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聖林院（宇治市五ケ庄）のテラスに面し
た一室に、東日本大震災で大きな被害を受
けた、岩手県の三陸鉄道と周辺の復興の軌
跡をおさめた写真パネル３４枚がかかって
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いる。みみづく地蔵尊の法要がある毎月２
４日と、障害者支援施設ワークス共同作業
所（南区）の人たちが集まる火曜の午後に
公開される。
聖林院の一室に掲げられている、三陸鉄
道の復興の様子を表した写真パネル＝宇
治市五ケ庄

昨年５月、ワークス共同作業所の母体の
日本自立生活センター（同）が、車いすで
各地に出かける「自由発見の旅」の２０回
目として、「三陸鉄道に乗りに行こう」ツ

アーを企画し、約２０人が参加した。
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そうした縁もあり、今年７月に聖林院で開いた「献灯会」にあわせ、ツアーにも参
加したみみづく地蔵尊護持会の葛西敬久さんが、三陸鉄道から写真を借り受けた。津
波で流された鉄橋など震災直後の惨状から、復旧した線路を走る列車など、少しずつ
復興に向かう様子が写っている。
そろそろ返却しようと考えていたある日、ワークスの人たちがいる聖林院に、ひと
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りの女性が雨宿りに立ち寄った。写真を見て、「震災直後に行った（岩手県の）宮古
に、もう一度行く気持ちになりました」と話して帰っていった。宮古に行った理由は
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聞けなかったが、小さな写真展が、再び宇治と三陸を結ぶきっかけになった。

13大学の素顔を紹介！進学先選びに

「遠い三陸に思いをはせ、被災地のことを心にとめておく、ひとつの方法になると
思う」と葛西さん。写真は来春まで借りることにした。ワークスの人たちと協力し
て、市内でこの写真の巡回展を開くことも検討している。
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