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貴重な二日間の体験 

校 長  狩 野 久 幸  
 

読書の秋、スポーツの秋、芸術

の秋、食欲の秋…。何をするにも

よい季節です。秋葉祭に向けての

準備が本格化し、校内が活気づい

ています。 

９月９日から１０日、吹奏楽部が

石巻・仙台で行われたジャズのイベ

ントに招待され、それに同行してき

ました。 

１日目は、地元の石巻ジュニアジ

ャズオーケストラ、うつのみやジュ

ニアジャズオーケストラと交流し、

２日目は仙台のジャズフェスティバ

ルに出演しました。秋葉中学校吹奏楽部のステージは、合唱やパフォーマンスも取り入

れた楽しく中身の濃いステージで、宮城県の皆さんに楽しんでいただけたと思います。

音楽で元気を与えるという目的を果たせました。 

同年代の石巻のオーケストラのメンバーとの会話の中で、何もかも津波で流され、音

楽活動が全くできなくなってしまったことや、形見の楽器を使っているとの話を聞き、

生徒達には強い衝撃だったようです。  

１日目の夕方、津波からの避難場所となった石巻の日和山公園に行き、高台から海辺

の様子を眺めました。まだ手つかずの荒地が広がっており、６年半経った今でも復興は

進んでいませんでした。公園で当時のお話を伺い、生徒達も私も津波の恐ろしさを改め

て実感させられました。 

石巻市の中学校の校長先生からは、震災直後、横浜から多くの職員やボランティアが

かけつけ復興支援に協力したことや、横浜の先生方が石巻の子ども達の学習支援にあた

り心強かったとのお話を伺い、災害時の助け合いの大切さを痛感しました。 

行き帰りのバスの車窓からは、復興がいまだに進んでいないことが肌で感じられまし

た。関東に住んでいる私達にとっては、もはや過去のこととして忘れられつつある東日

本大震災ですが、風化させてはいけないという想いを強くして帰ってきました。  

１０月７日（土）に開催される横濱ジャズプロムナードで、今度は石巻ジュニアジャ

ズオーケストラが横浜を訪れ、クイーンズスクエアで秋葉中学校吹奏楽部と再会します。

（秋葉中の演奏は１４:１５～１４:４５、クイーンズサークルで） 



秋葉中学校吹奏楽部は復興支援・震災学習で、宮城県の石巻・仙台へ行きました！ 
９月９日(土)  全国ジュニアジャズ交流会 in いしのまき に参加  (石巻市の小学生・中学生・高校生で結成したビッグバンドグループと交流し、お互い演奏で楽しみました ・ 夕方は日和山公園から石巻の町を一望しながら、震災や復興について学びました) 
９月１０日(日)  定禅寺ストリート JAZZ フェスティバル に出演 (1991 年から行われている全国的にも有名な JAZZ フェスティバルに出演し、演奏後は拍手が鳴りやまないほど仙台の町を大いに盛り上げました) 

 

中学生と共に音楽で復興支援・震災学習を 

吹奏楽部顧問   

２日間の活動を終え、無事に横浜へ帰ることができました。 

今回、このようなイベントに協力してくださった吹奏楽部保護者の皆様、秋

葉中学校吹奏楽部を関東代表として声をかけてくださった復興支援音楽の

会の皆様と、日ごろから本校吹奏楽部を応援してくださっている地域の方々

に感謝申し上げます。 

６月１８日(日)、戸塚駅前のさくらプラザホールで行われた復興支援音

楽の会が主催する東日本大震災支援イベント Big Band Party (ビッグ・バ

ンド・パーティー) に出演しました。このイベントで売れたチケット代の一部を使

用させていただき、私たちは宮城県の石巻と仙台へ行かせていただきました。 

本当にありがたいお話しです。特に部員にとっては人生における大きな学

習になったことでしょう。 

石巻市のビッグバンドグループの中には津波ですべてを流されたけど、たまた

ま車の中にあった海水を被ったサックスを掃除して、ずっと大切に使っている中

学生もいると聞きました…。 そんな同年代の子たちと音楽を通して交流し仲

良くなり直接お話して、部員たちは何を感じたのでしょうか。部活動や授業に

必要な道具がある程度そろっていること、家や家族があることが ”当たり前” 

ではないと気づき、関東に帰ってきた今、何か行動に変化が表れていることを

望んでいます。 

いつも “当たり前” のように自分達を支えてくれている方々への感謝を忘

れずに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻・仙台で演奏した曲目 

① Sing Sing Snow Man ※秋葉中学校吹奏楽部オリジナル 

(In the stone - Sing Sing Sing - とびら開けて - 生まれてはじめて - 雪だるまつくろう) 

② 花は咲く JAZZ ver. 

③ Spain (チック・コリア) 

④ Celebration (クール＆ザ・ギャング) 

⑤ ヒカリへ (miwa) ※合唱で披露 

 

生徒の感想 

◆３年 ホルン ＹＦ  ■津波の高さは思ったより高く、高台からの光景は

恐ろしく感じた。ただでさえ恐ろしく感じたのに３月１１日、そこにいた人達は

どんな想いだったのだろうか。きっと体験していない私達には考えられないほど

の恐怖だったに違いない。「津波は川をのぼる。注意してほしい。」これは木村

さんが私たちに何度も訴えてきたこと。この貴重な経験をむだにしないように、

いろいろな人に伝えたりして、自分達に今できる事を精一杯やっていきたいと

思う。 

◆３年 フルート ＨＴ  ■６年半経った今でも家が全く建っていなかった

り、自分の家は残っていても、その家に帰ることができなかったり、テレビでも今

の状況を説明していることは何回もありましたが、やはり実際に自分の目で見

ないと分からないこと、感じ取れないことがありました。日和山公園での説明で

もあったように、家の前にあった川が逆流していたようです。それを知っていた私

は、本番中なのに思わず泣いてしまいました。ですが、お客さんに楽しんでいた

だくために私たちがいるので最後まで笑顔でいました。 

◆３年 クラリネット MN  ■今回宮城に行って通して感じたことを色々な

人に伝えていかなければ無意味になってしまうと思う。別に、震災でこのような

被害があって・・・とか、そんな難しい話じゃなくても、私は、被災地を見てこう

感じたでも、災害が起こったら、ここに逃げようでも何でもいいと思う。ただ、宮

城に行ったからには何かが変わらないといけないのかなと感じた。 

 

 

◆２年 ギター ＨＨ  ■「ジュニアジャズ交流会」 にいた人の中には、母

親や父親などのかたみの楽器で演奏していた人がいたことなどの話も、津波の

怖さや悲しさも教えてくださいました。元気で、前向きな気持ちを持っていてほ

しいという願いをこめて秋葉中らしい元気な演奏をしました。 

◆２年 パーカッション ＴＧ  ■バスに乗っているとき、「がんばろう石巻」 

という看板があって、大きな被害があっても前向きに頑張っている姿に、とても

心が温まった。 

 

 

 

◆２年 ホルン ＡＫ  ■１～３年の全員が本番に出られたので、部活の

みんなで頑張っている気がしてやりがいがありました。何より私たちがたくさんの

ことを学べたと思います。私は一生どんな形でも音楽を続けていきたいです。こ

の気持ちを忘れずに、これからの吹部の活動をしていきたいと思いました。とて

もよい経験をありがとうございました。 

◆２年 トランペット ＨＦ  ■この２日間で私は楽器の技術、被災地の

こと、目的を達成できた時の喜びをあらためて知ることができました。東日本

大震災がどれだけおそろしかったか。震災でどれだけたくさんのものがうしなわれ

たのか。がよくわかり、とても貴重な２日間でした。 

◆２年 トランペット ＹＩ  ■自分が今、とても幸せで、恵まれていること

を痛感しました。３．１１前の写真の公園から実際に見た町を比べてみる

と、全くちがいました。この町に住んでいた人たちは、家や、家族、大切なもの

をたくさん失ったと思うと胸が痛みました。私は今、家もあるし家族もいます。こ

のことを当たり前だと思わず、感謝することが大切だと思いました。 

◆２年 トロンボーン ＭＷ  ■この２日間はみんなと絆を深められました。

楽しかったことももちろん多いですが、その楽しさ以外にも被災した仙台につい

て、ジャズの演奏についてとても学ぶことができた２日間でした。今後もこの２

日間の経験を忘れずに練習していきます。 

◆２年 クラリネット ＩＯ  ■交流会の人たちの中には、親のかたみの楽

器を使っている人もいるそうです。私は 「自分の楽器があるので幸せものだ」 

と感じました。なので、私はもっと楽器を吹いて、うまくなって、次の横浜ジャズ

プロムナードに出ようと思います 

◆２年 クラリネット ＡＩ  ■音楽という共通点だけで誰かと出会って仲

良くなって、それに乗せて思いを伝えるのはとてもすごいことだなと思いました。

この「音楽の力」を使ってもっとたくさんの人を魅せられるようになりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆１年 チューバ ＫＯ  ■一つの地震でここまでの被害が起こることがある

ということを考えて今の生活をできるのはすごく幸せなことだと感じることができ

ました。 

 

 

 

◆１年 フルート ＭＳ  ■くずれるのは簡単ですけど直すのは難しいことだ

と考えて、今見えていた景色は、誰かが一生懸命にやったから、元どおりにな

ったんだなと感じました。だから私は、石巻のみんなに元気をもらったし、逆にあ

げることもできたと思ったので私は宮城県に行ってよかったです。 

◆１年 テナーサックス ＭＧ  ■私はバスから見た町を見てショックを受け

ました。なぜならそこに人は住んでおらず、家も道もなにもかもが東日本大震

災のあったあの日から そのままのように見えたからです。家は屋根がなく、窓

はわくだけが残され、私が小学生のころテレビで見たのと同じ光景でした。震

災から６年半たった今、関東に住んでいる私たちは、震災の被害について見

たり聞いたりすることも少なくなってきています。そのため、だんだんと忘れ始め

てしまっているのではないでしょうか。しかし、被災地には、まだ悲しい思いを抱

えている人々がいるということを、絶対に忘れてはいけないと強く感じました。 

◆１年 クラリネット ＭＨ  ■日和山公園に行き、被災した地域を一望し

ました、当時の様子の話を聞いていた時、印象に残っていることが１つありま

す。それは、病院に、津波の水が入ってきて どんどんたまっていき、病院にい

た人たちが、泳がないといけなかったことです。病院にはたくさんの人がいて、そ

の中には、病気をもった人もいます。私は、この話を聞いて、とても大変だった

んだなと思いました。日本は、地震や津波がいつ来てもおかしくない国ですが、

もし、震災があると私たちにとって”ありえないこと”も起きてしまうことが、今回を

きっかけに知ることができました。 

◆１年 ベース ＹＳ  ■私はこの２日間で石巻の大きな震災についても

実際に行ったことで分かった事もあるし、そなえようという気持ちを持てました。

本当なら私だけじゃ石巻に行くことができませんが、こういう形で復興支援がで

き、実際に行って震災について学べて本当に良い経験になりました。 

◆１年 トランペット ＫＭ  ■自分は日々、あたりまえのように部活動を続

けられていることを、ありがたく思い感謝の気持ちをもって活動しなければいけ

ないなと感じました。木村さんは震災から５日後に町を訪れたそうです。その

時見た景色はきっと昔のふるさととは大きく違ったと思います。今回、私たちが

呼ばれた意味、仙台に行かせていただいた意味を考えて生活したいです。 

 

 

9/10 午前 伊達政宗と仙台の町をバックに集合写真 (青葉山公園・仙台市) 9/10 午後 定禅寺ストリートジャズフェスティバル (東京エレクトロンホール宮城・仙台市) 

9/9 夕方 復興途中の石巻を眺めながら、震災について話を聴く部員 (日和山公園・石巻市) 

9/9 夜 今日の震災学習について振り返りをする部員 (旅館の食堂・仙台市) 青葉山公園の伊達政宗 



阿久和川清掃 ７月１６日（日）、名瀬第一町内会主催の阿久和

川清掃に、ボランティア２６人・ソフトテニス部

員３２人・囲碁部員９人・サッカー部員

４３人と教員合わせて１１８人で参加し

ました。暑い中、今年は川に入っての清

掃をよく頑張りました。終わりには飲み

物とおにぎりをいただきました。

太陽の國ボランティア 特別養護老人

ホーム太陽の國

にて８月２日（水）に行われたお祭りに参

加し、お年寄りとお話をしたり、屋台のお

手伝いや盆踊りをともに楽しみました。

秋葉小中合同防災総合訓練 ８月２９日（火）、秋葉小中合

同で防災訓練を行いました。

秋葉町内会長の藤井克彦様から、｢しっかりと行われている｣

「いざという時は中学生の協力を」と

の講評をいただきました。

１ ０ 月 の 予 定

１０月 ５日（木） 開校記念式典

６日（金） 前期終業式 ３年英語検定

１０日（火） 後期生徒専門委員会 【体育着販売】

１２日（木） 中央委員会 秋葉小中学校創立記念日

１３日（金） 公開授業（５校時） 小学生部活動体験

１８日（水） 秋葉祭

１９日（木） 秋葉祭 標準服リサイクル（昇降口付近）

２０日（金） 秋葉祭 標準服リサイクル（昇降口付近）

２４日（火） 秋葉祭実行委員会

２５日（水） ３年個人面談（～３０日（金））

２６日（木） 生徒会役員立候補予定者向け説明会

１１月 ２日（木） 生徒専門委員会

６日（月） 読書週間の取り組み

７日（火） 中央委員会

９日（木） ３年市学習状況調査（国語・理科・社会）

１０日（金） ３年市学習状況調査（数学・英語・生活） 【体育着販売】

１１日（土） 土曜公開授業 学級懇談会 ３年進路説明会


