちボランテイアの側。被災地の厳しい現実を肌身で体感し、

被災者や現地のボランテイアとの交流を深めることにより、視野が広がり、何よりも

多くのエネルギーを頂いたことだ。 

 

○今回は、前回の（株）石澤研究所に加え、味の素（株）をはじめ企業や個人から

の支援の輪が広がり、被災者に大変喜ばれた。関係者の皆様に重ねて感謝を

申し上げたい。さらに、このたび公益財団法人「稲盛財団」から助成金を頂けるこ

とになった。助成金もさることながら、非常に多数の応募の中で私たちの活動を評

価していただいたことが何より感慨深い。 

 

○今後とも被災地に継続的に行き、またネット等で被災地の方々と日常的に交流

している私たちの活動の発信を通じて、様々な分野のより多くの方々がボランティ

アに参画するきっかけになれば幸いである。 
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◆演奏者プロフィール 

 

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)日本語吹替版。 

  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。 

  ジブリソングカバーアルバムを 2011 年 7 月にビクターより発売。 

  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。 

  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   

 

平林明子 （ピアノ・編曲) 

  ピアノ伴奏者として、木村聡子とともに演奏活動や抒情歌講座でも活動。 

  また、編曲者として「ピアノ・トリオ･フェスタ」を出版。 

  木村聡子と共に立ち上げた演奏グループ「ＡＢＬＩＺ」でリーダーを務める。   

   http://www.geocities.jp/abliz_music/  

TEL：090-4202-2128   Mail：akiko.pf.asdur@ezweb.ne.jp 

 

宮崎 仁 （マリンバ・パーカッション） 

  甲府出身。幼少よりピアノを、10 歳より打楽器を始める。 

高校在学中より打楽器の為の作曲編曲を始める。 

東京芸術大学音楽学部打楽器科にて、有賀誠門氏に師事。 

都内オーケストラ、室内楽、劇団四季のミュージカルなどで活動する。  

シエナ・ウインド・オーケストラに創立メンバーとして入団。  

アコースティック・バンド「Gークレフ」に参加。メンバーとして紅白歌合戦へ 

アーティストとしての出場も果たす。打楽器四重奏団『PE-01』所属。 

 http://www.snowperc.com/ 
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◆連絡先 

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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