
 

     

津波津波津波津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ（ｙｏｕｔｕｂｅ） 

     

三陸地方の言葉で「てんでんばらばらに」の意味＝津波津波津波津波がががが来来来来たらたらたらたら他人他人他人他人にかまわずにかまわずにかまわずにかまわず、、、、それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに必死必死必死必死にににに

逃逃逃逃げよというげよというげよというげよという教教教教ええええ 

     

 

日本は津波（TSUNAMI）の国である。２万８千余の命を奪った近代日本８度の大津波は我々に厳しく語

り残している。 

  

『津波『津波『津波『津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ』。』。』。』。のののの言葉言葉言葉言葉をををを広広広広めたのはめたのはめたのはめたのは、津波、津波、津波、津波のののの怖怖怖怖さをさをさをさを訴訴訴訴ええええ続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた元日本共元日本共元日本共元日本共産産産産党中央委員党中央委員党中央委員党中央委員会会会会

文化部長文化部長文化部長文化部長でででで２０００年２０００年２０００年２０００年にににに「日本自然災害「日本自然災害「日本自然災害「日本自然災害学会学会学会学会賞」賞」賞」賞」(功績賞)、０３年、０３年、０３年、０３年にににに「平成１５年度防災功「平成１５年度防災功「平成１５年度防災功「平成１５年度防災功労労労労者表彰」者表彰」者表彰」者表彰」(内

閣府、防災思想の普及)、０６年、０６年、０６年、０６年にににに「『岩手日報』社文化賞」「『岩手日報』社文化賞」「『岩手日報』社文化賞」「『岩手日報』社文化賞」をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした津波史津波史津波史津波史研研研研究者究者究者究者のののの山下文男氏山下文男氏山下文男氏山下文男氏（８７

歳＝２０１１年３月現在）。１１年３月１１日。１１年３月１１日。１１年３月１１日。１１年３月１１日のののの入院中入院中入院中入院中のののの岩手岩手岩手岩手県県県県のののの病院病院病院病院でででで津波津波津波津波にににに襲襲襲襲われわれわれわれ、九死、九死、九死、九死にににに一生一生一生一生をををを得得得得

たたたた（作品一覧）。。。。 

     

山下氏山下氏山下氏山下氏はははは、１８９６、１８９６、１８９６、１８９６（明治２９）年年年年のののの明治三陸地震津波明治三陸地震津波明治三陸地震津波明治三陸地震津波ではではではでは一族８人一族８人一族８人一族８人のののの溺死溺死溺死溺死をををを経験経験経験経験、自、自、自、自らもらもらもらも少年時代少年時代少年時代少年時代にににに

津波津波津波津波やややや１９３０１９３０１９３０１９３０（昭和５）年～３４年～３４年～３４年～３４（昭和９）年年年年のののの日本史上最後日本史上最後日本史上最後日本史上最後のののの飢饉飢饉飢饉飢饉とととと言言言言われたわれたわれたわれた昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉（凶作）

をををを体体体体験験験験、１９８６、１９８６、１９８６、１９８６（昭和６１）年年年年からからからから歴歴歴歴史地震史地震史地震史地震研研研研究究究究会会会会のののの会会会会員員員員としてとしてとしてとして津波防災活動津波防災活動津波防災活動津波防災活動のののの研研研研究究究究やややや実践実践実践実践活動活動活動活動にににに従従従従

事。事。事。事。 

     

注；注；注；注； 

明治三陸大津波明治三陸大津波明治三陸大津波明治三陸大津波＝１８９６＝１８９６＝１８９６＝１８９６（明治２９）年６月１５日午後７時３２分３０秒年６月１５日午後７時３２分３０秒年６月１５日午後７時３２分３０秒年６月１５日午後７時３２分３０秒にににに発発発発生生生生したしたしたした地震地震地震地震（震源は岩手

県上閉伊郡釜石町〈現・釜石市〉の東方沖２００km。マグニチュードは８．２～８．５）によるによるによるによる大津波。第１大津波。第１大津波。第１大津波。第１

波波波波はははは、地震、地震、地震、地震発発発発生生生生からからからから約３０分後約３０分後約３０分後約３０分後のののの午後８時２分。午後８時２分。午後８時２分。午後８時２分。そのそのそのその到達地域到達地域到達地域到達地域はははは北海道北海道北海道北海道からからからから宮城宮城宮城宮城県県県県のののの広広広広範範範範囲囲囲囲にわたにわたにわたにわた
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りりりり、波高、波高、波高、波高はははは、北海道、北海道、北海道、北海道のののの襟裳岬襟裳岬襟裳岬襟裳岬ではではではでは４ｍ、４ｍ、４ｍ、４ｍ、青青青青森森森森県県県県三三三三戸戸戸戸郡八郡八郡八郡八戸戸戸戸町近町近町近町近辺辺辺辺（現・八戸市）でででで３ｍ、宮城３ｍ、宮城３ｍ、宮城３ｍ、宮城県県県県牡鹿牡鹿牡鹿牡鹿

（おしか）郡女川郡女川郡女川郡女川（おながわ）村村村村（現・女川町。東北電力原発がある。１１年３月１１日の地震で自動停

止。１号機タービン建屋から出火、１～３号機の燃料プールの水が床にあふれるなどした上に、緊急時

に、国や自治体などが現地対策本部を設置する拠点に指定されている同町の県原子力防災対策セン

ター〈オフサイトセンター〉が、津波で壊滅的な被害を受け、使用不能になった）でででで３．１ｍ３．１ｍ３．１ｍ３．１ｍであったがであったがであったがであったが、、、、

岩手岩手岩手岩手県県県県のののの三陸海岸三陸海岸三陸海岸三陸海岸ではではではでは下閉伊郡田老下閉伊郡田老下閉伊郡田老下閉伊郡田老（たろう）村村村村（現・宮古市）でででで１４．６ｍ、同郡船越村１４．６ｍ、同郡船越村１４．６ｍ、同郡船越村１４．６ｍ、同郡船越村（現・山田町）

でででで１０．５ｍ、同郡重茂村１０．５ｍ、同郡重茂村１０．５ｍ、同郡重茂村１０．５ｍ、同郡重茂村（現・宮古市）でででで１８．９１８．９１８．９１８．９mmmm、上閉伊郡釜石町、上閉伊郡釜石町、上閉伊郡釜石町、上閉伊郡釜石町（現・釜石市）でででで８．２８．２８．２８．２mmmm、、、、気気気気仙郡吉仙郡吉仙郡吉仙郡吉

浜浜浜浜村村村村（現・大船渡市）でででで２２．４２２．４２２．４２２．４mmmm、同郡綾里、同郡綾里、同郡綾里、同郡綾里（あやさと）村村村村（同）でででで２１．９ｍ、特２１．９ｍ、特２１．９ｍ、特２１．９ｍ、特にににに綾里綾里綾里綾里湾湾湾湾のののの奥奥奥奥ではではではでは入入入入りりりり組組組組

んだんだんだんだ谷谷谷谷状状状状のののの部分部分部分部分をのぼりをのぼりをのぼりをのぼり、日本、日本、日本、日本のののの本州本州本州本州でででで観観観観測測測測されたされたされたされた津波津波津波津波ではではではでは最最最最もももも高高高高いいいい波高３８．２ｍ波高３８．２ｍ波高３８．２ｍ波高３８．２ｍをををを記記記記録録録録したしたしたした。死者。死者。死者。死者

２万１９１５人、行方不明者４４人、負傷者４３９８人、家屋流失９８７８、全２万１９１５人、行方不明者４４人、負傷者４３９８人、家屋流失９８７８、全２万１９１５人、行方不明者４４人、負傷者４３９８人、家屋流失９８７８、全２万１９１５人、行方不明者４４人、負傷者４３９８人、家屋流失９８７８、全壊壊壊壊１８４４１８４４１８４４１８４４戸戸戸戸、船舶流失６９３０、船舶流失６９３０、船舶流失６９３０、船舶流失６９３０

隻。隻。隻。隻。     

昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉昭和東北大飢饉＝＝＝＝東北地方東北地方東北地方東北地方をををを中心中心中心中心にににに度度度度々発々発々発々発生生生生したしたしたした凶作凶作凶作凶作のことのことのことのこと。春。春。春。春からからからから秋秋秋秋にににに、、、、オホーツクオホーツクオホーツクオホーツク海海海海気団気団気団気団よりよりよりより

吹吹吹吹くくくく冷冷冷冷たくたくたくたく湿湿湿湿ったったったった北東風「北東風「北東風「北東風「やませやませやませやませ」」」」のののの発発発発生生生生でででで起起起起きききき、困窮、困窮、困窮、困窮したしたしたした農家農家農家農家ではではではでは娘娘娘娘のののの身身身身売売売売りやりやりやりや欠食欠食欠食欠食児児児児童童童童がががが続続続続出出出出しししし

たたたた。。。。こうしたこうしたこうしたこうした東北東北東北東北のののの凶作凶作凶作凶作はははは、明治時代以降、明治時代以降、明治時代以降、明治時代以降でもでもでもでも１８７２１８７２１８７２１８７２（明治５）年、１９０２年、１９０２年、１９０２年、１９０２（明治３５）年、１９０５年、１９０５年、１９０５年、１９０５（明治３

８）年、１９１０年、１９１０年、１９１０年、１９１０（明治４３）年、１９１３年、１９１３年、１９１３年、１９１３（大正２）年、１９２１年、１９２１年、１９２１年、１９２１（大正１０）年年年年とととと連連連連続続続続的的的的にににに発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお、、、、ここここ

うしたうしたうしたうした国国国国民民民民のののの窮乏窮乏窮乏窮乏をみかねたをみかねたをみかねたをみかねた石原莞爾石原莞爾石原莞爾石原莞爾（かんじ＝１８８９～１９４９年。山形の生まれの陸軍中将。関東

軍参謀として、満州事変、満州国建設を推進。のち、東条英機と対立、予備役〈よびえき〉となった。東

亜連盟の指導者）をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする東北出身東北出身東北出身東北出身のののの軍人軍人軍人軍人がががが、世界恐慌、世界恐慌、世界恐慌、世界恐慌からはじまるブロックからはじまるブロックからはじまるブロックからはじまるブロック経済経済経済経済もあいまっもあいまっもあいまっもあいまっ

てててて、新、新、新、新たなたなたなたな領土獲得領土獲得領土獲得領土獲得をををを目指目指目指目指したしたしたした満満満満州事州事州事州事変変変変をををを起起起起したといわれているしたといわれているしたといわれているしたといわれている。。。。 

     

 

昭和初期の大恐慌と凶作の哀史を、自らの体験と資料を駆使して記録する。あの時代、あの体験を風

化しないための一書。 
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２００１年５月２１日付『しんぶん赤旗』 

     

山下氏山下氏山下氏山下氏はははは、津波、津波、津波、津波のときだけはのときだけはのときだけはのときだけは、「、「、「、「てんでばらばらてんでばらばらてんでばらばらてんでばらばら」、親子」、親子」、親子」、親子といえどもといえどもといえどもといえども人人人人をををを頼頼頼頼りにせずりにせずりにせずりにせず、走、走、走、走れるれるれるれる子子子子どもはどもはどもはどもは

一目散一目散一目散一目散でででで逃逃逃逃げろげろげろげろ、、、、そしてそしてそしてそして一家全滅、共倒一家全滅、共倒一家全滅、共倒一家全滅、共倒れになることをれになることをれになることをれになることを防防防防げげげげ、、、、というのがというのがというのがというのが三陸地方三陸地方三陸地方三陸地方のののの知知知知恵恵恵恵だというだというだというだという。同。同。同。同

時時時時にににに、「、「、「、「てんでんこでやろうてんでんこでやろうてんでんこでやろうてんでんこでやろう」」」」ということはということはということはということは最初最初最初最初からからからから認認認認めめめめ合合合合っているというっているというっているというっているという意味合意味合意味合意味合いもありいもありいもありいもあり、津波、津波、津波、津波のののの時時時時はははは人人人人

にかまわずにかまわずにかまわずにかまわず逃逃逃逃げろげろげろげろ、自分、自分、自分、自分だけだけだけだけ助助助助かってもそれはかってもそれはかってもそれはかってもそれは非難非難非難非難されることではないされることではないされることではないされることではない。。。。それだけそれだけそれだけそれだけ津波津波津波津波のののの避難避難避難避難はははは厳厳厳厳しししし

いものだということしたためているいものだということしたためているいものだということしたためているいものだということしたためている。。。。さらにさらにさらにさらに、山下氏、山下氏、山下氏、山下氏はははは、、、、てんでにてんでにてんでにてんでに走走走走ってってってって逃逃逃逃げられないげられないげられないげられない人人人人についてについてについてについて、普段、普段、普段、普段

からからからから足足足足のののの弱弱弱弱いおいおいおいお年寄年寄年寄年寄りやりやりやりや弱者弱者弱者弱者はははは、家族、家族、家族、家族でだれがでだれがでだれがでだれが助助助助けるかけるかけるかけるか話話話話しししし会会会会っておくっておくっておくっておく。家族。家族。家族。家族でででで助助助助けてけてけてけて逃逃逃逃げることがでげることがでげることがでげることがで

きないときはきないときはきないときはきないときは、近、近、近、近隣隣隣隣でででで助助助助けけけけ合合合合うことをうことをうことをうことを決決決決めておくめておくめておくめておく。地域。地域。地域。地域のののの防災力防災力防災力防災力はははは日頃日頃日頃日頃のののの話話話話しししし合合合合いやいやいやいや、助、助、助、助けけけけ合合合合いによっいによっいによっいによっ

てててて高高高高められるものではないかめられるものではないかめられるものではないかめられるものではないか、、、、ともともともとも主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。 

     

実実実実際際際際にににに過去過去過去過去のののの津波津波津波津波でもでもでもでも、動、動、動、動けないけないけないけない家族家族家族家族をををを置置置置いてゆくことができずいてゆくことができずいてゆくことができずいてゆくことができず、一家全滅、一家全滅、一家全滅、一家全滅になったになったになったになった例例例例やややや、親戚、親戚、親戚、親戚やややや

知知知知りりりり合合合合いにいにいにいに避難避難避難避難をををを促促促促そうとそうとそうとそうと回回回回りりりり道道道道をしていてをしていてをしていてをしていて助助助助からなかったからなかったからなかったからなかった人人人人がががが少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。 

     

そのそのそのその山下氏山下氏山下氏山下氏にしてにしてにしてにして２０１１年３月１１日２０１１年３月１１日２０１１年３月１１日２０１１年３月１１日のののの東日本東日本東日本東日本（東北関東）大地震大地震大地震大地震によるによるによるによる津波津波津波津波はははは、「想像、「想像、「想像、「想像をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに

超超超超えたえたえたえた」」」」ものであったものであったものであったものであった。。。。 

     

『防波堤『防波堤『防波堤『防波堤があろうがなかろうががあろうがなかろうががあろうがなかろうががあろうがなかろうが、自分、自分、自分、自分のののの命命命命はははは自分自分自分自分でででで守守守守るるるる意識意識意識意識がががが大切大切大切大切だだだだ』』』』＝１９９６年＝１９９６年＝１９９６年＝１９９６年のニューギニアのニューギニアのニューギニアのニューギニア

（沖）地震地震地震地震でででで太平洋沿岸太平洋沿岸太平洋沿岸太平洋沿岸にににに津波警報津波警報津波警報津波警報がががが発発発発令令令令されたがされたがされたがされたが、三陸沿岸、三陸沿岸、三陸沿岸、三陸沿岸のののの住民住民住民住民のののの９６％９６％９６％９６％がががが避難避難避難避難勧勧勧勧告告告告をををを知知知知りながりながりながりなが

らららら「我「我「我「我がががが家家家家だけはだけはだけはだけは安全安全安全安全だとだとだとだと思思思思ったったったった」」」」というというというという理由理由理由理由でででで、、、、実実実実際際際際にににに避難避難避難避難したしたしたした人人人人はわずかはわずかはわずかはわずか１９％１９％１９％１９％だけだったことかだけだったことかだけだったことかだけだったことか

らららら、高、高、高、高ささささ１０ｍ１０ｍ１０ｍ１０ｍのののの防波堤防波堤防波堤防波堤があるからといってがあるからといってがあるからといってがあるからといって安心安心安心安心してはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけない、、、、とととと警鐘警鐘警鐘警鐘をををを鳴鳴鳴鳴らしたらしたらしたらした時時時時のののの山下氏山下氏山下氏山下氏のののの格言。格言。格言。格言。 

     

注；注；注；注；ニューギニアニューギニアニューギニアニューギニア（沖）地震地震地震地震＝１９９６＝１９９６＝１９９６＝１９９６（平成８）年２月１７日年２月１７日年２月１７日年２月１７日にににに発発発発生。震源生。震源生。震源生。震源のののの深深深深さはさはさはさは２１Ｋｍ、２１Ｋｍ、２１Ｋｍ、２１Ｋｍ、マグニチュマグニチュマグニチュマグニチュ

ードはードはードはードは８．２。震源８．２。震源８．２。震源８．２。震源にににに近近近近いインドネシアではいインドネシアではいインドネシアではいインドネシアでは地震地震地震地震とととと津波津波津波津波によりによりによりにより、死者、行方不明者、死者、行方不明者、死者、行方不明者、死者、行方不明者はははは１５０人１５０人１５０人１５０人にのぼったにのぼったにのぼったにのぼった。。。。

日本日本日本日本ではではではでは、午後８時１５分、午後８時１５分、午後８時１５分、午後８時１５分にににに東京都東京都東京都東京都・・・・父島父島父島父島でででで１．０３ｍ１．０３ｍ１．０３ｍ１．０３ｍのののの津波津波津波津波をををを観観観観測測測測したしたしたした。。。。 
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１１年３月２８日配信『１１年３月２８日配信『１１年３月２８日配信『１１年３月２８日配信『読売読売読売読売新聞』＝「新聞』＝「新聞』＝「新聞』＝「てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ」三陸」三陸」三陸」三陸のののの知知知知恵恵恵恵、子供、子供、子供、子供たちをたちをたちをたちを救救救救うううう 

     

. . . . 巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震 

    東日本巨大地震東日本巨大地震東日本巨大地震東日本巨大地震によるによるによるによる津波津波津波津波でででで大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた岩手岩手岩手岩手県県県県釜石市釜石市釜石市釜石市とととと大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市でででで、津波、津波、津波、津波にににに備備備備えたえたえたえた知知知知

恵恵恵恵やややや工夫工夫工夫工夫がががが奏功奏功奏功奏功しししし、多、多、多、多くのくのくのくの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの命命命命がががが救救救救われたわれたわれたわれた。。。。 

    釜石市釜石市釜石市釜石市ではではではでは、津波、津波、津波、津波からからからから身身身身をををを守守守守るるるる方法方法方法方法としてとしてとしてとして三陸地方三陸地方三陸地方三陸地方にににに伝伝伝伝わるわるわるわる「津波「津波「津波「津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ」」」」がががが効効効効果果果果をををを発発発発揮。大揮。大揮。大揮。大

船渡市船渡市船渡市船渡市ではではではでは、、、、学学学学校校校校からからからから高台高台高台高台へへへへ素早素早素早素早くくくく逃逃逃逃げられるようげられるようげられるようげられるよう、父母、父母、父母、父母らのらのらのらの訴訴訴訴えでえでえでえで昨年秋昨年秋昨年秋昨年秋にににに完成完成完成完成したばかりのスしたばかりのスしたばかりのスしたばかりのス

ロープでのロープでのロープでのロープでの脱脱脱脱出劇出劇出劇出劇があったがあったがあったがあった。。。。 

    ◆◆◆◆過去過去過去過去のののの教教教教訓訓訓訓◆◆◆◆ 

    死者死者死者死者・・・・行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者がががが１２００人以上１２００人以上１２００人以上１２００人以上にににに上上上上ったったったった釜石市釜石市釜石市釜石市ではではではでは、全小中、全小中、全小中、全小中学学学学生約２９００人生約２９００人生約２９００人生約２９００人のうちのうちのうちのうち、地震、地震、地震、地震があがあがあがあ

ったったったった３月１１日３月１１日３月１１日３月１１日にににに早退早退早退早退やややや病欠病欠病欠病欠をしたをしたをしたをした５人５人５人５人のののの死亡死亡死亡死亡がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。しかししかししかししかし、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの児児児児童童童童・・・・生徒生徒生徒生徒についについについについ

てはてはてはては、、、、ほぼほぼほぼほぼ全員全員全員全員のののの無事無事無事無事がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。 

    市市市市はははは２００５年２００５年２００５年２００５年からからからから専専専専門家門家門家門家をををを招招招招いていていていて子供子供子供子供たちへのたちへのたちへのたちへの防災防災防災防災教教教教育育育育にににに力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており、、、、そのそのそのその一一一一つがつがつがつが「「「「てんでてんでてんでてんで

んこんこんこんこ」」」」だっただっただっただった。度。度。度。度々々々々津波津波津波津波にににに襲襲襲襲われたわれたわれたわれた苦苦苦苦いいいい歴歴歴歴史史史史からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた言葉言葉言葉言葉でででで、「津波、「津波、「津波、「津波のののの時時時時はははは親子親子親子親子であってもであってもであってもであっても構構構構うううう

なななな。一人。一人。一人。一人ひとりがてんでばらばらになってもひとりがてんでばらばらになってもひとりがてんでばらばらになってもひとりがてんでばらばらになっても早早早早くくくく高台高台高台高台へへへへ行行行行けけけけ」」」」というというというという意味意味意味意味をををを持持持持つつつつ。。。。 

    学学学学期末期末期末期末のののの短縮授業短縮授業短縮授業短縮授業でででで１８４人１８４人１８４人１８４人のののの全校全校全校全校児児児児童童童童のうちのうちのうちのうち約８割約８割約８割約８割がががが下校下校下校下校していたしていたしていたしていた市立釜石小。山側市立釜石小。山側市立釜石小。山側市立釜石小。山側をををを除除除除くほとくほとくほとくほと

んどのんどのんどのんどの学区学区学区学区がががが津波津波津波津波にのまれたがにのまれたがにのまれたがにのまれたが、、、、児児児児童全員童全員童全員童全員がががが無事無事無事無事だっただっただっただった。。。。学学学学校近校近校近校近くのくのくのくの住宅街住宅街住宅街住宅街でででで友人友人友人友人とととと遊遊遊遊んでいたんでいたんでいたんでいた

同小６年同小６年同小６年同小６年はははは「家族「家族「家族「家族やややや家家家家がががが心配心配心配心配だったけどだったけどだったけどだったけど、無意識、無意識、無意識、無意識にににに高高高高いいいい方方方方にににに走走走走ってってってって逃逃逃逃げたげたげたげた」。」。」。」。そのそのそのその後、避難所後、避難所後、避難所後、避難所でででで家族家族家族家族

とととと再再再再会会会会できたできたできたできた。。。。 

     

１１年３月２６日配信『１１年３月２６日配信『１１年３月２６日配信『１１年３月２６日配信『毎毎毎毎日新聞』－「余日新聞』－「余日新聞』－「余日新聞』－「余禄禄禄禄」＝津波災害」＝津波災害」＝津波災害」＝津波災害のののの魔魔魔魔 

     

終終終終戦戦戦戦後間後間後間後間もないもないもないもない１２月１２月１２月１２月にににに起起起起こったこったこったこった昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震のののの津波津波津波津波ではではではでは３０代３０代３０代３０代のののの女性女性女性女性のののの死者死者死者死者がががが多多多多かったかったかったかった。乳幼。乳幼。乳幼。乳幼

児児児児をををを連連連連れれれれ出出出出そうとそうとそうとそうと避難避難避難避難がががが遅遅遅遅れたからだったれたからだったれたからだったれたからだった。寒。寒。寒。寒いいいい季節季節季節季節なのでねんねこをなのでねんねこをなのでねんねこをなのでねんねこを着着着着せようとしたせようとしたせようとしたせようとした親心親心親心親心もあだともあだともあだともあだと

なったなったなったなった。。。。 

防災防災防災防災学学学学のののの河田河田河田河田恵恵恵恵昭昭昭昭さんはさんはさんはさんは「津波災害」「津波災害」「津波災害」「津波災害」（岩波新書）でそうでそうでそうでそう明明明明かしているかしているかしているかしている。子。子。子。子をををを守守守守るためならるためならるためならるためなら自自自自らのらのらのらの

命命命命はははは惜惜惜惜しまぬしまぬしまぬしまぬ親心親心親心親心もももも悪悪悪悪魔魔魔魔のようにのみこむのようにのみこむのようにのみこむのようにのみこむ津波津波津波津波だだだだ。今度。今度。今度。今度もももも子子子子やややや老老老老いたいたいたいた親親親親をををを連連連連れれれれ出出出出そうとそうとそうとそうと逃逃逃逃げげげげ遅遅遅遅れたれたれたれた

人人人人のののの話話話話がががが胸胸胸胸をををを詰詰詰詰まらせるまらせるまらせるまらせる。。。。     

一方、海一方、海一方、海一方、海辺辺辺辺のののの人人人人をををを助助助助けようとけようとけようとけようと自自自自らもらもらもらも波波波波にのまれたにのまれたにのまれたにのまれた警察官、防災放送警察官、防災放送警察官、防災放送警察官、防災放送でででで最後最後最後最後までまでまでまで住民住民住民住民にににに避難避難避難避難をををを呼呼呼呼びびびび

かけてかけてかけてかけて建物建物建物建物ごとごとごとごと流流流流されたされたされたされた町職員、高町職員、高町職員、高町職員、高齢齢齢齢者者者者をををを避難避難避難避難させようとさせようとさせようとさせようと巡回中巡回中巡回中巡回中にににに行方不明行方不明行方不明行方不明となったとなったとなったとなった民生委民生委民生委民生委

員員員員……………………。課。課。課。課せられたせられたせられたせられた職務職務職務職務をまっとうしようとしたをまっとうしようとしたをまっとうしようとしたをまっとうしようとした責任感責任感責任感責任感にもにもにもにも津波津波津波津波はははは非情非情非情非情だっただっただっただった。。。。 

「津波「津波「津波「津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ」」」」とはとはとはとは津波津波津波津波がががが来来来来たらたらたらたら他人他人他人他人にかまわずにかまわずにかまわずにかまわず、、、、それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに必死必死必死必死にににに逃逃逃逃げよというげよというげよというげよという教教教教えであえであえであえであ

るるるる。。。。このこのこのこの言葉言葉言葉言葉をををを広広広広めためためためた津波史津波史津波史津波史研研研研究者究者究者究者のののの山下文男山下文男山下文男山下文男さんもさんもさんもさんも、岩手、岩手、岩手、岩手県県県県のののの病院病院病院病院でででで今度今度今度今度のののの津波津波津波津波にににに襲襲襲襲われわれわれわれ、九、九、九、九

死死死死にににに一生一生一生一生をををを得得得得たたたた。津波。津波。津波。津波のののの怖怖怖怖さをさをさをさを訴訴訴訴ええええ続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた山下山下山下山下さんにしてさんにしてさんにしてさんにして「想像「想像「想像「想像をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えたえたえたえた」」」」とととと岩手日報岩手日報岩手日報岩手日報

のののの取材取材取材取材にににに語語語語っているっているっているっている。。。。 

親子親子親子親子がががが互互互互いをいをいをいを思思思思いやるいやるいやるいやる情情情情もももも、職務、職務、職務、職務へのへのへのへの責任感責任感責任感責任感やややや献献献献身身身身もももも、人、人、人、人のののの世世世世をををを人人人人のののの世世世世たらしめるたらしめるたらしめるたらしめる心心心心のののの宝宝宝宝であであであであ

るるるる。。。。それをそれをそれをそれを事事事事もなげにこのもなげにこのもなげにこのもなげにこの世世世世からからからから奪奪奪奪いいいい去去去去るるるる津波津波津波津波のののの有有有有りりりり様様様様をををを見見見見ればればればれば、心、心、心、心にににに穴穴穴穴のあいたようなのあいたようなのあいたようなのあいたような虚虚虚虚無無無無をををを感感感感じじじじ

るのもるのもるのもるのも仕方仕方仕方仕方ないないないない。行方不明者。行方不明者。行方不明者。行方不明者はははは１万７０００人１万７０００人１万７０００人１万７０００人をををを超超超超えてえてえてえて今今今今もももも増増増増ええええ続続続続けるけるけるける。。。。 
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しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの惨惨惨惨禍禍禍禍にあってもにあってもにあってもにあっても人人人人のいたわりのいたわりのいたわりのいたわり合合合合いやいやいやいや助助助助けけけけ合合合合いいいい、職務、職務、職務、職務やボランティアやボランティアやボランティアやボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの献献献献身身身身がががが被被被被

災地災地災地災地をををを支支支支えたこのえたこのえたこのえたこの２週間２週間２週間２週間だっただっただっただった。。。。どっこいどっこいどっこいどっこい「人「人「人「人のののの世」世」世」世」はちゃんとはちゃんとはちゃんとはちゃんと災害災害災害災害とととと闘闘闘闘ってってってって打打打打ちちちち勝勝勝勝ってみせるってみせるってみせるってみせる。。。。 

     

注；注；注；注；昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震＝１９４６＝１９４６＝１９４６＝１９４６((((昭和２１昭和２１昭和２１昭和２１))))年１２月２１日午前４時１９分年１２月２１日午前４時１９分年１２月２１日午前４時１９分年１２月２１日午前４時１９分発発発発生。震源生。震源生。震源生。震源はははは、和歌山、和歌山、和歌山、和歌山県県県県のののの潮岬潮岬潮岬潮岬

沖約５０沖約５０沖約５０沖約５０キロのキロのキロのキロの海面下２４海面下２４海面下２４海面下２４キロキロキロキロ。「日本被害地震。「日本被害地震。「日本被害地震。「日本被害地震総覧総覧総覧総覧」」」」によるとによるとによるとによると、被害、被害、被害、被害はははは中部中部中部中部からからからから九州九州九州九州までのまでのまでのまでの２５府２５府２５府２５府県県県県

にににに及及及及びびびび、死者１３３０人、家屋全、死者１３３０人、家屋全、死者１３３０人、家屋全、死者１３３０人、家屋全壊壊壊壊１万１５９１、半１万１５９１、半１万１５９１、半１万１５９１、半壊壊壊壊２万３４８７、流失１４５１、２万３４８７、流失１４５１、２万３４８７、流失１４５１、２万３４８７、流失１４５１、焼焼焼焼失２５９８失２５９８失２５９８失２５９８戸戸戸戸。。。。 

     

 

     

１１年３月２４日付『高知新聞』－「１１年３月２４日付『高知新聞』－「１１年３月２４日付『高知新聞』－「１１年３月２４日付『高知新聞』－「みんなのみんなのみんなのみんなの広広広広場」＝津波場」＝津波場」＝津波場」＝津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ 

     

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災ではではではでは死者死者死者死者・・・・行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者がががが２万人２万人２万人２万人をををを超超超超えていますえていますえていますえています。地震災害。地震災害。地震災害。地震災害をををを啓啓啓啓発発発発するするするする立場立場立場立場としてとしてとしてとして、、、、

今回今回今回今回のののの人的被害人的被害人的被害人的被害をををを私私私私なりになりになりになりに検検検検証証証証してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。 

千年周期千年周期千年周期千年周期のののの巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震についてはについてはについてはについては学学学学者者者者のののの間間間間でででで議論議論議論議論がががが始始始始まったところだったようですがまったところだったようですがまったところだったようですがまったところだったようですが、知、知、知、知りりりり得得得得たたたた情情情情

報報報報はははは速速速速やかにやかにやかにやかに伝伝伝伝えてほしかったえてほしかったえてほしかったえてほしかった。。。。またまたまたまた、、、、気気気気象象象象庁庁庁庁はははは津波津波津波津波のたびにのたびにのたびにのたびに海面上昇海面上昇海面上昇海面上昇のののの数数数数値値値値をををを出出出出すがすがすがすが、、、、これがこれがこれがこれが度度度度

重重重重なればなればなればなれば「「「「またかまたかまたかまたか」」」」というというというという住民意識住民意識住民意識住民意識がががが生生生生まれることもまれることもまれることもまれることも予想予想予想予想できたはずできたはずできたはずできたはず。。。。 

最最最最もももも哀哀哀哀れだったのはれだったのはれだったのはれだったのは、車、車、車、車でででで避難避難避難避難をををを試試試試みみみみ、津波、津波、津波、津波にのまれてにのまれてにのまれてにのまれて流流流流されるされるされるされる様様様様子子子子をををを映像映像映像映像でででで見見見見たたたた時時時時ですですですです。。。。 

「「「「てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ」」」」というというというという三陸地方三陸地方三陸地方三陸地方のののの言葉言葉言葉言葉がががが、岩手、岩手、岩手、岩手県県県県大船渡市在住大船渡市在住大船渡市在住大船渡市在住のののの津波津波津波津波研研研研究家究家究家究家・・・・山下文男氏山下文男氏山下文男氏山下文男氏のののの著作著作著作著作

にににに紹介紹介紹介紹介されているされているされているされている。「津波。「津波。「津波。「津波    てんでんこでやろうてんでんこでやろうてんでんこでやろうてんでんこでやろう」」」」とはとはとはとは津波津波津波津波がががが来来来来たたたた場合、各自場合、各自場合、各自場合、各自がてんでんばらばらでがてんでんばらばらでがてんでんばらばらでがてんでんばらばらで避避避避

難難難難することをすることをすることをすることを容認容認容認容認したしたしたした意味合意味合意味合意味合いがありいがありいがありいがあり、津波、津波、津波、津波のののの時時時時はははは人人人人にかまわずにかまわずにかまわずにかまわず逃逃逃逃げろげろげろげろ、自分、自分、自分、自分だけだけだけだけ助助助助かってもそれかってもそれかってもそれかってもそれ

はははは非難非難非難非難されることではないされることではないされることではないされることではない。。。。それだけそれだけそれだけそれだけ津波津波津波津波のののの避難避難避難避難はははは厳厳厳厳しいものだということですしいものだということですしいものだということですしいものだということです。。。。 

過去過去過去過去のののの三陸津波三陸津波三陸津波三陸津波でもでもでもでも動動動動けないけないけないけない家族家族家族家族をををを置置置置いてゆけずいてゆけずいてゆけずいてゆけず一家全滅一家全滅一家全滅一家全滅になったになったになったになった例例例例やややや、、、、奥奥奥奥尻島尻島尻島尻島でもでもでもでも体体体体のののの不自不自不自不自

由由由由なななな人人人人をををを家族家族家族家族でででで囲囲囲囲んでんでんでんで家家家家にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり犠犠犠犠牲牲牲牲になったになったになったになった例、親戚例、親戚例、親戚例、親戚やややや知知知知りりりり合合合合いにいにいにいに避難避難避難避難をををを促促促促そうとそうとそうとそうと回回回回りりりり道道道道をしてをしてをしてをして

いていていていて助助助助からなかったからなかったからなかったからなかった人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。 

次次次次のののの南海地震南海地震南海地震南海地震のののの際、際、際、際、あなたはどうやってあなたはどうやってあなたはどうやってあなたはどうやって自分自分自分自分やややや家族家族家族家族のののの命命命命をををを救救救救いますかいますかいますかいますか？？？？ 

【西田政雄【西田政雄【西田政雄【西田政雄    ５５５５５５５５歳歳歳歳、ＮＰＯ職員、ＮＰＯ職員、ＮＰＯ職員、ＮＰＯ職員    高知市】高知市】高知市】高知市】 

     

 

     

１１年３月１７日配信『岩手日報』＝津波１１年３月１７日配信『岩手日報』＝津波１１年３月１７日配信『岩手日報』＝津波１１年３月１７日配信『岩手日報』＝津波研研研研究者、九死究者、九死究者、九死究者、九死にににに一生一生一生一生    大船渡大船渡大船渡大船渡のののの山下山下山下山下さんさんさんさん 

     

    「想像「想像「想像「想像をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えていたえていたえていたえていた。津波。津波。津波。津波をををを甘甘甘甘くくくく見見見見ちゃいけないちゃいけないちゃいけないちゃいけない…………」。大船渡市三陸町綾里」。大船渡市三陸町綾里」。大船渡市三陸町綾里」。大船渡市三陸町綾里のののの津波災害津波災害津波災害津波災害

史史史史研研研研究者、山下文男究者、山下文男究者、山下文男究者、山下文男さんさんさんさん（８７）はははは陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市のののの県県県県立高田病院立高田病院立高田病院立高田病院にににに入院中入院中入院中入院中にににに津波津波津波津波にににに遭遭遭遭いいいい、首、首、首、首までまでまでまで水水水水にににに

漬漬漬漬かりながらもかりながらもかりながらもかりながらも奇跡的奇跡的奇跡的奇跡的にににに助助助助かったかったかったかった。。。。これまでこれまでこれまでこれまで津波津波津波津波のののの恐恐恐恐ろしさをろしさをろしさをろしさを伝伝伝伝えてきたえてきたえてきたえてきた山下山下山下山下さんですらさんですらさんですらさんですら、、、、そのそのそのその壮壮壮壮絶絶絶絶

なななな威力威力威力威力をををを前前前前にににに言葉言葉言葉言葉をををを失失失失ったったったった。「全世界。「全世界。「全世界。「全世界のののの英知英知英知英知をををを結集結集結集結集してしてしてして津波防災津波防災津波防災津波防災をををを検検検検証証証証してほしいしてほしいしてほしいしてほしい」。」。」。」。声声声声をををを振振振振りりりり絞絞絞絞るるるる

ようにようにようにように訴訴訴訴えたえたえたえた。。。。 

    「津波「津波「津波「津波がががが来来来来るぞーるぞーるぞーるぞー」。院」。院」。院」。院内内内内にににに叫叫叫叫びびびび声声声声がががが響響響響くくくく中、山下中、山下中、山下中、山下さんはさんはさんはさんは「「「「研研研研究者究者究者究者としてとしてとしてとして見見見見届届届届けたいけたいけたいけたい」」」」とととと４階４階４階４階のののの海海海海

側側側側のののの病室病室病室病室でベッドにでベッドにでベッドにでベッドに横横横横になりながらになりながらになりながらになりながら海海海海をををを見見見見つめていたつめていたつめていたつめていた。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの歴歴歴歴史史史史でもでもでもでも同市同市同市同市はははは比較的津波被害比較的津波被害比較的津波被害比較的津波被害

がががが少少少少ないないないない。「。「。「。「ここならここならここならここなら安全安全安全安全とととと思思思思っていたのだがっていたのだがっていたのだがっていたのだが」」」」 

    家屋家屋家屋家屋にににに車、車、車、車、そしてそしてそしてそして人人人人とととと全全全全てをのみてをのみてをのみてをのみ込込込込みながらみながらみながらみながら迫迫迫迫るるるる津波。映像津波。映像津波。映像津波。映像でででで何度何度何度何度もももも見見見見たインドネシアのスマトたインドネシアのスマトたインドネシアのスマトたインドネシアのスマト
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ララララ沖地震津波沖地震津波沖地震津波沖地震津波とととと同同同同じだったじだったじだったじだった。。。。 

    ドドーンドドーンドドーンドドーン――――。。。。ごうごうごうごう音音音音とともにとともにとともにとともに３階３階３階３階にににに波波波波がぶつかるとがぶつかるとがぶつかるとがぶつかると、、、、ガラスをぶちガラスをぶちガラスをぶちガラスをぶち破破破破りりりり一一一一気気気気にににに４階４階４階４階にににに駆駆駆駆けけけけ上上上上がってきがってきがってきがってき

たたたた。波。波。波。波にのまれにのまれにのまれにのまれ２２２２メートルメートルメートルメートル近近近近くくくく室室室室内内内内のののの水位水位水位水位がががが上上上上がるがるがるがる中、中、中、中、カーテンにカーテンにカーテンにカーテンに必死必死必死必死でしがみつきでしがみつきでしがみつきでしがみつき、首、首、首、首だけをやっとだけをやっとだけをやっとだけをやっと

出出出出したしたしたした。１０分以上。１０分以上。１０分以上。１０分以上しがみついているとしがみついているとしがみついているとしがみついていると、、、、またもごうまたもごうまたもごうまたもごう音音音音とともにとともにとともにとともに波波波波がががが引引引引きききき、何、何、何、何とかとかとかとか助助助助かったかったかったかった。。。。 

    海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊のヘリコプターにのヘリコプターにのヘリコプターにのヘリコプターに救出救出救出救出されたのはされたのはされたのはされたのは翌１２日。衰弱翌１２日。衰弱翌１２日。衰弱翌１２日。衰弱はしているがはしているがはしているがはしているが、、、、けがはなくけがはなくけがはなくけがはなく、花、花、花、花巻巻巻巻市市市市

のののの県県県県立東和病院立東和病院立東和病院立東和病院にににに移送移送移送移送されたされたされたされた。後。後。後。後でででで聞聞聞聞くとくとくとくと患者５１人患者５１人患者５１人患者５１人のうちのうちのうちのうち１５人１５人１５人１５人はははは亡亡亡亡くなっていたくなっていたくなっていたくなっていた。。。。 

    「「「「こうこうこうこう話話話話しているとしているとしているとしていると生生生生きているきているきているきている実実実実感感感感がががが湧湧湧湧いてくるいてくるいてくるいてくる」」」」とととと山下山下山下山下さんはさんはさんはさんは目目目目にににに涙涙涙涙をためるをためるをためるをためる。「津波。「津波。「津波。「津波はははは怖怖怖怖いいいい。本。本。本。本

当当当当にににに『津波『津波『津波『津波てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ』』』』だだだだ」」」」 

    「「「「てんでんこてんでんこてんでんこてんでんこ」」」」とはとはとはとは「「「「てんでんばらばらにてんでんばらばらにてんでんばらばらにてんでんばらばらに」」」」のののの意味。人意味。人意味。人意味。人にににに構構構構わずわずわずわず必死必死必死必死でででで逃逃逃逃げろげろげろげろ――――とととと山下山下山下山下さんがさんがさんがさんが何度何度何度何度

もももも訴訴訴訴ええええ全全全全国国国国的的的的にににに広広広広まったまったまったまった言葉言葉言葉言葉だだだだ。。。。 

    ９９９９歳歳歳歳だっただっただっただった１９３３１９３３１９３３１９３３（昭和８）年、昭和三陸大津波年、昭和三陸大津波年、昭和三陸大津波年、昭和三陸大津波をををを経験経験経験経験したがしたがしたがしたが「今回「今回「今回「今回ははるかにははるかにははるかにははるかに大大大大きいきいきいきい。津波防災。津波防災。津波防災。津波防災

でででで検検検検討討討討すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題はたくさんあるはたくさんあるはたくさんあるはたくさんある」」」」とととと語語語語るるるる。特。特。特。特にににに、、、、もろくももろくももろくももろくも崩崩崩崩れたれたれたれた大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市のののの湾湾湾湾口防波堤口防波堤口防波堤口防波堤についてについてについてについて「海「海「海「海

をををを汚汚汚汚染染染染するだけでするだけでするだけでするだけで、、、、いざというときにいざというときにいざというときにいざというときに役役役役にににに立立立立たないことがたないことがたないことがたないことが証明証明証明証明されたされたされたされた」」」」とととと主張主張主張主張するするするする。。。。 

    同市同市同市同市のののの湾湾湾湾口防波堤口防波堤口防波堤口防波堤はははは６０年６０年６０年６０年のチリのチリのチリのチリ地震津波地震津波地震津波地震津波でのでのでのでの大被害大被害大被害大被害をををを受受受受けてけてけてけて数数数数年後年後年後年後にににに国内国内国内国内でででで初初初初めてめてめてめて造造造造られられられられ

たたたた。「津波。「津波。「津波。「津波はめったにはめったにはめったにはめったに来来来来ないからないからないからないから軽軽軽軽視視視視されるがされるがされるがされるが、、、、いざいざいざいざ来来来来るとるとるとると慌慌慌慌てててててててて対応対応対応対応するするするする。。。。それではいけないそれではいけないそれではいけないそれではいけない。世。世。世。世

界界界界のののの研研研研究者究者究者究者でじっくりでじっくりでじっくりでじっくり津波防災津波防災津波防災津波防災のののの在在在在りりりり方方方方をををを検検検検証証証証すべきだすべきだすべきだすべきだ」」」」とととと提言提言提言提言するするするする。。。。そのそのそのその上上上上でででで「「「「ハードハードハードハード整備整備整備整備にはにはにはには限限限限

界界界界があるがあるがあるがある。義務。義務。義務。義務教教教教育育育育のののの中中中中にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むなどむなどむなどむなど不不不不断断断断のののの防災防災防災防災教教教教育育育育がががが絶絶絶絶対対対対にににに必要必要必要必要だだだだ」」」」ともともともとも語語語語るるるる。。。。 

    １８９６１８９６１８９６１８９６（明治２９）年年年年のののの明治三陸大津波明治三陸大津波明治三陸大津波明治三陸大津波でででで祖母祖母祖母祖母をををを失失失失ったったったった。今回。今回。今回。今回のののの津波津波津波津波でででで綾里綾里綾里綾里のののの自宅自宅自宅自宅はははは半半半半壊壊壊壊。連。連。連。連

絡絡絡絡はははは取取取取れていないがれていないがれていないがれていないが、妻、妻、妻、妻タキさんタキさんタキさんタキさん（８７）はははは無事無事無事無事だっただっただっただった。「復興。「復興。「復興。「復興にににに向向向向けてけてけてけて立立立立ちちちち上上上上がってほしいがってほしいがってほしいがってほしい」。最後」。最後」。最後」。最後のののの

言葉言葉言葉言葉にににに将来将来将来将来へのへのへのへの希望希望希望希望をををを託託託託したしたしたした。。。。 

     

注；注；注；注； 

昭和三陸大津波昭和三陸大津波昭和三陸大津波昭和三陸大津波＝１９３３＝１９３３＝１９３３＝１９３３（昭和８）年３月３日午前２時３０分４８秒年３月３日午前２時３０分４８秒年３月３日午前２時３０分４８秒年３月３日午前２時３０分４８秒発発発発生生生生したしたしたした地震地震地震地震（震源は、岩手県

上閉伊郡釜石町〈現・釜石市〉の東方沖約２００Ｋｍ。マグニチュード８．４）後後後後にににに襲襲襲襲来来来来したしたしたした津波津波津波津波のののの波高波高波高波高

はははは岩手岩手岩手岩手県県県県気気気気仙郡三陸町仙郡三陸町仙郡三陸町仙郡三陸町（現・大船渡市）綾里綾里綾里綾里（あやさと）で で で で ２８．７ｍ２８．７ｍ２８．７ｍ２８．７ｍをををを記記記記録録録録。地震。地震。地震。地震よりよりよりより津波津波津波津波によるによるによるによる被被被被

害害害害がががが大大大大きかったきかったきかったきかった。死者１５２２人、行方不明者１５４２人、負傷者１万２０５３人、家屋全。死者１５２２人、行方不明者１５４２人、負傷者１万２０５３人、家屋全。死者１５２２人、行方不明者１５４２人、負傷者１万２０５３人、家屋全。死者１５２２人、行方不明者１５４２人、負傷者１万２０５３人、家屋全壊壊壊壊７００９、流７００９、流７００９、流７００９、流

出４８８５、浸水４１４７、出４８８５、浸水４１４７、出４８８５、浸水４１４７、出４８８５、浸水４１４７、焼焼焼焼失２９４失２９４失２９４失２９４戸戸戸戸。特。特。特。特にににに被害被害被害被害がががが激激激激しかったのはしかったのはしかったのはしかったのは、岩手、岩手、岩手、岩手県県県県のののの下閉伊郡田老下閉伊郡田老下閉伊郡田老下閉伊郡田老（たろう）

村村村村（現・宮古市）でででで、、、、当当当当時時時時のののの村村村村内内内内のののの人口１７９８人口１７９８人口１７９８人口１７９８のののの４２％４２％４２％４２％にににに当当当当たるたるたるたる７６３人７６３人７６３人７６３人がががが死亡、家屋死亡、家屋死亡、家屋死亡、家屋もももも９８％９８％９８％９８％にににに当当当当たたたた

るるるる３５８３５８３５８３５８8888戸戸戸戸がががが全全全全壊壊壊壊したしたしたした。。。。これをこれをこれをこれを教教教教訓訓訓訓にににに、田老、田老、田老、田老にはにはにはには１９８２１９８２１９８２１９８２（昭和５７）年年年年までにまでにまでにまでに高高高高さ さ さ さ １０ ｍ 、１０ ｍ 、１０ ｍ 、１０ ｍ 、総総総総延長 ２４延長 ２４延長 ２４延長 ２４

３３ｍ３３ｍ３３ｍ３３ｍのののの巨大巨大巨大巨大なななな防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤がががが築築築築かれたかれたかれたかれた。１９５８。１９５８。１９５８。１９５８（昭和３３）年年年年にににに完成完成完成完成したしたしたした１期工事１期工事１期工事１期工事のののの防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤はははは、６０年５月、６０年５月、６０年５月、６０年５月

２３日２３日２３日２３日にににに発発発発生生生生・・・・来来来来襲襲襲襲したしたしたした世界最大世界最大世界最大世界最大のののの地震地震地震地震であったチリであったチリであったチリであったチリ地震地震地震地震によるによるによるによる津波津波津波津波のののの被害被害被害被害をほぼをほぼをほぼをほぼ完全完全完全完全にににに食食食食いいいい止止止止めめめめ

たたたた。。。。これによりこれによりこれによりこれにより、田老、田老、田老、田老のののの巨大防潮堤巨大防潮堤巨大防潮堤巨大防潮堤はははは「万里「万里「万里「万里のののの長城」長城」長城」長城」といわれといわれといわれといわれ、全世界、全世界、全世界、全世界にににに知知知知れれれれ渡渡渡渡ったったったった。。。。しかししかししかししかし、０１１、０１１、０１１、０１１

年３月１１日 年３月１１日 年３月１１日 年３月１１日 にににに発発発発生生生生したしたしたした東日本東日本東日本東日本（東北関東）大地震大地震大地震大地震によるによるによるによる大津波大津波大津波大津波はこのはこのはこのはこの防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤をををを軽々軽々軽々軽々越越越越えてえてえてえて町町町町内内内内をををを

襲襲襲襲いいいい、、、、ほぼほぼほぼほぼ全域全域全域全域がががが壊壊壊壊滅滅滅滅状状状状態態態態となったとなったとなったとなった。。。。 

スマトラスマトラスマトラスマトラ沖地震津波沖地震津波沖地震津波沖地震津波＝２００４＝２００４＝２００４＝２００４（平成１２）年１２月２６日、年１２月２６日、年１２月２６日、年１２月２６日、インドネシアのスマトラインドネシアのスマトラインドネシアのスマトラインドネシアのスマトラ島西方沖島西方沖島西方沖島西方沖でででで発発発発生生生生しししし

たたたた大規模大規模大規模大規模なななな地震。地震。地震。地震。マグニチュードはマグニチュードはマグニチュードはマグニチュードは９．０。巨大津波９．０。巨大津波９．０。巨大津波９．０。巨大津波をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、インドインドインドインド洋沿岸諸洋沿岸諸洋沿岸諸洋沿岸諸国国国国でででで約３０万人約３０万人約３０万人約３０万人のののの

死者死者死者死者・・・・行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者をををを出出出出したしたしたした。。。。 

大船渡港大船渡港大船渡港大船渡港湾湾湾湾口防波堤口防波堤口防波堤口防波堤＝運輸省＝運輸省＝運輸省＝運輸省（当時）直轄直轄直轄直轄のののの施工施工施工施工でででで１９６３１９６３１９６３１９６３（昭和３８）年年年年からからからから１９億１９億１９億１９億円円円円のののの巨額巨額巨額巨額をををを投投投投

じてじてじてじて建設建設建設建設されたされたされたされた１９６７１９６７１９６７１９６７（昭和４５）年年年年にににに完成完成完成完成したしたしたした延長７３６延長７３６延長７３６延長７３６メートルのメートルのメートルのメートルの防波堤。防波堤防波堤。防波堤防波堤。防波堤防波堤。防波堤のののの沈下沈下沈下沈下がががが当当当当初想初想初想初想

定定定定したしたしたした８５８５８５８５センチよりセンチよりセンチよりセンチより大大大大きなきなきなきな１１１１メートルほどになりメートルほどになりメートルほどになりメートルほどになり、０３年、０３年、０３年、０３年にはにはにはには低低低低気圧気圧気圧気圧でででで防波堤防波堤防波堤防波堤のののの一部一部一部一部がががが損損損損壊壊壊壊しししし、補修、補修、補修、補修
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１１年４月５日配信『１１年４月５日配信『１１年４月５日配信『１１年４月５日配信『毎毎毎毎日新聞』－「余日新聞』－「余日新聞』－「余日新聞』－「余禄禄禄禄」＝」＝」＝」＝津波記念碑津波記念碑津波記念碑津波記念碑のののの教教教教ええええ 

     

３７．９３７．９３７．９３７．９メートルメートルメートルメートル。東大地震。東大地震。東大地震。東大地震研研研研によるとによるとによるとによると岩手岩手岩手岩手県県県県宮古市田老宮古市田老宮古市田老宮古市田老ではそのではそのではそのではその高高高高さにまでさにまでさにまでさにまで津波津波津波津波がががが達達達達したしたしたした。過去。過去。過去。過去のののの

最高記最高記最高記最高記録録録録はははは明治三陸津波明治三陸津波明治三陸津波明治三陸津波のののの大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市でのでのでのでの３８．２３８．２３８．２３８．２メートルだがメートルだがメートルだがメートルだが、、、、それをそれをそれをそれを超超超超えたえたえたえた場所場所場所場所もあるともあるともあるともあると推測推測推測推測されてされてされてされて

いるいるいるいる▲▲▲▲これまでこれまでこれまでこれまで何度何度何度何度もももも繰繰繰繰りりりり返返返返されてきたされてきたされてきたされてきた三陸三陸三陸三陸のののの津波被害津波被害津波被害津波被害であるであるであるである。１９３３年。１９３３年。１９３３年。１９３３年のののの昭和三陸津波昭和三陸津波昭和三陸津波昭和三陸津波ではそのではそのではそのではその体体体体

験験験験のののの教教教教訓訓訓訓をををを子孫子孫子孫子孫にににに伝伝伝伝えようとえようとえようとえようと青青青青森、岩手、宮城森、岩手、宮城森、岩手、宮城森、岩手、宮城のののの３３３３県県県県でででで２００２００２００２００にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶ津波記念碑津波記念碑津波記念碑津波記念碑がががが建建建建てられたてられたてられたてられた。。。。そのそのそのその

うちでうちでうちでうちで最最最最もももも有名有名有名有名なのがなのがなのがなのが宮古市宮古市宮古市宮古市のののの姉姉姉姉吉吉吉吉にににに建建建建つつつつ「大津浪記念碑」「大津浪記念碑」「大津浪記念碑」「大津浪記念碑」だっただっただっただった▲▲▲▲「高「高「高「高きききき住居住居住居住居はははは児児児児孫孫孫孫のののの和和和和楽楽楽楽／想／想／想／想

したがしたがしたがしたが、老朽化、老朽化、老朽化、老朽化がはげしくがはげしくがはげしくがはげしく、宮城、宮城、宮城、宮城県県県県沖地震津波沖地震津波沖地震津波沖地震津波がががが起起起起きたきたきたきた場合場合場合場合にににに対応対応対応対応できないとできないとできないとできないと指摘指摘指摘指摘されていたされていたされていたされていた。。。。 

    チリチリチリチリ地震＝１９６０地震＝１９６０地震＝１９６０地震＝１９６０（昭和３０）年５月２２日、年５月２２日、年５月２２日、年５月２２日、チリのチリのチリのチリの太平洋岸沖太平洋岸沖太平洋岸沖太平洋岸沖でででで発発発発生生生生したしたしたした観観観観測史上最大測史上最大測史上最大測史上最大のののの地震。地震。地震。地震。

マグニチュードはマグニチュードはマグニチュードはマグニチュードは９．５。大津波９．５。大津波９．５。大津波９．５。大津波がががが発発発発生生生生しししし太平洋諸地域太平洋諸地域太平洋諸地域太平洋諸地域にににに被害被害被害被害をををを及及及及ぼしたぼしたぼしたぼした。日本。日本。日本。日本にはにはにはには最高６最高６最高６最高６メートルメートルメートルメートル

のののの津波津波津波津波がががが押押押押しししし寄寄寄寄せせせせ、三陸沿岸、三陸沿岸、三陸沿岸、三陸沿岸をををを中心中心中心中心にににに死者死者死者死者・・・・行方不明者１４２人行方不明者１４２人行方不明者１４２人行方不明者１４２人をををを出出出出したしたしたした。。。。 

     

 

     

１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『しんぶんしんぶんしんぶんしんぶん赤旗』＝九死赤旗』＝九死赤旗』＝九死赤旗』＝九死にににに一生得一生得一生得一生得たたたた津波災害史津波災害史津波災害史津波災害史研研研研究者究者究者究者    山下文男山下文男山下文男山下文男さんをおさんをおさんをおさんをお見見見見

舞舞舞舞いいいい    岩手岩手岩手岩手のののの元党元党元党元党県県県県委員長委員長委員長委員長らららら 

     

    日本共日本共日本共日本共産産産産党中央委員党中央委員党中央委員党中央委員会会会会のののの元文化部長元文化部長元文化部長元文化部長でででで津波災害史津波災害史津波災害史津波災害史研研研研究者究者究者究者のののの山下文男山下文男山下文男山下文男さんさんさんさん（８７）はははは、岩手、岩手、岩手、岩手県県県県陸前陸前陸前陸前

高田市高田市高田市高田市のののの病院病院病院病院にににに入院中、東日本大震災入院中、東日本大震災入院中、東日本大震災入院中、東日本大震災のののの大津波大津波大津波大津波にににに遭遭遭遭いましたいましたいましたいました。九死。九死。九死。九死にににに一生一生一生一生をををを得得得得てててて救出救出救出救出されましたされましたされましたされました。。。。 

    党岩手党岩手党岩手党岩手県県県県委員委員委員委員会会会会のののの元委員長、宮元委員長、宮元委員長、宮元委員長、宮脇脇脇脇善雄善雄善雄善雄さんはさんはさんはさんは１９日、津波災害１９日、津波災害１９日、津波災害１９日、津波災害研研研研究究究究でででで山下山下山下山下さんとさんとさんとさんと３０年３０年３０年３０年来来来来のつきのつきのつきのつき

あいがあるあいがあるあいがあるあいがある牛山靖夫牛山靖夫牛山靖夫牛山靖夫さんさんさんさん、、、、県県県県革新懇事務局長革新懇事務局長革新懇事務局長革新懇事務局長のののの加藤辰男加藤辰男加藤辰男加藤辰男さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに、花、花、花、花巻巻巻巻市市市市のののの病院病院病院病院をををを退院退院退院退院してホしてホしてホしてホ

テルにテルにテルにテルに滞滞滞滞在在在在しているしているしているしている山下山下山下山下さんをさんをさんをさんを見舞見舞見舞見舞いましたいましたいましたいました。。。。 

    宮宮宮宮脇脇脇脇さんたちはさんたちはさんたちはさんたちは、山下、山下、山下、山下さんのさんのさんのさんの元元元元気気気気そうなそうなそうなそうな様様様様子子子子をををを見見見見てててて「本「本「本「本当当当当にににに大大大大変変変変なななな津波津波津波津波だっただっただっただった。何。何。何。何よりよりよりより無事無事無事無事でよかでよかでよかでよか

ったったったった」」」」とととと声声声声がががが弾弾弾弾みますみますみますみます。妻。妻。妻。妻のたきさんものたきさんものたきさんものたきさんも「家「家「家「家はつぶれてはつぶれてはつぶれてはつぶれて屋根屋根屋根屋根だけになりましたがだけになりましたがだけになりましたがだけになりましたが、、、、なんとかなんとかなんとかなんとか助助助助かりましかりましかりましかりまし

たたたた。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました」。互」。互」。互」。互いのいのいのいの無事無事無事無事とととと再再再再会会会会をををを喜喜喜喜びびびび合合合合いましたいましたいましたいました。。。。 

病院病院病院病院のののの４階４階４階４階にあるにあるにあるにある病室病室病室病室でででで、首、首、首、首までまでまでまで水水水水につかりながらにつかりながらにつかりながらにつかりながら夢中夢中夢中夢中でカーテンにしがみついてでカーテンにしがみついてでカーテンにしがみついてでカーテンにしがみついて助助助助かったかったかったかった山下山下山下山下

さんさんさんさん。今回。今回。今回。今回のののの大津波大津波大津波大津波をををを「想像「想像「想像「想像をををを超超超超えていたえていたえていたえていた」」」」とととと振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの津波災害津波災害津波災害津波災害対対対対策策策策にににに加加加加えてえてえてえて、新、新、新、新しいしいしいしい対対対対

策策策策がががが必要必要必要必要になっているとになっているとになっているとになっていると話話話話しましたしましたしましたしました。。。。 

     

 

写真中央が山下さん、たきさん夫妻＝１９日、岩手県花巻市の県立東和病院前 
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（おも）へへへへ惨惨惨惨禍禍禍禍のののの大津浪／此大津浪／此大津浪／此大津浪／此処処処処（ここ）よりよりよりより下下下下にににに家家家家をををを建建建建てるなてるなてるなてるな／明治二十九年／明治二十九年／明治二十九年／明治二十九年にもにもにもにも、昭和八年、昭和八年、昭和八年、昭和八年にもにもにもにも津津津津

浪浪浪浪はははは此此此此処処処処までまでまでまで来来来来てててて／部落／部落／部落／部落はははは全滅全滅全滅全滅しししし、生存者、僅、生存者、僅、生存者、僅、生存者、僅かにかにかにかに前前前前にににに二人後二人後二人後二人後にににに四人四人四人四人のみのみのみのみ／幾／幾／幾／幾歳歳歳歳（いくとし）経経経経るともるともるともるとも

要心要心要心要心あれあれあれあれ」」」」（山下文男著「津波てんでんこ」新日本出版社より）▲▲▲▲今度今度今度今度のののの津波津波津波津波もももも石碑石碑石碑石碑のののの５０５０５０５０メートルメートルメートルメートル近近近近くくくく

までまでまでまで達達達達したしたしたした。。。。しかししかししかししかし姉姉姉姉吉地吉地吉地吉地区区区区にににに避難避難避難避難したしたしたした住民住民住民住民はははは無事無事無事無事だったというだったというだったというだったという。７８年前。７８年前。７８年前。７８年前のののの教教教教えがえがえがえが生生生生きたのだがきたのだがきたのだがきたのだが、、、、でででで

はははは今度今度今度今度のののの体体体体験験験験はははは子孫子孫子孫子孫にどうにどうにどうにどう伝伝伝伝えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。菅直人首相。菅直人首相。菅直人首相。菅直人首相はははは先先先先のののの会会会会見見見見でででで被災地復興被災地復興被災地復興被災地復興についてについてについてについて住宅住宅住宅住宅のののの高高高高

台台台台でのでのでのでの再建再建再建再建というビジョンをというビジョンをというビジョンをというビジョンを示示示示したしたしたした▲▲▲▲つまりつまりつまりつまり「此「此「此「此処処処処よりよりよりより下下下下にににに家家家家をををを建建建建てるなてるなてるなてるな」」」」だだだだ。。。。ただただただただ被災地被災地被災地被災地はははは高台高台高台高台のののの平地平地平地平地

がががが少少少少なくなくなくなく、、、、仮仮仮仮設住宅設住宅設住宅設住宅のののの用地用地用地用地もままならないところもあるもままならないところもあるもままならないところもあるもままならないところもある。今後、暮。今後、暮。今後、暮。今後、暮らしていたらしていたらしていたらしていた場所場所場所場所からからからから移移移移らねばならぬらねばならぬらねばならぬらねばならぬ住住住住

民民民民がががが合意合意合意合意できるできるできるできる復興計復興計復興計復興計画画画画作作作作りはりはりはりは容易容易容易容易でないでないでないでない。高。高。高。高齢齢齢齢者福祉者福祉者福祉者福祉やややや地場地場地場地場産産産産業再興業再興業再興業再興とのとのとのとの両両両両立立立立もももも課題課題課題課題であるであるであるである▲▲▲▲政政政政

府府府府のののの「復興構想「復興構想「復興構想「復興構想会会会会議」議」議」議」はははは防災防災防災防災をはじめをはじめをはじめをはじめ経済経済経済経済やややや福祉面福祉面福祉面福祉面でもでもでもでも夢夢夢夢のあるのあるのあるのある地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの提案提案提案提案をめざすというがをめざすというがをめざすというがをめざすというが、、、、

もちろんもちろんもちろんもちろん復興復興復興復興のののの主役主役主役主役はははは住民住民住民住民だだだだ。平成。平成。平成。平成のののの記念碑記念碑記念碑記念碑はははは何何何何よりよりよりより安全安全安全安全でででで豊豊豊豊かなかなかなかな郷郷郷郷土土土土そのものであってほしいそのものであってほしいそのものであってほしいそのものであってほしい。。。。 

     

１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『１１年３月２０日配信『読売読売読売読売新聞』＝新聞』＝新聞』＝新聞』＝此此此此処処処処よりよりよりより下下下下にににに家建家建家建家建てるなてるなてるなてるな…………先人先人先人先人のののの石碑、集落救石碑、集落救石碑、集落救石碑、集落救うううう 

     

        「此「此「此「此処処処処((((ここここここここ))))よりよりよりより下下下下にににに家家家家をををを建建建建てるなてるなてるなてるな」」」」――――――――。。。。 

    東日本巨大地震東日本巨大地震東日本巨大地震東日本巨大地震でででで沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部がががが津波津波津波津波にのみこまれたにのみこまれたにのみこまれたにのみこまれた岩手岩手岩手岩手県県県県宮古市宮古市宮古市宮古市にあってにあってにあってにあって、重茂半島東端、重茂半島東端、重茂半島東端、重茂半島東端のののの姉姉姉姉吉地吉地吉地吉地区区区区

（１２世帯約４０人）ではではではでは全全全全てのてのてのての家屋家屋家屋家屋がががが被害被害被害被害をををを免免免免れたれたれたれた。１９３３年。１９３３年。１９３３年。１９３３年のののの昭和三陸大津波昭和三陸大津波昭和三陸大津波昭和三陸大津波のののの後、海後、海後、海後、海抜抜抜抜約６０約６０約６０約６０メーメーメーメー

トルのトルのトルのトルの場所場所場所場所にににに建建建建てられたてられたてられたてられた石碑石碑石碑石碑のののの警告警告警告警告をををを守守守守りりりり、、、、坂坂坂坂のののの上上上上でででで暮暮暮暮らしてきたらしてきたらしてきたらしてきた住民住民住民住民たちはたちはたちはたちは、改、改、改、改めてめてめてめて先人先人先人先人のののの教教教教えにえにえにえに

感謝感謝感謝感謝していたしていたしていたしていた。。。。 

    「高「高「高「高きききき住居住居住居住居はははは児児児児孫孫孫孫(じそん)のののの和和和和楽楽楽楽(わらく)    想想想想(おも)へへへへ惨惨惨惨禍禍禍禍のののの大津浪大津浪大津浪大津浪(おおつなみ)」」」」 

    本州最東端本州最東端本州最東端本州最東端のののの魹魹魹魹ヶヶヶヶ埼埼埼埼（とどがさき)灯灯灯灯台台台台からからからから南西約２南西約２南西約２南西約２キロキロキロキロ、、、、姉姉姉姉吉漁港吉漁港吉漁港吉漁港からからからから延延延延びるびるびるびる急急急急坂坂坂坂にににに立立立立つつつつ石碑石碑石碑石碑にににに刻刻刻刻

まれたまれたまれたまれた言葉言葉言葉言葉だだだだ。結。結。結。結びでびでびでびで「此「此「此「此処処処処よりよりよりより――――――――」」」」とととと戒戒戒戒めているめているめているめている。。。。 

    地地地地区区区区はははは１８９６年１８９６年１８９６年１８９６年のののの明治、１９３３年明治、１９３３年明治、１９３３年明治、１９３３年のののの昭和昭和昭和昭和とととと２度２度２度２度のののの三陸大津波三陸大津波三陸大津波三陸大津波にににに襲襲襲襲われわれわれわれ、生存者、生存者、生存者、生存者がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ２人２人２人２人とととと４４４４

人人人人というというというという壊壊壊壊滅的滅的滅的滅的なななな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた。昭和大津波。昭和大津波。昭和大津波。昭和大津波のののの直後、住民直後、住民直後、住民直後、住民らがらがらがらが石碑石碑石碑石碑をををを建立。建立。建立。建立。そのそのそのその後後後後はははは全全全全てのてのてのての住民住民住民住民がががが

石碑石碑石碑石碑よりよりよりより高高高高いいいい場所場所場所場所でででで暮暮暮暮らすようになったらすようになったらすようになったらすようになった。。。。 

    地震地震地震地震のののの起起起起きたきたきたきた１１日、港１１日、港１１日、港１１日、港にいたにいたにいたにいた住民住民住民住民たちはたちはたちはたちは大津波警報大津波警報大津波警報大津波警報がががが発発発発令令令令されるとされるとされるとされると、高台、高台、高台、高台にあるにあるにあるにある家家家家をををを目指目指目指目指してしてしてして、曲、曲、曲、曲

がりくねったがりくねったがりくねったがりくねった約８００約８００約８００約８００メートルのメートルのメートルのメートルの坂坂坂坂道道道道をををを駆駆駆駆けけけけ上上上上がったがったがったがった。巨大。巨大。巨大。巨大なななな波波波波がががが濁流濁流濁流濁流となりとなりとなりとなり、漁船、漁船、漁船、漁船もろとももろとももろとももろとも押押押押しししし寄寄寄寄せてきせてきせてきせてき

たがたがたがたが、、、、そのそのそのその勢勢勢勢いはいはいはいは石碑石碑石碑石碑のののの約５０約５０約５０約５０メートルメートルメートルメートル手前手前手前手前でででで止止止止まったまったまったまった。地。地。地。地区区区区自治自治自治自治会会会会長長長長のののの木村民茂木村民茂木村民茂木村民茂さんさんさんさん（６５）「幼「幼「幼「幼いこいこいこいこ

ろからろからろからろから『石碑『石碑『石碑『石碑のののの教教教教えをえをえをえを破破破破るなるなるなるな』』』』とととと言言言言いいいい聞聞聞聞かされてきたかされてきたかされてきたかされてきた。先人。先人。先人。先人のののの教教教教訓訓訓訓のおかげでのおかげでのおかげでのおかげで集落集落集落集落はははは生生生生きききき残残残残ったったったった」」」」とととと話話話話

すすすす。。。。 
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「高「高「高「高きききき住居住居住居住居はははは児児児児孫孫孫孫(じそん＝子と孫。子孫)のののの和和和和楽楽楽楽(わらく＝互いにうちとけて楽しむこと)    想想想想(おも)へへへへ惨惨惨惨禍禍禍禍（さんか

＝天災・人災などによる、むごたらしくいたましい災難）のののの大津浪大津浪大津浪大津浪(おおつなみ)」」」」 
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