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【十日町雪掘りキャンプ 2020 を終えて】 

  新潟教会 長倉望（牧師：雪掘りキャンプディレクター） 

多くの人たちのお祈りとお支えの中で、今年も十日町雪掘りキャンプが無事終了しまし

た。十日町雪掘りキャンプは、2004 年の中越地震の被災地でもあり、時に雪害ともよば

れる豪雪地、十日町で雪掘りボランティア体験をしながら、被災支援について学ぶ、とい

うちょっと変わったキャンプです。今年の参加者は、講師、スタッフ含め、総勢 32 名。

今回初めて参加してくれた人もいれば、「もう一度、雪掘りキャンプに参加したい」とい

う願いをもって参加してくれたリピーターもいます。毎年必ず「来年も参加したい」との

思いが与えられる人がいるというのが、このキャンプの不思議な力なのだと思いますが、

それはこのキャンプに「いのちに触れる瞬間」があるからなのだと思うのです。今年のキ

ャンプもまた、命と向き合い、命に触れるキャンプとなったと感じています。 

ご存知の通り、今年は異常気象と言えるほどの少雪で、十

日町にもほとんど雪がありませんでした。栃尾教会を 20 年

牧会された手束先生も、「この季節にこんなに雪がないのは

20 年で初めてです」とおっしゃるほど。十日町教会員の方

に伺うと、「これはもう、例年の 10 分の 1程度ですよ」と

少々不安げにおっしゃっていましたし、降雪量・積雪量の

記録を始めて現在にいたるまで、観測史上 101 年の中で最

も雪が少ないと言われるほどの少雪なのだそうです。あま

りに雪が少ないため、最初に上がっていた「今年は雪掘り

がなくて楽だ」との喜びの声も次第に聴かれなくなり、「こ

んなに雪がなくて大丈夫だろうか」「雪解け水のない状態

で、山菜やお米は大丈夫だろうか」との不安の声が大きく

なっていったと聞きました。幸いにも？雪掘りキャンプの直前 2 日間にわたって多少雪が

降ったために、十日町の景色も、雪国の冬らしい感じになり、またキャンプでも少しだけ

雪掘りをすることができて、千葉や京都など、県外から参加したメンバーにも喜んでもら

えて、ほっとしましたが、例年、毎日やっていた雪掘り作業も、3 時間もすれば何もやる

ことがなくなってしまうという状況の中、今年はプログラムを大きく変更しながらキャン

プを実施しました。 

その一つは、東日本大震災で甚大な津波被害に見舞われた岩手県釜石の仮設遺体安置所

（元小学校体育館）での 10 日間を扱った映画『遺体～明日への十日間～』という DVD

を観て、みんなで感想を話し合ったことです。この映画は、ジャーナリストの石井光太さ

んが実際に目にした光景をつづった『遺体～震災、津波の果てに』を実写化した映画で

す。東日本大震災の極限状態の中で、作業する者も体育館もドロドロで、無造作に並べら

 

 

 



れていく死者たち。その一つ一つに語り掛け、泣き叫ぶご家族に寄り添い、「このお二人

はご夫婦なんだから、隣に寝かせてあげましょう」と心を砕き、感覚がマヒしていく作業

員に「これは死体じゃありませんよ！ご遺体ですよ！」と言葉を荒げつつも、想像を絶す

る惨状の中で、命の尊厳をほんの少しでも回復したいと祈り奔走する民生委員（元葬儀社

社員）の姿を描いた映画です。人が、生きること、死ぬこと、いのちとは何か、人生とは

何か、ということを、深く、重く、問い直された思いがしました。多少なりとも東日本大

震災の支援に関わらせてもらってきましたが、自分たちが関わってきた部分というのは、

生き残った人たち、生きている人たちが日常生活をどうやって取り戻していけるのか、と

いうところがほとんどで、コインの裏表のように、愛する人を突然奪われた人たちの現実

があったことを、改めて考えさせられると同時に、教会の営みの中で、お葬儀に携わらせ

ていただいた一人ひとりのことを思い起こしていました。 

もう一つ、今回初めて行ったことは、長野県の小

布施町まで遠征し「台風 19 号による千曲川氾濫によ

って、土砂を被った河川敷のリンゴ畑の木を救出す

る」という、実際の被災支援ボランティアをしたこ

とです。十日町教会からは片道 2 時間。小布施町役

場からの紹介でボランティアに行ったのですが、案

内されたのは、ニュースなどで頻繁に報道された

「新幹線車両基地水没現場」の対岸の河川敷にある

リンゴ畑でした。そこには小布施名物の栗の木もた

くさん茂っています。氾濫によって３ｍ近い浸水被害にあった場所とのことで、流れ込ん

だ土砂は、粘土状に固まり、あたり一面を覆いつくしていました。広大な河川敷の畑が、

水害から 4 か月たった今も、まったく手付かずといっていい状態であることに驚かされま

したが、これでも流木などを除去するボランティアが重ねられていった結果だそうです。

見渡すと、リンゴの木の下には、たくさんのリンゴがひび割れた地面に落ちており、あた

りにはリンゴ酢のような香りがただよっています。リンゴの木が丸ごと水没し、水につか

って出荷できなくなったリンゴの実は、つけたままにしておくと、木の栄養がみんなそこ

に行ってしまって、木に力がなくなるため、冬前にボランティアさんの手をかりて、全部

木から落としたのだそうです。丹精込めて育てたリンゴを自ら落とさなければならなかっ

たのは、どれほど切ないことか、思わずにはいられません。そんな中で、私たちに託され

たのは、重機などが入れない間隔に植わっている木、一本一本の周りの泥を掘り返して除

去する、というワークでした。流れ込んだ土砂が、粘土状の「やわらかいレンガ」のよう

に覆いかぶさっており、この堆積物を取り除かないと木が窒息し枯れてしまうというので

す。そこで、木の周りだけでもとにかく掘り起こし木が呼吸できるようにして下さい、と

のことでした。 

実際に作業に取り掛かってみると、みっちりと目のつまった粘土質の土の重いこと、重

いこと。雪掘りの何倍も力が要ります。土を掘り返すほど、ドブのような異臭がただよっ

てきます。さらにそこには流されてきて木の根の周りにひっかかった流木やタイヤ、さま

ざまなものが埋まっているという状態で、作業は遅々として進まず、半日のワークで、や

っと 3 列ほどの木の根元を掘り散らかしただけ、ともいえる状況でした。圧倒的な現実を

前にして、自分たちの力の小ささを痛感させられます。けれども、作業を終えた後、受け

 



入れてくださった島田さんからは、「この光景を眺

めて、毎日ため息ばかりついてたけど、少し前向き

な気持ちになれました。明日からまた頑張れると思

います」との言葉をいただきました。優しいその言

葉の背後にある痛みや重荷を思わされましたが、同

時にほんの半日でも、わざわざボランティアに来た

わたしたちへの思いやりが感じられる言葉でした。 

今回は、通常は毎日夜に行われていた被災支援学

習の講演を、水曜と木曜にまとめて行ってから金曜

日の泥掘りワークに出かけたため、結果として、それぞれの参加者が、さまざまな被災支

援に関わってきた講師の言葉を思い起こしつつボランティアワークに取り組むことができ

たようです。1993 年の北海道南西沖地震の奥尻島の状況、阪神淡路大震災での出来事、

中越地震、東日本大震災での被災支援の現場での出会いに思いを巡らしながら、今、この

時、2019 年の台風 19号の被害に携わる、という重層的な時となっていました。被災の現

場では、いつも圧倒的な現実にたたずむしかありません。自分たちの無力さを思い知らさ

れます。けれども「自分たちは微力ではあっても、無力ではない」と自分たちに言い聞か

せながら、小さな働きを積み重ねていくとき、とてもつらい現実の中にあっても、そこか

ら、優しさが生まれ、励ましが生まれ、希望のかけらが生まれてくる、ということも、感

じてきたのです。それは、「自分は、決して独りではない」と感じることのできる出会い

から生れる優しさであり、励ましであり、希望のかけらなのだと思うのです。 

 今年で 16 回（関東教区主催になって 6 回）を数えたこのキャンプ、今年もまた参加し

た一人ひとりに、多くの出会いと気づきが与えられた 5 日間だったと思います。講師を務

めて下さった山本先生、柴田先生、寒河江先生ありがとうございました。毎年、慣れない

ボランティアを快く受け入れて下さる十日町教会や幼児園の方々と久保田先生ご家族、手

作りの食事を差し入れしてくださった新潟教会婦人会の皆さんのお支えに感謝します。ま

た、キャンパーを送り出してくださったそれぞれのご家族と、このキャンプを一緒に形作

ってくれた参加者・スタッフ一人一人、そして、このキャンプを覚え支えて下さる関東教

区のお一人お一人と、何よりすべてを支えて下さった神さまに心から感謝いたします。 

 

 



【参加者感想】 

 

◆『のぼせるぐらいの総復習』 

紫野教会/新潟教会夏季伝道実習生 M.H.（大学生） 

雪掘りに参加すると決めた時から不安でいっぱいでした。雪の恐ろしさが無知だからで

す。皆さん「今年は雪が少ないねぇ」「こんな冬は初めてだ」と話していることに驚きが隠

せませんでした。なぜなら私が今までで見た雪景色の中でも 1 番量が多かったです。正直、

ほっとしました。地域に住む皆さんも雪掘りの負担も減るし、凍えない程度で快適な冬だ

と思っていました。数藤さん(十日町教会の教

会員さん)のお家でお話を聞いたところ、「雪

があり過ぎても困るが、雪が無さ過ぎるのは

もっと不安だ」と仰っていた事が印象的でし

た。それは“あたりまえ”が崩壊していく恐怖

です。雪で生計を立てていた人はどうなる

の？雪解け水の量は？米は？畑は？夏は？予

想がつかないからこそ怖いという思いに気付

かされました。 

長野県小布施町にあるリンゴ農園でのボランティアでは雪掘りキャンプで学んだことの

総復習の場となりました。自分より高い位置にゴミが刺さっていたり、リンゴの幹が 30 セ

ンチ近く埋もれていたり、想像より遥かに体力と精神を使いました。広大な農園の中で途

方に暮れました。まずはじめに DVD 鑑賞で学んだ「話しかけることによって尊厳が保た

れる。」常にリンゴの木に声をかけつづけることにしました。すると、早く綺麗にしたい。

早く助けてあげたい。という想いが芽生え、リンゴの木に“命”を感じることが出来ました。 

作業に集中していると孤独を感じることが多いです。広大な土地で作業を終えることが出

来るのかという焦りも感じます。そんな時に仲間が一言声をかけてくれるだけで心救われ

ました。柴田先生のお話で学んだ「あなたが隣にいること。あなたが名前を呼ぶこと。」の

大切さが身に染みました。 

山本光一先生のお話では「救援活動において物や金は余るけど人は足りない」と学びま

した。今回のリンゴ農園での活動も、約 20人で 6 時間行いましたが、救えたのはたった一

部。お世話になったリンゴ農家のシマダさんは「ここに来るたびにため息が出る。」と仰っ

ていました。 

帰りに寄った温泉では地元の方から台風直後の小布施町の様子を教えて頂きました。「私

の家は被害が少なかった。小布施の道の駅からよく農園が見える。私は何も出来なくて通

るたびに心が痛かった。」と仰っていました。何もできないのは私も同じだと思いました。

なぜなら雪掘りキャンプに参加していなければ小布施町に来てはいなかっただろうし、テ

レビで観ていた台風の状況も忘れていたと思います。私ひとりでは何も行動に移せていな

いと思います。そんな事を思いながら、露天風呂で仲良くなったお母さんと 30 分ちかくお

話していたらのぼせてしまいました。出会いに感謝です。 

雪掘りキャンプに参加して得たものは安心感です。きっと私が助けを求めることになっ

てもキャンプで出会った仲間が飛んできてくれるだろうし、逆の立場でも私は飛んでいき

ます。今年は自然災害が起きないことを祈ります。また十日町で会いましょう。 

 



◆栃尾教会 H.T.（高校生） 

 私は今回初めて雪掘りキャンプに参加しました。今年は雪が少

ないので、どんなキャンプになるのかと考えていました。しかし、

このキャンプによって学びを得ることが出来ました。それは、「ボ

ランティアとは何か」ということです。ボランティアは困ってい

る人を助けるということだと考えていました。でも、それはおご

りではないのではないかと感じるようになりました。さまざまな

お話を聞く中で、雪かきは孤独との戦いであったり、しかし、雪によって人とのつながり

を築けたり、「被災地」という場所のなかで、ちっぽけな自分でもできることを考えて行動

したり、また、被災支援の中で自分の弱さを見つけたりとそれぞれがボランティアという

ものを通して色々なものを感じ、考えるのだと気づくことが出来ました。その気づきを得

た後で行われた長野のりんご農家の土掘り、とにかく体力的に大変でした。台風の被害に

よって泥をかぶった木を助けるのですが、とても土が重たかったです。そのワークを終え

た後に「こんなに大変なことを農家さんは毎日されているのか」と思い、切なくなりまし

た。同時に、ペットボトルをワーク中に差し入れていただいたりと、ボランティアを受け

入れてくださっている方が凄く気を遣われているのだと感じました。そう思うと、私たち

のボランティアは迷惑ではなかったのではないかと考えてしまいました。しかし、今回の

キャンプ中にある方が「ボランティアには正解がないんだよ。自分が今できることを精一

杯おこなったらいいんじゃないの。」とおっしゃっていたのを思い出しました。今回のキャ

ンプでは今まで自分が考えてきたボランティアとは違う、ボランティアの形を少しだけで

すが感じられた気がします。将来的には、「ボランティア」という言葉がなくても自然に足

りないものを補える世界であって欲しいなと考えます。たった五日間でしたが、大きな学

びを得ることができ、そして、今後の自分の生き方について考えるきっかけになったので

とても濃く、素敵な五日間だったと思います。来年も参加したいなと思います。 

 

 

◆新潟教会 Y.K.(高校生) 

何度目かの雪掘りキャンプの参加ですが、今までとはいろんな意味

で少し違うキャンプになったなと感じました。まず大きく違った雪

がないという状況で、することがあるのだろうかと思っていたので

すが、教会員さんの岡田さんのお宅にお邪魔させていただいた時毎

年若い方が来られるのを楽しみにしているんですよとお母さんが

おっしゃっているのを聞いて雪がなくてもただ会いに行って話を

するということに意味があったことがわかって、とても嬉しい気持

ちになりました。手束先生のお話でもあったように雪が、そして困難が人と人とを繋ぐと

いうこともあるんだなということが分かりました。またりんご農家さんの泥かきのお手伝

いをさせていただき、それまで実感することのできなかった台風の影響の大きさを知るこ

とができました。被害を受けた農家さんたちの大変さや苦しみをほんの一部分ではありま

すが共有させていただけたこととても良い経験になったなと思いました。そしてこの雪掘

りキャンプではボランティアを受けいれる側の大変さも先生方のお話から学び考えさせら

れました。学ぶことの多かった雪掘りキャンプ。参加できたことに感謝しています。 

 

 



◆敬和高校卒業生 K.O.（大学生） 

私は今回で雪掘りキャンプは 2 回目の参加でした。し

かし、昨年参加した時も少雪といわれていた中で、今年

は昨年以上に雪が少ない年となってしまいました。その

ため、今回は雪かきの仕事以外にも長野のリンゴ農園の

方まで行って、台風の影響で泥に埋まってしまったリン

ゴの木を助けるために、泥かきのお手伝いもさせていた

だきました。 

台風が起こってから大分月日は経ちましたが、まだこのように被害の後片付けが難しい

と状況にあるところがあり、今回のこのような機会を頂いてお手伝いできたことを嬉しく

思います。しかし、約 20 人で半日やっても畑全体の、ほんの一部分しか終わらすことが出

来ませんでした。そして、台風の被害はここの地域ではないと考えたら、全国でのボラン

ティア不足を実際に痛感しました。 

 昨年参加していたとはいえ、普段雪がほとんど降らない地域に住んでいるため雪かきは

ほとんどすることはなく、それ故に泥かきの作業と慣れない作業で大変でした。しかし、

私たちが行わせてもらったことによって感謝をされ、作業を通して地域の人とのコミュニ

ケーションをとることで、なんだか嬉しい気持ちになりました。そして、地域の人の話の

中で毎年この時期になると来る雪掘りのメンバーを楽しみにしているとも言われ、作業に

より精を出して頑張ることもできました。 

最後に雪掘りキャンプを通して多くの人と交流をすることが出来ました。また、久しぶ

りに再会した友人にも会うことが出来て本当に楽しい4泊5日を過ごすことが出来ました。

お世話になった全ての人へありがとうございました。来年こそはもっと力をつけて十日町

の本当の積雪で雪かき頑張りたいと思います。 

 

 

◆鹿島教会/敬和高校卒業生 T.O.（大学生） 

 今回で３度目の参加となりました。参加するたびに新しい発見と学びが与えられている

と感じます。十日町に入ってすぐ、昨年よりも積雪量が少ないことに驚きました。雪が少

ないから今年は作業が楽かなと軽い気持ちでいましたが、雪が仕事と深く関わっている方

は雪がなければ仕事ができず、降らないしんどさがあるということを学びました。雪を取

り除かなければいけない存在だと捉えるのではなく、友だちのように真剣に雪と向き合っ

ている雪国の皆さんの姿勢から雪の大切さを教えてもらえました。 

 今回は雪掘りのワークの他に、台風 19 号の被災

地である長野県小布施町の農園で泥堀のワークを

行わせていただきました。水分を含み粘土状になっ

た泥は想像していたよりも重く、ひと掘りするのも

一苦労でした。20 名のキャンプメンバーが 1 日ス

コップを動かしても、広大な農園の一部分の復興作

業を一歩進められただけで、被害の大きさを実感さ

せられました。また、入り口が狭く、重機が入りこ

むことができず、人力で作業を行わなければいけな
 

 



いのにも関わらず、人手があつまらないため作業が進まないという課題を目の当たりにし

ました。前日に山本先生が話された、救援活動の三原則「金、物、人」の中で人手はいつ

も足りない状況が続くという言葉の意味を深く理解しました。支援とは継続して関わって

いくことが大切なのだと感じました。 

 被災支援を想定して行われる雪掘りキャンプは起床時間が早かったり、限られた調理器

具や水場でメンバー全員の食事を調理し後片付けまで行わなければいけなかったりと、決

して楽なキャンプではありません。それでも、「来年もまた来たい」という思いが与えられ

るリピーターが多いのは、雪国での暮らしや被災支援学習を通して、人の繋がりの大切さ

や温かさを感じることができるからだと思います。一昨年の参加の際、スノーダンプを壊

してしまい、逆に迷惑をかけてしまった S さんのお宅に今回もう一度訪れた時、「毎年来て

いただいてありがとうございます」「少し大きくなられましたか？」と暖かく迎え入れても

らえました。自分の外見も含めて、覚えてもらえていたことに喜びを感じると同時に、キ

ャンプを通して与えられた出会いと繋がりを再確認しました。このキャンプをもっと多く

の人に知ってもらいたいと思うので、来年は友人を誘って参加したいと思います。 

最後になりましたが、キャンプを受け入れてくださった十日町教会の皆様、キャンプを

覚えて支えてくださった皆様に深く感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

◆桐生東部教会 M.H.（高校生） 

初めてこのキャンプに参加しました。雪掘りも災害ボラ

ンティアもしたことがなくて、自分に何かできることはあ

るのかと少し不安な気持ちを抱えながらここに来ました。

今年は雪がない、と何度も聞いたけれど私にとっては初め

て見る雪の量でした。顔の見えない誰かと雪掘りという作

業をするんだ、効率的に作業を進められるほど貢献できる

んだ、と考えていたから不安だったのだと思います。しか

しワークやお話を通して、私の抱えた不安はどんな場面もあることで、今回は特にボラン

ティアを受け入れる人にも当てはまるということに気づかされました。「誰かがボランティ

アをしに来る」だとなにも見えなくて不安な気持ちにもなる、「○○さんがまた○○をしに

来る」へと変わるには、ボランティアで助ける助けられる関係から、なんだか会い続けて

いる人たち、への心持ちの変化があって、そのためには継続した支援が必要。災害ボラン

ティアは一時的なものではない、と何度も思わされました。また、助けられるばかりでは

辛い、ありがとうと言い続けなければならない立場は卑屈にもなる、という言葉が強く記

憶に残りました。その言葉や、いるだけで癒されたり人を助けられる「ひとぐすり」とい

う力、毎年雪掘りをして徒労感を感じる中にも出会いという希望を見出している人の強さ、

泥をかいて感じたりんごの息遣い…このキャンプで経験した様々なことを通して「効率的

に作業を進められるほど貢献できる」とは限らないのかもしれないなと思い至りました。

だからルールを守ることや何か１つの考えに固執するのではなくて今なにを大切にするべ

きなのかを常に考え続けなければならないとも思いました。 

今回知り合えた人たちともここで終わりではなく、出会いを繋げていきたいです。この

キャンプでたくさんの気づきを与えていただきました。本当にありがとうございました。 

 



◆四街道教会 Y.N.（高校生） 

初参加の十日町キャンプで豊かな体験ができました。各地

から集まった人たちに出会うことができて本当に良かった

と思っています。僕はどちらかというと集団行動、人と関わ

りながら活動するのは苦手な方でしたが、キャンプを通して

新たに気づいたことがあるのでそれについて書きます。 

 1 番は、個人個人の意見の共有、分かち合いがボランティ

アではとても重要な役割を果たすということです。二日目の

泥かきでりんご農家さんとお話しする機会あったのですが、

台風後の自分の畑の変わり様を目の前にした時に果たして

自分達だけで処理できるのだろうかと途方に暮れた気持ち

でいたそうです。しかしボランティア後には少し希望が見え

たとおっしゃっていました。またぼくたちボランティアをす

る側にとっては、それを経験することでしか思い知ることの

できない泥の重さ、自然の威力を味わい、また農家さんの苦

労も同時に実感しました。また今度は逆に僕が被災者側にた

つ時もありました。それは寢る時です。僕は、睡眠時は周囲の音や光に敏感なのですが、

それが 1 日目に試練となりました。ライトや大人たちの談話の声でうまく寝付けず、次の

日は体力的にハードでした。それをとある先生に相談したところ、先生も初参加の時に同

じような経験をされたようで、僕たちは数日後に帰れると分かっているから我慢できるけ

ど、全く終わりの見えない避難所で生活している被災者の方々は毎日の避難所生活がどん

なに辛いことで、どんなに精神的にも肉体的にも困難なことかを考えられる機会だよねと

おっしゃっていたのがとても印象的でした。このように、実際にボランティアをする側と、

被害に遭う側の両体験をすることで初めて学んだことがたくさんありました。相手はどう

いう気持ちなんだろうと頭の中であれこれと考えを巡らせて不安になるより、実際に体験

してみた方が人間関係やボランティアにおいてはお互いの置かれている立場を理解しやす

いので、良好な関係を築きやすくなることを学びました。全員が復興という目標を掲げる

被災地では、人々の団結が不可欠です。団結は相互理解の上に成り立つ物なので、互いを

知ろうとすることがいかに重要かということを、キャンプ全体を通して学びました。 

 楽しい時間もたくさんありました。進路の話、教会の話、家族の話など、新たに出会う

ことのできた方たちとたくさんお話できたのは自分にとって貴重な体験でした。ゲームを

して遊んだり、雪遊びも普段できないので久しぶりに笑い合いながら楽しめました。 

 最後に、このキャンプを丁寧に計画•準備してくださった先生方や、十日町教会の方々、

このキャンプの参加者の皆さんや、僕たちを呼び集めてくださった神さま、本当にありが

とうございました。 

 

 

◆取手伝道所 H.K.（中学生） 

参加は４回目でしたが、雪掘りをしないキャンプは初めてで新鮮でした！ 

映画の「遺体」を見たり長野で土掘りをし、改めて災害の怖さを知りました。 

来年もぜひまた参加したいです。 

 



◆京都葵教会 T.T.（社会人） 

今回、十日町雪掘りキャンプを通じて感じたこ

とを書きます。 

 北海道で起きた奥尻島沖地震による津波被害の

状況やボランティアのあり方を京葉中部教会山本

光一先生の当時の実体験を通して話して頂きまし

た。当時 LINE や Facebook などの SNS がまだ

ない時代、テレビなどの報道を見、聞き多くの学

生やボランティアが現地入りしボランティア活動

を行った、とのこと。大きな震災や台風などの人

の力ではどうしようも出来ない事が発生するたび、改めてボランティアの存在を実感しま

すが、同時にボランティアを行う人の後ろに多くのサポーターがいて初めてボランティア

が成り立つことを学びました。 

 長野の小布施町の林檎農家の畑泥かき作業をさせて頂き、水の力に再度恐怖を感じまし

た。今まで飲み水や、人々が涼をとったり、汚れたものを洗う生活基盤の一つとしか認識

していなかった「水」に、違う一面があるものだと思い知らされました。東日本大震災の

時、私はまだ中学生で、京都で生活をしていて、テレビの報道でしかその悲惨さを見てい

ませんでした。今回、災害は違いますが、長野の小布施町の農家被災ボランティアをさせ

て頂いて、被災者の方の苦しみを実際に目の当たりし、いかに私が被災者の方と関わって

来なかったのかが、後悔しかないです。林檎農家の島田さんの奥様に、本来今の時期に何

をされているのかを尋ねたら、本来なら樹木の剪定だったり、ぶどうの木の準備をしてい

るはずが、最優先事項が泥かきになってしまったと言われ、とても辛そうだと感じました。 

 実際に被災現場に行ってみて、長野市や他の市の被害のみを取り上げられて、小布施町

にはあまりにも報道がなされていない事が多すぎると感じました。もちろん、今まで自分

が災害に対して目を背けていたのも事実で、これから私が出来る事は被災地の方々のこと

を祈り続けて行きボランティアをさせて頂き続けるしかないのかなと思いました。 

 柴田信也先生が講演の中で、長期間ボランティアを続けていくと、何かの瞬間に、ボラ

ンティアを受ける側とボランティアをする側の関係から”いつも来てくれる人たち”に変わ

る時が来ると仰っておられたのが感慨深い話でした。 

 最後になりますが、今回、新しい出会いもあれば懐かしい再会もありました。キリスト

教は誰かと繋がっていられます。知り合いの知り合いは知り合いになれた気がして、とて

も糧になる 4 泊 5 日間でした。 

 

 

◆四街道教会 N.S.（社会人）S.S.（幼稚園生） 

今回、初めて雪掘りキャンプに参加させて頂きました。今年は信じられないほど雪が少

ないと言われていましたが、雪とはほぼ無縁の地で生まれ育った私にとっては、それでも 

雪がある 十日町でした。4 歳になる息子も連れての参加だったので、“怪我することなく、

息子が雪と戯れることをサポートする”ことが私にとっての最重要ミッションでした。そし

てそのミッションは無事に成功し、息子は念願の“人参の鼻をつけた雪だるま”を作り、ま

た思いがけず沢山のお兄さん、お姉さん達に囲まれて、遊んでもらって、彼にとっては大

 



満足の雪掘りキャンプになりました。（雪掘りキャンプで何が楽しかった？と息子に尋ねる

と、 けいさんと遊んだのが楽しかった！ぶーぶーでお出掛けした！人狼ゲームが楽しかっ

た！との事です。お世話になりました。） 

私は一緒にワークに参加することは出来ませんでしたが、参加者の皆さんのお話や生き

生きとした表情から、働きを通しての学びを教えて頂きました。また息子が沢山の方の愛

に包まれている姿を見て、神さまの家族と共に過ごすことの豊かさと、その愛の深さに学

び、励まされた 4 日間でした。 

このように素敵な雪掘りキャンプを毎年主催して下

さり、貴重な学びの機会を与え、支えて下さっている関

東教区の皆さま、並びに現場でご尽力下さっている多く

の先生方のお働きにこの場をお借りして感謝申し上げ

ます。ありがとうございます。そしてこのキャンプがま

た来年も開かれ、豊かな交わりの時となりますよう願っ

ております。 

 

 

◆四街道教会 寒河江健（牧師：講師） 

私にとって新潟は初めて訪れる県であり、中でも豪雪地域として知られる十日町に降る

雪がどのくらいのものなのかと若干の不安と期待が入りまじる思いで雪掘りキャンプに参

加しました。しかし蓋を開けてみれば今年は例年にない異常な少雪の年で、ほとんど雪掘

りの無い雪掘りキャンプとなりました。 

キャンプを通して災害について、また被災支援について学び、考える中で一番心に残っ

たのは栃尾教会の手束先生のお話です。20 年という歳月を栃尾の地で過ごされた先生の語

る言葉の一つ一つに重みを感じました。 

手束先生｢屋根に登って雪掘りをやるようになってようやく近所の人も認めてくれるよ

うになったというか、あいさつをしてくれるようになった。｣ 

柴田さん｢牧師として生きる以前に生活者として生きなきゃいけないんだよな。周りは見

てるよ。｣ 

大いに気付かされ、学ばされる言葉でした。 

また今回は雪が少ないということで台風 19 号の大雨による

河川氾濫･土砂被害にあった小布施町の農家さんのところにお

手伝いに行かせて頂きました。私自身、千葉県南部の被災支援

活動を微力ながら行っていますが、強風被害の千葉と長野の河

川氾濫による土砂被害では同じ台風被害と言っても全く状況が

異なることをしみじみ感じました。粘土のような土砂で覆い尽

くされた広大な農園を前にして、それと日々向き合って生きな

ければいけない被災者の心の痛みに思いを寄せました。 

最後になりましたが十日町教会の久保田愛策先生、瞳さんは

じめ教会の皆様と幼児園の職員の皆様の多大なご協力と寛容な

心でもって 30 名を超えるキャンパーを受け入れてくださった

ことに心から感謝致します。お世話になりました。 

 

 



◆「積み重ね」の大切さ    京都葵教会 K.I.（大学生） 

一年ぶりに十日町を訪れました。今年は雪が少なく去年とは違う景色ではありましたが、

懐かしさを覚えました。そして第一に感じたことは今年もこのキャンプに来て良かったし

ということでした。私自身来年度の四月から社会人として働き始めるにあたり、そのよう

な中で忙しさに追われ、直前まで参加するか否かとても迷っていました。しかし、だから

こそ今しかないのではないかという一言に後押しされ、今年も参加するに至りました。久

しぶりに出会う友人や先生方、また新たな出会いがあり、心が弾むような日々でした。教

会という枠に収まるのではなく、それを超えた共同体として活動し、そこに何度でも、何

回でも参加するということに意義があると思いました。同じ時を共有するという、その積

み重ねによって私たちの人間関係が成っていることを改めて感じることができました。加

えて。キャンプ中にある先生が、震災のボランティアに自分が参加し、何回も現地に行く

中で、自分がもしも被災しても誰かが助けに来てくれる、という安心感を覚えたことがあ

るというお話を聞きました。まさにその行動の積み重ねによって、成された事であり、私

たちにとって「積み重ねる」ということは困難な時もありますが、とても大事なことであ

ると再認識することができました。 

先ほども述べたように、今年は雪がとても少なかったため、雪掘りのワークを数日行った

後、今回は長野県にあり、災害によって泥が堆積してしまったというリンゴ農家さんのと

ころで泥かきのワークをさせていただきました。広大な土地に生えている、リンゴの木が

三十センチほど泥に埋まったまま、人手が足りず、作業が全く進んでおらず、途方にくれ

てしまうような状態でした。私は初めて被災した土地でボランティアとしてワークをさせ

ていただきましたが、泥をかいてもかいても終わりが見えないという、絶望的にならざる

終えない状況に直面しました。たった 1 日のワークで私が感じたその絶望感を、農家の方々

は毎日のように感じているのかと想像するだけで胸が痛くなります。しかし、農家の方々

は決して諦めずに毎日少しずつ作業をしているそうで、逆に自分が勇気付けられるような

感覚を覚えました。過酷な日々ではありますが、農家の方々と出会うことができ、とても

大切なときとなりました。 

今回のキャンプではたくさんの方々との出会いを通して、改めて自分と向き合うことがで

きた、そのようなキャンプになりました。いつも支えてくださる多くの方に感謝いたしま

す。来年度も頑張って参加できればと思います。ありがとうございました。 

 

 

◆京都葵教会 Y.R.（留学生/大学院生） 

一、記録 

・1 日目 2.12(水) 

学習の時間で、雪の国についての話しを聞か

せていただきました。毎日雪掘りの徒労感から、

地域の人と出会え、分かち合える喜びと、春が必

ず来るという希望感へ、牧師さんたちの心境が

たくさんの被災援助ボランティアの活動の中

で、そのように変化したと聞きました。合理性よ

り、人と人のつながりが大事だと感じられます。  



・2 日目 2.13(木) 

午前中、十日町教会の信仰者であるおばあちゃんの家に雪掘りを手伝って行きました。美

味しい手作りの羊羹と味噌をご馳走になりながら、お嫁になった 40 年目の現在、雪の国と

雪について色々な感想を聞かせていただきました。ご主人は元役員さんで、すごく環境問

題に関心を持って地球温暖化について地球の形成メカニズムから説明してくれました。 

午後、『遺体』(岩手県釜石市)という DVD を泣きながら、観賞して、感想をグループで

シェアしました。そして、柴田先生は自分の経験したことを通して、1995 年の阪神大震災

について話しました。それから、自分は如何に考えて、被災地ボランティアの活動センタ

ーが始まったきっかけと経緯を説明しました。 

夜、山本先生は 1993年に起こった地震とそれでの津波で被災した奥尻島の事例を通して、

被災地ボランティアが一体何か、また救済三要素である物・金・人の中、ずっと足りない

のは人であるという課題を言いました。 

最後、「北京」という店に美味しい焼き餃子を食べたり、「へぎ、へぎ、へぎそば--」と地域

づくりのため、作られた曲を聴いたりして、この一日が終わりました。 

・3 日目 2.14(金) 

地球温暖化が一層進んで、古来から雪の国である新潟でも今年は雪が少ないです。とい

うことで、雪掘りにかわって、今日一日は朝から午後まで長野県小布施町における家族経

営のアップル農園に 6 時間ぐらい手伝っていました。果樹農園の経営者は元須高 JA 営農

部の担当者であり、兼業農家として農業をずっとし続いていたが、2 年前 JA から退職し

て、果樹の専業農家と地域ファーマーズグループの代表になりました。3 ヘクタールの農

園に、リンゴ(1.6ha)以外、栗、食用ぶどう(気温が低いので、ワイン用に不適合)、プルーン

も栽培しています。営農以外、付加価値の高いジュースやジャム等も加工して販売してい

ます。現在直面している課題がやはり災害被害と担い手不足(後継者がいない)です。(補助

金一日 25000 円ぐらいもらえるらしいが、リンゴ土掘り作業用の機械借り金と人工費をカ

バーできない) 

今までゼミでの聞き取り調査(京丹後)や自分の研究(京都南部)からもらった情報に加え、

日本の家族経営農家に対して、どんな作物をどこに植えても、課題はほぼ同じではないか

と思っています。また、どこでも同じなことが起こっている原因は現行しているシステム

になにかの問題があるではないかと考えています。 

・4 日目 2.15(土) 

朝礼拝に久保田先生の話を聞いて、深く考えさせられました。雪の国だからこそ、雪が

貧乏の人でも金持ちでも“平等的”に降るからこそ、十日町の人々は、クレームがほぼなく、

お互いに理解できるようになったではないかと話しました。それは、人間の「同理心」が

行動を駆動していると言い換えるだろうと考えています。「利己主義」や「自己愛」よりは、

「利他主義」の雰囲気(暗黙のルール)が溢れている、毎年雪に襲われる十日町こそが、「隣

人を愛しなさい」の最大の掟を実行してるところだろうと思っています。 

二、感想 

最後に、今回のキーワードの一つである「ボランティア」について自分の学んだことと

思い付いたことを話してみたいです。 

子供の頃から、数え切れないほど色んなボランティア活動を熱心に参加していたが、ず

っと自分が他人に手伝ってあげて受け側や周りの人から感謝や褒め言葉がもらえる期待の



気持ちと考え方でやり続いていたことに気づきました。では、ボランティアの意義がただ

の自己満足ではなければ、一体何のためですか。今回の雪掘りキャンプ活動に参加し、ボ

ランティア歴が長い先輩と先生の話を聞かせていただき、ボランティア活動を通して自分

が助けてもらうと考え直しました。が、クリスチャン団体なのに、あんまり福音の話しを

触れなくても大丈夫なのかなという疑問も出てきました。山本先生のお話を聞き、マタイ

による福音書(25:31-46)の箇所で疑問の一部を答えてくれました。これからもボランティア

の活動の中、この答えを探し続きたいと思います。 

 

 

◆「広がっていく雪掘りキャンプ」京都葵教会 内山友也（牧師） 

 今年も雪掘りキャンプに参加することができ感謝をしています。この

キャンプでは十日町・教会という同じ場所に来ても、毎年違う体験や経

験が得られます。特に、久しぶりに会えた人とのつながりや、初めて出

会った方との交わりを深めていく中で、「ここに集う人たちは、これから

も安心を分かち合える存在となっていくのだろうな」と感じます。 

また、「人が一人でいるのは良くない。」という聖書の言葉をもとに、

三浦先生が礼拝でお話をしてくださったように、このキャンプに参加を

すると、いつも私の周りにいる存在に励まされ、自分の置かれた場所で

頑張っていこうと前向きな気持ちになれます。そして、今回はその聖書

の言葉を改めて考える中で、これは、自分は一人ではないということを知ることの大切さ

も語られているように思えました。１年に一回の集いではありますが、その人たちとのつ

ながりはずっと続くことを覚えられること、そして、その中心にキリストがいると感じら

れることは、信仰を持つ者として「いかに幸いなことか」を知らされます。 

 また、今回のキャンプでは長野まで足を運び、度重なる台風や水害によって被害を受け

られた農家の方と出会い、本当にわずかな時間でのワークしかできませんでしたが、共に

苦しみと喜びを分かち合うことの大切さを教えられました。これもこのキャンプがなけれ

ば与えられなかった時間であったと思います。同時に、「雪掘りから土掘りへ」と、新しい

取り組みを通じて、横のつながりが広がったことも、与えられた恵みであったと思います。 

 私たちは日常生活を過ごす中では、ニュースに取り上げられるところにしか、なかなか

目を向けることが出来ません。しかし、そこには取り上げられない現実の中で生活をされ

ている方々がいることや、視野を広げて一つの物事に目を向けていくことも求められるこ

とを知らされました。そして、知らないことがたくさんある中でも、現地に実際に赴いて、

自分自身でそこにある空気と思いに触れることが、私たちの命のつながりとなっていくこ

とを感じました。 

 今回の雪掘りは例年になく、雪のないキャンプでしたが、そのことで新しい気付きが与

えられました。このキャンプがこれからも続いていくことを願いつつ、一つの時間を共有

していくことを通して、多くの人と人との輪が広がっていくことを切に祈ります。 

また、この雪掘りキャンプのことを覚えて、受け入れ、お支えくださった十日町教会の皆

様をはじめ、全ての方々に心より感謝いたします。「また来年も行きたいな。」という思い

と、スケジュールとをにらめっこしながら、またみなさんと再会できる日を楽しみにして

います。ありがとうございました。 

 



◆「被災支援学習に出席して…」 

  長岡教会 玉置千鶴子（牧師） 

統計開始以来最も少雪となった今年の雪掘りは

どうなるか…との心配の声が発せられる中での開

催となりましたが、長野の台風被害ボランティアに

も加わり、被災支援学習も開催されました。所用の

ため長野のボランティアには行くことが出来なか

ったことが悔やまれます。しかし今年も十日町雪掘

りキャンプを通して出会いが与えられたことを嬉

しく思います。特に昨年発生した台風 15 号・19 号による被災支援を継続しておられる山

本光一先生を通して、北海道南西沖地震(奥尻島沖地震)発生時のボランティアを中心とし

たお話を聞くことができ、ありがとうございました。 

救援活動の３要素＝物・金・人の中で、人が余ることはなく必要であることを受け、現

在も継続されている台風被害による支援を思い起こしました。とはいえ物理的に距離が離

れた地にある中で数回しか足を運ぶことが出来ずにいる私は複雑な思いの中で聞いていま

した。そのことを山本先生とお話した際、３・11 東日本大震災に際して片道 10 時間かけ

て足を運ばれたことを伺い、返す言葉もありませんでした。 

十日町雪掘りキャンプはもちろんのこと、様々な繋がりを通して思いを具体的な業・行

動へと変えていくことが出来るように歩みや繋がりをこれからも積み重ねていきたいと思

います。 

 

 

◆鹿島教会 M.N.(社会人) 

4 回目の参加であった。我が家は 2 日目昼からの参加だったため、雪掘りを全くしない

という、異例の雪掘りキャンプとなった。 

3 日目に、長野県小布施町の果樹園で、昨年 10 月の台風 19 号の際に、リンゴの木の根

元に 30～40cm 堆積した泥を除去する作業に従事した。周囲のリンゴの木の周りには、多

くのリンゴが落ちて腐っていた。木にできるだけ栄養が行き届くよう、傷ついてもう市場

に出せないリンゴをあえて落としたとのことであった。この被災後の光景を初めて見る私

たちでも、胸が痛くなった。そして、自分たちの大切な畑が一面泥で覆われ、一生懸命育

てたリンゴが地面で腐っていくのに為す術もなく、「この光景を見て、毎日ため息しか出

なかった」と語る農家の方の心の傷の深さを想像した。約 4 時間、体中が痛くなりながら

除去できた泥の量はわずかであったが、農家の方が少しでも一息つく時間を作る役に立っ

たのであればと願う。 

今回はワークが少なかった分、山本先生や柴田先生や寒河江先生からの話、そして映画

「遺体」鑑賞など、様々な角度から学び考える時間が多く与えられた。災害が発生した

際、その支援方法に「正解」は恐らく無い。様々な被災支援のあり方について知り、また

できればそこに参加していろいろな経験をすることで、「自分の微力」を謙虚に受け入れ

ると同時に「その自分の微力を使ってできること」「みんなの微力を集めればできるこ

と」を考え、動くことが大切なのだと、改めて感じた。そして、そのような大切な気付き

を提供してくれるこの雪掘りキャンプに、今年も参加できたことを心から感謝したい。 

 



 

◆鹿島教会 Y.N.（社会人） 

「遺体」の映画を観て、災害のパニックの中でも、遺体に話しかけ、大切にしていたこ

とが、いろんな人の心に響いていた。その後の小布施でのワークで、やわらかい粘土質の

泥の中のリンゴの木を掘り出す際、口々に「りんごちゃん、呼吸できるようになったね

え。苦しかったねえ。あの水の中でがんばったねえ。」と話しかけている女の子達。淡々

と作業をするのではなく、木と向き合って自然と出てきた言葉だったと思う。農家のお母

さんも一緒に働いたが、日頃働いている人はやっぱり体力が違うと思わされた。毎日自然

と生活し、枝、葉の世話をしている木達が、何ヵ月も泥の中に放置されている。その悲し

み、絶望感を、少しだけど体験させていただいた。「スーパーのりんごを見る目が変わり

ますね」と高校生の西川君が言ってくれた言葉が心に残った。 

映画を観た後のシェアの時間、ワークをした後のシェアの時間。この時間が、私に希望

をくれた。人の気持ちを共有する時間、普段の生活の中でなかなか無いなと思った。自分

が思ったこと、感じたことをシェアすることにより、気付けることがたくさんあるし、今

の社会に不足しているかもしれない。そのような時間を与えてくれるこの雪掘りキャンプ

が、今後も継続して開催されると良いなと思う。 

 

 

 

◆取手伝道所 R.K.（社会人） 

４回目となる参加でした。今年は仕事などの都合で日程的に難しく、本当にわずかな時

間の参加となってしまいましたが、近くから遠くから毎年集まるメンバーとの再会、新し

い仲間との出会い、その中で語り合える時間がかけがえのないものとなりました。日中の

ワークだけでなく、夜の集いの時間には災害やボランティアの体験談を伺い、関心を共有

する機会を与えられました。また、学生や若い方々の発言や感覚などからも大いに学ぶと

ころがありました。内容の変更はありましたがこのキャンプの柔軟性や広く災害からの復

興についての思いをかえって強く感じました。 

 

 

 



◆「泥と隣人と私」 

    桐生東部教会 三浦啓（牧師：スタッフ） 

２月１２日（水）から１６日（日）まで関東教区主催の「十日町雪堀

りキャンプ」が行われ、関東教区各地、京都教区から３２名の参加者が

集いました。講師には京葉中部教会の山本光一先生、四街道教会の寒河

江健先生をお迎えしました。私にとっては１５回目の参加になりました。 

 今年は、豪雪地帯の十日町にまったく雪が無いという状況で、長倉望

先生（新潟教会）とどのような内容で雪堀りキャンプを行うか頭を悩ま

せつつ当日を迎えました。十日町へ行ってみると、過去に訪れたどの冬

よりも雪が無い状態で驚かされました。十日町教会の教会員さんのお話

では、観測史上（１０１年の中で）最も雪の少ない冬になっているとの

ことでした。 

 １日目は少しだけ十日町教会の牧師館横の駐車場で雪かきを行い、自

己紹介やオリエンテーションをして夕食を食べ、夜は栃尾教会の手束信

吾先生のお話をお聞きしました。 

手束先生は栃尾教会で２０年間牧会され、この春に水海道教会へ転任されます。この２

０年の栃尾での生活の中で感じた事、特に毎年大雪の降る栃尾ならではの気付きについて

話をしてくださいました。大雪が降る中、雪と向き合うことは時に孤独感、徒労感を覚え

ると言います。教会周り、教会の広い駐車場、牧師館周りなどフォークリフトを用いて雪

掘りを行う大変な生活がそこにあり、肉体的なしんどさはもちろん、精神的な辛さを覚え

つつ生活をしなければならない状況であったことを改めて知りました。しかし、そこで２

０年間生活し、牧会できたのは、雪に向き合う中で、時に励ましの声や労苦を共にしてく

れる仲間の存在があったからだと言います。手束先生が「もし栃尾という町があまり雪が

降らない場所だったら、２０年もここにいなかったかもしれない」とお話くださったその

言葉に改めて手束先生の誠実さやすごさを感じ、ぐっとこみ上げるものがありました。ま

た、長倉先生からも東日本大震災の時に新潟から支援物資を被災地に運ぶ働きを担われた

お話や新潟地区の被災支援担当者として雪掘りキャンプや被災支援活動に携わり続けてい

る経緯や意義についてお話くださいました。 

 ２日目は、午前中に十日町教会信徒の岡田さん宅、数藤さん宅に参加者が分かれて訪問

し、交わりの時を持ちました。雪の多い場所での生活についてなどお話を聞いたり、雪の

有る雪掘りキャンプとはまた違った交わりの時を持つことができました。数名は教会に残

り、教会の裏の道にある雪を除ける作業を行い、私は十日町愛児園の子どもたちと園庭で

大きな雪だるまを作ったり、雪合戦をして楽しい交わりの時を持ちました。午後は、東日

本大震災時の釜石での遺体安置所の様子を映画にした『遺体～明日への十日間～』を皆で

鑑賞し、その後に４グループに分かれ、感想などを分かち合いました。 

また、その後には柴田信也先生（八幡ぶどうの木教会）のお話を聞く時を持ちました。柴

田さんはご自身が兵庫南部地震（１９９５年１月１７日）が起こった時にどのような行動

をし、その後にどのような想いを心の中で抱えていたのかを話してくださいました。「震源

に近い場所に仲間や知り合いがたくさんいるにも関わらず、自分は大阪から香住教会（日

本海側の町）へ戻ってしまった、そのことが私のトゲであり、あの逃げてしまった自分に

は戻りたくないという贖罪の想いがある」ということ、被災地に関わり続けてきたけれど

 



“楽しくなかった”、“辛いことばかりだった”という想

いを抱えてきたこと、でも選ぶことも（逃げることも、

被災地に行くことも）できる中で、選ぶ力を持たなけ

ればならない、迷いながらも良い選択をしなければな

らない、そのためには失敗し続けることも必要、とい

う話を聞き、付き合いの長い柴田さんから初めてその

ような想いを抱えながら被災支援に携わってこられ

たことを聞き、私はとても心が揺さぶられました。ま

た、柴田さんの「これまで出会ってきた仲間や先輩が

私に良い選択をさせてくれる」という言葉や「人薬（ひとぐすい）－誰かが隣にいてくれ

るだけで癒してくれる存在になる」という言葉にも感銘を受けました。 

 この日の夜は講師の山本光一先生から北海道南西沖地震（１９９３年７月１２日）の被

災支援を行った時のお話を伺いました。被災地の奥尻島に北海教区から４人で出かけて行

くも、キリスト教を名乗る「愛の家族」というカルト集団が「今こそ悔い改めよ」と言っ

て被災地を周り、地元の方々がキリスト教に対し警戒心を持ち、「町の人で復興活動を行う

ことを決めている」と断られたこと、しかし、島で唯一のクリスチャン家庭の方に出会い、

その方が同行してくださったことで奥尻島での支援活動を行うことができた経緯をお話く

ださいました。その中で北海教区は「キリスト教会」という名前を伏せて支援活動を行っ

たといいます。山本先生は聖書箇所を用いて“ディアコニア”（奉仕）について語ってくだ

さり、“宣教とは、その人に宗教的な事を押し付けることではない”という事をお話くださ

いました。しかし、山本先生や北海教区の人たちは他団体の人たちが奥尻島での支援を切

り上げる中、６ヶ月間奥尻島での活動を続け、地元の方々から「キリストさんは一番最後

まで付き合ってくれた」という言葉をいただいたことを教えてくださいました。また、救

援活動の三原則は「物、金、人」であり、物資とお

金は集められてそれが残っていくけど、人は余るこ

とがない、人手が足りない状況が続く、ということ

をお話くださいました。まさに台風１５号の被災支

援でも人手が足りていない状況にあります。ここか

らは小布施へ行く車中で山本先生に聞いた話です

が、山本先生はそれから２０年奥尻島に通い続けら

れたそうです。奥尻島への支援金を募り、１２００

万円が残ってしまったこともあり、それをどのよう

に被災地の奥尻島で用いるべきかを模索するため

に奥尻島に関わり続けた、と山本先生はおっしゃっていましたが、被災地に関わり、そし

て長く寄り添い続けるその姿勢、行動に奥尻島の人たちもしっかりと愛や力を受け取った

のではないかと思いました。また、北海教区では胆振東部地震の支援を行う際の会議で山

本光一先生が奥尻島へ関わり続けたその働きを皆で分かち合い、私たちも胆振東部地震の

被災地に中長期的にしっかり寄り添い続けようと確認されていました。教区の中で大切な

ことが受け継がれる、語り継がれることの大切さを改めて思わされました。 

 ３日目は、十日町に雪が無いため、昨年の台風１９号（２０１９年１０月１２日）で大

きな被害のあった小布施（長野県）の農家さんの支援に行くことになりました。朝７時半

 

 



頃に十日町を出て、車で１時間半かけて小布施に行きました。小布施町役場でお世話にな

る農家の島田さんに挨拶をし、農園まで連れて行ってもらいました。農園に着くと、たく

さんの樹があり、樹の下にりんごや栗が落ちていました。台風１９号によって収穫できな

かった実りが落とされ、樹々の下の方は全て泥に

浸かっている状態でした。広大な農園が千曲川の

氾濫によって運ばれてきた泥で薄い茶色一色の世

界になっていて、被害の大きさを痛感させられま

した。私たちに託された仕事は、樹々が泥に浸か

っている状態で、そのままでは樹々が呼吸できな

いため、樹々の周りの泥を取り除くというもので

した。全員でスコップを持ち、午前中２時間、午

後２時間泥と格闘しましたが、泥を掘ってみると、

下は重たい粘土状態で本来の地面だった場所から

５０センチも泥が堆積しており、その泥をかき出す作業は本当に大変なものでした。私た

ちはお願いされた樹々数列分の泥かきを行いましたが、私たちが１日で行ったのは大きな

農園のたった一粒ほどの範囲です。この小布施の辺りの被害状況はまったく報道されてお

らず、ボランティアも多くなく、この後の復興に向けた活動がどうなるのか心配になりま

した。今回、たまたま出会えることができた島田さんですが、可能であればこれからも何

等かのカタチで微力ながら復興に向けたお手伝いをさせていただきたいと感じました。 

 ４日目は、午前中に前日のワークで感じたことを３グループに分かれ、分かち合いまし

た。また、その後には寒河江先生から自身が神学部に入学した経緯や台風１５号（２０１

９年９月９日）の被災支援のことについて聞く機会も与えられました。私も寒河江先生と

一緒に何度も台風１５号の被災地に足を運びましたが、寒河江先生の行動力や被災地の

方々を想う優しさにたくさん力をいただきました。 

寒河江先生をはじめ、改めて十日町雪掘りキャンプや被災支援を通して出会った人たち、

共に汗を流し、共に語り合い、共に励まし合える仲間がたくさんいることの幸せをかみ締

めることができた４日間となりました。雪が無いことで雪を生業にしている方々の生活や

今年は水不足になるのではないかという不安も抱えつつ、今回の雪掘りキャンプを企画し

てくださった長倉先生、関東教区宣教部の皆さん、迎え入れてくださった久保田先生ご家

族、十日町教会、新潟教会の皆さん、キャンプに参加し共に過ごしてくれた素晴らしい仲

間たち、お忙しい中で働きを担ってくださった講師や参加者を送り出してくださった方々

とキャンプをお守りくださった神様に心から感謝したいと思います。 

 

 

 

 

 


