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期間、6月28日(水)～7月1日(土)陶芸教室6:00発18:00着
交通、往復共に車、片道約10時間。運転手中安、門傳良男、馬場2名。
費用、交通費、宿泊食費、25000円程度。会計門傳千惠子
宿泊、中村純代宅
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(木)☆
咲夫組
10:30～11:30川原アパート10名大船渡町字野々田27-1
13:30～16:00キャッセン大船渡 門傳尺八 大船渡町字野々田10-3
中安、純子組
10:00～11:30ころりん10名門傳尺八 盛町字館下4-3-7
14:00～15:30おはなしころりん同上、尺八無し。
12:00～13:00 合同、川原アパートで昼食。1名200円食後門傳尺八

☆30日(金)☆
純子組
10:30～11:30上山東アパート 10名門傳尺八 大船渡市大船渡町字上山3-1
咲夫、捧組
9:40～11:30大船渡保育園60名大船渡町字台24-11
13:30～15:30居場所ハウス15名 末崎町字平林54-1
中安組
10:00～12:00長洞仮設5名猪川町字長洞62-1 0120-628-638ｺｰﾙｾﾝﾀｰ熊谷
13:30～15:30後ノ入ﾎｯﾄﾊｳｽ12名尺八 赤崎町字後ノ入73-3

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
馬場純子
中安一雄
門傳良男
門傳千恵子
田中直子
丸山敏子
捧 陽子
大船渡市応急仮設住宅支援協議会 022-0004猪川町字長洞62-1 0192-47-3502

29日(木)外食 居酒屋やまちゃん18:30予約済み0192-27-2577
現地企画 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



約2年ぶりの大船渡訪問でした。復
興住宅の完成と入居がほぼ済み、仮
設住宅が統合され当初37ヶ所約1800
戸が現在9ヶ所約190戸になりました。
わずかの滞在時間に感じたことは、

皆さん普段の生活に向かっている、
です。これは喜ばしいことであると
同時に、私たちが訪問する事の理念
を問われることでもあります。

前列右から2番目中村さん宅庭で。宿泊と、毎回現地コーディネートをお願いしている。

作品見本2枚制作 きつい片道10時間 楽しい制作風景

園歌を歌ってくれた 門傳さん尺八 門傳千恵子さん歌 お土産調布ｷｯﾁﾝﾊｳｽのクッキー

毎晩温泉 真新しいｷｬｯｾﾝ大船渡 建込む大船渡市魚市場界隈 温泉からの大船渡湾

良かった点は参加者少ない予想に反し、約140名という多くの方
に楽しんで頂けた。

反省点は陶芸制作と尺八と歌で、大船渡の皆さんとの懇談時間
がとれず、ゆっくり話を聞けなかった。

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



ハネウェル居場所ハウス田中さんのﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ記事から抜粋

大船渡にお住まいの知人と話していた時、「あの時代に会った人と、
最近めっきり会わなくなった」と話されました。東日本大震災後に、
日本全国、あるいは、海外から大船渡に多くの方々が来られました。
支援のため、仕事のため、視察のため、調査のため... 復興が進む
につれ、地域外からやって来ていた人と会う機会は減ってきたと。

先日、大船渡に定期的に来られていた方が、久しぶりに大船渡に来
て、地域の方は日常の暮らしを取り戻されたと感じたと書かれていま
した。これは嬉しいことであると同時に、外部の者の役割は終わりつ
つあるのかもしれないと。同じような話は、別の方からも聞きました
し、多くの方に共通する思いなのかもしれません。
日常の暮らしが戻って来たこと、あるいは、日常のかけがえなさを
特段意識することなく日常を暮らせるようになったこと、復興が進む
とはこういうことなのかもしれません。

今回訪問した復興住宅の方より

私たちは支援はもういやだ。何もかもお世話頂きゴミまで持って帰
られると、とても心苦しい。私たちはおもてなしをして、大船渡を楽
しんで頂き、好きだから楽しいから訪問して欲しい。

馬場咲夫の意見

支援でなく、待っている方々がいらっしゃるので、もう少し様子を
見ながら中村さんと相談して続けたい。

第9回大船渡作陶会会計報告

今回会費25000円×8名 200000円
前回残金 56689円

収入 支出

前回残金 56689円 お土産お菓子 25000円

今回残金 11270円 反省会費用 8165円

吉田さんより 5000円 事務費など 3000円

計 72959円 計 39165円

今回残 33794円



2017.9

6月に伺った2年ぶりの大船渡は、公
営住宅の建築が終わり、倉庫は建ち並
び、垢抜けたショッピングモールも出
来ていて、震災直後の景色から思うと、
大船渡復興の勢いを感じました。
一方当初36ヶ所1593戸の仮設が集約

され、9月現在8カ所223戸にお住まいの
方々もおられます。今回も色々な方と
共に、作陶を楽しもうと思います。

期間、9月27日(水)～30日(土)陶芸教室7:00発18:00着
交通、往復共に車2台、片道約10時間。
費用、交通費、宿泊食費、25000円程度。
宿泊、中村純代宅
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。

☆28日(木)☆

共通8:00～10:30観光、碁石海岸穴通磯、寿限無庵など
咲夫組
11:00～12:00キャッセン大船渡 大船渡町字野々田10-3
13:00～16:00 〃 30人
中安、純子組
14:00～15:30ｶﾘﾀｽいこいの家 大船渡町地ノ森43-12 10人

☆29日(金)☆
咲夫組
9:00～12:00ふるさとｾﾝﾀｰ末崎町字平林81共生地域創造財団熊谷
14:00～16:00大立仮設 赤碕町字大立113-1 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ新沼 10人
中安、純子組
10:00～12:00後ノ入仮設 赤碕町字後ノ入12-1ｺｰﾙｾﾝﾀｰ新沼 10人
13:30～15:30後ノ入ﾎｯﾄﾊｳｽ 赤崎町字後ノ入73-3 吉田 20人

スタッフ参加者名簿
馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1
馬場純子
中安一雄
丸山敏子
吉原安志
岩本純
大船渡市応急仮設住宅支援協議会 022-0004猪川町字長洞62-1 0192-47-3502

現地企画(宿泊)中村純代

28日(木)外食 活酒やあらき18:30予約 盛町字町5-21 0192-26-1173
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX042-483-6478



9回から3ヶ月後の大船渡陶芸教室でし
た。前回は予定が多すぎてばたばたした
訪問でしたが、今回はゆっくり大船渡の
皆さんとご一緒出来た印象です。
魚市場で秋刀魚の水揚げを見ました。

その秋刀魚を、昼に頂いたおいしさは、
最高です。
これからは観光もして、大船渡の良

さを味わいます。
中安,吉原,中村,馬場,一人置いて,純子,丸山,岩本

今回作品黄瀬戸小鉢 荷物満載車2台で 到着まず大船渡温泉へ 秋刀魚水揚げ見学

見学の秋刀魚昼に食べる どなたも参加キャッセン大船渡 大立仮設で吉原、岩本

後ノ入仮設の皆さん 大田仮設147戸跡地 来てくださった大和田夫妻 黄金色の田圃

第10回大船渡作陶会会計報告
今回会費25000円×6名 150000円

収入 支出

前回残金 33794円 お土産お菓子 23100円
今回残金 2571円 反省会費用 6000円
差し入れ 1000円 事務費など 3000円

計 37365円 計 32100円
今回残 5265円

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



第9回から3ヶ月後の大船渡陶芸教室で
した。前回は予定が多すぎてばたばたし
た訪問でしたが、今回はゆっくり大船渡
の皆さんとご一緒出来た印象です。
魚市場で秋刀魚の水揚げを見ました。

その秋刀魚を、昼に頂いたおいしさは、
最高です。
これからは観光もして、大船渡の良

さを味わいます。
中安,吉原,中村,馬場,一人置いて,純子,丸山,岩本

今回作品黄瀬戸小鉢 荷物満載車2台で 到着まず大船渡温泉へ 秋刀魚水揚げ見学

見学の秋刀魚昼に食べる どなたも参加キャッセン大船渡 大立仮設で吉原、岩本

後ノ入仮設の皆さん 大田仮設147戸跡地 来てくださった大和田夫妻 黄金色の田圃

〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1深大寺陶芸教室 馬場咲夫042-483-6478
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



2018.6

今年も健康に恵まれ、大船渡へ行ける
こととなりました。尺八奏者の門傳さん
同行で、楽しい旅になると思います。
今回は仮設は含まず、公営住宅、キャ

ッセン、色々な集まり、団体計8カ所で陶
芸教室と尺八演奏を行います。
仮設は当初36ヶ所1593戸の集約され、4

月現在6カ所130戸にお住まいの方々もお
られるとのことです。ご事情を考えつつ次回お邪魔したいです。
期間、6月27日(水)～30日(土)陶芸教室6:15発18:00着
交通、往復共に車2台、片道約10時間。
費用、交通費、宿泊食費、28000円程度。
宿泊、中村純代宅
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、
運転免許証。男子は寝袋。

28日(木)
咲夫,千恵子,本間組
10:00～12:00ｷｬｯｾﾝ大船渡 大船渡町字野々田10-3
13:30～15:30宇津野沢ｱﾊﾟｰﾄ 盛町字宇津野沢38-1 10人
純子,丸山組
13:30～15:30おはなしころりん 盛町字舘下4-3-7 15人
門傳,藤本組(蔵ハウス以外は15分～20分、状況により延長可)
尺八単独10:00～10:50 蔵ﾊｳｽ 盛町字盛3-1 0192-21-1112 40人
11:10キャッセン、14:30ころりん、15:00宇都野沢アパート

29日(金)
咲夫,千恵子,本間組
10:30～11:30住田町保健福祉ｾﾝﾀｰ住田町世田米字川向96-110人
13:30～15:30上平団地 大船渡町字上平24-1 0192-47-470110人
純子,丸山組
10:30～12:00居場所ﾊｳｽ15名 末崎町字平林54-1 15人
13:30～15:30後ノ入ﾎｯﾄﾊｳｽ 赤崎町字後ノ入73-3 15人
門傳,藤本組
11:10居場所ﾊｳｽ、15:00上平団地
スタッフ名簿
馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1 042-483-6478
馬場純子
丸山敏子
門傳良男
門傳千恵子
藤本良毅
本間 春光(あつこ)
現地企画(宿泊)中村純代
28日(木)外食 大船渡町字野々田28-13 平野屋18:30予約済み0192-27-5204
大船渡温泉022-0002大船渡市大船渡町字丸森29-1
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX 042-483-6478



2018.6

7年目の大船渡陶芸教室でした。写真
にもあるようにデザインされた大型の
施設が訪問ごとに増えています。
今回は仮設での開催を行わず、実施8

カ所の半分が被災と直接の関係が無い
場でした。
私たちの訪問目的も、支援から交流

へ移ったと感じました。

未来図のような公共,商業施設ゾーン

作品は4方中鉢 車で11時間まず温泉 ふれあい地蔵尊参拝 宿舎の中村邸到着

キャッセン大船渡からスタート尺八の演奏 色々な施設で色々な人と開催

藤本,門傳のﾊﾟﾎｰﾏﾝｽ 無事終了を賀茂神社に報告 出発前集合写真 帰りは10時間

第11回大船渡作陶会会計報告
今回会費27000円×6名,23000円1名＝185000円、中村さんへ寄付13000円

収入 支出

前回残金 24825円 お土産お菓子 23760円
今回会費残金 264円
差し入れ 1500円 事務費など 3000円

後ノ入、蔵ハウス 10000円
計 36589円 計 26760円

今回残 9829円
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL 042-483-6478



2018.6

7年目の深大寺陶芸教室でした。写真
にもあるようにデザインされた大型の
施設が訪問ごとに増えています。
今回は仮設での開催を行わず、実施8

カ所の半分が被災と直接の関係が無い
場でした。
私たちの訪問目的も、支援から交流

へ移ったと感じました。

防災観光交流センターからキャッセン方面、未来図のような景色

作品は4方中鉢 車で11時間まず温泉 ふれあい地蔵尊参拝 宿舎の中村邸到着

キャッセン大船渡からスタート尺八の演奏 色々な施設で色々な人と開催

藤本,門傳のﾊﾟﾎｰﾏﾝｽ 無事終了を賀茂神社に報告 出発前集合写真 帰りは10時間

今回のコンセプトは、ゆっくり実施交流、空いた時間に大船渡を知る。
咲夫陶芸、純子陶芸、門傳尺八の3組に分かれてそれぞれ独立で移動開催
させて頂きました。場所はキャッセン、蔵ハウス、宇都野沢アパート、お
はなしころりん、住田町保健福祉センター、上平団地、居場所ハウス、後
ノ入ホットハウス。各組の空き時間に、碁石海岸、ふれあい地蔵尊、賀茂
神社、防災観光交流センター、ジョキング、散歩など。そして平野屋さん
の宴会も良かったです。
今回も中村純代さん、共生地域創造財団の平山さんにプロデュースして

頂き実施できました。また各世話人の皆様、御参加の皆様、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 042-483-6478



2018.10

今回は仮設が1カ所、公営住宅、キ
ャッセン、カリタス、特養、障害者
施設、計8カ所で陶芸教室を行います。
仮設は当初36ヶ所1593戸が、9月現

在3カ所55戸に集約されています。
今回お邪魔する、後ノ入仮設も11

月に閉鎖されるそうです。大船渡は
徐々に変わっています。

期間、10月28日(日)陶芸教室6:00発～31日(水)18:00着
交通、往復共に車1台、片道約10時間。
費用、交通費、宿泊食費、28000円程度。
宿泊、中村純代宅
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、

運転免許証。

29日(月)
咲夫,佐藤組
11:00～12:00大船渡保育園ひだまり 教室大船渡町台24-11 0192-27-7518今野数組
13:30～15:30市営清水ｱﾊﾟｰﾄ 三陸町綾里字清水54-4 0192-47-4701財団遠藤10人
純子,吉原,橋爪組
10:00～12:00後ノ入仮設 赤碕町字後ノ入12-1 支援員村上090-6065-9528 10人
14:00～16:00 蔵ハウス 盛町字町3-1 0192-21-1112 小笠原30人

30日(火)
咲夫,佐藤組
10:30～12:00センター星雲 盛町字町6-10 0192-21-1305大洋会田中10人
13:30～15:30市営蛸ノ浦アパート 赤碕町鳥沢37-3 0192-47-4701財団遠藤7人
純子,吉原,橋爪組
10:00～12:00キャッセン大船渡 大船渡町字野々田10-3 080-5672-0165中村35人
13:30～15:30ｶﾘﾀｽ大船渡ﾍﾞｰｽ 大船渡町地の森43-2 0192-47-4737菅原15名

スタッフ名簿
馬場咲夫 182-0011調布市深大寺北町1-19-1 042-483-6478
馬場純子
吉原安志
橋爪恭子
佐藤ます子

現地企画中村純代
共生地域創造財団,遠藤,平山 盛町字内ノ目12-5 0192-47-4701

29日(月)外食 居酒屋やまちゃん18:30予約済み0192-27-2577
大船渡温泉 022-0002大船渡市大船渡町字丸森29-1
〒182-0011調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL,FAX 042-483-6478



2018.11

12回目の大船渡陶芸教室でした。左の
写真は後ノ入仮設、11月に閉鎖が決まっ
ています。移転した方々にも集まって頂
きました。
当初私たちの訪問は仮設が多かったの

ですが、同窓会で呼んでいただければ幸
いです。ショッピングモール、キャッセ
ン大船渡で40名の参加者も嬉しく思いま
した。参加費は1人800円を頂きました。

参加費800円を頂きました

材料満載4名で出発。ふれあい地蔵尊にお参り。 旧友再会。 大船渡保育園で。

蛸ノ浦アパートで。キャッセン大船渡で。二日間8カ所計120名の参加。作品を宿で修正。

美味しい物をたくさん食べました、刺身にあんこう鍋イチジク。宿泊は中村純代邸自炊。

地元スタッフ陶工房“陶炉”佐藤ます子さん。帰り旅は虹と一緒。作品と無事帰着。

経費28000円×4名＝112000円,ｷｬｯｾﾝ遊具寄付20000円。今回から残金無しに。

〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL042-483-6478
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６年目、第12回の大船渡陶芸教室でし
た。左の写真は後ノ入仮設、11月に閉鎖
が決まっていて、移転した方々にも集ま
って頂きました。
当初私たちの訪問場所は仮設が多かっ

たのですが、これからは同窓会でのイベ
ントとして、呼んでいただければ幸いで
す。ショッピングモール、キャッセン大
船渡で40名の参加者も嬉しく思いました。

参加費800円を頂きました

材料満載4名で出発。ふれあい地蔵尊にお参り。 旧友再会。 大船渡保育園で。

蛸ノ浦アパートで。キャッセン大船渡で。二日間8カ所計120名の参加。作品を宿で修正。

地元スタッフ陶工房“陶炉”佐藤ます子さん。帰り旅は虹と一緒。作品と無事帰着。

今年は10月の末に伺いました。秋刀魚の旬は過ぎましたが、４日間
の滞在であっという間に秋が深まり、帰り道は紅葉が楽しめました。
８カ所開催で、初めては特別養護老人ホーム蔵ハウス様、大洋会セ

ンター星雲様、三陸町復興住宅清水アパート様、赤碕町復興住宅蛸ノ
浦アパート様。再訪は大船渡保育園様、キャッセン大船渡様、カリタ
ス大船渡ベース様、後ノ入仮設様、懐かしく再開させて頂きました。
参加の皆様、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの中村純代様と共生地域創造財団様、そして

大船渡、ありがとうございました。
〒182-0011東京都調布市深大寺北町1-19-1 深大寺陶芸教室 TEL042-483-6478
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