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　2012年3月11日という東日本大震災の1年後という節目
をどのように過ごされましたか。私たちは、「3.11 つなが
ろう東北へ ひこね」という追悼行事を行いました。
　今回は、ひこね地域で活動されているNPO・行政職員・
議員・学生・市民の方々と幅広く参加を呼び掛けて80名近
い実行委員会を1月に立ち上げました。実行委員会会議を重
ね、様々な想いをもった方々とつながりながら、当日を迎え
ることになりました。

　当日におきましては、朝の9時の全体ミーティングを行い
実行委員会のメンバー全員で手をつなぎました。
　まずは実行委員会メンバーがつながった瞬間でした。
　11時に開会し、ステージでは追悼コンサート、テントで
は被災地復興支援のラーメングランプリを開催しながら、別
の会場でも多くの同時進行のイベントを開催させて頂きまし
た。14:46には、会場にお集まりの全員が、護國神社の太鼓
の響く間、黙祷をしました。
　そして、会場の全員で「上を向いて歩こう」を大合唱しま
した。会場にいた皆さんがつながった瞬間でした。
16時からは復興祈願祭を行い、火きりの神事をしました
行って、神聖なる火を熾しました。
　それを元火として、ひこにゃんを始めとするひこね由来の
ゆるキャラ達に点灯式に参加していただきました。今回は、
20,000灯のキャンドルをレイアウトしました。しかし、
せっかく多くのキャンドルを並べたのに、夕方の雨でキャン
ドルをすべて灯す事が出来ませんでした。
雨に濡れたキャンドルに消えては点いて、点いては消えてを
幾度となく繰り返しました。

　あの雨は我々に多くの気付きをさせてくれたと思います。
震災のその後は何もまだ終わっていないし、簡単に点いて時
間が立てば消えてはいけないのだと教えてくれた雨でもあり
ました。震災はまだ終わっていない。ということを実感した
ときでもありました。
　19時からは、滋賀県神道青年会の皆様により護國神社に
て東日本大震災物故者追悼慰霊祭を催行されました。
　滋賀県下から多くの神主の皆さまがお集まりくださり、凛
然とした中での祭礼を拝見させて頂き、神道青年会の皆さま
の気持ちがしっかり伝わってきました。被災地の方々、この
震災でお亡くなりになった方々とつながった瞬間でした。
　「3.11つながろう東北へ ひこね」は、3月11日という1
年後という節目の時に、被災地とひこね、過去と未来、人と
人がつながる日でした。
　そういった意味でも、我々の想いはつながったのではない
でしょうか。このつながりは、この日で終わったわけではご
ざいません。
　きっと新しいスタートの日だと思っています。

　最後になりましたが、この日を迎えるにあたり、本当に多
くの皆さまにご協力をいただきました。
　ご協賛、ご支援を頂いた皆さま、被災地にボランティアに
行って下さった皆さま、広報等にご尽力を頂いた皆さま実行
委員会に参加して下さったすべての仲間の皆さま、本当にあ
りがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げま
す。
　このつながりを大切に、これからのまちづくりにつなげて
いきましょう。

　　　　　　　　 2012年3月12日
3.11 つながろう東北へ ひこね実行委員会

実行委員長　青山裕史

社剛亥丑津り公齢りば綾山



ダンΠモ

❖プレイベント
✤ 東日本大震災報道写真ギャラリー「記憶」2011.3.11 
PM2:46 忘れてはいけないこと

✤ ほたてあかりと語りの会
✤ プレイバック劇団With公演 テーマは「出発」
✤ 滋賀レイクスターズ“東日本大震災復興祈念ゲーム”
✤ 近江高校・彦根西高校 合同書展
✤ 311 仙台短篇映画祭映画制作プロジェクト作品「明日」
上映
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ダンΠモ

❖当日メイン会場
✤ ステージイベント 追悼コンサート・火鑽り神事・キャンドル点灯式
✤ ひこねラーメングランプリ
✤ 3.11 カフェ・復興支援 南三陸屋・kikito
✤ 学生報告会＆ディスカッション
✤ 淡湖焼あかり展
✤ 東日本大震災復興祈願祭・火鑽り神事
✤ ひこねキャンドルナイト
✤ 東日本大震災物故者追悼慰霊祭
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ダンΠモ

❖当日他会場

✤ ビバシティ彦根被災地支援企画「遠い日にしない、あの時」

✤ 彦根市男女共同参画フォーラム「つむいでいこう！命の絆！」

✤ 東日本大震災に心を寄せて いのちの声ちからに 心を紡ぐコン

サート

✤ 3.11 田の浦キャンドルナイト

✤ 彦根でもチャリティーやっちゃいますライブ in Boozebar
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3.11 追悼コンサート

「上を向いて歩こう」合唱
黙祷
ひこねラーメングランプリ 投票結果発表
東日本大震災復興祈願祭・火鑽り神事
キャンドルナイト点灯式

彦根伊呂波会による狂言
閉会

ひこね地域のゆるキャラとともに、キャンドルに点灯します。
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ɌȭɇˁĜʹˋʈˁˋʯ˂

販売  11:30～16:00
投票  11:30～14:00
彦根を中心とした協力店舗による
ラーメングランプリを行います。
15:00からステージでグランプリを
発表します。収益の一部は復興支援
の募金とさせていただきます。 

ຄႨరဌ࣓ࡄ

時間  16:00～
御神前にて復興祈願祭を斎行します。

ຄႨరဘঠଞฃກڸᇔ

時間  19:00～
御神前にて東日本大震災で亡くなっ
た方の慰霊祭を行います。 

ຄႨరၡັଖణʆʻˁ˂Ĝ

Ķݏࡥķ3122/4/22!QN3;57!

ႆɦɀɉȞȫɄȞȭɂ

時間  9:30～17:00（最終入場16:30）
入場  無料
日経新聞社の協力により、日経新聞社編
集局写真部記者が撮影した東日本大震災
関連写真と取材メモを展示します。

ˋŕʟɻʑʃʛʏʿޏၡਠ౺ߔ

時間  15:00～
実際に被災地で復興支援を行った学生に
体験談を語ってもらい、「滋賀県内避難
者の会」の井上宗純さんから被災地の現
状と今の復興支援に対する思い等をお話
いただきます。

Ɍȭɇʅʻˋʡ˃ʢɼʠ

時間  17:00～
護國神社・いろは松駐車場・彦根キャッ
スルホテルに2万灯のキャンドルを点灯
します。

ʯ˅ʐɿʇʠࡔࢱை

気仙沼で、津波で流された大漁旗を1枚1枚
拾い集めるプロジェクトが行われています。
その数は800枚以上。今回その中から20枚
の大漁旗をお借りし、ひこねの空にもはため
かせます。

4/22!ʃʭɿ

時間  11:30～19:00
あたたかい飲み物やハンガリーのおやつ
を販売します。

ဌ࣓ૅܧ!જᆌݎ

時間  11:30～19:00
南三陸の海産物などを、支援の一環とし
て販売します。

ඔঢௌȜȥɤ๐

12:00～15:00
参加者のみなさまに13mの大きな布
にメッセージを書いていただきます。
17:00～20:30
鎮魂と復興を願った灯りを展示。約
80個の陶器と灯りで曼荼羅を表現し
ます。

おうみやき

メイン会場



33権1111禰ダンΠモ藤禰  絵錠り葉氏
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９時に実行委員会集合 ミーティング。 11時に開会。司会は中野栄美子さん。

気仙沼漁港より20枚の大漁旗をお預かりしました。東北とつながるよう大きくなびいています。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  Ζ【�Π…奮磐
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ラーメングランプリには、市内7店舗のラーメン店が参加。売上の一部を復興支援へ。

3.11カフェや東北の物産「復興支援 南三陸屋」も出店しました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  ド�ΠャΘヤダモ
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滋賀県立大学 あかりんちゅのメンバーがレイ
アウトを担当。実行委員会メンバー中心に一
般の方も参加してキャンドルを並べていきま
す。
滋賀縣護國神社の拝殿前では、等間隔にキャ
ンドルがレイアウトされました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  33..1111ハΠパ【モ
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ステージでは、追悼コンサートを開催。
各地で活躍のアーティストが、追悼をテーマ
に被災地に届く歌声を披露してくれました。
また、会場の様子は、谷田寛次さんのご協力
によりUSTREAMでネット中継されました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  貰謄
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14時46分には、会場のみなさんがステージ前に集まってくださり、護國
神社の太鼓が響く中、1分間の黙とうをさせていただきました。
その後、会場にいる全員で一緒に「上を向いて歩こう」を合唱しました。

浄グ慌告だも暮はぢ
励とは�オゆだウぢょ
紙だ�ふ純り禰
韻須�みぽり約

浄グ慌告だも暮はぢ
ょぴケぼ誠グ世つも
紙だ�ふ菓り禰
韻須�みぽり約
江ぷる疫り浄ょ
江ぷる栗り浄ょ

浄グ慌告だも暮はぢ
励とは�オゆだウぢょ
許どゆとェ暮に
韻須�みぽり約
／／
紙だ�ふ醜り禰
韻須�みぽり約
秘び�る誠り閲ょ
秘び�る権り閲ょ
浄グ慌告だも暮はぢ
励とは�オゆだウぢょ
許どゆとェ暮に
韻須�みぽり約
韻須�みぽり約



33権1111禰ダンΠモ藤禰  絵錠り葉氏
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一般に参加してくれた方もお手伝い。

ラーメングランプリは六本木家さん。

彦根東高校新聞部の取材風景。

淡湖焼あかり展の展示風景。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  姫砂祉鵡絵器
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学生報告会＆ディスカッション。滋賀県内避難者の会代表 井上宗純さんによる講演も行われました。

彦根市民会館では、2月22日から3月11日ま
で、日本経済新聞社の協力による東日本大震
災の写真展が開催されました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  喉圖刃錫培杜
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16:00より護國神社拝殿にて、東日本復興祈
願祭を催行。滋賀県神道青年会のみなさまが
滋賀県内より約20名ご参集いただきました。
また、多くの方々にお集まりいただき、お祈
りをされておられました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  峨鑽エ刃示…徒董疾
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東日本大震災復興祈願祭を催行後、ステージでの「火鑽りの儀」にて御神火を灯していただきました。

ひこにゃんをはじめひこねを代表するゆるキャラたちが御神火をろうそくに点灯しました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  ド�ΠャΘヤダモ
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ゆるキャラによる点灯式のあと、参加者も一
緒にキャンドルに点灯しました。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  ド�ΠャΘヤダモ
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夕方の突然の雨で、急きょキャンドル点灯は
拝殿前のみとなりましたが、幻想的な雰囲気
です。



33権1111禰ダンΠモ藤禰  喉圖刃錫培杜
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19:00より護國神社拝殿にて、東日本大震災
物故者追悼慰霊祭を催行。
閉会式では滋賀県内避難者の会代表 井上宗純
さんにご挨拶いただきました。



19



SSMMIILLEE  MMEESSSSAAGGEE  TTOO  TTOOHHOOKKUU
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SMILE Message to Tohokuと題して、東北へのメッセージ写真を撮影しました。現在525枚の写真が集
まっています。写真は4月30日まで募集し、被災地に届けられる予定です。



胸姉…胸琳
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後援: 彦根市/ 多賀町 / 甲良町 / 豊郷町/ 愛荘町 / 彦根市教育委員会 / 彦根商工会議所 / 多賀町商工会
        社団法人 彦根観光協会 / 一般社団法人 多賀観光協会 / 公益社団法人 彦根青年会議所 

木村水産株式会社 株式会社 清水鐵工所 夢京橋あかり館
㍿イチバンコーポレ-ション ㍿水原建築設計事務所 有限会社 オフィスノキア

谷庄建設株式会社 滋賀県建設業協会彦根支部 フットワークエクスプレス株式会社

株式会社 永昌堂印刷 株式会社 パリヤユニバーサル製缶株式会社彦根商工会議所

彦根キャッスルホテル 廣瀬バルブ工業株式会社 株式会社 棚橋食品 アポワ株式会社 髙木造園

山甚開発有限会社滋賀縣護國神社 馬庭保険事務所辻事務所

NPO法人 芹川

株式会社びわこクリエイトNPO法人 五環生活 株式会社ブリヂストンタイヤ彦根営業所

株式会社 永樂屋

有限会社 北風寫眞舘 株式会社 孔葉堂 彦根市社会福祉協議会 株式会社 永聞社

株式会社 天晨堂



蒐肢放今  示緊蒐肢
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協賛金
入金合計（A）

946,500
946,500

会場費
広報費
事務費
材料費
飲食費
備品代
警備代
繰越金
出金合計（B）

ステージ設営、講師関係他 171,730
ポスター・チラシ・看板、Web他 191,703
コピー費、保険代他 38,118
キャンドル代・着火ぽん作成費 194,918
スタッフ飲食費 73,400
ステージ装飾、机他 94,413
警備員 31,500
今後の追悼イベントへの繰越 110,791

906,573

収支合計（A-B） 39,927

＊繰越金は、今後追悼イベントの開催を見合わせる場合、決定後直ちに支援金とします。



蒐肢放今  肢奥空
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事業収支差額
募金
寄付金
合計（A）

39,927
148,398

事業収益からの寄付金 111,675
300,000

支援金支援金支援金支援金支援金

合計（B）

滋賀県内避難者の会 100,000
LIFE311 60,000
田の浦ファンクラブ 50,000
高宮の心を東北へ 50,000
災害救援 森の楽園 40,000

300,000

合計（A-B） 0



肢奥空りて豚ね洗

滋賀県内避難者の会
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滋賀県内避難者の会では、東日本大震災により滋賀
県内に避難している方々の『避難者交流会』の開催
や様々な支援情報の提供や仲介を行なっています。
代表の井上さんには「学生報告会＆ディスカッショ
ン」や東日本大震災追悼慰霊祭にもご出席いただき
ました。
滋賀県内に移住を決意された皆さんが今後、地域に
溶け込み、私達の仲間として"普通に"暮らしていか
れるための様々な支援に要する資金として活用いた
だければと思います。
http://shigahinansya.shiga-saku.net/

つながりのある実行委員：
成松祐子 近藤圭 堀井宏祐希 池山邑華

LIFE311
岩手県住田町は、陸前高田市など隣接した町の被災
者のために、木造仮設住宅を建てる事を決め建築に
着手。その後、これをモデルとして他県でも被災地
の雇用を生むために国や県の資金を使って「木造仮
設住宅」が建築されました。しかし住田町は被災し
ていない町であり、また県と協定を結ばないままに
建設したということで、木材以外の必要資材や資金
に対する支援が、県や国からは得られませんでし
た。こうした状況をなんとかできないものかと
「LIFE311」という募金活動が始まりました。住田
町にいち早く建築した木造仮設住宅分に必要な資金
は3億円、2012年3月現在の寄付金額は1億1620万
円で、今も募金活動が続けられています。
ひこねで集まったお金もその活動の一部として活用
いただければと思います。
http://life311.more-trees.org/

つながりのある実行委員：澤田順子 平居晋

http://shigahinansya.shiga-saku.net
http://shigahinansya.shiga-saku.net
http://life311.more-trees.org
http://life311.more-trees.org


肢奥空りて豚ね洗

田の浦ファンクラブ
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滋賀県立大学の学生たちは、震災後、何度も宮城県南三
陸町の田の浦という集落に通い、番屋（作業所・休憩
所）の建設や、エコキャンドル「田の浦ほたてあかり」
の商品化などを通して、地域再生や浜の女性を支援して
きました。集落外とのつながりを継続し、地域のまちづ
くりを推進する仕組みとして昨年10月に設立された
「田の浦ファンクラブ」が様々な活動を展開していくた
めの資金として活用いただければと思います。
http://e-tanoura.com/

つながりのある実行委員：山形蓮 大北篤 芦井絵利子

高宮の心を東北へ
高宮の心を東北へ届けるための活動として、高宮、
花しょうぶ通リ商店街の有志メンバーが集い、瓦礫
撤去などのボランティアに来られる方々のために、
過去4回現地のボランティアセンターなどで炊き出
しを行っています。今後も活動を継続されていくに
あたり、炊き出しのための必要な食材や備品などの
購入に活用いただければと思います。

つながりのある実行委員：
馬庭将行 和田一繁 原田正彦

災害救援 森の楽園
森の楽園は、東日本大震災の被災地石巻市周辺や宮城県岩手県の沿岸地域で救援活動を行っている団体です。代表
の鈴木寿幸さんは、毎年多賀町で行われる「森の感謝祭」というチェンソーアートの大会に、東北地方からご参加
いただいていており、その繋がりで、3.11カフェの収益を支援金とさせていただきました。救援活動に活用いただ
ければと思います。
http://miyagi-volunteer.seesaa.net/　　つながりのある実行委員：平居晋

http://e-tanoura.com
http://e-tanoura.com
http://miyagi-volunteer.seesaa.net
http://miyagi-volunteer.seesaa.net
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まだまだこれから。この大切なつながりを横軸とし
て、縦軸としての変革をすすめることで、はじめてつ
ながれるのかな。
当たり前と思っていることをちょっとずつから変えて
みましょうか。変えられそうな息吹を目の当たりにし
ました。つづく。　　　　　　　　　　　 近藤隆二郎

書ききれないほどのドラマがあり、事前の一週間は心
が揺れに揺れ動いた時間でした。迷惑もかけました。
でも青山さんをはじめ、実行委員の仲間のみなさんの
おかげて揺れがおさまり穏やかな気持ちで当日を迎え
ました。今回のイベントではいつもひこねでは一緒
だった花しょうぶ通り商店街のみなさんとおそらく初
めて離れて過ごしました。でも不思議と安心感があり
ました。離れていても心はつながっている。そう心か
ら思えたから。泣き虫で知られたボクですが、二日間
一滴の涙も流すことはありませんでした。今、心から
ひこねの仲間の一員であると言えます。みなさんとの
ご縁に心から感謝します。ありがとうございました。

原田正彦

つらかった。でも、うれしかった。　　　　 小島彰朗

素晴らしいイベントへの参加の機会をいただき　 ほん
とうにありがとうございます。
ミーティングに参加させていただいたりメーリングリ
ストでのみなさんのやりとりを見させていただきたく
さんのことを学ばせていただきました。
いろんな団体様やチームがありまずは自立の姿勢で
各々しっかりと取り組まれており足りないところやわ
からないところはみんなで補っていくという姿を見て　
自分にできることを自発的、積極的にやっていくこと
の大切さに改めて気づかせていただきましたし、サ
ポートすることでいろんな問題が解決していくのを見
て支援することの素晴らしさを実感させていただきま
した。
支援の方法も、ただアドバイスしたり手伝ったりする
だけではなく、見守ったり励ましたりとメンタル的な
部分に対してのサポートが素晴らしいと感じました。
僕も日々の生活の中で活かしていこうともいます。
また機会がありましたら、ぜひ参加させていただきた
いと思います。
短期間ではありましたが、素敵な人達と同じ想いを
持って素晴らしい時間を過ごさせていただけたことに
心から感謝です。本当にありがとうございました。

村田将光
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実行委員会に参加させていただき、ひこね地域におい
て様々な分野で活躍されている方々と出会うことがで
き、たくさん学ばせていただきました。
彦根の大学に在学していながら、まだまだひこねのこ
とを知らないと実感しましたし、今回出会った方々と
つながることで見えてくることや出来ることの幅も
ぐっと広がると感じました。
また今回は、微力ながら東北と彦根をつなぐ役割も担
わせていただき、現地に通わせてもらっている者とし
て、現地で感じることと彦根の皆さんの想いとに同時
に触れ、考えさせられることも多く、よい経験をさせ
ていただいたと思います。
そして、ひとつのイベントをつくる過程を通して、ひ
こねにおられる人生の先輩方の思いや哲学、姿勢など
に触れさせていただけたことが何よりもありがたかっ
たです。　　　　　　　　　　　　　　　　  山形 蓮

日本にとって本当に大きなダメージを与えた震災の慰
霊祭の実行委員になれたことを誇りに思います。一日
でも早く日本が復興することを願っております。そし
て、本気でこのイベントに取り組む方達を近くで見る
ことができたのが、本当に良い経験となりました。今
後ともどうかよろしくお願いします。　　　松浦健吾 

私達のチームでは、3.11イベントにおいて「当事者」
の関わりをとても大切に思ってきました。ので、「滋
賀県内避難者の会」代表の井上宗純さんに参画いただ
けたことを、心から有意義に感じています。学生の被
災地ボランティア活動報告について、井上さんから
「素晴らしい若者達！」とのお言葉をいただきまし
た。若者のパワーと地域に根付いた社会人の知恵、そ
して何より大事な「当事者」の想いと願い。それらが
しっかりと組み合わされて、実効性のある働きができ
るように、これからも力を尽くしていきたいです。

成松祐子

震災の追悼という目的の元、多くのひこね地域で活躍
する人々が、世代・肩書きを超えたつながりをもち、
これだけの事業ができたことは、またひこねが魅力的
なまちに一歩前進できたと感じました。
スマイルメッセージプロジェクトを通じて被災地への
想いをメッセージとして、多くの市民に頂けたことは
うれしいことでした。ただ震災の支援もまだまだ続け
て行かなければなりません。
今後もこのつながりを生かし継続した取り組みができ
ればと思います。　　　　

西村忠生
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準備段階、当日では至らない点ばかりで、関係する皆
様にはご迷惑をおかけしてしまいました。
ですが同時に、多くの人たちのお力添えがあり、2万灯
という多くのキャンドルを並べることが出来ました。
いろんな方から「あなたのやりたいようにやればい
い」と言ってもらえ、自分の思う、レイアウトを作成
したり、並べるときにはいろいろな注文を出したり
と、今回のレイアウトでは、わたしのやりたいことを
実現させてもらいました。
すべてのキャンドルに火を灯すことが出来なかったの
はすごく残念でしたが、本当に良い経験になりました
し、素晴らしいイベントに携わらせていただいたこと
多くの方々に感謝しています。ありがとうございまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟谷瞳子

雨に濡れたロウソクに灯りが点った時、実行委員会を
始め、参加者皆の気持ちは炎と共に空へ舞い上がり、
被災地へ届いたと私は思う。実行委員会の皆様、本当
にお疲れ様でした。皆様と一緒にこの追悼の催しがで
き、多くの方々と関わることができ、感謝申し上げま
す。
日本が良い方向へ向かいますように。「継続は力な
り」「つながろう東北へ！」　　　　　　　山本大司

無常にも風雨にたたられ残念。自然の力には仕方な
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村明夫

これだけ大きな規模のイベントに参加させて頂いたの
は初めてでした。特に今回は色んなジャンルのイベン
トをされておられる方達が集まっていたので、どうな
るのかな？と楽しみ半分、不安半分のような日々でし
た。
蓋を開けてみると、数多くの来場者に恵まれ、大きな
事故もなく、という一日になってよかったです。神事
の際にも多数の方が拝殿に来られているのを見ている
と、イベントの中にある思いがその方達に伝わったの
かな～っと。
皆様本当にお疲れ様でした。繋がりは進行形であり、
また何かの機会にそれぞれ助け合えるような繋がりを
楽しみにしています。　　　　　　　　　　 中村光佐

震災から一年後の2012年3月11日。ひこねの地から東
北へ、少しでもメッセージは届いたでしょうか。
ここからまた新しい何かが始まるのだと思います。こ
れからも思いを途切れさせることなく、多くの人に寄
り添うことのできる自分でありたいです。

森 恵生
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会議、当日ともに子連れでの参加でしたが、他の実行
委員の皆さん、学生さんたちといいつながりを持たせ
ていただき、実りの多い体験となりました。
当日は写真展や学生ボランティア報告会のお手伝いを
させていただきました。多くの市民の皆さんの参加が
あり、皆が東北のことに思いをはせて、ここに集って
くださっていると感じました。夜の慰霊祭は鎮魂の明
かりの灯る中、祈りを捧げました。また、スマイル
メッセージを送ってくださった皆さんの思いも確かに
つながったと感じました。今感じているこの思いを忘
れず、これからの暮らしの中で自分にできることを探
し、小さな一歩からでも実践したいと思います。

冨江小夜香

この1年を振り返る機会の中で、考えさせられることが
多かったですが、この1ヶ月は”ひこね”の人の素晴らし
さを感じられました。学生グループからオジさんオバ
さんグループまでつながり、もっと街が盛り上がるこ
とを楽しみにしています。ありがとうございました。

藤田隆行

強風の中、付けては消えるキャンドルに何度も繰り返
し灯した火のように、あきらめることなくできる限り
多くの負担を分かち合い、いつまでも東北と繋がって
いこうと思っています。　　　　　　　　  山口太二朗

私はスマイルメッセージの担当とハンガリーブースの担
当をさせていただきました。実行委員会でお手伝いし
たり、現在スマイルメッセージを集めたりしています
が、スマイルメッセージのためにできたことが少な
かったと反省しています。
当日は3.11カフェでハンガリーのエコなお菓子を売っ
ていました。そして、ハンガリー人からのメッセージ
も貼って宣伝していました。日本が大好きなハンガ
リー人がたくさんいます。彼らの想いも届けばいいな
と思いました。
お菓子を売った利益を全額（12,100円）義援金として
お渡ししました。お菓子を通して義援金とハンガリー
人の想いを届けることができて、とっても嬉しく思っ
ています。
また、皆さんとつながったこと、そしてこんな暖かい
イベントに参加させていただいたことを心から感謝し
ています！ありがとうございました！

藤田アニコー

このメンバー組織を中心に、彦根災害ネットワークを
作りませんか。万が一災害が起こっても、このメン
バーなら対応できます。
さらに、近隣の市町村へも繋げることも。　  十河勇一
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震災はまだまだ終っていません！全てが通過点です。
ただこの通過点の中で一緒に立ち止まり考え、汗をか
き共有できた仲間がいたことご縁をいただいた。
これからも頑張れ！ではなく「助け合いましょう！」
ですから、お疲れ様は言いませんよ。
私の好きな言葉に、井伊直弼公が広めた「一期一会」
は有名ですが、もう一つ直弼公が残した「余情残心」
私は常にこの気持ちで！　　　　　　　　　 和田和繁

彦根に仕事の場を移して１年。今回の取組に参加させ
ていただくことで、ひこねの熱い方たちとつながるこ
とができて、とても嬉しく思っています。
3月11日当日に感じたいろんな思いを胸に、これから
も引き続き、東北の復興に向けて関わっていきたいで
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  高田友美

震災から早くも１年が経ちました。未だに辛く厳しい
生活を送っている方もおられる中、このような形で被
災地へ思いを届けられる機会をいただけたこと、本当
にありがたく思っています。地元彦根から、これほど
までに多くの方々が被災地に思いを馳せていることを
うれしく思うと同時に、市民パワーってすごい！
とあらためて実感する機会にもなりました。

今後もこの震災を忘れることなく、自分でできること
を続けていくとともに、ここで知り合えたみなさんと
のつながりもぜひ大切にしていきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。本当にあり
がとうございました。　　　　　　　　　　 松居智和

多賀町商工会・多賀町観光協会+kikitoとして参加させ
て頂きました「復興支援 南三陸屋」。おかげ様で、ほ
たてあかりも含め17万円近くご購入頂きました。皆様
のお気持ちに感謝いたします。
まだ工場が再建できない中、雇用を持続させなければ
ならない会社や、再建はしたけれど多大な借金の返済
を余儀なくされたお店等、御商売が軌道に乗るまで、
顔の見える関係で被災地に雇用が生まれるよう引き続
き息の長い「買って支援!」のつなぎ役として、多賀町
観光協会や多賀のお店等で販売して参りたいと思いま
すので、ぜひお立ち寄り下さいませ。又、元気に復興
への一歩をいち早く踏み出している地域は、普段から
の備えやつながりを大切にされていた事も学びまし
た。このイベントをきっかけに、私たちの地域でも動
きがおこることを期待しています。
澤田順子


