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1 1995 Michele Bambling
（アラブ首長国連邦
アブダビ）

Thank you for sending word on the safety of you and your family.  I have been thinking of you all and imagined that the new
building of the Atsumi Foundation was probably strong enough to withstand the quake.   The trauma of the earthquake and
its aftermath is so distressing that I smiled when I read your appreciation of the early cherry blossoms despite it all!  This
profound connection to the beauty and tremendous force of nature is something I will always admire about Japanese people.
Let me quickly fill you in on our lives since we last corresponded. We have been living in Abu Dhabi since Bill took a new job
to help start up a local newspaper, The National, three years ago.  This January Bill resumed his position as Middle East
Bureau Chief with the Wall Street Journal.  Needless to say, it has been a very tense and interesting time to be a journalist in
the region.  I am now a full time professor at Zayed University in Abu Dhabi, where I teach art history (including Japanese art
history), visual arts and museum studies.  I am also the mentor the active Japan Club on campus.  All of our students are
Emirati women.  We have numerous Japan events on campus, including the international symposium, ‘Future Dialogue:
Japan and the Islamic World,” which was held at Zayed University last week. In response to the earthquake, the Japan Club
has launched a campaign to raise relief funds to send to Japan.   I have been in touch with the Red Crescent and the Japan
Embassy to inquire where we should send our contributions.  If you have any suggestions of a good organization that might
distribute the money we raise, please let me know. I will keep this brief, as I know you have many important tasks to attend to
in the face of this crisis.  Please stay safe and know that our thoughts and prayers are with you all.

2 1995 高　偉俊
（福岡）

Good. I can not phone to you. Thanks for internet.please take care! （facebook)

3 1995 高　玲那
（横須賀）

（お電話をいただきました）

4 1995 施　健明
（北海道・室蘭）

室蘭工大の施です．安否確認のご連絡を有難うございます．
こちらは何の被害もありませんのでご安心ください．

5 1995 マックス・マキト
（東京・名古屋出張
中）

ご無事で何よりです。気をつけてください。１日も早く回復するように祈っています。

6 1995 金　熙
(中国北京）

皆様と家族の安全と健康をお祈ります。

7 1996 キン・マウン・トウエ
（ミャンマー）

（ミャンマーから電話をいただきました）

8 1996 李　來賛
（韓国ソウル）

 Lucky to be safe ! Nevertheless, be careful for follow-ups. Keep in touch（facebook)

9 1996 金　雄煕
(韓国仁川）

予想を遥かに超える被害に驚きと人間の弱さ、そして悲しみを感じます。
仁川から震災及び津波の被害からの回復をお祈り申し上げます。
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10 1996 朱　庭耀
（千葉）

メール有難うございます。私と妻と息子は共に無事でした。金曜日息子が都内の中学校に登校しておりましたので、夜は学校に泊めっ
て頂きました。土曜日朝、息子を迎えるため（学校の要求）、千葉発の一番電車（各駅総武線）を乗って（電車は死ぬほど混んでた）、
4時間をかけて息子の学校について、また3時間ぐらいをかかって蘇我の家に戻れました。皆様ご無事を知り、何より良いことです。
こらから余震などがありますので、くれくれ安全を第一にしてください。

11 1997 金　外淑
（神戸）

地震で東京都心でも５強となるなどたいへん混乱しているとニュースを聞いておりますが、大丈夫でしょうか？
日大の友人に電話したら、帰宅ができずに病院で泊まるといわれました。電気が止まるという話もあったので気になってメールいたし
ました。こちらは大きな影響はないですが、明日の大学入試はどうなるだろうと思っています。地震の経験がない私はとても不安な気
持ちになります。
　　＊　　＊　　＊
たいへんな一日でしたね。でも家族ともに無事でよかったです。一夜明けてニュースで見る地震とtsunamiによる被害は同じ日本（関
西）と思わないぐらい大地震で本当に心が痛みます。
大学は無事に入試を終わりましたが、ある学生は地震の影響で着る洋服がなくなり、パジャマー姿で面接を受けていました。
私は明日、東京出張予定でしたが、やめました。できれば、これ以上、大きな被害にならないことを願っていますが・・・。

12 1997 張　紹敏
（米ペンシルバニア）

安心しました!　take care. （アメリカから電話もいただきました）

13 1997 ニザミディン　ジャッ
パル（米アトランタ）

渥美財団の方々が地震の被害を受けずご無事であったと伺い、安心しております。私は家族共に日本で長く暮らした為、今回の事態
を自国の出来事のように受け止めています。しかし、日本は今回の大震災にも立ち向かう不屈の精神と回復力を持ち合わせていると
思います。犠牲者の方々をお悔やみすると同時に、また東日本の一日も早い復旧をお祈りしております。簡単ではありますが、心より
お見舞い申し上げます。

14 1997 方　美麗
(英ロンドン）

ご無事で何よりです。気仙沼や仙台辺りの被震者達に募金か何かを発起しましょうか。（イギリスから電話もいただきました）

15 1998 孫　艶萍
（米ボストン）

Are you and your family and everyone ok with the earthquake? Is there anything I can do? If anyone need re-location, please
come to Boston. I am here!
  *  *  *
Thanks for letting me know everyone and their family in AISF are safe. I felt better but I am still feeling heartbroken. The
damage is devastating. I pray and sent donation but I wish I could do more......Japan is a strong nation, I hope and pray she
will recover soon!

16 1998 羅　仁淑
（東京）

ご無事のご様子何よりです。ラクンの皆さんも被害に合われた方がいらっしゃらないこと、ホッとしております。
私は当日家に帰れず、世田谷区役所で世話になりましたが、げんきです。宮城に住んでいる妹のことが心配でしたが、ようやく、家族
全員の無事が確認できました。ずっと停電しているらしく、寒いのに体調が心配ですが、亡くなった方々のことを思うとそれだけのこと
だったこと感謝しています。余震などくれぐれもお気をつけてください。

17 1998 李　周浩
（京都）

東京でも大きく揺れて色んな被害があったようですね。理事長並びに財団の皆様は大丈夫だったんでしょうか。財団の建物などにも被
害はなかったんでしょうか。心配なので簡単でも良いので都合の良い時に返事していただけたらと思います。
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18 1998 許　暁原
（米ニューヨーク）

前日、今西さんからのメールを頂き、皆様が元気でご活躍していると喜んでいたら、昨日の大地震のニュースで大変驚きました。
ニュースみる度に日本にいる皆様の事がとても心配になって仕方ありません。特に津波の映像はまるで映画の様で恐ろしかったです
ね。今回の事で人がいかに儚いものだなと痛感しています。どんなに科学が進んでいても大自然の力には敵いませんね。遠くにいる
私でも少しでも力になれたらと思います。皆様と家族の健全をお祈りします。

19 1998 金　宰晟
（韓国ソウル）

I hope all member of AISF and their family  might be well, safe, healthy and peaceful !

20 1999 Maria Raquel
Moura Coimbra
（ブラジル）

We are all in shock with the news from Japan. Images were unbelievable and I figured out how many people were vanished
by the waves. Those TV images are in the head of everyone. My mother imediately called me when she saw the images early
in the mrning and for a long time I had no concentration to work withou knowing if Okamoto sensei (my former supervisor)
was ok. Thanks God, he imediatley responded my email messages and thanks you and your family are ok too.

21 1999 Vu Minh Chi
（ベトナム）

皆さんは大丈夫だということを存じますが、「千年一遇」みたいな大地震に見舞われたのでたいへんびっくりしていて、心から心配して
います。くれぐれもお気をお付けください。

22 1999 葉　文昌
（島根）

こんにちは。原発が心配です。東京で何か購入できないものがあれば宅配で送りますでの言ってください。
　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　　　＊
今回の原発事件で、テレビで頻繁に専門家の意見を拝聴しました。私の感想は、「専門家の意見はいつも現状の後追いであてになら
ない」です。確かに今回の水素爆発は核爆発ではありません。また原発は停止していました。しかし冷却が止まってしまえば「臨界」の
発生は否定できません。原発停止直後は「木炭から火は消えたものの、内部では燃焼している」状態で、冷却を続けば温度は徐徐に
下がりますが、冷却が止まれば燃焼は再開します。これが今回の原発で、「冷却を止めれば燃料が発熱して溶ける」から裏付けられま
す。更に放置すれば、「臨界」となります。これが一番心配です。原発が制御不能状態なので、最悪ではチェルノブイリとなります。鍵は
今後冷却を続けられるかどうかですが、私の感想では、装置製造(GE、東芝、日立等)と運営(東電)は別なので、運営側は装置を十分
に駕御しきれず、更に現場と上層部の乖離によって、現場は真っ当な処置ができていない可能性があります。(昨日東芝等のメーカー
が製造技術者を派遣すると報道されてましたが、なぜ今になって？との感想はあります。正直怒りさえ感じます)また2号機の燃料切れ
に気づかなかったように、現場の素質も心配です。上層部が現場に丸投げしているのではないかと思っています。不安は煽りたくない
し、私の言っていることも正しいとは限りません。政府の役割は国民を安心させることなので、政府の言うことは真っ当であると思いま
す。しかし個人意見として、チェルノブイリ事故並みの事故が起こる可能性はゼロではないと思います。その為に、対策を取っておくべ
きです。

23 2000 Ren Yong
(米バッファロー）

We are deeply shocked by the extreme earth quack, tsunami and the nuclear energy disasters in Japan.
My family hearts go out to the Japanese families, our friends and our fellows, especially those suffered from earth quacks.
Thank you for your relieved message to know that our friends and fellows are safe and unharmed so far. Hopefully, there is
not too much damage and no more deaths, and that there can be as quick of a recovery as possible.  Please be safe!
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24 2000 金　政武
(東京）

地震当日私は10階の事務所で勤務しておりましたが、揺れが激しく、どうも普通ではなかったので、階段で外へ逃げました。10階から
1階までの階段はそんなに長いとは思いませんでした。7階まで降りた時には、階段の揺れが激しく、足をしっかり階段につける事が出
来ませんでした。これで死ぬと思いました。外に出てみたら、隣の40階建てのビルは物凄く揺れておりました。それでも倒れない事に、
日本の建築技術に感心致しました。結局、その夜は近くにある会社の寮に泊まることになりました。次の日には無事電車で帰宅する
事が出来ました。今は、皆様のお陰様で家族全員無事です。今回の出来事で、人生を再認識するようになった部分があります。生き
る事の大切さ、お世話になった方たちに感謝の気持を忘れずに生きる事の大切さ等を痛感致しました。今は今までの人生の歩み方等
も反省している所です。では、皆様と家族の安全をお祈り申し上げながら、今日は此処まで失礼致します。

25 2000 高　熙卓
（韓国ソウル）

地震の映像を見て、びっくりしています。大変なことが起こりましたね。沢山の方々もなくなっていますし。。。
先ほどフェースブックで無事であることは確認しまして、少しは安心しましたが、理事長をはじめ皆様ご無事でしょうか。黒住先生とは
何とかつながり、無事のことが確認できましたが、一人の友たちが東北大学に勤めていまして、彼とは連絡がまだ取れず、すごく心配
しています。何か、私たちが出来ることはないでしょうか。。。

26 2000 徐　向東
(東京）

普通に仕事をしています。あまり心配していないです。皆様からの資料は大変、勉強になりました。日本人の落ち着いた地震対応に、
中国人としては勉強することが非常に多いと思っています。

27 2001 奇　錦峰
（中国広州）

The Earthquake that hit NE Japan was much worse than we imagined and we are sorry to hear about the death and suffering
at this time. And also we are seriously watching the further development of the results of NP Plant issues. I hope you and
your family, and also all our friends are keeping well.

28 2001 全　振煥
（東京）

おはようございます。地震の影響は少しあったようですが、大きな被害がなくて良かったですね。私は当日中野の現場から、歩いて帰
りまして、家族とも無事あえました。家族が大変驚いたそうで、まだ不安感が続いており、今後の状況が少し心配であります。今は出
勤しておりますが、今後の状況がまだはっきり分からない状況です。他のラクーンの皆さんは大丈夫でしょうか。まだまだ、余震が続い
ていますが、取り急ぎ、ご連絡まで。

29 2001 ヨサファット　テトォコ
スリ スマンティヨ
(千葉）

いつもお世話になっております。ヨサファットです。メールをお送りいただきまして誠にありがとうございます。
小生、スタッフ、学生、家族は無事にしております。研究室は一部被害を受けたが、これからすぐ回復できると願っております。皆様の
ご無事もお祈りしております。これからも余震が続いて発生しますので、お気をつけていただきたいと思います。取り急ぎご連絡までよ
ろしくお願いいたします。

30 2002 Iko Pramudiono
（ジャカルタ）

東日本で起きた大地震、大津波、さらに原発爆発と災難が続いていますが、ご無事とお伺いし何よりです。インドネシアのテレビでも繰
り返し放送されていますが、想像を超える被害のようですね。大変ショックを受けています。被災者にお悔やみを申し上げたいと思いま
す。やはり人間は弱いものだなと感じました。東北地方に出稼ぎ労働者を含み、インドネシア人も数百人いるとされていますが、安否
確認がとれていない人もいると聞いています。インドネシアの日本留学経験者を中心に3月26日にジャカルタのSMESCOホールにて
"Kokoro no Tomo" Pray for Japanというチャリティコンサートを準備しているところです。いろいろと非常に大変な時期ですが、日本
が一早く復興出来るように祈ります。
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31 2002 アブリズ・イミテ
（中国ウルムチ）

テレビの報道で東北地方中心に大きな震災と津波が発生し、死傷者多数と言うのを見て、とても驚いております。報道によると東京周
辺の被害もかなり大きいようでが、心配でお便りをしました、ご家族の皆様ご無事でいらっしゃいますか。この度の東北地方太平洋沖
地震により被害を受けられた皆様に、謹んで心よりお見舞い申し上げます。犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げ、行方不
明となられている方々の早期発見、救出と震災地の一刻も早い復旧を心より祈念申し上げます。

32 2002 孫　健軍
（中国北京）

毎日お見舞いのメールの処理に追われていると思いますが、負担にならないで読んでください。突然な地震、想定外の津波、毎日の
ようにテレビに凍り付いています。CCTVはもちろん、上海の東方衛視など有力なテレビ局はこぞって特番を続けています。聞きなれな
い西部の地方局も中継などをやっているので、四川大地震を彷彿させて、他人事ではないの一言に尽きます。
日本の生の映像を中国人にありのまま流すのは今までどれぐらいあったのでしょうか。CCTV4、CCTV13などでは、珍しく同時通訳を
付けています。NHKの最新画像を交えながら、記者会見、救援のライブ放送などを視聴者に提供しています。
でも、気になることが１つあります。香港の鳳凰テレビではたびたび言及されていますが、本土のテレビやポートサイトではあまり取り
上げられていません。それは、日本国民の素質です。コンビニの前や駅前の長蛇の列が中国人の目に映っているとき、「中国人も見
習うべきだね」との一言を、キャスターやゲストの人に言ってほしいのですね。（彼らも気づいていないかもしれない。もっと悲しいことに
なりますが、、、）
ここ数日は在宅の仕事が多くて、外の様子は見ていませんが、今同居中の父親は昔のプロパガンダの1つであった「人定勝天」をしき
りに批判しています。津波には誰もかないません。問題は、災害後の立ち上がり方。少しかかるかもしれませんが、ここも日本の見せ
所でしょう。
非常時につき くれぐれもお気をつけください

33 2002 ランジャナ・ムコパ
ディヤーヤ
（インド）

日本の東北大地震のニュースを受けて、大変心を痛めております。ラクーン会の皆さんが無事でいらっしゃることを聞いて安心しまし
た。
東北地方で被害を受けられた方々へお見舞いを申し上げます。日本が早く回復することをお祈りします。

34 2002 陳　姿菁
（台湾）

今日は、仙台や岩手あたりで大地震が起きたことをニュースで流されました。東京まで影響を及ぼしているそうですか、皆様は大丈夫
でしょうか。映像が映っているマグニチュード8以上の大地震の様子はすごい勢いで、皆様の安否が心配です。。。ご無事をお祈りいた
します。
  *     *    *
皆様ご無事のようで安心しました。地震が起きてから2，3日ずっと日本のニュースを見ていて、地震に加え、原発の懸念もあり、見れ
ば見るほど体のそこから冷えるような思いでいっぱいです。
どうか被害が最小限に納まるようお祈りいたします。

35 2002 朴　栄濬
（韓国ソウル）

It was shocking news that Japan had been severely damaged by horrible earthquake. Right after listening to the news, I
deeply worried about Japanese friends and people there. Prof.Nam would be more shocked than me because he had lived in
Sendai for three years. Anyway, I just hope slightest damage and rapid recovery.
  

36 2003 張　桂娥
（台湾）

ご連絡＆お気遣いにありがとうございます。ご家族や財団関係者の皆様もご無事でなによりでした。帰宅難民だった夫も会社で一夜を
過ごして、昨日夕方無事に帰宅したようで安心しました。ただ壊滅的に破壊された被災地の人々の今後を考えると、心が重くてどうしよ
うもありませんでした。できる限りに力になりたいです。
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37 2003 林　少陽
（香港）

ご状況のご報告どうもありがとうございました。夕方ようやく自宅に戻り今西様の電話を見つけて掛けてみたのですが一切つながらな
かったです。夕べからいままでずっと地震の現状を追ってきました。変な言い方ですが、帰国してから今回の地震は自分自身に日本と
絆をいっそう意識させられた、契機となりました。なにもできないですが、遠方から被災地の皆様に日本の人々に心からお祈りするば
かりです。

38 2003 ボルジギン・フスレ
（東京）

地震で大丈夫ですか。私は昨日ちょうど田中先生と打ち合わせがあって、立川駅で乗り換えのところ、地震があって、一時昭和記念公
園に避難されて、駅に戻って、1時間ほど待っても、電車が動きません。仕方がなく、40分ほど歩いて、国立について、田中先生とあっ
て、2時間ほど仕事の話をしながら、お酒を飲み続けました。電車が動かないため、20時から、別の店に移って、もう一人の先生とあっ
て、冗談のなか、深夜まで飲みました。その後、小田急線、京王線が終夜運転することが知って、頑張って、2時に府中駅について、今
朝4時半、自宅に戻ってきました。本などは本棚から落ちっていて、散らかっていました。モンゴル科学アカデミー国際研究所シュル
フー所長から連絡があって、今西さん、そして、みんな大丈夫かと聞かれました。御礼のメールを送りました

39 2003 マリア・エレナ
（イタリア）

日本から離れているので、何もできませんが、みんな様が無事にいるように祈りします！

40 2003 ユン　ヒスク
（韓国慶南道昌原）

ご無沙汰しております。ユンです。先日フランス出張から帰国してそうそう大変なニュースを耳にしました。日本にいる知人らに連絡を
してみたところ、幸いみんな無事でほっとしているところですが、連日あまりにも多くの被害者が増えているので喜んでいるわけにはい
きませんでした。それでも、ラクーンの皆様には被害はないとのことですので良かったです。津波被害が増えつつあるし、原発爆発の
被害もまた先が見えないので、何とも言えませんが、これ以上被害者が増えないことを祈ります。大変な事態にも落ち着いて対応して
いる日本の一般市民には感心します。韓国側でもあちらこちらで募金活動を始めているようです。少しながらも被害者らに何らかの役
に立てば良いですね。それでは、皆さんこれからの余震にもお気をつけください。

41 2003 郭智雄
（福岡）

昨日、日本に最大最悪の大地震がありました。まだ余震があるようです。東京にも大きな影響があったようですが、大丈夫でしょう
か？
福岡には、運がよく、一つも影響がなかったです。福島大学にいる私の友人は、家にひびが入り、家族すべてが車で寝泊まりしている
との話を聞いております。何もできなかもしれませんが、私でできる何かがあれば、連絡ください。

42 2003 朴　貞姫
(金沢）

ここ北陸は今だ地震の被害などありませんので、私は無事です。明日をもって１年契約期間満了で、帰国することになっております
が、大地震の被害が増していく最中に、日本を発つことが申し訳なく、心が痛む限りです。ぐれぐれも安全に気をつけてください。
 

43 2003 陸　躍鋒
（カナダトロント）

ニュースを聞きましたが、心から皆様のご安全と被害がないことをお祈りいたします。

44 2004 Angelina Chin
（米カリフォルニア）

 Imanishi-san, good to hear that you are all ok. There may be after quakes, so please be careful!（facebook)

45 2004 Bery　Ampong
(米ワシントンDC）

Glad to hear you're all fine in Tokyo. I donated to red cross but I also want to know if the Atsumi Foundation is also taking
donations for helping survivors.
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46 2004 オリガ・ホメンコ
(ウクライナ）

事情を伝えるお手紙をありがとうございます。こちのテレビを見るとかなり大変な事情です。一日も早く状況は落ち着くように祈っていま
す。（facebookでもメッセージをいただいています）

47 2004 孟　子敏
（松山在住、山東省蒼
山県藍陵鎮に出張中）

理事長をはじめ今西様などの皆様は大丈夫ですか。心より心配しております。今山東省の農村部でフィールドワークをやっています
が、連絡がかなり不便な状態です。地震が発生した時、私はちょうど松山から上海への飛んでいる便の中にいました。降りてから、地
震の情報がある程度聞こえましたが、チェックインしてからテレビでその悲惨さを見たら涙が流れました。皆さん、お気をつけてくださ
い。

48 2004 李　済宇
（オーストラリア）

ご連絡ありがとうございます。財団には軽微な被害でなによりですが、東北地方は本当に心配です。
私と４年ほど一緒に勤務していた（隣席で）鹿島の社員一人の実家が仙台で、お母さんお一人暮らしでしたので、かなり心配です。
それに、なぜそれだけの人名の被害があったのか理解できないところもあります。ゆれより津波による被害ならなおさらです。神戸の
直下型でも１７００人でしたのに、もう遥かに上回っているようなので。。非常に残念で仕方ないです。
鹿島も早期復旧に最善を尽くすしかほかにないでしょうね。技研の連中から既に支援組織が整備されていて、指示をまっているときき
ました。私はこちらで何もできない自分に悔やむだけですが、くれぐれも皆様お元気で、迅速に立ち直って欲しいです。可能なことな
ら、日本に戻り少しでもお助けしたいですが、これからの鹿島同僚達のご活躍を見守るしかないかと思っております。再度、これ以上
被害が広がらないようお祈りします。（facebookでもメッセージをいただいています）

49 2004 梁　明玉
(東京）

ご無事で何よりです。理事長をはじめ、ご家族は大丈夫でしょうか？
私は、茨城からやっと今日帰ってきました。12日（土曜日）が入試だったので、１１日（金曜日）に茨城の学校に出勤したまま帰らず、怖
い日々をすごしました。生きているだけで幸せって感じです。研究室が５階だったんですが、建物自体が倒れるくらいの衝撃で、死の
恐怖を感じました。パソコンが飛び落ち、本や本棚が倒れてきても、全然動けない状態でした。揺れが長く、激しくて、頭の中がまっしろ
で現実とは思わなかったです。また、強い余震が何回もきて、パニックでした。停電で、断水で、TVや、パソコンがだめで、ラジオだけ
の情報で本当に怖かったです。幸いことに、学校周辺は被害が少なかったほうですし、付属病院があるので、非常電気で明かりはつ
いていましたが、それも６時間しかもたないとのことで、夜は強い余震が続いて、不安で長い日々でした。常磐線が上野～取手区間し
か運行してないので、東京に戻れないままでした。今日、その周辺にお住いの先生が学校にきて、取手まで送ってくださったのでやっ
と戻りました。どうなるかと思いました。

50 2005 Brenda Tenegra
（英ノッティンガム）

I am very sad to hear about this devastation of massive scale. I can't even think of anything to say. This is so horrifying that's
just leaves me speechless. It has been a discomfort seeing images/videos of earthquake and tsunami aftermath. So much
devastation, death and suffering....My heart goes with the victims and their families as I too can feel their pain and sorrow at
this difficult time...Very tragic. I hope the rescuers are able to find more survivors, especially those stuck in todays bitter cold.
How horrifying and frightening this must be for everyone there. On the other hand, I am glad that all of you in Tokyo are all
safe and sound. Please do take care!　My prayer and sympathy for all affected. I hope Japan will recover soon.

51 2005 Vo Chi Cong
（東京）

Vo Chi Congご家族皆様ご無事ですか。私の家族は無事でした。(Facebook)
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52 2005 江　蘇蘇
（東京）

財団の方たちが無事であるということで安心しました。我が家もみんな無事です。 日本に来て初めてこんなに揺れた地震に遭遇して、
かなり怖かったですが、 テレビで東北地方の災害や原子炉の災害など見て、恐怖がさらにじわじわと込み上げてきてます。
まだまだ油断できないので、みなさんくれぐれもお気をつけて。（facebook)

53 2005 韓　京子
（韓国ソウル）

今西さまをはじめ、みなさまご無事でしょうか。こんなに悲惨な状況になるとは想像もしてなかったです。まさに絶句です。
 兄は帰宅できず、今朝になって帰れたようです。義姉はきのうの帰宅中、電車が止まったため、蒲田から横浜まで４時間かけて歩い
て帰ったそうです。食器棚、本棚の中身が飛び出し、大変なことになっちたらしいのですが、ねこはなんとか無事だったみたいです。
 原発のこともあり、余震も続き、今後どうしたらいいのでしょう。留学生の皆様もきっと大変な思いをしてそうです。何かできることがあ
りますでしょうか。なにとぞ、安全を確保なさって、お気をつけください。

54 2005 韓　ぐんこう
（米サンフランシス
コ）

I learned the terrible news this morning that a big earth quake happened in Japan. It affects so many people. Hope you're all
right. Wish I can help if you're in any trouble.

55 2006 エレナ・パンチュア
（ブルガリア）

お元気ですか？地震のニュースはここにも入りましたが、大丈夫でしょうか？結構大変みたいで、本当に心配です。
皆様はご無事でいらっしゃることを心よりお祈りします。地震がすぐにおさまると本当に良いですね。これから余震などがあるかもしれ
ませんが、どうかお気お付けください。落ち着きましたらご連絡をいただければ、幸いです。私もまたメールいたします。
 　　  *       *       *
大変な時に早速のご連絡、誠にありがとうございます。ご家族の皆様や渥美財団の皆様はご無事でいらっしゃることを聞いて、少し安
心しました。ご自宅など建物にも大きな被害がなく、本当に良かったと思います。その後ライフラインはいかがですか？
余震と福島の原子力発電所は心配ですね。何もできないですが、皆様のご無事を心からお祈りします。いろいろと非常に大変だと思
いますが、お時間がありそうな時にでもまたご連絡いただければ、幸いです。私もまたメールいたします。
今後ともどうか十分にお気お付けください。

56 2006 胡　秀英
（中国成都）

宮城の大地震と津波があって、みなさんのところが大丈夫でしょうか？とても心配です。何回も電話しましたが、込み合っていて、1回し
か辻村さんの携帯留守電につながりませんでした。皆さんも大丈夫とお祈りしています。

57 2006 ヒョン・スンス
（韓国ソウル ）

今西さん、大変ご無沙汰しておりましたが、久しぶりのメールがこのような時期に安否のメールになってしまい、とても恐縮です。
昨今日本を襲った震災のことでこちら韓国でも皆、心配しております。今西さんをはじめラクーンの皆さんは安全のようで何よりです
が、これから日本におられる方々のご無事と生活の正常化を心からお祈りします。こちら韓国でも何か皆さんの力になれることがある
はずです。ぜひお知らせください。十年間の留学生活を過ごしながら、日本の方々から類まれなる恩恵に授かった私としては、今回の
大惨事を見守ることだけでも耐えられない気持ちになります。皆さんに「頑張って」というメッセージをお伝えください。

58 2006 李　成日
（韓国釜山）

今西様、皆様はご無事ですか。テレビを見ると、日本は大変ですけど…..

59 2007 Yaroslav Shulatov
(東京）

リンクありがとうございます、早速Facebookにて公開しました。

60 2007 王　剣宏
（茨城）

こんにちは、王です。皆さんは大丈夫でしょうか。うちは大丈夫です。まだ揺れの中に生きています。
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61 2007 シュラトフ
（東京）

ご連絡ありがとうございます、ご無事で何よりです。私も大丈夫です。引き続き、お気をつけてください。

62 2007 金　玟淑
（京都）

 みなさん、ご無事のようで何よりです。電話繋がらないから安否確認できず心配してましたけど、ネットで確認できて安心しました。
（facebook)

63 2007 李 垠庚
（韓国ソウル・東京
出張中）

南先生は無事、ただ、帰国のめどはまだとの連絡が、仙台韓国領事館の電話を使って来たそうです。研究所の方から、以上の 内容
のメールが夕べありました。取り急ぎ。（東京に居た李 垠庚さんからはお電話もいただきました）

64 2008 Kimchhayarasy
Phuong　（プノンペ
ン）

11日の東北地方太平洋沖地震のニュースを見て、言葉が出ないほどとても驚きました。第2故郷の日本がこんなに広範囲に大きいな
災害に会うなんて、心が痛いです。ご家族と事務局のみなは大丈夫なんでしょうか？？

65 2008 洪ユンシン
（東京）

ゆんしんです。地震、大丈夫ですか？財団の被害はありませんか？とても心配しています。こちらは元気です。学校に避難していまし
た。原発、とても心配ですね。とにかく、財団のみなさんに被害のないように。。

66 2008 劉　健
（中国北京）

ご無沙汰しております。皆さんが安全であることは何よりです。毎日テレビのニュースを見ていますが、地震による災害が最小限にな
るよう、お祈りいたします。

67 2009 朱　琳
（東京・名古屋出張
中）

たまたまおととい名古屋方面に行ったため、昨日の大地震を感じませんでした。テレビをつけたまま東京の情況をずっと見ていまし
た。仙台は２回ほど行ったことのあるところで、とても気に入る都市ですが、その惨状を見て心が痛かったです。昨年１１月にも行った
のです。今日、予定を変更して新幹線で午後5時に東京に戻ってきました。表では何もなかったようですが、周りの人は恐怖を語ってい
ます。先ほどスーパーに買い物に行きましたが、パンやカップ麺は全部売り切れた様子です。SARSのときの北京の様子を思い出され
ます・・・余震などもあるかもしれませんが、くれぐれもお気をつけてくださいませ。

68 2009 孫　貞阿
（韓国ソウル）

皆様ご無事で本当に良かったです。ニュースを見ていると、その悲惨な光景にただ絶句するしかありませんでした。今日からは東京で
も停電になると聞きましたが、大変な状況はしばらく続きそうですね。周りにいる韓国人だちの願いをも込めて、早く日本が復活できま
すようにお祈りします。

69 2009 チェ・ウンソク
（韓国ソウル）

電話は迷惑かなと思ってメールで安否の御伺いをします。遅れて地震のニュースをみて驚いています。皆様ご無事でしょうか。津波に
飲み込まれる野原の映像を心痛のなか眺めるだけです。
　＊　　＊　　＊
ご無事のお便り、嬉しい気持ちで拝見しました。昨日から財団の方をはじめ東京の友人に電話をかけましたがやはり通じず殺伐な
ニュースに心を痛めておりましたが、幸い東京は比較的に穏やかそうで一安心しました。東北も早く鎮静し平和な日々へと帰るのを待
ち望んでおります。

70 2009 権 南希
(大阪）

今回の地震はかなり犠牲者が出そうですね。大阪は少し揺れるぐらいでした。なんかめまいがするようなん感じだったのですが、こん
なに大変な事態になっているとは…。仕事で明日から青森出張だったのですが、延期になりました。皆さん、余震が続くようなので、お
気をつけてください。これ以上、被害が広がらないことをお祈りします。(facebook)
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71 2010 Evgeni Magid
（茨城）

I was very happy to know that you, your family and Atsumi Foundation members are all safe!　My house is damaged and I
decided to leave for my parents place in Russia on March 16. Will be out of Japan for a while, but plan to come back on May
12.　Please, take care!!!!

72 2010 プラチャポン
(東京）

ご連絡有り難うございました。私の方は大丈夫です。本棚から本が落ちてきて、部屋は散乱状態でした。ニュースを見て、被害を受け
た場所、人たちのことをとてもかわいそうに思います。昨日、お寺では、今回の地震による死者たちのために、回向供養儀式を行なっ
た。日本の人々が、この困難を早く乗り越えられるように、願ってやまない。

73 2010 マティアス
（東京）

昨日の夜、嫁は池袋から歩いて帰るのに、五時間位かかりました。私は家にいましたが、本棚から本を落ちるのを見ながら、机の下に
非難しました。本当に怖かったです。渥美財団の皆さんが大丈夫でよかったです。

74 2010 李　軍
（東京）

ご連絡ありがとうございます。ご無事とのこと、安心いたしました。たいへんな地震を体験して、いまも動揺していますが、普段当たり前
に送っている快適な生活がどれだけ有難いことか、改めて考えさせられました。わたくしの場合、地震が発生したときに日本橋の地下
鉄の中にいました。地下にいたおかげで、感じた揺れはたぶん地上にいた方が感じた恐怖の３分の２しかないかもしれません。でも本
当に怖かったです。その後、徒歩で約４時間かけてうちに辿り着きました。うちは足の踏み場がないほどいろんなものが床に散乱して
いました。でもご自宅に帰れない方や被害に遭われた方と比べると、本当に感謝しなくちゃ、と思いました。余震が今も続いてて、なか
なか落ち着きません。くれぐれもお大事になさってくださいね。一人でも多くの方が救われますようにお祈りしています。

75 2011 金　銀恵
(韓国ソウル）

地震や津波の被害を受けた日本の国民方々に心よりお見舞い申し上げます。マスコミの報道で本当に心配しましたが、日本の成熟な
対処や態度が注目を受けていると思います。東京にいる私の友人や先生にもネットなどで無事を確認して、本当に安心しました。韓国
でも募金活動なども始まりまして、日本研究所でもご慰労申し上げます。（南先生も大阪から午後連絡があり、李先生も連絡が通じ
て、本当に安心しました…）
これからも渥美関係の方々の無事や健康などをお祈りしております。

76 2011 ナヒヤ
（東京）

こんにちは。11日は大きな地震に見舞われ，大変驚きましたが、ご無事でしょうか？当日はビルの13階にいましたが、本棚は全部倒
れました、
主震後、避難措置を考えている間にも余震がひっきりなしに来るので、地震の大きさを感じさせました。今後も強い余震などが起こる
可能性がありますので、皆様もお気を つけて下さい。

77 2011 ホーヴァンゴック
（東京）

皆さんは大丈夫でしょうか？日本は非常に大変な時期を過ごしていると思いますが日本人の皆さんは冷静に行動していて、本当に素
晴らしいです。僕自身は大丈夫です。皆さんも気をつけて下さい。

78 2011 鄭　淳一
(東京）

はじめて経験する大地震による被害はほぼゼロに近いですが、正直に私も家内もやや不安を感じてはおります。今回の難関を財団の
皆さまをはじめとした周りの皆さまと一丸となって賢く克服したいと思います。

79 2011 朴　准儀
（東京）

私はシンガポールの学会があって、今朝２時くらいに羽田空港を通じ帰国しました。飛行機が遅れたこと以外には何も生活に影響が
ありませんでしたが、私のホームステーの岩楯都さんに申し訳ないくらい、ものが落ちていたと聞きました。全部片付けて下さって、本
当に有り難いと思いました
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80 2011 李　彦銘
(東京）

私は無事です、11日当日は大学にいて、夜は先輩の家に泊まっていましたが、何も不自由と被害はなかったです。そしてFacebookで
渥美財団の書き込みを見たので、みんなもビルも大丈夫です、安心しました。最近の動向についてですが、やはり原子力発電所のこ
とを心配していて、中国やCNNの報道など、日本以外では、実態がより深刻と伝われているので、それで少し不安があります

81 2011 姜　文熙
（東京）

皆さん、無事のようで、何よりです。私も大丈夫です。これからも大変そうですが、みんなで乗り越えていきたいと思ってます。

82 2011 彭　浩
（東京）

私の方は大丈夫です。地震が発生した時に、学校にいました。その後、8時間かけて、歩いて実家に戻りました。少し疲れましたが、す
でに回復しております。今日は、停電や停水などを備えるため、スーパーで水や食料品などを買い集めました。しばらく家にいるつもり
です。簡単な報告は以上です。大きな余震がまた来る可能性が高いですから、くれぐれもお気をつけてください。


