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第2回「東日本大震災関連プロジェクト ～こころの再生に向けて～」 １．東日本大震災 

• 2011.03.11 14:46 東日本大震災 
 
 最新被害状況（2012年1月20日、警察庁調べ） 
   死者･････････････15,845人 
        宮城県：9,507人 
        岩手県：4,667人 
        福島県：1,605人 
 
   行方不明者････････3,380人      
   
   建物被害 全壊：128,471戸 
        半壊：242,309戸 

東日本大震災の特徴 

• “想定外”の三要素 
  ①国内観測史上最大のM9.0の＜大地震＞    
  ②遡上高最大40mに及ぶ＜大津波＞ 
  ③津波で制御不能となった＜原発事故＞ 
 
• 本発表の内容 
  宮城県における「心の相談室」の活動 
  超宗派的活動の可能性 

東日本大震災時の「死」 

災害によりもたらされた「死」は“突然の死” 
 ⇒段階的な「死」ではない 
  ∴「死」に対する準備が不足 
       残された者にとっても 
       死に行く者にとっても 
 
 ⇒“心残り”“後悔”“悔い”･･････ 
 

東日本大震災と宗教 

・阪神大震災 
  ①「心のケア」 
  ②1995年＝ボランティア元年 
   各宗教教団、宗教者がボランティア 
   ←宗教者としての特質が見えず   
             （山折哲雄） 
・東日本大震災 
  ①臨床心理士などの活動 
    ex.厚労省「医療によるこころのケア班」 
  ②各宗教教団、宗教者の活動が活発 
    宗教者災害支援連絡会（宗援連）など 

「心の相談室」の活動 

▶「心の相談室」設立前史  
 ３～４月 
・身元不明者をも含めた震災の犠牲者の弔い 
・仙台仏教会、仙台キリスト教連合を核に、 
宮城県宗教法人連絡協議会の事業として 

 
  
 

 

超宗派的・超教派的活動 
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宮城県宗教法人連絡協議会 

・「仙台宗教団体協議会」発足（1958年） 
  宗教団体間の連絡緊密／世界平和 
・県主催「宗教法人事務研修会」開催 
  県の一方的主催に不満→「各宗派代表者会議」   
・各宗派代表者会議で検討（1972年～） 
  ①宗教法人が連帯したあり得べき姿実現 
  ②宗教法人法に基づく事務適正化 
 →事務局：宮城県総務部 

 

宮城県宗教法人連絡協議会 

・機関誌『みやぎ宗連報』の刊行（1975年～） 
・初期は税金に関わる実務研修（②中心） 
・各宗派本山等研修会開始（1980年） 
・“宗教間対話”の成立・促進 
  ex.「きよめ」に対する各教団からの寄稿 
・事務局 県から加盟団体の輪番へ（2000年） 
 

「心の相談室」の活動 

▶ ３～４月 
・身元不明者をも含めた震災の犠牲者の弔い 
・仙台仏教会、仙台キリスト教連合を核に、 
宮城県宗教法人連絡協議会の事業として 

・仙台市葛岡斎場にて「遺族への宗教的ケアと
相談業務」に対応するための「心の相談室」
開設 

▶ 斎場での窓口は4月末まで 
 

「心の相談室」のあゆみ 

     葛岡斎場にて                 『河北新報』2011.4.13 

4月29日 

 （四十九日） 

 犠牲者を追悼する行
脚で、津波被害が甚
大だった町を歩く僧
侶と牧師ら＝宮城県
南三陸町 

（共同通信2011.5.11） 

新生「心の相談室」 

• 5月から新生「心の相談室」に。 
• 室 長：岡部 健 （医師：爽秋会理事長） 
 相談員：宗教者・カウンセラーなどの有志 
 事務局：東北大学宗教学研究室 
• 「心の相談室」を支える会 
 会 長：吉永 馨 （東北大名誉教授、仙台ターミナル・ケアを考える会会長） 

 参加団体：仙台いのちの電話・宗法連・仙台仏教会・仙
台キリスト教連合・反貧困宮城ネットワーク・世界宗教者
平和会議日本委員会 

 賛同者：柏木哲夫・日野原重明・山形孝夫･･････ 
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新生「心の相談室」の発足 

2011.5.2 県政記者会にて記者会見 

「心の相談室」の目的 

• 弔いからグリーフケア（悼む悲嘆へのケア）
まで、一貫した切れ目のないご遺族に対する
支援を行うことを目的 

• 1998年にWHO執行理事会に提案された「健康
の定義」 に準拠した四分野 

  a.医療問題 
  b.メンタルヘルス 
  c.宗教の問題 
  d.生活問題 
 に対応した支援を考えつつ、まずは
「spiritual」の点から宗教者による弔いを切り
口に、包括的な支援の提供を目指す。 

「心の相談室」の活動内容 

・発足当初設定の活動内容 
  ①聴聞の機会設定 
    電話相談 
  ②合同慰霊の場の設定  
    震災犠牲者、特に身元不明者 
  ③講演などの啓蒙活動 
     

講演会のビラ配り（ 5月5日） 

祈りの心  

－東日本大震災に宗教はどう向きあうか－ 

5月7日 

東北大学片平さくらホールにて 

「心の相談室」のブログ
http://www.sal.tohoku.ac.jp/kokoro/diary.cgi 

http://www.sal.tohoku.ac.jp/kokoro/diary.cgi
http://www.sal.tohoku.ac.jp/kokoro/diary.cgi
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“Café de Monk”の登場 

・電話相談の申し込み→多くない 
  ∴対面的な場の必要性 
・“Café de Monk” 
  金田諦應師（通大寺住職）が考案  
  地域の「お茶っこ飲み｣文化を基盤に 
  5月から移動喫茶店を開店 
    cf.傾聴・行茶 
   ⇒現在“カフェ・デ・モンク”と表記 
     →「カフェで文句」 

“Café de Monk” 

その後の「心の相談室」の活動 

①合同慰霊祭･･････身元不明者の月命日   
②電話相談･･････毎週、水・日 
        15:00-22:00   
③Café de Monk･･････移動喫茶 
④ＦＭ番組「カフェ・デ・モンク」 
⑤講演・講習会 
 電話相談員の講習会 
 
 

百日合同慰霊祭（2011.6.18仙台市営葛岡墓園） 

②電話相談 

・毎週、水・日 
・15:00-22:00 
・僧侶、神主、牧師、神父ら 
・フリーダイアル 
・相談日、前半と後半に二分 
  二人の相談員と、スーパーバイザー 
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 月 日  氏 名   所    属 

10月01日 金田諦應 曹洞宗通大寺住職 

10月08日 小野﨑秀通 石巻市・洞源院住職 

10月15日 岡部 健  医師、医療法人社団 爽秋会理事長 

10月22日 篠原 鋭一 自殺防止ネットワーク「風」理事長 

10月29日 魚谷 浩  オンザロード災害ボランティア 

11月05日 川上 直哉 仙台市民教会主任担任牧師 

11月12日 平間 至  塩竈出身カメラマン 

11月19日 山浦 玄嗣 医師、ケセン語聖書翻訳 

11月26日 玄侑 宗久 作家・僧侶 

12月03日 玄侑 宗久 作家・僧侶 

12月10日 清水 康之 NPO法人ライフリンク代表 

12月17日 鈴木 岩弓 東北大学教授 宗教学 

12月24日 日野原重明 医師、聖路加国際病院理事長 

12月31日 日野原重明 医師、聖路加国際病院理事長 

 
 

④FM放送「カフェ・デ・モンク」 

＊You Tubeにて録音版公開中   2012年1月より第二期 

「心の相談室」の今後 

長・中期的展望 
・チャプレン的専門職の養成 
  名称：チャプレン、ビハーラ僧 
  ⇒臨床宗教師（仮称） 
・≒ PCT（Pastoral Clinical Training） 
   臨床牧会・司牧訓練 
 超宗派的な宗教者に対する訓練 
  伝統的な宗教文化に対する理解 
   ex.祖先祭祀･･････先祖の“祟り” 
    寺・神社の他にミコへの関わり 

 ・被災地東北に、臨床宗教師養成機関が  
  作れないか？ 
 ・東北地方に宗教者によるグリーフ・ケ 
  アを根付かせないか？ 
  現在、看取りの現場に宗教者入らず 
  医療者のみで良いのか？  
   ←在宅ホスピス推進 

 

３．宗教者による心のケア 

• 大前提： 
 心のケアは宗教者によるものだけではない 
  ex.医師，臨床心理士，･･････ 
• 宗教者の特質 
 あの世の世界を語れるメッセンジャー 
  ⇒スピリチュアルな側面からの心のケア 
  

死後霊魂の存在 
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信じる 信じない その他

布教とならない宗教者の関わりは可能か？ 

民間信仰，伝統的信仰習俗 
ex.盆行事 
  ⇒経典的信仰と経験的信仰がズレつつ共存 
 ・釜蓋朔日（1日），盆の入り（13日） 
  「地獄の釜の蓋も開いて」 
   →先祖が帰ってくる 
   ∴普段の先祖は地獄にいる（？） 
 ・浄土真宗 死者は浄土に往生 
   檀家：先祖供養 
   僧侶：先祖供養とは考えず  
       仏法に接する機会 
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事例：カホウダンゴ（果報団子） 

・弘法大師が一夜の宿を求めた。 
・その家は大変貧しかった。 
・家にあった粉で団子を作りご馳走した。 
・団子の中に藁が入っていた。 
・「御大師様 に申し訳ない」と謝った。 
・弘法大師は「これは果報だ。めでたい」と喜ぶ。 
 
⇒弘法大師の誕生日と言われる旧暦 11月24日 
 無病息災を祈っての行事 
 一部の団子に「萩の枝」が入っているもの混ざる 

徳性寺にて 
（南三陸町細浦 2011.11.23） 

疑問 

• 実際にケアに関わる個々の宗教者は自分
の個別宗教に基づいてケアをするのか？ 

 
• そこでの「宗教性」とはどのようなもの
か。その宗教者の胸の内にのみ存在すれ
ばいいものか、言葉や立ち居振る舞いに
よって表出すべきものか。 
 

・宗教の歴史→宗教変容の歴史 
  ex.仏教 インド→中国・朝鮮→日本 
 
 
cf.古野清人のキリシタン研究 
 

「純粋または正統な世界的宗教は、そ
の信奉する教理、教義はしばらく別に
して、現実には存在しない。」  
        
         「まえがき」『古野清人著作集』５ 
          1973年，三一書房，p.1 
 

 

「宗教の民俗化」「民俗の宗教化」 

 
 経
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cf.藤井正雄 
 「仏教の民俗化」「民俗の仏教化」 
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クリスマス・ランチコンサート
2011.12.20 石巻にて 



2012/1/24 

8 

祖先祭祀の危機 

被災地の一部 
 自宅から：位牌・遺影・過去帳が流出 
 寺院から：位牌・過去帳が流出 
 墓地から：遺骨・墓石が流出 
 
⇒祖先の依代の消失  手がかり皆無に 

 

一階が流された民家 津波で被災した寺院の本堂内部 

洗い流されたカロート内部 

おわりに 

「心の相談室」の活動のご紹介 
  “モノの支援”を切り口にした“心の支援” 
 
・地域文化に根ざした活動 
 ex.カフェ・デ・モンク: 「お茶っこ飲み｣文化 
・伝統文化による生活規制が多少強い地域   
  契約講 ／ 檀那寺との親密度 
  骨葬文化圏 
 ⇒被災者の価値観への目配り 
 
・弔いの現場 
  超宗派的なケアの可能性 
   被災者のもつ宗教的伝統に理解  


