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The JR Line between Tomioka station and Namie 
station is out of order because of  the Tsunami 
and  nuclear accident (October 21st,2011).
※ There is a bus that goes back and forth, 
between Tomioka station and Namie station.

２０１8 年１０月１日現在、津波被害と原発事
故による避難指示により、ＪＲ常磐線「富岡駅
～浪江駅」間が運休中となっております。
※富岡駅～浪江駅はバスによる代行運転があります。

Fukushima
福島

約１時間３０～５０分

県道３０９号線～国道１１４号線

About 1 hour 30 ~ 50 minutes

PrefecturalRoad 309 ～ Route 114

Namie
浪江

Accessアクセス

http://nikokaku.ecofuku.org/

本紙は「平成３０年度ふるさとふくしま交流・相談支援事業」の採択を受け作成したものです。
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Hospitals病院

浪江診療所
☎ 0240-23-6173
診 9:00～12:00 /14:00～16:00
休 土・日・祝祭日

Hours: 9:00~12:00 / 14:00~16:00
Closed: Holiday

Namie Clinic

浪江町商工会
☎ 0240-35-3321

Namie Commerce and Industry

浪江町役場
☎ 0240-34-2111

Namie ward office

https://www.town.namie.fukushima.jp/

http://nsci.or.jp/(After evacuation direction is canceled)
Operation Facility Namie Map

浪江町
避難指示解除後の
稼働施設マップ
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浪江へようこそ！

This is a map for people who wish to visit the Namie in Fukushima.
Learning about Namie via smartphone as well as the guide map with interviews.

Welcome to Namie!

福島県浪江町に訪れたいあなたのための道先案内。
紙とスマホで知る浪江。

インタビュー +ガイドマップ。

浪江元気発信
The Energetic information from Namie

至いわき

至仙台

2018.10

せんたくじゃぶじゃぶ

営 9:00~16:00（取次受付～15:00）

営 ２４時間営業

休 土・日・祝

休 年中無休

M10
Sentaku Jabu Jabu

0240-34-7235
＜クリーニング取次＞

＜コインランドリー＞

クリーニング取次 / コインランドリー
Cleaning agent  /  Laundromat

浪江焼麺太国

営 10:00~17:00
休 土・日・祝

M7

Namie Yakimen Taikoku Antenna Shop

0240-34-7260

浪江名物、なみえ焼きそばを食べられる他、
各地のB-1認定商品も
Namie specialty, you can eat Namie yakisoba, as well as B-1 
certified products in various places

リラクア

営 10:00~17:00
休 不定休

M8
Rirakua

0240-34-7257

日本酒「親父の小言」や「壽」におつまみ品、
雑貨などが買えます
You can buy snacks and miscellaneous goods for sake 
"Oyaji no Kogoto" and "Kotobuki"

海鮮和食処くろさか

営 11:00~15:00
休 不定休

M9
Japanese food restaurant Kurosaka

0240-34-7250

美味しい海鮮丼、寿司を食べることができます

You can eat delicious seafood bowl, sushi

WASH CAMP浪江

営 24時間営業
休 年中無休

M6
WASH CAMP Namie

070-2019-9657

小 ~大型機迄、毛布やこたつ布団も洗える
コインランドリー
From small to large aircraft, coin-operated laundry with 
washable blankets and kotatsu futon

カフェコスモス

営 11:00~15:00
休 月・木・金

M5
Cafe Cosmos

0240-34-1000

カレー、ピラフ、パスタなど美味しいランチの
あるカフェ
Cafe with delicious lunch such as curry, pilaf, pasta

渡辺政雄家具店

営 10:00~15:00
休 土・日・祝

M2
WatanabeMasao Furniture store

0240-34-1133

家庭で使う日用雑貨・金物
まるしぇ内のホームセンター
Daily miscellaneous goods and hardware used at home
Home center in Machi Nami Marche

ミッセなみえ

営 10:00~16:00（冬季は15:00）
休 月・火

M3
Misse Namie

0240-34-1012

お花、大堀相馬焼、浪江のお土産・特産品を
購入できます
You can purchase Namie souvenirs / special products and 
flowers, Obori Soma Yaki

キッチン・グランマ

営 10:00~15:00
休 水・土・日

M4
Kitchen Grandma

0240-34-1007

５００円のワンコインランチが好評の、
ご家庭の味の定食屋
A one-coin lunch of 500 yen is popular, and the taste of 
home taste

ローソンＳ

営 9:00~17:00
休 日

M1

LAWSON S  machinamimarche

0240-34-1166

浪江町役場に立ち寄った際に、必要なものを
手近で購入できます
When you stop by Namie Town office, you can purchase 
what you need at hand

浪江町まち・なみ・まるしぇ店

 アンテナショップ
中華料理 濃河

住所 浪江町大字高瀬字堀内7

営 11:00~14:00 / 17:00~20:00
休 日・祝

12
Chinese restaurant Koikawa

かふぇ もんぺるん

住所 浪江町大字権現堂字塚越 2-10

営 11:00 ～16:00
休 水

11
Cafe Monperun

0240-23-7530

カラオケ居酒屋 コスモス

住所 浪江町大字権現堂字上続町 7-1

営 11:00～14:00 / 18:00～
休 月

14
Karaoke Izakaya Cosmos

090-5233-4291

炙り侍 響

住所 浪江町大字権現堂字上続町 7-1

営 11:00 ～14:00
休 日・祝

13
Aburisamurai Hibiki

0240-23-7090

味感さとう

住所 浪江町大字権現堂字川原70-3

営 11:30 ～14:00 / 17:00~20:00
休 月・木

15
Ajikan Sato

0240-35-5450

銘酒居酒屋ともえ

住所 浪江町大字権現堂字反町14

営 17:00~21:00（状況に応じ）
休 不定休

０2
Izakaya Tomoe

0240-35-4450

店主こだわりの銘酒揃え  日本酒党必見の居酒屋
※地元で働きたい従業員募集中！
Shop owner's sticking assortment
Japanese sake lover must-see tavern

居酒屋～if～

住所 浪江町大字川添字佐野39-3

営 11:30 ～13:30（昼要予約） / 17:00 ～23:00 
休 不定休

０1
Izakaya ~if~

0240-34-1650

愉しい夜を過ごせる居酒屋と
美味しい夕朝食付きの宿
Izakaya where you can spend pleasant evenings
Delicious evening breakfast inn

焼肉バル DON

住所 浪江町幾世橋字六反田7-1

営 11:30～14:00 / 17:30～21:00（金・土17:30～22:00）
休 水、木

０4
Yakiniku Bar DON

080-1698-2006

お肉は肉質等級最高ランク５の “仙台牛”を使用

Used "Sendai beef" of meat quality highest rank 5

サッポロラーメン たき

住所 浪江町大字高瀬字桜木 8

営 11:00 ～15:00(スープが無くなり次第閉店 )
休 日・祝

０3
Sapporo Ramen Taki

0240-23-7450

南相馬の味、浪江で継承
昔ながらの味で再出発
Taste of Minami Soma, succeeded in Namie
Restart with old-fashioned taste

いこいの村なみえ

住所 浪江町大字高瀬字丈六10

営 チェックイン 15:00 / チェックアウト 10:00
休 休館日 毎月第四月曜日 / 日帰入浴 第二・第四月曜日

09
Ikoinomura Namie

0240-34-6161

「くつろぎと安心」「集いの場」を提供する宿泊
機能を備えた施設
Facilities with lodging functions that provide "relaxation and 
security" and "place of gathering"

焼酎BAR ひかり家

住所 浪江町大字権現堂字上続町 7-1

営 17:00~23:00
休 日・祝

０6
Shochu BAR Hikariya

0240-23-7277

約４０種類の焼酎をはじめ、フードメニューも
豊富に取りそろえている
Approximately 40 kinds of shochu, including food menu are 
abundantly available

ぽてとおべんとうとおそうざい

住所 浪江町大字幾世橋字芋頭27-1

営 11:00~13:00 / 16:00~18:30
休 日・祝

０7
Potato Bento and side dishes

080-9254-7354

お弁当とお惣菜で50品目ほどの品揃え

Assortment of about 50 items with lunches and side dishes

居酒屋こんどこそ

住所 浪江町大字権現堂字新町8-3

営 11:00~14：00 / 17:00~21:00
休 日・月

０8
Izakaya Kondokoso

0240-34-4288

昼は焼き魚や煮魚、生姜焼きなどの定食
夜はお刺身や焼鳥、貴重な日本酒を
Set meals such as grilled fish, boiled fish, ginger grill and so 
on during the day.  In the evening sashimi, grilled chicken, 
precious sake

なみえ肉食堂

住所 浪江町大字権現堂字新町45-4

営 11:00 ～15:00
休 不定休

０5
Namie Niku Shokudo

0240-23-7329

お肉屋さん直営の味とボリューム

Taste and volume directly managed by a butcher

ローソン浪江町役場前店

住所 浪江町大字幾世橋字芋頭４ -１

営 7:00~18:00
休 日

10
LAWSON NamiemachiYakubamaeTen

0240-24-0037

６号線からの途上、車で入りやすい
役場前コンビニ
On the way from Route 6, convenient store in front of the 
office that is easy to get in by car

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

浪江町仮設商店街 まち・なみ・まるしぇM
Namie Temporary shopping district “machi nami marche”



福島県の双葉郡にある浪江町は、２０１１年３月１１日に発生した東日
本大震災および福島第一原子力発電所事故の影響で、原発から２０ｋｍ
圏内にあったため町内全域２１，０００人超の町民がすべて避難対象と
なり、６年にわたる区域外避難を経て、２０１７年３月３１日、「帰還困難
区域」を除く区域は避難指示解除されました。
震災前の浪江町は、海と山と川に囲まれ、自然に恵まれたまち、歴史と

伝統を大切にするまち、資源を活かした、にぎわいのあるまちとしてまち
づくりを行っていました。
被災後６年間の手探りの中、町民の心を躍らせる十日市など伝統行事

の復活、神楽や田植踊りなど伝統文化の再興、町内外での生業の再開
等、ひとつずつ町の復興に取り組んできました。
２０１８年９月末現在で浪江町に帰還した居住人口は８４８人、５５４

世帯となっていますが、その他の町民は、現在も町外での避難生活を続
けています。まだまだ課題の山積みする浪江町ではありますが、今回、避
難指示解除後、いち早く戻り、あるいは働いておられる方たちへの取材
訪問を通して、多くの笑顔と出会い、様々な困難や課題は山積しながら
も、力強くまた、心楽しく歩んでおられるそれぞれの姿に励まされまし
た。
どうぞ、以下のインタビュー動画と併せてご覧いただき、このマップを

片手に浪江まで足を運んでいただけますと幸いです。

Fukushima
福島県

Namie
浪江町

Additionally, there are other interviews with people fighting 
difficulities in Namie. You can check the other interviews below!

浪江で奮闘する皆さんの現況をインタビューしました

浪江元気発信チャンネル

Namie Town in Futaba County, Fukushima Prefecture, was affected by 
the Great East Japan Earthquake and the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Plant accident that occurred on March 11, 2011, because it was 
within 20 km of the nuclear plant, so that the townspeople of more than 
21,000 people in town Were subject to evacuation, and after six years of 
evacuation outside the area, on March 31, 2017, the evacuation order was 
canceled for the area excluding the "difficult to return area".
Namie Town before the earthquake was doing town development as a 
crowded city that surrounded by the sea, mountains and rivers, a city 
blessed with nature, a city that values   history and traditions, and 
resources.
During the six years after the disaster, we have been working on reviving 
the town one by one, such as restoring traditional events such as 
Tokoname, which makes the hearts of townspeople excite, and rebuilding 
traditional culture such as Kagura and rice planting dances, resuming 
business in and out of town It was.
As of the end of September 2018, the resident population returned to 
Namie Town is 848 people, 554 households, but other townspeople are 
still evacuating outside the town. Although it is Namie Town which 
mounts a lot of subjects yet, this time, after canceling the evacuation 
direction, I returned to the earliest, or visited the people who worked, 
encountered many smiles, encountered various difficulties and tasks 
while piling up I was encouraged by each figure that was strongly and 
heartfully pleased.
Please take a look at the following interview movie and take a look at 
Namie with this map with one hand.

About Namie浪江町について

浪江で頑張る皆さんの
インタビューはこちらで
We interviewed some people that you see 
on the cover. 

浪江元気発信チャンネル

554
848

households

people

554
848

世帯

人

２０１８年９月末現在
As of September 2018

Resident population居住人口等

Interview 05インタビュー 05

楽しくみんなといいお茶のみしたいなぁと思って

当時は浪江町の職員として診療所に勤めてて、診療所に泊まりこみで、もううちに
も帰れない。診療ベットに寝泊まりして夜遅くまで。部落ではみんな婦人会とか　
部落の世話役はみんな自分たちの米から何から炊き出しにいれてました。うちもそ
うだったです。もう本当に二日も三日も食べないでいた人達も居たし。14日には皆
さんもう避難できる人は避難してって言って避難させて、15日まで私ら診療してた
んですけど、午後からはドクターが声かけて、二本松に避難しました。避難先の仮
設診療所にも一年いて、3月で退職したあとは、５月からもうお弁当作りして仮設の
人達に届けようって。ばあさん達が作っていたような田舎のお弁当でいいよねって
ことで、お弁当を作って仮設に配達して、そうゆうのを色 と々やってきました。それ
で浪江で食べてた饅頭食べたいよなぁ、かぼちゃ饅頭を食べたいね～って言われ
て。

Q.震災当時の石井さんのことを教えてもらえますか？

I love tea break with close friend. 
I love fun and hurly-burly atmosphere. 

“Pumpkin Manjyu (Steamed bun)” is created by “The originator Ms. Sato 
Nobuko” . It was sold in Agricultural cooperatives direct sale place. An 
opportunity of commercialize is Sato-san gave it to me . It was tasty but she 
couldn’t sell it publicly. Because she didn’t have permission of a public health 
center. (In Japan, if you want to sell foods, you have to get a permission from a 
public health center.) I supported her to get a permission. So I connected 
Sato-san and a public health care center and arranged food sanitation seminar. 
I got many elder people into this seminar. I made everyone participate to sell 
“Pumpkin Manjyu (Steamed bun)” project. I love this color of “Pumpkin Manjyu 
(Steamed bun)”. I hope this color bring a little money to farmers. Now “Pumpkin 
Manjyu (Steamed bun)” are sold in many places, but the origin is Namie. 

Q. I’m sorry, I don’t know the details of “Pumpkin Manjyu (Steamed bun)”, what is 
“Pumpkin Manjyu (Steamed bun)” like to Namie habitants?

I was working at a health clinic as an official of Namie. I stayed here through the 
night and sleep in the clinic’s bed. I couldn’t back to home. Ladies society and 
volunteer society in our town provided their own rice and served hot meals for 
habitants. I and my family also did that. I heard some members couldn’t eat 
anything for a few days. 3/14 2011, the habitant started to evacuate from our 
town. 3/15 2011, our clinic examined but the same day afternoon we evacuated 
to Nihon-Matsu. I worked in evacuated place for 1 year, then I retired in March 
2012. After that, I started to cook Bento for elder people who lives in temporary 
house in May. When I visited to temporary house and talk with elder people, 
they told me: “I want to eat Pumpkin Manjyu(Steamed bun) that I used to eat in 
Namie.”

Q. Please tell me about Ishii-san when the disaster.

石井農園
石井 絹江さん
Ishii Farm
Kinue Ishii

浪江特産 かぼちゃまんじゅう
震災後にも継承すべく「浪江町の郷土料
理を愛する会」が２０１２年、農家のお母
さんたちによって発足。
２０１７年には菅野潤さん作詞作曲によ
る応援ソングもでき、県内外の方たちに
好評です。

元祖サトウノブコさんていう人が農協の前で直売してて、テーブルの下に饅頭を隠し
て「石井さんこれ饅頭食べてみろ～」って言われて、「なんで隠しておくの？もった
いない」って言ったら、「饅頭は菓子製造になるから保健所の許可がないと...」って
言われて「何言ってんの。そんなこと私にまかせな」って。食品衛生の講習会を一日
受ければ許可が取れるからみんなで取ろうって言って、７０人集めれば講習会開け
るからって保健所の人に言われて。じいさんであれ、ばあさんであれみんな受けさ
せて。こういった事に取り組むためにはどうしたらいいかっていう勉強会も開きな
がら、直売に関わる人達が皆許可を取ってくれて初めて商品になりました。この饅
頭の色が気に入っているんです、私。これだったら農家の人にお金がちょっと入るか
なぁなんて思ったのが、この色だったんです。今では周りのいろんな地区で作ってま
すけれども、かぼちゃ饅頭は浪江から発信したものなんです。

Q.私達だとあまりかぼちゃ饅頭って身近にないんですが、浪江町ではかぼちゃ饅頭はどん
な存在だったんですか？

浪江の人達と一緒にえごまを作付けして、あたしが作れるんだから皆も作れるよっ
て事で、ちょっとづつ広めて仲間を集めているんです。寄り添いながら少しでも協力
しながら、お互いに話し合いながらみんなと一緒に歩んでゆきたいなって思うの
ね。出来ないことは出来ないって言うかもしんないけど、でもなるべく皆と一緒にや
りたい。浪江の人達とね。そのようにしてやっていきます。

Q.４月から避難指示が解除されて、その後石井さんは？

The size of our “Pumpkin Manjyu (Steamed bun)” is really big, people are often 
surprised to see it. So I want to change the size smaller. Also, I want to develop 
pumpkin filling. I hope to use “Kyujyu-kuri Pumpkin” forever. Of course I don’t 
want to use additives and preservatives in “Pumpkin Manjyu (Steamed bun)”. 
Let’s eat right now! If it’s difficult, keep it in a freezer or made it into my own 
version… I think so. I love tea break with close friend. I love fun and hurly-burly 
atmosphere.  

Q. What are you thinking about “Pumpkin Manjyu (Steamed bun)” from now on?

Now I plant perilla with Namie habitants. “It’s easy! So, I can grow!” I told to many 
people and I’m trying to gather people. I want to walk with everyone in Namie 
step by step. I hope cooperate with each other. Someone might tell “There’re 
impossible things in life.” To me. But I want to do many things with everyone as 
much as possible. Everyone, I mean Namie people. I’ll just do it. 

Q. In April, evacuation order is lifted, what does Ishii-san do from now on?

やっぱりかぼちゃ饅頭って大きいので皆びっくりするから小さくして、かぼちゃ餡の
を作って行きたいなぁって。これからもかぼちゃは出来れば九十九里使いたいんで
す。やっぱり添加物とか入れて長く持たせるよりは、すぐ食べよう。んでそれをしな
いんだったら、冷凍しとこう、加工しちゃおうって思うのね。楽しくみんなといいお
茶のみしたいなぁと思って。お茶飲んでね、あのわいわいがやがややれるのが一番
いいかなぁって思って。

Q.今後のかぼちゃ饅頭の展望を教えてください。
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いや～、何とかしてあげたいなっていうのが...

ん～ぶっちゃけのところあれですね。あんまり酷いんで。少し酷いくらいだと、ここ
までの気持ちにはならなかったんですよ。月に一回ぐらいとか研修名目で浪江にい
らっしゃる方いっぱいいるんですが、最初を見ていない訳ですよね。私達が通行許
可証貰って来たときにはガードレールの上に車が乗ってる状態ですからね。それ
で、どうしたもんだと。その時、もう震災から６年以上経ってる訳ですからね。で、７
年目になりますよ～っていう時に、どこも食べる所は無い。業者さんは困ってる。役
場も困ってる。住んでる人たちは困ってる。って言われて見に来たら、「えっ、１年経
って変わってないの？」って。ガードレールの上の車が取れただけですよ、ほんと
に。放置されっぱなしで、来てみたら時間が止まったまま７年間。うわ～って思っ
て。宮城県のウチの店舗と住宅も被災地なので被災もしてるんですが、これはあん
まりじゃないかっていうのが一番気になった事ですね。「いや～、何とかしてあげた
いな」っていうのが一番だったんですね。私の店舗で一番酷かったのは石巻なんで
すけど、そこを助けて頂いたボランティアは他から来てやってもらったんですから。
だって、周りじゅう全部被災者ですから。その中で助けていただいたのが、やっぱり
他からのボランティアさんだろうなぁっていうのがあって。じゃあ、俺もっていう感
じですかね。で、ウチの妻の母、義理の母親が元々浪江駅前で飲食店ビルをやって
おりましたので、そこを使って食べ物屋さんを出せないかっとかっていう打診があっ
たんですが、調べたところそのビルを使えるようにするにはお金がかかってしまうっ
ていうんで。じゃあそこはそこで処理してしまって、別な所に店舗を構えようかって
いう話になって。ここが決まるまでは半年ぐらいかかりましたね。

Q.今まで宮城で商いをなさってて、浪江に出店しようと思ったきっかけを教えてください。

Well… I can’t stop helping Namie.

Vegetable and meats, I buy in Miyagi prefecture. But I go to Hara town for 
plus buy. The high price meats, buy in my shop and I bring them by 
refrigerator car. The cost of meals are 30% cheaper than Sendai 
restaurant. The reason why I bring meats by myself is for cost cut. Except 
meats are delivery. Many people supported me, so I can use delivery 
service. But Namie is not getting better. I come back to Sendai once a 
week, when I stay there I can get everything I want. 
I have started to stay in Namie, I got used to inconvenience but when I back 
to Sendai I deeply feel convenience. For example Namie has no vending 
machine. Sometimes I have a chance to talk with professors, they ask me 
“In Namie, there’re many people and shops that I thought. Is it a bit better 
than before? ” But I always answer “No it isn’t.” It takes over 1 hour to buy 
something, I think it’s not still convenience. 

Q. How to buying up?

Well… Because It’s terrible. If it a little bad situation, I didn’t feel to open the 
restaurant here. Many people come to here for study once a month, but 
most of people didn’t see “the first status”. When we got the permission to 
pass through Namie area, a car run on to the guardrail. But this scene is in 
6 years from the disaster. In 7 years, there are no cafeteria for construction 
officials for reconstruction, city officers and inhabitants. Everyone was 
inconvenienced. The difference of 6 year and 7 year is the car was removed 
from a guardrail. That’s all. Namie feels time stopped for 7 years. My home 
and restaurants in Miyagi prefecture is also disaster area, but I can’t stop 
helping Namie. My restaurant, the worst place devasted was Ishinomaki, 
but volunteers helped me a lot. Many volunteers came from other disaster 
area. But they came here for me. So it’s my turn to help someone. My 
mother-in-low had run the cafeteria in front of Namie station. I got an offer 
to open the restaurant here. But if I open a restaurant here, it cost money. 
So, I started to search other place. It took 6 month since I decided to open 
here.

Q. You run some restaurants in Miyagi prefecture, why did you start to open the 
restaurant in Namie town?

焼肉バルDON
店主

鈴木 喜典さん

Yakiniku Bar DON
Owner
Yoshinori Suzuki

浪江町幾世橋字六反田7-1
TEL：080-1698-2006
営業時間：11:30～14:00
　　　　　17:30～21:00
　　　　　17:30～22:00（金・土）
定休日：水・木
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野菜もお肉も宮城県からもの入ってくるんですけど、伝票とか洗剤とかちょっとした
足りない物原町まで買いに行きます。お肉だけはあの高いやつはウチで仕入れて冷
蔵車で持ってきてます。メニューの価格は仙台でやってる時の３割引きで、それをや
るのにはお肉屋さんに配達してもらったとしたら出来ないですから。お肉以外は今
はお陰様で何とか届くようにはなってますが、キツイですね。笑ってしまうぐらいキ
ツイですよ。私の自宅は仙台にあるんで、週１ぐらいで帰るんですけど、あっちだと
何も不自由が無いわけですよね。こっちで不自由が普通になっていて仙台に戻った
りするとうんと楽だと痛感しますね。そんなとこに自動販売機置いたのだって、自
動販売機無いからですよ？「自販機無いんだけど...」って言われて。いや、うち自販
機屋じゃねぇんだけども。じゃあ、とりあえず買う人が駐車場に入ってくれば道路も
邪魔になんないだろうとかさ。つけてあげなよっつって、つけたんだけれども。今ほ
んとそんな感じです。各地区の大学の先生さん達も言ってましたけども、「思ってた
よりも人は居る。思ってたよりも食い物屋も出来てる。ちょっとは楽なんですか？」
って聞かれるから、「いや、全然楽じゃないですよ」って。買い物行くのに１時間単位
で時間取られるわけだし。現実にはまだキツイんだなって思いますね

Q.仕入れはどのようにしていますか？
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明かりの無い街の一つの光になれたらなと思って

笹原 震災が起きて浪江の方々も住めない状況になって、私の地元のいわき市に避
難している被災者の方々のお話を聞いていて、なにか力になれることがないかなと
思ってた時に、「住民の少しずつ戻り始めているけど、お店がないから困ってる」と
いうことで、力を貸してくれないかというお話を頂いて、それがきっかけで出店とい
う形になりました。私は浪江町に来たことがなかったので、まずは現地を見てみよ
うと、２０１７年の８月に来た時に、ここの大家さんとお会いして、色々、浪江の復興
のためにがんばりたいというお話を聞いて感動して、私達もがんばらなきゃという
か、そんな思いになって出店という方向で考え始めました。

Q.浪江でお店をオープンしようとしたきっかけを教えてください。

I wanted to be one of the light in the darkness town.

Sasahara I think Namie is beautiful place. We can go to sea and people who 
lives in Namie is kind, Everyone loves here and they’re energetic to reconstruct 
Namie. I can feel well and to be positive. I think some people leave here 
because of the disaster, but please come back here even if it's once ,twice or 
more a year. Please have conversation with Namie habitants. I hope everyone 
who back to Namie can be fine and positive. And please don’t forget this town. 
Sasaki I think Namie is in the middle of reconstruction. It’s not just 
reconstruction but start again from scratch. I think Namie will be an increase 
in population and be revitalized, so please continue to believe us. 

Q. Please give a message and an advice the people who wants to come back or start 
own business in Namie.

Sasahara When I came here, there’re no lights. I wanted to be one of the light 
here. And I hope the lights are increased step by step. So I named the bar 
“Hikari-ya”(Lighting house).

Q. Please tell me the meaning of name “Hikari-ya”(Lighting house)

Sasahara After the disaster, I heard no one can’t live in Namie. I live in Iwaki 
city in Fukushima, there were many people evacuated from Namie. I heard their 
story and wanted to help them. At that time, I got offer to open the bar here. 
Because people started to came back to Namie but there’s no shop(bar), it’s 
inconvenience for them. I’ve never been to Namie, so I wanted to visit there 
first. In 2017 August, it’s my first visit, I met house owner and ask his/her story. 
I moved his/her story and I decide to stay here and started to open the bar. 

Q. Why do you start to open the bar in Namie?

焼酎BAR ひかり家

店長
佐々木 光俊さん

オーナー
笹原 広美さん

Shochu BAR Hikariya

Manager
Mitsutoshi Sasaki

Owner
Hiromi Sasahara

笹原 こういう状況で、各地の人達が福島のために働きに来てくださっていたので、
全国のいろんな土地土地のお酒を集めたらいろんな出身の人達が一つの場所に集
う時に、なにか話のきっかけとか話のタネになるかなと考えたのがきっかけでした
ね。
佐々木 まぁ、全国各地のは揃ってないですけど、メジャーどころから、変わり種の
焼酎なんかもいろいろおいてますので、そういうのも飲んでいただく楽しみもある
かと思います。変わり種だと、例えば「わさび焼酎」とか「牛乳焼酎」とか「イカス
ミ焼酎」とかいろいろありますので。
笹原 トマトもしいたけもにんじんもあります。

Q.焼酎バーという形態にした理由をおしえてください。

笹原 明かりひとつ無い街だったので、その一つの光になれたらなと思って。それが
一つ一つ増えていったらいいなという思いで「ひかり家」という名前にしました。

Q.「ひかり家」というネーミングの由来は？

笹原 私は、浪江はすごくいいところだと思っていて、海もあって、人もあったかくて、
今浪江にいらっしゃる人たちは、浪江を愛していて、これから浪江を元気にして行く
ぞーっていう人達ばっかりなので、ここにいると自然に元気も出るし前向きになるし
がんばらなきゃって思うし。震災を機に離れて暮らしてる方とかもいらっしゃると思
うんですけど、年に１回でも２回でも３回でも町に戻ってきて、少しの間だけでも、
そういう方たちの姿や会話とかから感じてもらえるものとか元気をもらってくれた
らなーっていうふうに思います。忘れないでくださいみたいなそんな気持ちがあり
ます。
佐々木 浪江町はいま一からというか、ゼロからのまちづくりをしている段階です。
なので、いま浪江に住んでる人は、みんなでがんばって「まちづくり」しましょうって
いう状況で、これからどんどん人は増えていくだろうし、町もどんどん活気づいてい
くでしょうから、本当に「これからの町」っていうことをみなさんにぜひわかってい
ただきたいと思います。

Q.なみえに戻りたいと思ってる方、事業を始めたいと考えてる方に、メッセージ・アドバイス
をお願いします。

Sasahara Many people from nationwide came to Fukushima, I wanted to 
arrange many Shochu from many place in Japan. If I could that Shochu will 
invite a conversation.
Sasaki Now we don’t have all the Shochu from all over Japan. But there’re 
many famous and rare Shochu. I hope customer will enjoy to drink many kind 
of Shochu. About rare types of Shchu, for example we have “Radish horse 
Shochu”, “Milk Shochu” and “Squid ink Shochu”. 
Sasahara Also we have “Tomato Shochu”, “Mashroom Shochu” and “Carrot 
Shochu”. 

Q. Why did you start this shop as a Shochu bar?

浪江町大字権現堂字上続町7-1
TEL：0240-23-7277
営業時間：17:00~23:00
定休日：日・祝
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楽しい紙芝居で見終わって欲しい
以前から浪江で語り部をやってた方と始めたんですが、きっかけは浪江から広島に
避難した方がおられて、その方が一時帰宅の時に津島地区の自宅に帰った訳です
ね。その時に持ち出した物の中に語り部の原稿があったんです。広島の作家の方が
それを知って、紙芝居を作り始めたと。元を辿れば、広島からも震災後すぐに、物資
の支援とか色んな支援をして頂いたんですが、いろいろと過不足が出てました。だ
ったら、昔広島で紙芝居を作った経験を生かして、今回の事故で故郷を失った方が
多数出たことを残そうと。せめて残して、心の繋がりだけは残しておこうという事で
作り始めたんです。その後、これからも紙芝居作りたいと思うんだけどどうですかと
言われたときに、原稿のやり取りが大変だから誰かやってくれる人いませんか？小
澤さんがやってくれませんか？って言われて。その当時、自治会とかもやってたの
で。んじゃ、出来た品物はどうします？原稿は作ってもらったんだけど、それを今度
はどうするんだい？って時に、隣にいた八島さんが「私読みますよ」って言ってくれ
たわけですよ。それで二人で始まったという事なんです。

Q.伝え隊を二人で始められた経緯を教えてください。

I want to end the show with fun story.a

During 7 years, the member of Kamishibai (Picture slide show) storytellers are 
increasing and we had study group. But during 7 years, the people we want to tell the 
story have changed. 7 years has passed, the circumstance of Fukushima inhabitants 
was changed. Some of them leave here (I mean, evacuated to other area) , some of 
them came back here, of course some of them aren’t able to came back to Fukushima 
even if they want to live here. I think everyone has a reason. I want to tell them current 
status.  Especially Kanto area(including Tokyo), I want to go there and play the 
Kamishibai(Picture slide show) for not to be forgotten the disaster and us. After the 
show, we read questionnaire about the Kamishibai (Picture slide show) from the 
audience, most of them who came from other area (Not Fukushima) wrote: “Many 
things of Fukushima go underreported. So, I didn’t know about it. I apologize you.” The 
reason why we still continue the Kamishibai(Picture slide show) is for not to be 
forgotten Fukushima and us. Recently I feel the disaster of Fukushima is forgotten. We 
perform the Kamishibai (Picture slide show), after the show please feel and think about 
it by yourself. Of course I have to do my best for the show, but it was painful and 
sometimes I feel suffering. some of this show is not consisting fun. Some of folklores 
are fun, but the Kamishibai show “Munen (Mortify)”, my tears kept shedding. Some of 
the audience has a negative image about “Munen (Mortify)”. Most of audience has a 
positive image and said us: “It’s good thing to create this show. I keep it in my mind.”  I 
think the audience who has a negative image of the show leave own seat and come to 
here to see the folklores storytelling again.　It's does not matter with it. The end of the 
performance is consisted folklore Kamishibai(Picture slide show). I want to end the 
show with fun story. So the format of the show is important.

Q. Last year, The Kamishibai(Picture slide show) was performed in France. I think this 
activity has been popular in the past 5-6 years or so. Do you think about it?a

I started the storyteller with others who already did it. (Before the mega earthquake 
they told just folklore. I joined after the disaster, started to tell about Fukushima 
accident.) The catalyst led me to be a storyteller was a meeting a person who 
evacuated to Hiroshima from Fukushima. He/She brought back some scripts for 
storytelling from his/her home when the temporary home visit program.  Then he/she 
went back to evacuated place (Hiroshima). In Hiroshima there was a writer who had 
experience to write some “Picture slide show”(Kami-shibai) scripts. He/She coincident 
knew the script(Fukushima) and he/she wrote a script for “Picture story show” 
(KamiShibai) about Fukushima disaster. The reason why the writer wrote the story for 
Fukushima was he/she wanted to help them for emotional support. At the time, relief 
supplies couldn’t distribute equally. But he/she thought the emotional support is also 
important as much as relief supplies. After that everyone want to continue the 
“Picture slide show” (Kamishibai) and storytelling, so I joined the member and I 
supported the storytelling and Yashima-San next to me also joined the action. So 
we’ve continued the activities.

Q. What is made you to be a storyteller (Tsutae-Tai) for Fukushima disasters?

浪江まち物語つたえ隊
会長

小澤 是寛さん

Namie Machi Monogatari Tsutaetai
Chairman
Yoshihiro Ozawa http://matimonogatari.iinaa.net/eotoshibai/

"Namie Machi Monogatari Tsutaetai" is 
an organization that communicates 
through the picture-story show, such as 
the old tale transmitted to the area, 
experience stories of East Japan great 
earthquake and nuclear accident etc.

浪江まち物語つたえ隊は、地域に伝わる
昔話をはじめ東日本大震災や原発事故
の体験記などを、紙芝居を通して伝える
団体です。

会員メンバーも増え、語り部教育の勉強会もやったんですが、もう７年経ちますと、
ぼちぼちいいんじゃないかと。対象が変わって、それは県内に避難してる人、それか
ら県外から帰ってきた人。帰れない、帰るのを諦めた、色々な方がいるもんですか
ら。その人達になぜこうなってるかという事を知らせたい。それと関東圏。特に風化
防止の為にぜひ行きたい。アンケートを取ると、県外の方がどう書いてるかってい
うと「報道にもほとんど無くて、知らない事ばかりでごめんなさい」という言葉が返
ってきます。我々が福島でやろうかってなったのは、あまりにも風化し始めてるから
ここらでもういっぺん風化防止をさせてもらって、そこから先は皆さんで考えて下さ
いと。まあ、会員の中でまだまだやると言って頑張ってくれますけど、私なんかも頑
張らなきゃいかんなとは思うんですけど、やはり心苦しい、下手すると息が詰まって
しまう事もあるんですね。内容そのものが必ずしも楽しいものばかりじゃない。楽
しいのは昔の民話の何本かで。私なんかまだ、「無念」も最後まで見てると、もう途
中でハンカチ出しますわ。だから何でこのようなものを作ったんだと言う人も中に
はいます。作って良かったね、記憶に残しますよっていう人が大半ですが、中には何
でこんなもん作ったんだ、やめろっていう人もいるので、嫌だと思ったらこの会場か
ら一時出てもらって、最後の楽しい紙芝居だけ見に来て下さいと。楽しい紙芝居で
見終わって欲しい。だから、並べる順番を間違えてしまうと駄目なんです。

Q.去年はフランス公演もあり、この５～６年の中で活動の幅が広がったと思いますが、どの
ように感じてらっしゃいますか？

やっぱり、風評に負けないで頑張って下さいとそう言ってくれるのが。それと、次浪
江行って現地を見させて下さいって言う方がおられる。これは嬉しかったですよ。実
際来られた方もいて、それぐらいの関心を持って下さる方がいるのは嬉しいです。
我々の活動が、少しでも風化防止になってるのかなぁと。届いてるんだなぁと。

Q.今までの活動の中で、一番嬉しかった事は何ですか？

The audience said to me: “Please don’t get bogged down reputational risk.” “I’d like to 
go to Namie town to see the current status.” These are very impressed to me. Some of 
the audience came to Namie town actually. I’m really happy to hear that. Our activities 
are prevention of weathering, and someone accept our feelings. I'm very happy. 

Q. What was the most impressed thing in your activity?
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やっぱり地元の人間が地元で頑張らないと...

はい。仕事の方は、原発の対応とかがあって、ずっと忙しい状況が続いてて、今も実
際忙しい状況が続いてるんですけど。今後の展望としてはやはり、地元の企業とし
て、地元の復興のために活躍していきたいと思ってます。やっぱり地元の人間が地
元で頑張らないと、地元がなくなってしまうと思うので。

Q.今現在の現状と、今後どのように展開していきたいか、教えていただけますか？

I think local people should do their best in their home town.

I’m belong to “Namie Chamber of Commerce Youth” (NCCY）and “Namie Junior 
Chamber”.（NJC） In NCCY, we made new local cuisine “Namie Yaki-Soba” 
before mega earthquake. It was one of the promote tourism and won the first 
prize in a new local cuisine tournament. “Namie Yakisoba” is so tasty, I hope all 
the visitors eat it. Namie town’s an evacuation order cancellation was later than 
other area. Because of that, some Japanese think Namie is never recover from 
the earthquake and nuclear power plant accidents, but someone Japanese 
think optimistically Namie has already recovered. But both are different. Namie 
is middle of recovering now. We’re taking steps toward recovery. So l’d like to 
come and see the current status of our town. I’d like to know about both side of 
Namie. (Recovered and not yet.)

Q. Many visitor will come to Fukushima from nationwide and worldwide in the future. 
How do you want to promote Namie town？

Yes, I did. Well.. actually, the another thought came up in my mind after the 
disaster. I've been working for Namie town. But Namie town is part of Futaba 
county and also part of Fukushima prefecture. Since thinking about Namie and 
Fukushima, I’m working focusing around Namie town, but I’ve been thinking I 
should do for Futaba county’s restoration.

Q. I think you did decontamination work proactively, did you do it focusing around 
Namie town?

My sense of mission for the job is much stronger than before. When the 
Fukushima NPS exploded, all the inhabitants were evacuated. Under the 
circumstance, I worked for Namie town in Fukushima. Our company president 
told me "You shouldn't put yourself at the risk." but I have pride in Namie town, 
it's natural for me to help my hometown people if I can do something.

Q. Did you change your mind for the job since the mega earthquake?

About my job, I've been busy since the earthquake for responses to the 
accident at TEPCO Fukushima NPS. But Namie town in Fukushima is my 
hometown and I'm working here, I would like to work for restoration in the 
future. I think if local people won't do their best, our hometown will cease to 
exist.

Q. 8 years have passed from the great east Japan earthquake, can you tell me the 
present situation. And what do you want to do from now on?
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使命感というのは凄く強くなりましたね。原発が実際爆発して、皆が避難して、その
状況で、「なんでここで、その危険をおかしてまでやるのか」っていう所は、現社長
も言ってるんですけど、地元としてのプライドを持ってるんで、地元が大変な時に何
か自分が出来るんだったらそれをやるのは当たり前だっていう考えでやってます。

Q.震災があってから仕事に対する気持ちとかはどのように変わりましたか

そうですね、浪江中心で。あの～私、震災後ひとつこう意識が変わったところがも
う一つございまして。浪江の為、浪江の為ってやってるんだけど、「大まかで見れば
双葉郡だよね」「福島だよね」って考えた時に、浪江を中心としてますけどもやはり
双葉郡の復興の為に何かするべきなのかなと思ってずっとやってました。

Q.除染工事も積極的に行われていたと思うんですけれども、それは浪江中心にされてたん
ですか？

PRとしては、浪江商工会青年部と浪江青年会議所という所に所属していまして。商
工会青年部の方では　震災前からなみえ焼そばを使って町おこしをやってまして。
全国大会でも優勝したんですけども、来ていただけるんだったらぜひとも浪江の名
物を食べて頂きたいということと、避難解除が凄く遅かったじゃないですか。で、世
の中の人はもう復興しないで終わったんだろうと思ってる人もいれば、あ～もう復
興したんだろうと思ってる人が多いと思うんですよね。ただ違うんですよね。今、復
興に向かって進んでいるっていうところが浪江町なので、やはりその部分を見ても
らいたい。復興してない部分と復興してる部分を両方見てもらって、何か感じて持っ
て帰っていただけたらと思います。

Q.県外から、海外から福島にいらっしゃる方もだんだん増えてくるとは思いますけど、そう
いった方々に向けて、浪江町をどうゆう風にPRしていきたいですか？

あ～、そうですね。その話、結構皆しないのかなと思うんですけど、やっぱり青年団
体に入っていて思ったんですけど、未来の為って何なのって。じゃ、未来はまずは子
どもだよね。まず子どもたちの為に何をすべきかなのか。そうゆう事を１つ１つやっ
ていって、やはり１００年後には、東日本大震災と原発事故があったけど復興したん
だと。もう凄い地域になったんだ、皆がこう憧れるような地域で。ま、１００年と言
わず２００年、３００年ず～っとこう、その都市部ではないので、あったかい地域で
あればいいなと思ってます。

Q.今から１００年先どんな福島、浪江でいて欲しいなと思いますか？
Well, many of inhabitants hardly ever talk about it. Based on my experience that 
member of “Namie Chamber of Commerce Youth” (ECCY）and “Namie Junior 
Chamber”(NJC), I thought about future, it’s for kids. I think do the best for kids 
is important. After 100 years, I hope Fukushima is the city everyone dreams 
visiting.  Then I hope everyone recognizes Fukushima is great city in the world 
as has been overcome the mega earthquake and nuclear plants accident.

Q. Please tell your expectations of Fukushima and Namie 100 years from now.


