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袋詰めして積み上げられた汚染土 （福島県飯館村付近）
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災害ボランテ ィアネ ット通信

２01５年夏

身近で顔見知り名前も知 って
いる人同士の分断。原発事故は
災害ボランティアネット
茨城県古河市水海三〇 一九 故郷を奪 い、暴力的に人間関係
Tel 0280-91-3090 を破壊してしまいました。そし
Fax 0280-23-2281 て事故の影響により、精神的病
にかかり病気になる方 々があと
被災された方 々は大切な人や、 か、
福島 の方 々は常に先の見えな を絶ちません。また、格差社会
家・
家族・ い不安 の中での生活を余儀なく により安い賃金で働かされてい
２０１１年３月 日、大多数 ものを多く失いました。
る、下請け原発作業員は、被曝
友人 ・
学校、それまで暮ら されています。
の犠牲者と甚大な被害をもたら 故郷 ・
してきた場や大切なものを失 っ
した東日本大震災から５年目を
福島から避難された方 々、
残 っ の脅威にさらされています。さ
た喪失感。
人それぞれ大切なもの て生活をせざるを得ない方 々、
むかえました。
事 らに自然界においては生態系が
情は人それぞれで、地域 ・
学校 ・ 変わ ってしまいました。
多く の方 々の尽力によ って は違うと、痛感しています。
家族の関係も様 々です。そ
少しず つ復興は進んでいますが、 海や大地と共 に生き てきた 職場 ・
テレビやパソコン等で情報の
のなかで、
同じ人間同士で分断が 収集が簡単にできるようになり
今だ多くの方 々が仮設住宅での 方 々にと って、
失われたものの大
暮らしを余儀なくされています。 きさは量り知れません。
海から遠 起きています。
ましたが、そこに書かれている
海で生きていた方 々の高台移転 く離れた仮設住宅での生活は、
ことは、誤 った情報が多すぎま
はまだまだ時間がかかり、「
復興」 「
海が見られない」
風景を失 った
す。「
放射能の影響はありません」
というには程遠 い状況です。
現実も喪失体験です。そうした、
「
帰宅して暮らしても大丈夫で
大切なものを失 った 「
喪失体験」
す」「
原発から海には何も漏れて
に耳をかたむける事が、
今後ます
いません」こういった嘘 の情報
ます必要とされています。
が震災以降、流されています。
メデ ィアを通じてしか見てない
方 々は当然騙されます。
福島第 一原発事故よる災害は
未だ進行中で、
放射能の影響を受
今後も、現地 へ行 ってこの目
けながら の生活を余儀なくされ
で確かめ、苦しみや悲しみに耳
ている人達がいます。
故郷に戻れ
をかたむけ、本当の現状、人々
るのか、
子供たちや妊婦にと って
の声をこれからも聴き続けてい
安全なのか、
将来には影響ないの
きたいと思います。
ＮＰＯ法人
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志津川湾より、約 メートル
離れた場所にあ った小学校で
は、２０１１年３月 日は卒業
式の為、前日 （
震災当日）は父
兄、先生、生徒が準備をしてい
ました。
そこに地震が発生し、学校屋
上 へ避難しようとしましたが、
昔からの言い伝えで 「
山さ、逃
げろ」を守り山 へ避難し、全員
がたすかりました。

高野会館 四階建

３月 日、その日は会館で
老人会 の演芸会が行われていま
した。多くのご年配の方 々が楽
しんでる最中に地震が発生しま
戸倉中学校
した。
高台に位置しているので、避難
中にはすぐに家に戻ろうとし
場所とな った戸倉中学校。
た人もいましたが、会館の従業
そこから見た光景は、津波 の引 員はその場にとどまるよう説得
き波で志津川湾 の海底が見えたの しました。しかし何人かは説得
で 「
これはただ事ではね へ、山さ に応じず、従業員の手を振り払
避難したほうがいいのでは」そし って自宅 へ戻ろうとし、自宅 へ
戻る途中に津波 の犠牲とな って
て、みんなで避難しました。
途中生徒が転んでしまい、先生 しまいました。
が助けに行きましたが逃げ遅れ、
残 った方 々３３０名は屋上 へ
先生と生徒の二名が津波 の犠牲と 避難し、命が救われました。
なりました。

2

戸倉小学校

「戸倉中学校」にて、語り部のお話を聞く。
小学校の時計は、あの日のことを決して忘
れまいと、地震の発生した時刻「午後 2 時 49
分」を指し続けている。
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２０１４年 月 日、私た
ちは宮城県 ・岩手県の各地を視
察し、様 々なことを再確認しま
した。
あの日から３年の月日が経過
し、人も建物も、その傷跡を癒
し つつあるように見えました。
しかしそこには、どうしても
ぬぐいきれない、大きな傷跡が
残 っていました。
その声にならない痛みを伝え
るもの
それは、「
語り部」の
皆さんのお話でした。
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南 三陸町 「
語り部」 の証言

しかし山 へ避難した子供たち
は、まだ家にはおじいちゃんおば
あちゃんが残 っていたり、幼い弟
や妹が家に残されたまま、津波に
流されてしまいました。その光景
を目の当たりにした子供たちはパ
ニックになりました。
その後、時間が経過してもショ
ックは消えず、車の騒音や色 々な
騒音がトラウ マとなり津波 の音に
聞こえて、なかなか勉強が手に つ
かなか ったそうです。

鉄骨だけになった、南三陸
防災対策庁舎の前にて
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雄勝病院跡地にて

この言葉を聞くと憤りを感じ
る。自分の命を犠牲にしてまで
も何を守 ったのか？
本来、看護師は消防士や自衛
隊と違 って自分を犠牲にして、
人の命を救う職務ではない。
しかし、いつの間にか看護師と
して働いていると 「
自分が犠牲
にな っても患者を救わなければ
ならな い」という思いに駆られ
る。しかし、自分を犠牲にして
までも何を守るのか？

Ｋさんのお話
雄勝病院のほとんどの患者が
自分では動くことのできない状
態だ った。津波 の被害を受けた
方で、いまだ発見されていない
方もいる。当時、医院長をはじ
め職員全員が病院に残り、最後
は屋上まで避難したが、津波 の
犠牲とな ってしま った。
Ｋさんは
「
亡くな った先生や看護婦さ
んは、よく逃げな いで最後まで
残 った、凄 い、偉 い」

例えば看護師 の遺族が、 「
亡く
な った看護師は、自分を犠牲に
して患者の命を救おうとしたの
だから」と、市や行政に対して
賠償金を求める訴訟を起こし、
裁判をしてそれが認められると
「
看護師という職務は自分を犠
牲にしても患者を救わなければ
ならな い」という事を認めるこ
とになる。
ある看護師さんが病院の屋上
まで逃げて、津波に流されたが

奇跡的に助か った。その看護師
逃げたか った、だけど
さんは 「
誰も逃げろと言わなか った。本
当は逃げたか った」と語 ってい
た。
犠牲を美化し美談にしてはな
らない。尊 い犠牲などない。あ
の時、生き残 った人は今でも自
分を責めている。
「
なぜ？ 自分が生き残 ったの
か」
「
死んだ人に申し訳ない」
Ｋさんは最後に語 った。
「
尊い犠牲ではなく、人の命を
守るのはどういうことなのか、
考えてほしい」と、死者からの
メッセージとして受け止めてい
る。
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３月 日、その日は防災の
対策協議がおこなわれていまし
た。庁舎には 名の関係者が
いました。防災のために建設さ
れてたので頑丈に造られていま
した。
協議中に地震が発生したので
すが、 「
チリ地震 の時は津波が
６メートル、庁舎建物は メ
ートルだから大丈夫だ」と判断
したそうです。しかし メー
トルの津波がおしよせてきまし
た。
防災職員として住民に高台 へ
の非難を防災無線機から最後ま
で呼びかけ続けた遠藤未希さん
をはじめ、多くの方 々が犠牲と
なりました。屋上のアンテナに
つかまり続け、 名の命が助
かりました。

雄勝病院跡地にて、Ｋさんのお話を聞く

南三陸防災対策庁舎
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３月と５月、２回池の平でお
世話になりました。空気も澄ん
でいて安心して子供を遊ばせる
事ができました。お料理も安全
な食材で季節を感じることが出
来るなんて本当に幸せでした。
福島から車で４時間走らせれば
こんな素晴らしいところに来れ
るんだ！ またそこに集ま って
頂いた皆さんとの楽しい席に時
間が過ぎるのがとても早か った
です。こんな時間が長く続けば
いいのになぁ、なんて思いまし
た。
皆さんに支えられていること
を実感し、日々の感謝の気持ち
を忘れず毎日すこしていきたい
と思います。なにかあ ったら震
災後知り合 ったたくさんの仲間
が助けてくれる！ 遠 い親戚よ
りも深い絆。そう思える方たち
に出会えて今気持ちは軽くなり
ました。
高田教区 震災支援有志会レポート
『
ＳＡＩＫＯ（
さいこう）
』 号より抜粋
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はとにかく福島を離れられる！ がたくさんいて頑張 っているこ
それだけの思いでした。なので、 とが私の励みになりました。
今で
行けば行くほど外 のお母さんは は市場のお手伝 いも、
福島県本宮市在住
そこでのお
渡辺 朋美 放射能に ついて、
保養に ついてい しゃべりも私 の気持ちを整える
ろいろ知 っていて私 の無知さが 大事な時間です。その市場も本年
あの日原発が爆発しても私は 恥ずかしくなりました。
度限りと言いうことでさみしい
いまいちピンとこなく、どれだ
限りです。
け危険なのかも知りませんでし
ある保養に参加したとき、
娘の
た。テレビでも大丈夫だ って言 おし っこからセシウムが検出さ
震災から４年がたち、
復興の言
っているし見えないし、臭いも れたことを知らされました。目の 葉ばかりが目立ちますが、
まだま
しないしわからなか ったんです。 前が真 っ暗になりました。これか だ福島は復興どころではな いん
らこの子はどうな ってしまうん です。
空間線量が立ち入り禁止区
それが危険なものだと強く言 だろうか？ ちゃんと大人にな 域並みに高 い場所もたくさんあ
ります。
安心して外で子供を遊ば
い出したのは主人の方でした。
れるんだろうか？ 不安となぜ
せられる場所も少ないです。
とにかく遠くに行けと言われま あ のとき逃げなか ったのかで自
した。逃げろと言われても遠く 分を責める日々でした。しばらく
に親戚のないうちには 一体どこ カーテンをあけな い生活が続き
に行 っていいのやら 。まだ２ ましたが、
無事成長していく娘に
歳半の娘を連れて知らないとこ 励まされ、
また泊まりの仕事で娘
に行く自信もなくただ家でじ っ と離れる時間を持 つことで心の
としていることを選びました。
バランスを取 っていたように思
えます。
今思えばその選択が娘に初期
被爆をさせてしま った親として
そんな時、あるお母さんから教
は最大のミスでした。恐る恐る えていただ いたのが真行寺 の青
暮らす福島での生活に光が見え 空市場でした。
市場にはたくさん
たのは、知り合 いに教えてもら
のお野菜とお母さんたち の笑顔
った保養でした。ただその当時 がありました。
同じ思いでいる親

池の平青少幼年センターでの保養。交流会の様子

福島 の声
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「
お外に連れてきてくれて、あ
りがとう！」

原発事故後、
理由も理解できな
いまま色 々なことを制限され、
我
「
お母さん、ありがとう！」
慢しているこどもたち。改めて、 息子が言 った。
長女 の発言に申し訳な い気持ち
ほ っぺを真 っ赤にして。
が溢れてきました。それと同じく お目目をまんまるにして。
らい、
長女が悩みながらも 一生懸
命考え、学び、精 一杯生きている 原発事故が起きたのは、１歳 の誕
ことを誇らしくも思いました。
生日を迎えたころ。
息子は自由に遊べる世界を知ら
な い。
ゴールが見えな い放射能汚染
との戦い ・・・・
。諦めそうにな
る気持ちに負けないよう、
毎日こ
「
お外に出ても いい？」
どもたちとたくさん笑 って、
感謝
「
このお花、採 っても いい？」
の気持ちを忘れずに、
前を向いて
「
このお砂、触 っても いい？」
歩んでいきたいと思 っています。
「
ここ、放射能な い？」

なんて悲しい、 「
ありがとう。
」

ママは絶対諦めないぞ

高田教区 震災支援有志会レポート

汚染された環境が、
この子にと って当たり前 の世界。
制限だらけの生活が、
この子にと って当たり前 の日常。

『
ＳＡＩＫＯ（
さいこう）
』 号より抜粋

疑 いを知らな い、いたずらな瞳で。

高田教区 震災支援有志会レポート
『
ＳＡＩＫＯ（
さいこう）
』 号より抜粋
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福島県二本松市で、子どもたちを守ることを選択した、佐々木るりさん

11

震災当時、４歳だ った長女と
ヶ月だ った次女は、それぞれ
８歳と４歳になりました。ある
日、夕飯を食べていると、
「
ねえ、ママ？ どうして津波
がくる海の近くに原発をつく っ
たんだろうね？ みろくなら津
波が絶対来ない山につくるけど
なー」
と長女がおもむろに話し始めま
した。
「
そうか、山につくるか 。
ちなみに、電気は原発でなくて
も つくれるんだよ」
わたしが答えると、

保養先 の満開 の桜 の下で。
歳 にな った息子が言 った。

44

東日本大震災から、もうじき
４年が経とうとしています。福
島をはじめ、被災地のことを今
も忘れず応援してくださ ってい
る皆様に、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

ありがとう
福島県二本松市
真宗大谷派眞行寺坊守
佐々木るり

！！

二本松市在住
ハハレンジャーブ ルー
渡邉美幸

「
う っそー！！！！！ じゃぁ、
なんで危ないのに原発つく って
んだよー。
」
と口を尖らせて言い、
また夕飯を
食べ始めました。

45

福島 の声

正会員・賛助会員・寄付者（敬称略・順不同）
2013 年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日現在
恵光寺 勝男圭三・東弘寺・玉川静子・加藤誠・延岡潤照・明超寺・梶浦時子
常福寺 八田信雄・佐伯朋子・正蔵寺・平野喜之・土田慎二・井上知子・因宗寺 柏女有教
唯信寺・松野祐・光照寺・岩城芳文・大聖寺・宗善寺・増田一男・乗願寺 鈴木友好
正覚寺 山吹照之・勝善寺 井上孝昌・中野延子・照明寺 和田英昭・宗念寺
西岸寺 友松雅英・妙徳寺・光明寺 三浦仁・宮地修・孤野やよい・孤野秀存・福田忠
明覚寺・即得寺・宗泉寺 旦保立子・秦秀人・田久敬吾・齋藤真治・横田洋・澤田恵子
斉藤操・森仁・大塚清・正應寺 佐々木誠正・飯塚久江・梅溪得文・新保トシ子・池田幸裕
阿弥陀寺・伊藤洋之助・光照寺 土肥真・大塚博孝・真行寺・平山範一・真福寺・(有)谷駒
雲国寺・山田和江・安田健二・勝願寺 井上証・小島森一・中村由美子・小島哲・樋﨑菜々
徳因寺 稲垣直来・梁河文昌・野口隆・光了寺・正行寺・浄円寺・称念寺・青樹潤茂
小林ユキ子・智願寺・光円寺・桑原公認会計士事務所 桑原正信・恵光寺 門法会・田上翼
岩松知也・了因寺 門法会・專行寺（平松正信）
・塩塚力也・石川真樹・永藤松男・西念寺
永藤貞江・了因寺 吉岡康裕・光林忠明・笹本伸一・本浄寺・中嶋正春・水 豊・吉田幸代
公益財団法人 全日本仏教会・瀬戸栄子・柏崎靜恵・堤清志・白石政次・狛一・桑島かおり
円鏡寺・溝上国喜・岡田香澄・光照寺 池田孝郎・邨上真生・西連寺 白山勝久・大里幸三
光明寺 小林尚樹・宮武真人・兪漢子・深栖將稔・一谷郁美・武部勝義・桑原正信・落合正
居酒屋 鴾・伊藤麻子・坂本スミ子・白石久子・齋藤ヤウ子・伊藤みちる・山中えりか
弘徳寺・増田宣夫・平塚秀男・スタジオ ポップヘアー・ｍｉｏ鍼灸整骨院・飯田正範
服部吉高・浄教寺 鈴木量応・明福寺・聖徳寺・託法寺・安楽寺・秋山弘一・忠網寺
專勝寺 碧海宏・諦聴寺・乗満寺 遠藤秀賢・通覚寺・永勝寺 田口壽人・江森信市
真照寺・利正寺・正恩寺・浄願寺・縁瑞寺 伊東隆雄・浄泉寺・大塚展彦・坂東性悦
西円寺・本誓寺・本多雅人・三木悟・徳蔵寺・峯﨑賢亮・專西寺 青樹潤哉・長願寺
三池眞弓・妙安寺・幡谷正裕・常照寺・佑浩寺・江森光子・高徳寺・吉田真樹子・近藤龍麿
加賀田晴美・宮地修・藤浪遊・見義智証・真宗大谷派 小松教務所・淨眞寺 前田義朗
長命寺・荒川保・教龍寺 藤本昌行・西光寺・相馬法道・渡辺久美子・橋本はる子
柿沼正男・羽部秀子・鈴木節子・井上ユキ・浄善寺・渡辺ウメ子・東出睦治・伊藤賢
飯田千恵子・山中なつ・秋津秀樹・安藤護・今泉徳夫・圓光寺・鈴木勝・新井淳也
山名広隆・岡安則子
＊複数回ご協力頂いた方も記載は一回とさせて頂きます。

皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます
ご芳名、団体名の誤字・脱字・記入漏れがありましたら何卒お許しください。
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NPO 法人 災害ボランティアネット 収支報告書
期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

前年度繰越金
収入総額
支出総額
差引残高

¥1,663,696
¥2,701,524
¥2,878,511
¥1,486,709
次年度へ繰越

ありがとうございます
NPO 法人・災害ボランティアネ
ットでは、皆様のご協力の元、毎
月被災地へ身を運び、支援物資
の運搬、炊き出し等の活動を続
けております。
まだまだ復興という言葉か
らはほど遠い現地の状況の中、
支援して下さっている皆様と共
に、息の長い支援活動を続けて
いきたいと思っております。
これからも引き続きお力添えを
頂けますよう、よろしくお願い
申し上げます。
7
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震災から５年目、住宅再建や
仕事などの 「
経済的問題」
、暮ら
してきた場や大切なものを失 っ
た 「
喪失感」や 「
絶望感」さま
ざまな問題を抱え、今も困難な
生活を強いられている。新潟中
越沖地震では、被災者が震災か
ら５年以上経過してから、自殺
に追 い込まれる人が半数 ％
に及んだといわれている。

一体、
何が被災者を追い込んでい
るのだろうか。家族 ・
友人 ・
家・
お墓 ・風景 ・
故郷、自分がほんと
うに大切にして来た、
かけがえの
ないものを失 った 「
苦しみ」「
悲
しみ」
は計り知れないものがあり、
大切なものは 一人ひとり違う。
今後も大事なことは、
被災者と
信頼関係を築きながら、
苦しみや
色々なその人の思いに耳をかた
むけ 「
聞ききる」ことだと思う。
食事をしながら自分の思いを語
り、そして人に聞いてもらう。そ
んな場を開き つづけ、
創りつづけ
ていきたいと思う。

ご協力 のお願 い
「
ＮＰＯ法人 災害ボランテ
ィアネ ット」は現在も、東日本
大震災によ って傷 ついた人 々
の支援活動を行 っております。
そしてその活動を支えてく
ださる、 「
正会員」 「
賛助会員」
も募集しております。
志のある方は、電話 ・
ホーム
ページからなどでご 一報くだ
さい。後日、詳細資料を送らせ
ていただきます。
また、
ご寄付も随時受け付け
ております。左の口座まで、よ
ろしくお願いします。

振込先

ゆうちょ銀行

加入者名… ＮＰＯ法人
災害ボランティアネット
口座番号…

0
3
7
8
1
4
4
0
1
1
0
0

「
津波で死んでしま ったほうが
よか ったのではな いかと、考え
てしま って眠れな い時がある」
何度か耳にしてきたことば。

編集後記
「
忘れないでください」
被災地での言葉だ。私はこ
れを何度もかみしめる。
それは、震災という事実、
被災の事実、そこで生きてい
る人がいる事実、そして、今
も生きようとしている人がい
るという事実。
震災 から ４年が経過した
が、その事実は変わ っていな
い。しかし、送られてきた文
章をまとめ、資料の中から写
真を探すほどに、現地に行け
ない自分の現状が、
歯がゆい。
結局自分は、自分の置かれ
た現状で、自分ができること
をするしかないのか。
歯がゆい作業 の中、言い訳
を繰り返す。
（
文責 ・大内崇久）
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今後、これから

