


このデータの再配布、改変、二次使用などを著作権により固く禁止いたします。
みなさんで楽しんでいただき表紙画像などで紹介していただくと嬉しいです。

これはまだおのくんが

仮設住宅でうまれたころのおはなし。

いつかおのくんのように、

さんぽや東松島を楽しめますように。

中野 幸英

かせつじゅうたく

なかの ゆきひで

ひがしまつしま



おのくんからの贈り物

STAY HOME 

おさんぽ出来る日を願い

まずはおのくんと東松島のまちをおさんぽして

少しでも心癒される瞬間を過ごせるようにと

中野さまより配布をご提案して頂きました。

新城 隼

ねができ

こころいや

おく

しゅんかん

はいふ

もの

す

なかの

すていほーむ

ひがしまつしま

ていあん いただ

しんじょう はやと







おのくんはぬいぐるみです。
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ある日、おのくんは１匹だけ
うれのこってしまいました。

ぴきひ

ここは東松島にある
ひがしまつしま

しゅうかいじょうかせつじゅうたく
仮設住宅の集会場。
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「どうしてぼくはうれのこったの？」

ひと
「いつかきっとおのくんを

きにいってくれる人がいるよ」

かあ
お母さんたちはやさしくこたえました。

かあつく
おのくんはしんぱいになって

作ってくれたお母さんたちにたずねました。
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「めんどくしぇ」

お母さんたちはわらいながら
おのくんのおとうとたちを
つくりはじめました。

かあ
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「ぼくたちを作るのはたいへんそうなのに

なんでお母さんたちはわらっているのかな」
かあ

つく
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「おのくん、おさんぽにでかけておいでよ」

お母さんたちがいいました。

おのくんはお母さんたちのまねをして

おさんぽにいくことにしました。

そのうち おのくんは

ひまになってしまいました。

「めんどくしぇ」

かあ

かあ
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仮設住宅は

大きなじしんのあとにできました。

おのくんはこれまでその集会場から

そとにでたことはありません。

かせつじゅうたく

しゅうかいじょう

おお
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おのくんははじめて

東松島のまちを歩いてみることにしました。

鳴瀬大橋

ひがしまつしま ある
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あれ？  むこうからも おのくんがやってきます。
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「きみはだれ？」

「ぼくは 、　　　　　　

のりうどんやの おのくんさ」
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「のりうどんってなに？」
おのくんはきいてみました。
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のりうどんやの 
おのくんはじぶんのおうちに 
しょうたいしました。

「これがのりうどんさ」



「こうばしいねぇ」
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のりうどんをたべおわって、ふたりでおさんぽをしていると…

「おいらはコットンばたけの
おのくんだべ」
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「こっとん？」
ふたりはコットンをしりません

奥松島 縄文村歴史資料館 19



「これが コットンの はたけだべ」



「コットンって ふわふわしているね」

「かわいくて うきうきするね」
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おのくんたちは

３匹でおさんぽをすることにしました。
びき
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仙石線 23



いつのまにか４匹になり

奥松島遊覧船より嵯峨渓奥松島遊覧船

ひき
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いつのまにか５匹になって

矢本駅

ひき
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おのくんたちはおおぜいでおさんぽをしました。

赤井地区の芝生 27



大曲地区 月観の松28



野蒜「復興の森」ツリーハウス 29



そろそろ夕方になります。

野蒜「復興の森」うまのひづめ展望デッキより 野蒜・宮戸島方面

ゆうがた
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今日のおさんぽはおしまいにして

おうちへ帰ることにしました。
かえ

きょう
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おのくんにはおうちがないので

　みんなは手をふって
かえ

かえ
集会場へ帰ることにしました。

じぶんのおうちへ帰っていきます。

て

しゅうかいじょう
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またしんぱいになってきました。

「ぼくにも帰る おうちがほしい」

おのくんは うれのこったことが

みんなとわかれたあと

かえ
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「おかえり おのくん」



しゅうかいじょう

かあ
集会場に帰ると、

お母さんたちと おとうとたちが

むかえてくれました。
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おのくんは ほっとしました。

「ただいま みんな」



　東松島市は宮城県の東側に位置する人口 40,000 人規模の都

市です。仙台から約40キロ、日本三景に数えられ穏やかな景

色を誇る松島町と、牡鹿半島までを含む石巻市との間にありま

す。2005 年に矢本町と鳴瀬町の合併によって誕生しました。

聞きおぼえのない方も全国には多いかもしれません。

　市の西側に位置する宮戸島は奥松島と呼ばれ愛され、風光明

媚な土地として旅館が並び賑わっていました。津波によって壊

滅的な被害を受け、旅館の数は減ってしまいましたが、日本三

大渓に数えられる岩肌の荒々しい姿の嵯峨渓（さがけい）を遊

覧船に乗って観ることができます。

　市内にある航空自衛隊松島基地からは所属のブルーインパル

スが練習飛行でしばしば広い空に舞い、海や山や空からも自然

の雄大さを感じることができます。

　また、この町では太平洋の水産と東北の豊かな農産の両方が

楽しめます。名産の牡蠣や海苔を生かしたお土産品も多く、ま

た市内には名物の「のりうどん」を食べられるお店があります。

　東松島にこれまで縁のなかった人、東松島に住んでいてもな

かなか市内をめぐる機会が少なかった人にも、この絵本とおの

くんをきっかけに東松島の自然が育む景色と豊かさを楽しんで

いただきたいと思います。

東松島の紹介
風光明媚な土地

おとなのかたへ

日本三大渓に数えられる嵯峨渓
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震災からの復興
世界と住民の協力

　2011 年の東日本大震災において、合併して 10年に満たな

いこの町の被害はすさまじいものでした。野蒜（のびる）・大曲・

牛網・赤井・宮戸・浜市など広域が浸水。市街地では約 65％

が浸水し、津波浸水区域の割合は被害を受けた市町村の中で最

も高く、亡くなった方は 1,000 人を越えました。

　あまりに甚大な被害に、市外・各国から多くのボランティア

や支援が集まり、この町は多くの人と共に再出発をしている最

中です。

　C.W. ニコルさん（小説家・ナチュラリスト）らは子どもの

遊べる「復興の森」を新たに野蒜につくり、企業やNPOと行

政の連携によってディスカバリーセンターの科学地球儀や、

ソーラーパーク構想に先駆け市内の至る所に太陽光発電所が設

置されています。仙台の学生たちが主体的に参加する地野菜プ

ロジェクトや、国内の紡績会社やアパレルメーカーの協力を得

てスタートしたコットン栽培。環境未来都市として、多くの人

と環境に優しい町づくりが進んでいます。

　

　今もなお東松島市に残る広大な爪痕に触れて、被災の甚大さ

と備えの重要さを学ぶことができるでしょう。しかし遠くない

未来には自然を上手に生かした産業や、住民と世界のつながり

を誇れる場所になって欲しい、と多くの人々が願っています。

広範囲の津波浸水
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おのくん

　この本に出てくるおのくんたちも、全てのおのくんは小野駅

前仮設住宅でお母さんたちによって手作りされています。

　津波の被害が大きかった小野地区。もともとは仮設住宅に住

む子どもさんへと、アメリカ発祥の「ソックスモンキー」がプ

レゼントされたことがきっかけでした。それを見たお母さんた

ちがほれこみ、愛くるしい顔をしたおのくんを、普通の靴下を

材料に生み出しました。仮設住宅の集会室で手作りされるおの

くんは、いつの間にか評判を呼び、いまや世界中から買い求め

られています。

　なぜ「めんどくしぇ」なのか。お母さんたちは仮設住宅に訪

れておのくんを喜んで購入していく「里親さん」たちと、遠く

へ旅立っていくおのくんを毎日眺めているなかで、手間の掛か

る手作りを大切に貫いています。「めんどくしぇ」っていいな

がら嬉しそうに作業している姿を見て、おのくんもいつの間に

か口癖になったのでしょう。お母さんたちの口にする「めんど

くしぇ」には、役目や仕事をくれてありがとう、という照れ隠

しで感謝を伝える意味が含まれています。

　小野駅前仮設住宅はその後 2017 年に撤去されましたが、お

母さんと里親さんとのつながりは JR陸前小野駅前にある「空

の駅」に引き継がれました。ねがわくばこれからも、世界中と

東松島をおのくんがつないでくれますように。

 小野駅前仮設住宅から
空の駅へ

大きなおのくんと
仮設住宅のみなさん
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おのくん 
STAYHOME企画 
 

おのくんのマスク
https://bit.ly/2WdEtqQ

STAY HOME DARTS 
https://bit.ly/3aPRMD5

STAY HOME おのくんとぬりえ
https://bit.ly/2xmbhW5

おのくん応援団
https://bit.ly/2xmbkRL

おのくんへの問い合わせはこちらから
https://bit.ly/3f3atq9

 

里親募集中

おのくん公式ホームページ 
https://socialimagine.wixsite.com/onokun 
 
＊掲載の情報は 2020 年 5月 1日現在のものです。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAQ1Gy6N-iPN9AMt21Zjwh5YWBP0DR3kz3N2Y3bU1wZbq0EA/viewform





おのくんとおさんぽ 東松島へん
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絵地図

松岡奈美

協力

ちゃんこ 荻乃井

C.W. 二コル・アファンの森財団

イーストファームみやぎ 東松島農場

東北コットンプロジェクト

奥松島遊覧船

奥松島縄文村歴史資料館

松岡考記　田中由起子　齋藤春菜

 東松島市のみなさん

小野駅前仮設住宅のみなさん

世界にひろがるおのくんの里親さん




