
2014.6

期間、6月30日(月)～7月3日(木)陶芸教室6:00発18:00着

交通、往復共に車、片道約10時間。できる人は運転をお願いします。

訪問、1日(火)
お茶っこ組 午前、沢川仮設団地10名、盛町字沢川30。

午後、地ノ森いこいの家10名、大船渡町地ノ森43-2。ｶﾘﾀｽ大船渡ﾍﾞｰｽ

尺八組 午前、大立仮設団地13名、赤崎町字大立113-1。
午後、山岸仮設団地10名、末崎町字山岸122末崎小学校内。

2日(水)全員で
午前、猪川保育園園児30名、猪川町轆轤石34-1。
午後、居場所ハウス約30名、末崎町字平林54-1。

費用、交通費、宿泊食費、25000円程度。

宿泊、大船渡市赤崎町大立仮設団地。岩手県大船渡市赤崎町字大立113-1

※ 参加者は地域の社協でボランティア保険天災型1000円程度に加入。

☆尺八組
馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1
門傳良男
門傳千恵子
岩本純
小高利恵

☆お茶っこ組
馬場純子
中安一雄
小高武甫

現地企画とお茶っこ 大船渡ボランティア中村純代

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



2014.7

7月1日(火)、2日(水)に岩手県大
船渡市で陶芸教室と尺八演奏(古典、
ポピュラー、民謡、ジャズ)、アリア
で皆さんと御一緒して来ました。スケ
ジュールを組んで頂いた現地ボランテ
ィア中村純代さん含め9名の大所帯な
ので２組に分かれ陶芸と尺八演奏、ア
リアを組み合わせ7カ所で行いました。
写真を見ると参加者の顔がだんだん楽
しそうで柔らかくなります。帰りは皆
さんの93作品とお土産を満載です。

大船渡の8ヶ月ぶりの印象は、集まりの密度が希薄になったと感じ
ました。3年を経過し自力再建の方、引っ越した方、色々な事情で集
まりの人数が少なくなっています。以前15名集まったところが数名に
なったり、いつもの方々にお会いできなかったところもありました。
大船渡訪問も、私たちがより少グループに別れ、少人数の皆さんと

行うことになりそうです。 御協力頂いた皆様に感謝いたします。

東京出発朝６時。 交代で運転10時間。募金でのお土産12カ所分。 朝７時半出発。

陶芸教室がはじまります。 南蛮屋様提供のコーヒーと尺八演奏。 猪川保育園でも。

アリア。 初めて碁石海岸へ参加者全員で。 仮設で反省会。

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



ご挨拶 2014.7

今回は訪問する私たちの人数が多く
２班に分かれて実施し、お茶っこ、門
傳さんの尺八演奏、岩本さんの声楽も
あり、盛りだくさんで2日間で93人の
方に作って頂きました。
もう5回目になりますので、久しぶ

りに皆さんに会う嬉しさも格別です。
馬場純子 中安一雄 小高武甫 門傳千恵子 次回はサンマの旬、9月末に参ります。
岩本純 小高利恵 中村純代 門傳良男 馬場咲夫

皆さんと作りました。コーヒーと尺八。作品を満載、東京まで540㎞。自宅で乾燥。

窯に詰め素焼800℃。電気窯で焼きます。指定色に釉掛け。1240℃本焼後に梱包発送。

子どもたちと作りたくて猪川保育園で動
物作りをさせて頂きました。嬉しいことに、
年長34名全員出席なので、クラス全員の動
物作りが出来ました。また私を含め東京か
らの参加者は初めてマンボウの刺身を食べ、
白菜のような淡泊な味を楽しみました。

今回も多くの方の協力で開催出来ました。
コーヒーを頂いた調布南蛮屋様、お菓子の費用を寄付頂いた多
くの方々、現地の予定を組んで毎回同行頂いている中村純代さ
ん、東京からの参加者、そして大船渡で参加の皆様、ありがと
うございました。 馬場 咲夫

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@d7.dion.ne.jp
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



みんなのつくったどうぶつは
かっこよくできていますか。
あとはおじさんのうちで

いろんなことをしてできあがります。

①つくる ②あなをあける ③かわかす

みんなで楽しく。 ばくはつしないように穴を開けます。やく10日かわかす。

④すやき ⑤ゆうかけ ⑥ほんやき

かまに入れ800℃でやく。 出してうわぐすりかけ。 かまに入れ1240℃でやく。

⑦できあがり

ぴかぴかの作品できあがり。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@d7.dion.ne.jp
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478

※制作と絵付けを同時にしました。
※こども達が自由に造形出来るように、厚
さの制限はしていません。爆発予防穴あ
けはこちらでしました。

※素焼き時間は通常8時間ですが、厚いと
ころがあるので爆発予防のため11時間～
16時間で焼いています。

※本焼は15時間、厚いところがあるので火
の通りを考え1240℃を1時間半保ちます。



2014.9

9月28日(日)～10月1日(水)陶芸教室6:00発18:00着
交通、往復共に自動車、片道10時間。
訪問、2グループに分かれ各1日2カ所。各回10名程度。
費用、22000円程度。往復交通費、食費、宿泊など
宿泊、大船渡市赤崎町大立仮設団地。
メンバー、馬場咲夫、純子、中安、田中夫妻、丸山
募集、２名。世話人馬場まで



2014.9

期間、9月28日(日)～10月1日(水)陶芸教室6:00発18:00着

交通、往復共に車2台分乗、片道約10時間。できる人は運転交代。

訪問、29日(月)
咲夫組 午前、小中井仮設団地10名、末崎町字小中井108-2。

午後、大豆沢仮設団地10名、末崎町字大豆沢24-1。

中安組 午前、沢川仮設団地10名、盛町字沢川30。
午後、地ノ森いこいの家10名、大船渡町地ノ森43-2。ｶﾘﾀｽ大船渡ﾍﾞｰｽ
30日(火)

咲夫組 午前、ふるさとセンター(大田、平林仮設)20名、末崎町平林81。
午後、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ後ノ入、ほっとハウス10名、赤碕町字後ノ入73-3

中安組 午前、木町,長谷堂,下権現堂仮設合同5名,盛町木町9-5,木町仮設。
午後、長洞仮設団地10名、猪川町長洞62-1。

費用、交通費、宿泊食費、25000円程度。

宿泊、碁石ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ。大船渡市末崎町中森22 。
シーツ枕カバーを持参。自炊可能、布団有り。

☆馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1 042-483-6478
田中恵
田中直子

☆中安一雄
馬場純子
丸山敏子

現地企画とお茶っこ 大船渡ボランティア中村純代

※ 各チームは参加者人数などの状況により人員を入れ替えます。
※ 参加者は各地元の社協でボランティア保険天災型1000円程度に加入。

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



2014.10

9月29日(月)、30日(火) 岩手県大船渡市
で陶芸教室とお茶っこをしてきました。今
回は東京からのメンバー6名、現地メンバ
ー2名、計8名を車2台で2班に分け8カ所で
開催です。陶芸教室参加人数は3名から24
名。スタッフを増減して対応しました。各
班は前回と同じところを担当し、繰り返し
お会いすることによる交流を図りました。

プログラムは2時間、前半作陶、後半お茶っこ、1人500円の料金。
イベントは交流を図ることが目的で、お茶っこが重要です。深大寺陶
芸教室などの方の募金でお茶っこセット、福祉作業所ぴいすのパウン
ドケーキを購入持参し、コーヒー、お茶のサービスも一部させて頂き
ました。今回は地元の小笠原氏にスタッフとして参加して頂き、心強
く思いました。今後の力になって頂こうと考えています。
3ヶ月ぶりの大船渡の印象は、漁港の倉庫がほぼ再建されたように

見えました。気にかかることは、大船渡の皆さんは地域を越えたイベ
ントには、あまり参加しないことがあります。仮設団地の入居者が減
る中で、どんな形の陶芸教室が地域の人たちに良いのか、来年に向け
その時の情勢を考えながら進めます。

東京からのメンバー ボランティア中村純代さん 2班で出発 大きな大田仮設147戸

秋刀魚つみれ汁を頂く 募金での喫茶セットでお茶っこ 宿舎は碁石コミセン 大船渡湾

参加者 集合写真左から田中恵,中安一雄,田中直子,丸山敏子,馬場咲夫,馬場純子
費 用 1人28000円、交通費、宿泊費、温泉、他食費など全て。
福祉作業所ぴいすのパウンドケーキ15000円、喫茶セット4000円は募金でとお伝え

し喜ばれました。募金の皆様ありがとうございました。

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



ご挨拶 2014.10

今回私共の参加者は東京から
6名、大船渡の小笠原さん、毎
回予定を組んで頂く中村さん、
計8名が2班に分かれて2日間陶
芸教室をさせて頂きました。お
天気にも恵まれ8カ所90名の方
々に参加いただきました。
もう6回目となりますので、

丸山 馬場純子 中安 中村 小笠原 馬場咲夫 田中直子 田中恵 顔なじみの方々も増え、私たち
も大船渡訪問を毎回楽しみにしています。

車2台で朝6時出発 寿限無洞からの大船渡湾 碁石ｺﾐｾﾝで自炊宿泊 皆さんと制作

箱に詰め大切に持ち帰り 乾燥後素焼き800℃ 指定の色の釉掛 本焼1240℃で完成

秋刀魚の旬とお聞きした9月に伺い、楽し
みにしていた平野屋さんで美味しくいただ
きました。宿泊をお願いした碁石コミニテ
ィーセンター調理場で自炊し、吉田商店で
教えていただいた秋刀魚つみれ汁、すり身
焼きを堪能しました。
今回も多くの方の協力で開催出来ました。

お菓子の費用を寄付頂いた皆様、現地の予定を組んで毎回同行
頂いている中村純代さん小笠原さん、東京からの参加者、そし
て大船渡で参加の皆様、ありがとうございました。 馬場 咲夫

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@d7.dion.ne.jp
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



2015.6

期間、6月28日(日)～7月1日(水)陶芸教室6:00発18:00着
交通、往復共に車、片道約10時間。できる人は運転をお願いします。
費用、交通費、宿泊食費、30000円程度。
宿泊、碁石コミセン 末崎町中森22
※地域の社協でボランティア保険天災型1000円程度に加入。
※シーツ枕カバーを持参。

馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1
丸山敏子
中村純代 現地企画大船渡ボランティア
中安一雄
馬場純子
田中直子

29日(月)1班咲夫、丸山、中村組
9:30～11:30杉下仮設10名 三陸町越喜来字杉下56-4
13:30～15:30居場所ハウス約15名 末崎町字平林54-1

2班中安、純子、田中組
9:30～11:30木町仮設3名、 盛町字木町9-5。
13:30～15:30ほっとハウス10名、赤碕町字後ノ入73-3

30日(火)1班咲夫、丸山、中村組
10:00～12:00おはなしころりん 盛町字館下4-3-7
15:00～17:00北小学童保育ゆうゆう60名 大船渡町字山馬越68-2

2班中安、純子、田中組
10:00～12:00山岸仮設団地10名、末崎町字山岸122
13:30～15:30沢川仮設団地10名、盛町字沢川30
終了後ゆうゆうへ、１班と合流

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



2015.6,28～7,1

早い物で大船渡陶芸教室も4年目にな
ります。初回には何もなかった大船渡の
港もかさ上げ工事地以外では漁業関係の
建物が建ち並んでいます。一方復興住宅
への入居で、仮設では空き部屋が目立つ
ようになりました。今回は仮設を退去し
た方のための同窓会的なイベントとして
喜ばれたところも有りました。
大船渡行きは個人と個人のつながりで

すから、その範囲で少人数でも無理なく
続けていきます。

プログラムの料金は500円、前半作陶1時間、
後半お茶っこ1時間です。皆様からのお茶っこ募
金で、調布市の福祉作業所しごとば大好きのク
ッキー25000円分をお持ちして、大船渡の皆さん
に喜んでいただきました。募金をいただいた多
くの方々に、大船渡の方々と共にお礼を申し上
げます。

仮設が閉鎖されることで無くなるコミニュテ
ィーの受け皿として、地域を越えた施設、居場
所ハウス、カリタスいこいの家が有ります。ま
た大船渡で読み聞かせを行っている、おはなし
コロリンも、保育園、学校、仮設などで信頼さ
れています。震災直後から見守りボランティア
をされている中村さんは、それら多くの施設と
連携しているので、陶芸教室を開催しても、お
互い初対面とは思えない安心感があります。個
人では難しい学童保育所でも開催しました。
今回は大人89名、学童保育54名と作陶を楽し

みました。

3世帯の小さなｋ仮設。5回目になり、皆さん
と私たちは共にお会いすることを楽しみにして
います。嬉しいことに、毎回手作りの手芸品を
頂きます。

宿泊の碁石コミュニティーセンタ。厨房が広
く、自炊の宴会が楽しい。1グループ1泊3000円、
余裕は有りますので、同行したい方はご一緒し
ましょう。次回は9月28日(月)～10月1日(木)を
予定しています。

〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



ご挨拶 2015.7

東京から5名、大船渡の小笠原さん、
予定を組んで頂いている中村さん計7名
を、2班に分けて8カ所で開催。大人89
名、北小学童54名の方々と作陶をしま
した。
今回は談話室での同窓会的な集まり

のイベントとして、陶芸教室を楽しん
で頂けたことが嬉しく思いました。

朝6時出発16時頃到着。翌日から2班で作陶。寄付のお菓子やご接待で楽しいお茶っこ。

学童保育の子どもたちと。 作品整理して帰宅へ。 乾燥後素焼き800℃。

釉掛けガラス乗せ。本焼きは1240℃。大人の作品も子どもの作品も綺麗に焼き上がる。

私たちの大船渡訪問も7回目となりました。初めて伺ったときは
オオフナワタリとしか読めないほど馴染みの無い場所でしたが、
少しずつ知り合いの方も増え、皆さんにお会いすることが毎回楽
しみになりました。
これからも、皆さんと私たちの事情を合わせながらお邪魔させ

ていただききますので、よろしくお願いします。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@jcom.zaq.ne.jp
〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



お皿つくりは
おもしろかったですか。
あとはおじさんのうちで

いろんなことをしてできあがります。

①つくる ②色をぬる ③かわかす

みんなで楽しくたたいて作る。 色をぬる。 10日ぐらいかわかす。

④すやき ⑤ゆうかけ ⑥ほんやき

かまに入れ800℃でやく。 出してうわぐすりかけ。 かまに入れ1240℃でやく。

⑦できあがり。せかいに一枚、みんなだいじにしてね。

※制作と絵付けを同時にしました。

※素焼き時間は通常8時間ですが、厚いとこ
ろがあるので爆発予防のため11時間～16時
間で焼いています。

※本焼は15時間、1240℃を1時間半保ちます。

ぴかぴかの作品できあがり。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ,FB 深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@jcom.zaq.ne.jp
〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



期間、9月28日(月)～10月1日(木)陶芸教室6:00発18:00着
交通、往復共に車、片道約10時間。できる人は運転をお願いします。
費用、交通費、宿泊食費、25000円程度。
宿泊、碁石コミセン 末崎町中森22 0192-29-3701大和田様方 090-2278-2898
持物、シーツ、枕カバー、ボランティア保険証、健康保険証、エプロン。

～29日(火)～
咲夫、千恵子、良男
◎9:30～11:30地ノ森いこいの家10名、大船渡町地ノ森43-2ｶﾘﾀｽ大船渡ﾍﾞｰｽ
◎13:30～15:30杉下仮設10名三陸町越喜来字杉下56-4
中安、純子、小堀
10:00～11:30慈愛ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ立根町字下次125-17
13:30～15:30木町仮設5名、盛町字木町9-5。

～30日(水)～
咲夫、千恵子、小堀、中村、ボランティア(コロリン送迎)
9:30～11:30沢川仮設10名盛町字沢川30 なにわや参加
咲夫、中村、ボランティア
13:30～15:30長洞仮設15名猪川町長洞62-1,

中安、純子、良男
◎ 9:30～11:30小中井仮設5名、末崎町字小中井108-2,
中安、良男
◎13:30～15:30大豆沢仮設5名、末崎町大豆沢24-1
純子、小堀、千恵子
13:30～15:30居場所ハウス約15名 末崎町字平林54-1

◎印尺八演奏門傳良男

☆東京参加者名簿
馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1 042-483-6478
小堀香代
馬場純子
中安一雄
門傳良男
門傳千恵子

29日(水)外食 居酒屋やまちゃん18:30予約済み0192-27-2577
現地企画 大船渡ボランティア中村純代

〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



2015.9,28～10,1

東京から6名、予定を組んで頂い
た中村さん、現地でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ原さん
の8名を2～3組に分け、2日間で合計9
カ所の色々な施設にお邪魔して、84
名の方々と陶芸と門傳さんの尺八を
楽しんで頂きました。
今回も同窓会的な集まりに利用し

て頂き、中でも大豆沢仮設5名の参加
者は、全員退去された人たちで、以
前に私たちの陶芸を体験されから集
まれたとのことでした。

作品は一輪指、石膏の型に赤と白の粘土板を
張り付けて作ります。約1時間制作、後半募金で
購入したトム＆サムのお菓子でお茶っこ1時間、
門傳さん参加の組は尺八も楽しんで頂きました。
音楽の力はすごいですね、毎回涙ぐむ方が必

ずいて、同行させて頂き良かったと思いました。

三泊四日の行程、二日目の夕食はお世話にな
っている中村さんを招待して、居酒屋やまちゃ
ん、で飲み会。秋刀魚、ホヤ、大きな焼き岩牡
蠣が忘れられない味でした。飲みに行くのも車
なので、便利な代行運転を利用しました。

毎夕大船渡温泉へ、大船渡湾に面した新築ホ
テルの1階にあり、素晴らしい景観です。ちょう
どスーパームーンに当たり、露天から群雲の上
に出る月をゆっくり愛でました。

行きは常磐道を利用し、途中福島の除染土砂
の集積地、帰宅困難地区を通過しました。無人
の荒れ地は異様に感じられます。

参加費は1名25000円、昼食が自費になりまし
たが、交通費、自炊食費、酒代、宿泊代、温泉、
居酒屋代など全てまかなえました。

来年もまた大船渡陶芸教室を行いたいと思い
ます。仮設の統合、復興住宅完成など、変わっ
て行く現地の事情に合わせて行っていきます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@jcom.zaq.ne.jp
〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



ご挨拶 2015.9

皆さんと制作9カ所 持ち帰り10時間 到着後乾燥 素焼800℃

指定の色で釉掛け 本焼き1240℃ 砥石掛け水止め 梱包発送

門傳さんの尺八 募金でのお菓子 毎夕大船渡温泉 メンバー7人で山ちゃんへ

復興住宅が完成しだし入居も進んでいること、その他色々なことで
仮設住宅の統合の話もお聞きしました。来年6月私たちはまたお邪魔
させて頂きますが、皆さんにとって良い方向に変わっていることを思
っています。
一人一人の方々と私たち共に楽しむことを目的にしていますので、

集会所などで、状況に合わせ楽しみ続けようと考えています。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ深大寺陶芸教室で検索 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakitou@jcom.zaq.ne.jp
〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478


