ホームページ開設しました！
東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント 建立プロジェクトホームページを開設いたしました。ホームページには、当プロジェクト
の概要をはじめ取り組みや活動の紹介、事務局からのお知らせ、総会・活動報告会の案内など幅広く当プロジェクトについて紹介
する内容となっております。ホームページでこれまで以上に事務局や活動に関する情報を公開してまいりますので、当ホームペー
ジを末永くお引き立ていただきますようお願い申し上げます。

★ ブログ ★

★ ホームページ ★
http://311monument.org/

★ フェイスブック ★

http://311monument.blog.fc2.com/

N E W S

3.11monument

vol.1

https://www.facebook.com/3.11.monument/
東日本大震災から早くも５年が過ぎようとしています。未曾有の大災害に襲われた被災地では、様々な課題と問題
を内包しながらも国を挙げての復旧、そして復興へと大きな力が注がれ続けていると日々、実感しております。し
かし、復興庁の発表によれば全国の避難者等の数は約 32 万 1 千人、宮城県では 11 万 2 千あまりの方が未だに仮
設住宅などでの生活を余儀なくされ、福島の原発事故によって県外での避難生活を強いられている方も数多くおら
れます。そうした現実のなか、官民が協力しながらありとあらゆる分野で人々の生活を取り戻そうと、インフラを
整え、代替え地の選定をし、被災者である地域住民の心情を優先し、手を尽くしていることを踏まえたうえで、今、
私たちが取り組もうとしているのは、人々の「こころ」と「暮らし」に焦点をあてた「鎮魂と追悼のモニュメント」
の建立です。喪った近親者への「鎮魂と追悼」の拠り所として、
また、すべての人が訪れて手を合わせ祈りを捧げ、哀悼の思いを 一般社団法人東日本大震災
積み上げていく場所として、「鎮魂と追悼のモニュメント」を建 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト
立することは、災害の風化を防ぎ、未来へ向かっていくための希
理事長
望の象徴となり得ることと確信しております。

藤﨑三郎助

2015年の活動トピックス

皆さまの温かいご支援を必要としています！
未来の笑顔のためにぜひご賛同、ご支援頂けますようお願い
申し上げます。
ご寄附(税法上「一般寄附金」扱い)

ご寄附・・・・・・・・・１口 1,000 円より
1,000 円以下でもご寄付承ります。

お 振 込 先 七十七銀行 本店営業部

普通口座 8012008
モニュメント建立プロジェクト

（モニュメントコンリュウプロジェクト）

実行委員長

お申込み・お問い合 わせ
一般社団法人 東日本大震災
鎮魂と追悼のモニュメント
建立プロジェクト事務局

住所：〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-2-28
（株式会社 河北新報社 別館4階）
電話：022-721-4311
FAX：022-211-4437

第一期 総会・活動報告会を開催しました
４月３０日（木）株式会社 河北新報社 別館 4 階会議室を会場に、総会・活動報告会を開催いたしました。第一期 事業報告、決算報告、
第二期 事業計画、予算案の報告をさせていただきました。ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。第二期へ向けて復
興モニュメントの設置へ邁進してまいります。今後とも皆様からの温かいご支援を宜しくお願いいたします。

昨年度の主な決算状況
【平成 26 年度収入の部】
寄附金・募金収入 534,000 円
雑収入（受取利息） 313 円
当期収入合計 534,313 円
※詳細はホームページをご覧ください

http://311monument.org/
3.11.monument@gmail.com

峯岸良慥

※お振込手数料はご負担ください
※寄附金受領証明書をご郵送いたします。銀行よりお振込みいただいた際は、
恐れ入りますがご住所等のご確認をさせて頂きたく、当事務局へご連絡いた
だきますようお願いいたします。

事務局 よ り …
宮城県より、一般社団法人としての認可を受け、法人登記することができました。また、皆様のお力のおかげで第一期を終えることが出来、
総会・活動報告会も開催することもできました。今年度は、河北新報社内に新事務所を構えるなど、目まぐるしく変化する一年でございま
した。モニュメント建立のためには皆様のご寄附がなければ難しいことです。これからは「震災の風化」との闘いになります。我々は震災
を忘れることなく、追悼の気持ちを表す場所の必要性をしっかりと伝えてまいります。これからの東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメン
ト建立プロジェクトにご期待ください。

ENW

新事務所を開設しました（河北新報社内）
この度、当プロジェクトでは「一般社団法人」認可取得後の事業年度第 1 期目を無事に終え、節目に
あたり河北新報社様内に新事務所開設の運びとなりました。正面エントランスへの「3.11. 慰霊モニュ
メント 1/4 ファーストイメージモデル」設置も無事に終え、会長・副会長お２人によるテープカット、
そして役員の皆様との記念撮影を以て 2 期目へ向けた気持ちを新たに致しました。

皆様からのご寄附・ご支援
3.11monument

平成27年度にご支援頂いたチャリティー活動・ご寄附の一部をご紹介致します。
この他のチャリティー報告詳細は3.11モニュメントのホームページをご参照下さい。

「京都清水寺貫主・森清範様ご法話」〜東日本大震災 復興支援事業〜
この度、当プロジェクトでは東日本大震災復興支援事業と題し、
「京都清水寺
貫主・森清範様」
をお招きしての特別ご法話を開催致しました。開催日当日
（2
月28日）はまもなく東日本大震災から4年目を迎える直前にもあたり、京都とも
ゆかりの深い宮城県とのご関係も含めた心に響く有り難いご法話を戴きまし
た。なお80名を超えるご出席者の方々にご参加戴き、発売されたばかりの新刊
「こころの幸（森清範/著：KADOKAWA）」
もご好評のもとに販売ご案内をさせて
頂きました。
プロジェクトご浄財は当「3.11.モニュメントプロジェクト
（通称）」、
東日本大震災復興支援にご利用させて頂きます。

教えて！モニュメント
Ｑ．モニュメント建立のきっかけは？

【祈りのモニュメント建立に向けて】〜復興を願う〜
2011年3月11日14時46分、宮城県沖を震源としたマグニチュード9.0(Mw)、最大震度7を記録する観測史上最大の東北地方太平洋沖地震「東日本大震災」が発生。
最大遡上高40.1mにも上る巨大津波を引き起こしたこの地震は主に岩手・宮城・福島に及ぶ東北3県沿岸部に甚大な被害をもたらし、行方不明者を含め約2万人
の尊い人命が喪われました。 やがて月日が経過するにつれ、それぞれの被災地域もかつての故郷を胸に描きつつ、官民が協力しながら被災者の生活基盤再建
へ向け、インフラ整備が整いつつあります。反面、復興への歩みが着実になるにつれ、我々の日常意識から
「震災」の二文字が薄れゆく実感を纏うのもまた、確かな事
実です。喪った家族や友人と別れ、
さよならを告げた方々の心。薄れゆく記憶を後世へ伝える、我々に課せられた義務と責任。世界中からの暖かな支援により与えら
れた日常への感謝、そして創り出す新たな未来へ向けた希望の象徴…。
そんなすべての想いを込めた復興のシンボル「祈りのモニュメント」が今こそ必要だと考えます。イタリアを制作拠点とする世界的アーティスト
「武藤順九」氏のご
協力を仰ぎ、始動を遂げた「一般社団法人 東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト」
（3.11.Monument Project）」は宮城県を中心とする地元企業
が一体となり、市県民、行政そして人と人とがまさに一体となり、復興プロセスにおける最大の発信都市・石巻市「祈りのモニュメント」設置へ向けて活動を展開し
ております。

「ご寄附贈呈式」アサヒグループホールディングス様
この度、
「アサヒグループホールディングス株式会社」様よりプロジェクト趣意にご賛同戴き、河北新
報社事務局内において
「贈呈式」が執り行われ、河北新報朝刊にご掲載戴きました（2015年7月14
日付け朝刊）。
当日は「アサヒビール株式会社 田淵様（理事・東北統括本部長）
」
より“震災の風化を防いでゆきた
い”とのお言葉と共に目録の授与が行われ、当プロジェクト会長「株式会社藤崎 藤﨑三郎助」へと手
渡されました。
アサヒグループホールディングス様は「その感動を、わかちあう。
」のコーポレートスローガンを基
に、様々な社会貢献活動に取り組まれております。長きに渡る震災復興に想いを馳せ、地域における
支援活動を共にすべく、想いを共有させて頂きました。

【清月記様主催 チャリティ・リサイタル】ルドヴィード・カンタ氏
2015年10月5日
（月）
、株式会社 清月記様主催により仙台迎賓館「斎苑」
を会場に
「東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト支援」
と題し、チェロ演
奏者ルドヴィート・カンタ氏とピアノ演奏の髙橋麻子様によるチャリティ・リサイタル
が開催されました。
ソリストとして国内外で活躍するルドヴィート・カンタ氏と仙台出
身のピアニスト、髙橋麻子氏との共演に350名の観客の皆様が酔いしれておりまし
た。
また、
コンサート終了後にはミニパーティーも開催されこちらもたくさんの方々
が参加され大変賑わっておりました。主催者である清月記様のご好意により、チャリ
ティは「東日本大震災 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト」へ全額寄付され
ました。なお、翌日10月6日
（火）に行われた株式会社 清月記様主催「チャリティゴル
フコンペ」においてもチャリティのご協賛を賜りました。

「第18回 みちのくYOSAKOIまつり」ご報告
2015年10月10日
（土）〜11日
（日）、
「第18回 みちのくYOSAKOIまつり」に当プロジェクトが出展
致しました。今年で18回目を迎える
「みちのくYOSAKOIまつり」は“東北はひとつ！前へ！”という
スローガンの基、東日本大震災から4年の歳月を経過した東北に元気・勇気をもたらすことを
テーマに開催されました。
上記大会テーマの基、
「一般社団法人 みちのくYOSAKOI協議会」代表理事・嶋津様を始めと
する実行委員会の皆様のご好意により、当モニュメントプロジェクトが「みちYOSA 公式応援
ブース」
として出展の機会を戴く運びとなりました。なお、11日
（日）仙台市民広場メインステージ
にて行われた大会最終フィナーレでは当プロジェクトに対する
「目録（チャリティ募金）」贈呈が
行われ、峯岸実行委員長より関係者の皆様へ謝辞を述べさせて頂きました。

Ｑ．モニュメントの必要性ってなに？
「3.11.Monument Project 」プロジェクトの背景
「追悼の気持ちを表す場所」の必要性

行方不明者のご家族など、祈りの拠り所を持たない被災者や、被災地を訪れ
る直接被災者でない人々が、追悼の気持ちを表し、献花する場所が必要です。

「震災の記憶の伝承」の必要性

震災の記憶を薄れさせずに、後世に伝えていくためには伝達装置となるもの
が必要です。

「未来へ向かう希望の象徴」の必要性

震災から立ち直り、未来へ向かっていくための人々の希望の象徴となるような
モニュメントが必要です。

Ｑ．モニュメントは誰が作るの？

「CIRCLE WIND 2011」
《 東日本大震災3.11慰霊モニュメント1/4ファーストイメージモデル 》
2011年制作 / H.64×L.80×S.26 / イタリア大理石

「3.11.Monument Project 」製作と完成後の展開

モニュメントの制作は宮城県出身、
「みやぎ絆大使」
も務めるイタリア在住の世界的ア
ーティスト、武藤順九氏へ依頼。東日本大震災における県内最大の被災地・石巻市（宮
城県全体の死者・行方不明者のうち約3割を占める被害）に今後計画される
「復興祈念
公園（仮称）
」への設置を目指しております（2017年 彫刻完成、2020年 設置）
。
また、
こ
の度発表された「CIRCLE WIND 2011 ~東日本大震災3.11.慰霊モニュメント~」のモチ
ーフは、幾度か被災地を訪れた氏が故郷の惨状に複雑な思いを抱えていた折、がれき
の間から芽吹いていた双葉の光景。
「命のはかなさとともに、
自然のやさしさ、そして生
命の大いなる環のようなものを感じました。今回のモニュメントはそのような小さな一
風景から生まれました（本人コメントより抜粋）
。」

Ｑ．どんなモニュメントがあるの？

武藤 順九
（むとう じゅんきゅう）
彫刻家・画家

1973年に東京芸術大学を卒業し、
ヨーロッパ
に渡る。
イタリアのローマと彫刻の町ピエトラ
サンタにアトリエを構えて、大理石の彫刻を中
心に抽象的なテーマの彫刻を制作している。
1997年にピエトラサンタでヴェルシリア賞国
際グランプリを受賞した作品
「風の環
（わ）
・
PAX 2000」は、2000年7月25日にカステル・ガ
ンドルフォにあるローマ教皇の避暑用の離宮
に永久設置された。その後、
「風の環」
と題した
彫刻作品を世界各地に設置する。

世界各地に設置のモニュメントのご紹介

【ご寄附贈呈式】東京エレクトロン宮城株式会社 様
この度、
「東京エレクトロン宮城株式会社（所在地：黒川郡大和町）
」様よりプロジェクト
趣旨にご賛同戴き、
「3.11.Monument Project事務局（河北新報社 別館）
」において贈
呈式が執り行われました。
当日は「東京エレクトロン宮城株式会社 伊藤様（代表取締役社長）
」
より“名実ともに真
の地元企業として復興に関わってゆきたい”との力強いお言葉を賜り、当プロジェクト
会長「株式会社藤崎 藤﨑三郎助」へと目録が手渡されました。
贈呈式の閉会にあたり、実行委員長・峯岸（株式会社一条工務店宮城 代表取締役）
よ
り感謝の言葉が述べられると共に、
プロジェクト関係者の皆様による集合写真の撮影。
復興モニュメントの設置に対する熱い想いを共有させて頂きました。

PAX2008

ワイオミング/アメリカ

【ご寄附贈呈式】藤崎「藤栄会」様
株式会社藤崎様の取引会社でつくる
「藤栄会」様（会長・広内武オンワードホールディングス会長）
よりご寄付をいただきました。当日
はオンワードホールディングス本社（東京）にて贈呈式を執り行い、広内会長より藤﨑三郎助へ目録が手渡されました。
また、
「地元発
信のプロジェクトに協力できるのはうれしいことだ」
と温かいお言葉もいただきました。
モニュメントを制作する彫刻家 武藤順九氏の「震災のメモリアルとして代表的な作品にしたい」
との意気込みもご紹介させていただ
きました。

PAX2000

カステル・ガンドルフォ/
バチカン

PAX2001
仙台/日本

PAX2003

ピエトラサンタ/イタリア

PAX2005

ブッダガヤ/インド

詳しくはモニュメントホームページをご覧ください。

PAX2011

ニューヨーク/アメリカ

http://311monument.org/

