と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
よ
ば
れ
人
8た
91

誰
が
神
戸
に
行
っ
た
の
か

な
が
た
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
央
法
規
出
版

初版発行

編者ｌ

荘村多加志

ｕ月詣日

ながた支援ネットワーク

誰が神戸に行ったのか

ボランティアとよばれた１９８人

発行者

中央法規出版株式会社

図書印刷株式会社

編集担当Ⅱ白石正明・友寄隆志﹁ｍ５ｍＩのＳ①︲９段

営業所札幌・仙台・東京・岐阜・大阪・広島・福岡

〒皿東京都渋谷区代々木ｍ１日︲令﹃ｍＦ８ｌのＳ①︲①︑の一

発行所

印刷・製本

北島裕子

：⁝︲ｌ；一⁝雷
本文イラスト

｜①︑ｚ令ｌｍｏｍｍ上挙やいｌ×

定価はカバーに表示してあります︒
落丁本・乱丁本はお取り替えいたします︒

ボ ラ ン テ イ ア と よ ば れ た 198人
誰が神戸に行ったのか

はじめに

阪神︒淡路大震災のもたらした悲劇的状況のなかで︑﹁ボランティア﹂はあたかも一条の光のように

みえた︒機能不全に陥った行政と対比する形で︑新聞はかれらの活躍ぶりを報道した︒硬軟さまざまな

雑誌ではボランティア特集が組まれた︒その一方では例によってバッシング記事もあらわれ︑にぎやか

さに花を添えてくれた︒そのようにしてボランティアは私たちの会話のなかで︑ある一定の地位を占め
ていたのである︒ボランティア元年といわれたゆえんである︒

⁝⁝それが一九九五年の秋も深まった今︑ボランティアが話題にのぼることはめっきり減ったように
みえる︒その事実だけをとらえれば︑﹁あれはブームだったのだ﹂と結論めいたことがいえるだろう︒

しかし︑こうもいえるのではないか︒熱せられ︑やがて冷やされたのは︑ボランティアそのものでは

なく︑ボランティア﹁論﹂ではなかったかと︒ボランティアという言葉でひとくくりにされた瞬間︑か

れらは次々と指の間からすりぬけてゆく︒ブームであろうがバッシングであろうが︑それらは逃げたあ
との烏の巣の形や重さや温かさを競っているのに似ている︒

かれら一人ひとりと話しているうちに︑﹁一言でくくれない多様性こそボランティアの世界のおもし

ろさであり︑新しさであり︑価値である﹂と私たちは考えるようになった︒そして︑誰がどんな気持ち

で何をきっかけに神戸に行ったのか︑そこで何を見︑何を感じたのかを︑もっと多くの人に聞いてみた
くなったのである︒
零

本書の発行にあたっては︑ながた支援ネットワークにいろいろとお世話をいただいた︒ながた支援ネ

Ｚ

ツトワークについての説明は本文に譲るとして︑本書の中心をなすアンケートについてここで少し説明
したい︒

ながた支援ネットワークでボランティア活動をした人のうち︑住所の把握されている四一八人にアン

ケート用紙︵一一六頁参照︶を発送した︒そして回答のあった一九八人分のなかから﹁できるだけ多くの方

の体験や思いを載せる﹂ことを基本方針としながらも︑紙幅の都合上一○九人分について掲載させてい
ただいた︒

回答には一人ひとりの個性を感じさせるものが多い︒たとえば﹁ボランティアとよばれてどう思う

か﹂に対する回答の多くは︑﹁うれしい﹂﹁恥ずかしい﹂﹁誇りに思う﹂﹁よんでほしくない﹂などの選択
肢には満足せず︑﹁その他﹂を選んでコメント欄でその微妙な感じをそれぞれの言葉で語っている︒

中学三年生から六四歳の女性まで︑漫画家から社会福祉士まで︑﹁あなたに似た人﹂がたまたま神戸

に行って人助けをしたらボランティアとよばれたまでだ︒テレビを見て居ても立ってもいられなくなっ

た人︑アルバイトで得たお金を義援金に回すのはなんとなく納得できなかった人︑壊れにくい建築を研

究したかった人︑関西弁の意外なやわらかさに驚いた人︑自分のほんとうにやりたいことを見つけた人
等々︑さまざまな地域からさまざまな人が来て︑さまざまな思いを抱きながら︑いまを生きている︒

﹃ボランティアとよばれた〜﹄という本書のタイトルも︑そういった一様にくくれないことの表現にほ

かならない︒そこにいた人の数だけの逢巡やジレンマを読みとっていただければ幸いである︒﹁一言で

はいえな
ない
いこ
こと
と﹂
﹂の
の積
積み
み重
重ねね
ここ
そそ
がが
︑︑ときに美談と偽善のあいだで硬直してしまうボランティア論に新
しい命を吹き込むと思うからである︒

アン
ンケ
ケー
ート
トに回答を寄せていただいたすべての方に深く感謝いたします︒
最後に︑ア
一九九五年十一月

中央法規出版企画部

３

度先進工業国の仲間入りを果たし

した︒たとえば神戸市立西市民病

事務局梁勝則

であり︑スタッフも高度に専門化

その時そこにいた四○数名のうち

院は五階部分が押しつぶされたが︑

ながた支援ネットワークとは何か
私たちは有志とともに︑ボラン

た昭和六○年以降の構造物で致命

であった︒同じ全壊といっても︑

された医療介護職集団が中心であ

以下︑現時点までのネットワｉ

鉄筋住宅では運の悪い人だけが死

ティアグループ﹁長田地区高齢

クの歩みを概説し︑ボランティア

五五○○名のうち半数が六○歳以

亡し︑木造住宅では運のいい人だ

た天井の下を歩いていた一名だけ

けが助かったのだ︒

た兵庫区や長田区の下町商店街で

とりわけ戦災で空爆を受けなかっ

火災も多くの人の命を奪った︒

を支えた太い幹だった︒残念なが

人もまた同じであった︒震災死

死亡したのは︑たまたま崩れてき

がた支援ネットワーク︶﹂を組織し︑

上であった︒彼らこそが戦後の復

的な損害を受けたのはわずかであ

地域の高齢者や障害者の救援活動
活動の意義や問題点について考察

興とその後に起きた高度経済成長

ったこと︒

をめざした︒活動の始まりは一月
を加えてみる︒

者・障害者支援ネットワーク︵な

末であり︑一一月現在もなお名称

心第一次災害ｌ地震と火災

った︒

を﹁阪神高齢者・障害者支援ネッ
トワーク﹂と変え継続中である︒

その多くが築後二○年以上の木

多くの人が焼け死んだ︒水は一滴

ら彼らの住む家も少し古かった︒

経験した初めての直下型大地震で

住宅であった︒震災後一一か月まで

造瓦葺きの一戸建てや長屋・文化

阪神大震災は日本の近代都市が

あり︑都市のハード︵建物︑道路︑

当初のネットワークの目的は主
に次の二点であった︒

防火︶やソフト︵通信︑防災対策︶

といっていいほど出なかった︒

所を設置し︑適切な生活環境を整

は︑神戸のどこの街角でも彼らの

①高齢者・障害者専用に二次避難

のもろさを露呈した︑とよくいわ

速道路や鉄筋コンクリートのビル

となくメディアにさらした阪神高

であった︒無惨に倒れた姿を幾度

し前につくられたものがほとんど

本が経済大国と呼ばれるよりも少

鉄筋の建物に住んでいた人たち

のであった︒

期待するのは奇跡を祈るようなも

た︒そこに住んでいた人の無事を

ての跡形を残さない崩れようだっ

トで爆破したような︑全く家とし

をみることができた︒ダイナマイ

いだろう︒

ならなかった︒天災というほかな

して突然に人生を中断しなければ

五五○○人の市民がこのように

え︑必要なケアを提供する︒

住んでいた家の無惨につぶれた姿

のほとんどは︑昭和四○年代後半

みえても︑運の悪い者だけが死亡

は︑たとえ建物が全壊したように

また︑私たちのボランティア活

る︒

動の特徴は以下の二点に集約され

実は地震で破壊されたのは︑日

れる︒

①被災地に現に居住する市民が企

の高度経済成長期に突貫工事で建

にも同じような生活・介護支援を

②避難所や在宅の高齢者・障害者

画・立案し︑実際の当事者︵リー

てられたものであった︒日本が高

行う︒

ダー︶となったこと︒

その数約六○○人︑大部分は避難

られた︒肺炎死や衰弱死である︒

関係のない死亡記事が報じつづけ

しかし︑その後も地震と直接は

③第二次災害ｌ肺炎死と衰弱死

②ボランティア組織の目的が明確

６

が肺炎で整れた︒肺炎はこれらの

極めた︒その結果︑多くの高齢者

難所にまたたくまに蔓延し椙獅を

避難所にあてられたのは学校や

所の高齢者であった︒

体育館などであったが︑そこには

たりにした︒

﹁このままでは︑一か月以内に高
齢者がバタバタ死ぬ﹂︒

日から︑福岡県︑佐賀県から応援

︿ながた﹀グループは︑一月一一六

に駆けつけた九州老人福祉施設協

悪条件が相乗した果てであった︒

彼らに必要なものは抗生物質の

議会五二人の協力を得て︑長田区

暖房施設がなく避難者は一月の寒
さにふるえた︒食事も粗末であっ
注射ではなく︑肺炎を起こさない

世話人たちは︑今晩からでも介護

連絡が入った︵︿診療所﹀は翌三○

者がほしいと言っている﹂という

日朝からナースニ人を蓮池小学校に

またＨは翌三○日︑現地に入っ

派遣︶︒

ていたキリスト教︑聖公会系の

環境であった︒天災ではないと思

﹁弱者救援センター﹂︵大阪市生野

だったのは︑排池問題だった︒校
った︒

ワーク﹂づくりの会議を三一日夕︑

れた︒この日の会談で︑﹁ネット

区︶の若者一一人と︿診療所﹀を訪

必要がある高齢者一○六人をピッ

の聞き取り調査を開始︒保護する

るなど追跡調査をしながら救済に

クアップし︑福祉事務所に通報す

一⑭一夜で決まったネットワーク
ながた支援ネットワークは︑上

倒れていく災害弱者の姿を見るに

なかで生まれた︒避難所で次々に

理由で緊急保護を選択せず︑その

階で五六人の高齢者がさまざまな

つとめてきた︒しかし︑｜月末段

けていたＨが︑︿ながた﹀の調査

三一日︑蓮池小学校の取材を続

診療所でもつことに決まった︒

記のような︑まさに危機的状況の

内の二四の大規模避難所の高齢者

た︒さらに高齢者にとって不都合

庭の隅に置かれた簡易トイレが高
齢者にとっては遠かった︒教室を
出て階段を昇り降りし︑寒空にふ
るえながら簡易トイレにたどり着

高齢者は尿の回数が若い者より

見かねた人々の心が一つになった

数が急速に増えていることがわか

く︒帰りも同じ道のりである︒

多くなる︒体が触れ合うくらいの

ものである︒ネットワークには全

もう一つは﹃林山朝日診療所﹂

五時からの会議には︿ながた﹀の

議が開かれることを伝えた︒午後

団と出会い︑診療所で夕方から会

⑪保護施設﹁サルビア﹂を確保

集団生活のなかで︑足腰の弱い自

国から多くのボランティアが駆け

︵以下︿診療所﹀︶︒日本ホスピス・

った︒

トイレに行くのは周辺の人に迷惑

分たちがふらふらとした足どりで

ネットワークの設立は︑大きく

つけ︑また資金援助も寄せられた︒

これまでの動きが一つになって︑

中辻氏が参加︒二つのグループの

レに行かなくて済むように食事や

く診療所﹀︵梁勝則医師︾筆者︶は︑

在宅ケア研究会の事務局でもある

をかける︑そう考えて彼らはトイ

いた地元での一一つの動きが︑あっ

﹁ネットーク﹂のスタートがその

分けると一月下旬から進められて

被災以後も倒れていく高齢者の在

になった︒その結果彼らの肉体か

という問に合流したものである︒

水分をとることを差し控えるよう

らは急速に栄養分と水分が失われ

場で決まった︒当日の出席者は以

・高齢者ケアセンタｉながた︵中

下のとおり︵敬称略︶︒

宅ケアに追われていた︒

一月二九日︑たまたま現地の避

一つは﹁高齢者ケアセンターな
がた﹂︵以下︿ながた﹀︶︒被災直後

た︒

寒さと脱水と栄養の偏りにより︑

ナリストであるＨから﹁避難所の

難所を取材していた友人のジャー

辻直行施設長︶︒

していた施設長の中辻直行氏らは︑

・弱者救援センター︵角瀬克己牧

から避難所の高齢者の保護に奔走

高齢者の状況は悲惨だ︒避難所の

悪く︑年初から流行の兆しをみせ

高齢者の急速な健康悪化を目の当

多くの高齢者が虚弱化した︒折り
ていたインフルエンザが過密な避

ながた支援ネットワークとは何か

７

師︑他二人︶︒

さっそく運び込まれ︑たちまち満

援︒泊まり込みで高齢者を診察し

の開業医徳永医師︑東京の大学病

終えた︒

者専用一一次避難所としての役割を

ホーム﹄に転入し︑高齢者・障害

た︒﹁サルビア﹂はケア中心の入

一一月の下旬には︑自宅で過ごし

院勤務医田中医師などが交代で応

こしていることがわかり︑その日

所施設であったが︑あくまでも行

ている高齢者や障害者の実態と−−

が︑もう病人ばかり﹂︒肺炎を起

のうちに後方病院として協力を快

的緊急避難所であり︑そこから死

政の正式な認知を受けていない私

床状態︒ナースたちは﹁ほとんど

ネットワークは結成の呼びかけ

諾した長田区の神戸協同病院に救

・林山朝日診療所︵筆者︑ケース

をその夜から開始︒同時に﹁緊急

急車で運ばれた方もいたほどであ

ワーカー︑ナース三名︶︒

保護施設﹂として長田区腕塚町に

ｅ在宅安否調査とセレモニー

ある神戸市立在宅福祉センター

るように元気になり健康を取り戻

所者の多くは一〜

た食事や適切な介護ケアにより入

しかし︑サルビアでの配慮され

一方︑避難所の医療福祉困窮者

な重石となった︒

師による二四時間常駐体制は確か

スタッフの安心感という意味で医

戻ったのではなく︑避難所の環境

と︒すなわち︑自宅が安全だから

に半壊状態のものが多いというこ

１ズ把握を目的に︑長田区全域で

した︒ところが残念ながら彼らに

を支援する目的で︑全介協︑日本

亡者を出すことは対外的に許され

ろ﹁若い者︑がんばりたまえ﹂と

が長田区医師会長に相談したとこ

は元気になっても帰る家がなかっ

社会福祉士会︑日本介護福祉士会

イバシーや用便の問題でよりまし

があまりに耐え難いために︑プラ

る︒

協力を快諾された︒

た︒私たちは当初︑できるだけた

からの診療所ナース︑社会福祉士︑

﹁サルビア﹂の確保を検討︒筆者

﹃サルビア﹂の施設長の了解を得︑

くさんの人を受け入れるためには

介護福祉士︑ボランティアの介護

○○○世帯であり︑全世帯の四分

また﹃全国在宅介護事業協議会

入所者を回転させる必要があり︑

な自宅にやむを得ず帰ったという

安否調査を行った︒その数一万五

︵全介協︶﹂からの相談要員の派遣

元気になれば元いた場所に帰って

経験者らが各避難所を回り︑高齢

病院に運び込むことはできたが︑

を取り付けた︒

いただく︑入所期間は二〜三週間

ことである︒

なかった︒いざとなれば神戸協同

た﹀を訪れた全介協の馬袋氏に相

者の相談コーナーを開くなど具体

その結果わかったことは︑一番

目に︑戻っていった自宅そのもの

るため︑やんわりと退去の申し出

の在宅福祉サービス機能を回復す

四月に入り﹃サルビア﹄も本来

な在宅支援が必要であることであ

まな不自由や不便があり︑継続的

住︑介護など広範な領域でさまざ

二番目に︑在宅であっても衣食

かった︒けつきよく延べ入所者二

二月一日朝︑中辻氏は︑︿なが

の一に相当する︒

談︑﹁サルビア﹂に緊急保護した

と定めていたが︑元気になった彼

的な相談︑介護を進めた︒

六名のうち︑退所できたのは二

一週間で見違え

高齢者のケア要員を派遣してもら

に戻るよう説得することはできな

らを再び環境の劣悪な元の避難所

一方︑中辻氏はその夜のうちに︑

ワークの決起集会︒五日には五○

うことになった︒三日夕はネット

名のボランティアの協力で﹁サル

場の焼け跡で﹁鎮魂と再生︑そし

三月二一日の彼岸には︑菅原市

る︒

ビア﹂の一階にベッド一八床を運

の特別養護老人ホーム﹁長田ケア

多くは高齢者ケアセンターながた

を受けた︒四月六日には入所者の
﹁サルビア﹂では長野県佐久総合

名にすぎなかった︒

病院の宮野︑長の両医師︑福岡市

び込み︑六日から緊急保護を開始

避難所で倒れる寸前の高齢者が

した︒

８

て共生へのセレモニー﹂が行われ
に対して不利に作用した︒

通じて︑高齢者は社会がサポート

私たちは︑ネットワークの活動を

だけの力では震災後の苛烈な環境

私たちはやむにやまれぬ気持ち

を生き延びるのは困難であった︒

から高齢虚弱者の一一次緊急避難施

ムの未整備のためその場で対処せ

所在をあいまいにしたであろうし︑

ざるをえなかった︒・

迅速な決断が必要な局面でも﹁慎

根回しや協調はしばしば責任の

関西在住のアーティストによる

ピールしつづけた︒

すべき特別な集団であることをア

た︒

鎮魂の踊りと合唱が周辺にこだま

境整備の目的で一七床に減床︶の空

二月には厚生省のキャリア官僚

設を設けたが︑一八床︵のちに環

が視察のため来所した︒下旬には︑

ちであったろう︒平等主義は︑体

間はすぐにいつぱいになり︑身動

神戸市内への虚弱高齢者専用の住

重に経過を見守る﹄態度に傾きが

の弱った高齢者をも﹁平等に﹂冷

きがとれない状態になった︒入所

宅設置が決まった︒トイレや風呂

した︒声明と神戸太鼓が︑地震に

みを鎮めた︒夕闇とともに精霊に
たい床に横たえさせた︒つまり︑

り戻したが︑前述のとおり元気に

者の多くは一〜二週間で健康を取

よって分断された過去と現在の痛

点火され︑少し前まで買い物客で

り縮小させた形でしか︑震災後の

行政はふだんもっていた機能をよ

増えて避難所の過密状態や栄養不

寒さもやわらぎ︑自宅に戻る人も

安心して住める環境が整備される

格的に稼働して︑多くの高齢者が

配慮された住宅である︒行政が本

アフリーに設計され︑障害者にも

しかし︑行政だけをスケープゴ

足も解消されつつあったため︑高

には手すりが設置され︑床はバリ

ートにすることはできない︒震災

ようになれば︑私たちの当初の使

なっても帰る家がなかったのであ

つながりながら地面を薄明るく照

事態に対応することができなかっ

前には正常に機能していた他の組

齢者も比較的健康状態を維持しや

た︒

織やシステムもほとんど活動を停

パー︶のどれもが完壁に沈黙した︒

しなかったが︑高齢者問題の鋭い

長田地区の高齢者健康問題を解決

惜しみない協力をいただいた︑

だ数か月であった︒

たくない︑そう念じつつ突き進ん

無力であっても無気力ではあり

命は終わったと考えている︒

彼ら自身もまた被災者であった︒

伊藤哲夫長田区医師会長︑多数の

私たちの活動は震災後に起きた

すくなっていた︒

ってもいいかもしれない︒しかし︑

意識化の象徴にはなりえた︒災害

体・社会福祉協議会︵ホームヘル

止した︒地域の医師会・福祉団

る︒幸いにして︑一一月中旬からは

賑わっていた小径の輪郭が縦横に

らした︒セレモニーは︑ボランテ
ィアたちにも震災の意味を理解し
心に区切りをつけるのに役立った︒

⑪何ができて聴何ができなか
ったのか
地震の後に起きた悲劇の多くは︑

行政を攻撃しても︑肺炎で死亡し

病院の多くは救急患者を受け入れ

ボランティアの方々には心から感

行政の無策に起因する︒人災とい

た高齢者たちは戻ってはこない︒

うち︑若い女性は逆境に強かった︒

︵その後のネットワークの動向につい

謝の言葉を贈りたい︒

弱者︵女性・子ども・高齢者︶の

子どもたちには親の庇護があった︒

たが︑震災の直撃を受けて緊急医

しかし高齢者の多くは夫婦だけも

療体制は不備であり︑専門施設に

送るべき挫滅症候群︵クラッシ

しくは単身所帯であり︑自分たち

ることを想定しており︑その旨は
﹁根回し﹂と﹁協調﹂と﹁平等主

ュ・シンドローム︶などの超重症

行政のシステムは平和時に機能す

義﹂にある︒予想をこえた災害の

患者も交通渋滞やヘリ輸送システ

ては四一四頁参照︶

際には︑そのどれもが事態の改善

ながた支援ネットワークとは何力

，

できるまで地域の﹁カナリア﹂の声は聞こえるか

ながた支援ネットワ；クが

１

中辻直行

ながた支援ネットワーク事務局長
高齢者ケアセンターながた施設長

その結果︑七月中旬に発表された弔慰金の対象となった震災

関連死者の追加は五五○人あまり︑その約九割が六○歳以上の

上おられ︑その後も申請者は増えつづけています︒そのなかに

はじめに１１高齢社会と霞災

一九九五年一月一七日午前五時四六分︑阪神︒淡路大震災に

い床で震えていた高齢者や︑在宅で何の支援も受けることなく

は︑私たちが助けようとして助けられなかった︑避難所の冷た

高齢者でした︒しかもまだ未審査の方が七月末現在三○○人以

ました︒被災地の状況はテレビによって日本全国をはじめ全世

より︑神戸をはじめ阪神間および淡路島は壊滅的な被害を受け

とをたちません︒新たな三次犠牲者の多くも高齢者です︒その

そしていまも高齢者の自殺や︑仮設住宅での﹁孤独死﹂があ

二次犠牲者となった多くの高齢者たちが含まれています︒

映像により伝えられた震災は︑高速道路の倒壊であり︑新幹

界に︑大量に︑くりかえし︑リアルタイムで伝えられました︒
線やＪＲ・私鉄各線の高架の落下︑地下鉄の陥没︑ピル︒マン

数はこれからも増えつづけるのでしょうか︒

日本の高齢者人口は︑震災直前の一九九四年後半に推定で一

今

ション︒家屋のおびただしい損壊であり︑そして長田区をはじ
めとした大規模な都市火災でした︒そのため︑今回の震災は日
本初の﹁都市型震災﹂とただちに定義づけられました︒

二○三五年には世界でまだ誰も経験していない高齢化率二八％

入しました︒二○○一年には日本の高齢化率は一七％をこえ︑

四％をこえ︑﹁高齢化社会﹂から本格的な﹁高齢社会﹂へと突

要な視点をみごとに隠してしまいました︒それは︑犠牲者五五

という﹁超高齢社会﹂となります︒

しかし一方で︑映像による情報伝達はこの震災のもっとも重

に︑この震災は世界でも初めての﹁高齢社会型災害﹂であると

○○人あまりの死者の半数以上が高齢者であることが示すよう

五月一七日の夜︑引っ越したばかりの仮設住宅で八一歳のお

四週間たって発見された人︑縁の高い風呂で溺れ死んだ人など︑

ばあさんが道に迷い︑雨に打たれて凍死しました︒また︑死後

いう事実です︒

死者の半数が高齢者であるということは︑生き残った被災者

差やトイレ︑浴室の段差︑防音︑水はけ︑砂利道︑そして暑さ

高齢者にとって仮設住宅には問題が山積しています︒玄関の段

の多くも高齢者であることを同時に示しています︒したがって
した︒しかし残念ながら︑倒れかかった阪神高速はすぐに鋼材

と寒さ︑不便な買物⁝⁝高齢者にとってきびしすぎる環境です︒

地震後ただちに︑高齢者対策を最重点方針として実施すべきで
でささえられましたが︑その横にいる高齢者にはいまも何ら特

しくない﹁超々高齢社会﹂です︒震災が一瞬にしてあぶりだし

五万戸ちかい仮設住宅は︑高齢化率五○％以上のところも珍

ん︒

別な手立てはおこなわれていないといっても過言ではありませ

２

た被災地の高齢者問題は︑まさに日本の高齢者問題の縮図であ

成る︶の方角は街全体が空まで黒煙に包まれていました︒

二車線の道路をはさんでセンターの前は猛火をあげて燃えさ

かっていましたが︑消防士の制止を振り切って玄関にたどりつ

くと︑施設は無事たっていました︒そしてセンターの周辺は︑

震災後の高齢者のさまざまな受難は︑明日の日本全国の高齢

り︑将来の凝縮された姿であるといえるでしょう︒

者の問題です︒避難所の冷たいコンクリートの床で震えていた

一面の焼け野原をみるたびに﹁もし風下だったら﹂と考えると

をまぬがれ︑入所者全員が無事でした︒その後︑窓から見える

幸いにしてセンターが風上であったので︑道一本を隔て類焼

そのまま四○時間燃えつづけました︒

の待機者の姿であり︑三○万人以上といわれる社会的入院を強

高齢者はそのまま︑五万人以上といわれる特別養護老人ホーム

高齢者は︑地域の﹁カナリア﹂です︒鳴けない︑悲しい﹁カ

いられている自宅に帰れない高齢者の姿でもあります︒

たおかげで︑震災直後から被災高齢者の保護や支援活動をする

入所者と職員の全員が無事であり︑そして建物が無事であっ

背筋が凍る思いがします︒

さえにして︑生活できるべきです︒高齢者がくらしやすい街は︑

ナリア﹂です︒高齢者こそ︑住みなれた地域で︑復興を心のさ
すべての人にやさしい︑くらしやすい街です︒そんな復興計画

ことができました︒施設だけの力では到底及ぶところではあり

ました︒ここで全国のそれらの人びとに︑あらためて心より感

いた顔すら知らない人びとの援助により︑全うすることができ

て何の縁もなかったボランティアたち︑義援金を送っていただ

ませんでしたが︑多くの他府県の施設や施設職員︑友人︑そし

は不可能でしょうか︑この豊かな日本で︒
長田で唯一の特別整睡老人ホーム

長田区は︑被災地のなかでもとくに甚大な被害を受けました︒

を求めて施設に駆けこんできました︒これは︑当センターが一

さて︑震災の日の午後には︑数名の家族が要介護老人の保護

謝を述べさせていただきます︒

震災当日︑長田区を一望できる大日ヶ丘に私が到着したのは

ことに火災による被害が大きかった地域です︒

七時三○分ごろでしたが︑そのときにはまだ十数本の煙がのる

イを受けているほか︑デイサービスや介護ヘルパーの派遣など

か月一○○件前後︑一年間には一三○○件ちかいショートステ

しかし︑無風にもかかわらず断水のため消火活動がまったく

の在宅福祉サービスにより地域に多くの利用者をもっていたか

しのようにまっすぐ立ち上っているだけでした︒

できなかったため︑渋滞にイライラしながら降りてきた八時過

震災時︑長田区には約一○○名の特別養護老人ホーム待機者

らです︒

ホーム﹁長田ケアホーム﹂と︑神戸市立西部高齢者介護支援センターから

ぎには︑私たちの﹁高齢者ケアセンターながた﹂︵特別養護老人

ながた支援ネットワークができるまで

３
1

⑱道を一本隔てた向こう側は火の海だった︒

、

４命与．騨鰯卿障睦多額婦孟唖

｛ス

がおり︑ショートステイ登録者約六○○名︑在宅介護手当の受
宅でくらしていました︒

給者約七○○名等から推定して︑約八○○人の要介護老人が在

神戸市立西市民病院をはじめ多くの病院や診療所も被災した

のことといえます︒しかし職員の数は︑徒歩や自転車でやっと

状況で︑多くの方がまず当センターを頼ってこられたのは当然

出勤してきた私を含め一三名しかいません︒一階のロビーにけ

が人を含んだ二○○名ちかい近隣の避難者をかかえた状況では︑

七五名の入所者を守ることすらやっとでした︒そのため︑事情
ほかに方法はありませんでした︒

を説明し避難場所を聞き︑とにかく待つようにお願いするより

その日の夕方にはロビーにいる避難者の方に︑要介護老人の

緊急保護を最優先におこなわなければならない事情を説明し︑

けが人や高齢者を含む二五名の方以外は隣接する区役所への移

その日に︑避難所から緊急を要する二名の重介護老人の保護

動をお願いしました︒

ないました︒

をおこない︑その後三月末までに六五名の緊急一時保護をおこ

防災マニュアルがつくった福祉の空白

この日︑私が状況を確認した数か所の避難所は︑いずれも悲

惨としかいいようのない状況でした︒学校の教室や体育館はも

ちろん︑通路や階段の踊り場にも被災者があふれ︑寒さに震え

４

火にあたっていました︒とくに高齢者の方々は逃げ遅れたのか︑

ていました︒運動場でもたくさんの方が︑着のみ着のままで焚

ることを想定していない防災マニュアルが︑高齢者たちをより

災マニュアル︑政府も地方自治体も高齢者が︽災害弱者︾であ

高齢社会において︽災害弱者︾の存在すら想定していない防

在宅や避難所の高齢者たちの受難に対して真筆に反省と総括

危険な状況に追いこんでいきました︒

通路や出入口のコンクリートの上で寒さに震えていました︒
本来︑高齢者や障害者を守る責任をもつ第一の公的機関は福

をおこない︑今後二度と同じ悲劇をくりかえさないよう改正さ

祉事務所ですが︑このような非常時に︑福祉事務所のなかには
誰一人いなくなっていました︒彼ら全員︑死者の対応のため遺

れることを願っています︒

長田区にはピーク時に五万人をこえる避難者がいて︑どの避

横になることもできない避難所の高齢者

体安置所に詰めていたのです︒

防災マニュアルによれば︑災害時において福祉事務所は担当
地区の死者の対応を最優先に︑しかも独自の責任でおこなわな
ければなりません︒福祉事務所職員は︑遺体安置所で文字どお
り倒れるまで働き︑遺体の側で仮眠をとり目がさめればまた業

人たちには︑学校のグラウンドや公園しか安全な場所はありま

難所も被災者であふれていました︒避難所に入りきれなかった

消防や警察では災害時には自動的に全国からの応援体制がと

せんでした︒そしていまも多くの被災者が︑手作りのテントで

務をおこなうという︑壮絶な状況に追いこまれていたのです︒
られますが︑福祉事務所やその他の福祉機関への応援は想定す

避難生活を送っています︒

避難所のなかでは横になることもできず︑多くの人はうずく

らされていませんでした︒また︑福祉施策を担当する県︒市民
生部局も︑災害時においては救援物資等の配給機関となってい

あっても同じです︒家族が必死で背中をささえて︑足を投げ出

まり︑あるいはもたれあって夜を過ごしました︒要介護老人で

したがって高齢者︒障害者対策等の福祉関係施策をおこなう

すのがやっとの方もいました︒私が初めにできた彼らに対する

ました︒

機関は︑事実上防災マニュアルによって一瞬にして消滅させら

言えないほどの状況だったのです︒

と大声で怒鳴ることだけでした︒家族からはそれすらとても

い︒詰めてください﹂

﹁ここに体の弱い老人がいます︒横になる場所を空けてくださ

援助は︑家族がとめるのを無視して︑

また︑今回の震災においては予想外のボランティアの活躍が

れてしまったともいえるでしょう︒

ありましたが︑残念ながら彼らを有効に統制すべきであった県
市町村社会福祉協議会も県や市の民生部局に吸収され︑物資配
送に追われていたのです︒

ながた支援ネットワークができるまで
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方に連絡がとれ無事なことだけが確認できたことなど︑矢継ぎ

までかかってくること︑電話がつながらなかったがようやく夕

の限られた数少ないベッドを有効に生かすためには︑独居老人

設で応援の準備をしていると︒

ぱやに聞こえてきました︒そして︑福岡︒佐賀県の老人福祉施

そして︑医療機関も重傷者であふれているなか︑当センター
や老人世帯︑重介護の必要な方を優先するほかありませんでし

と重ねて聞いてきました︒私は彼だからこそ︑正直に心の不

﹁何にいちばん困っているのか︒どんな援助でもする﹂

に︑

と︑どこかの外務省のように辞退しました︒しかし彼は執勘

設からも応援が来る予定だから﹂

﹁遠いからいいよ︑大阪の本部施設や友人施設︑岡山の友人施

私はせっかくの応援の申し出を︑

た︒したがって介護者が比較的しっかりしている方に対しては︑
紙オシメを配る程度のことで許してもらうしかありませんでし
た︒

緊急保護をおこなうときには施設の名前の書いていない車を
使い︑家族にはきびしく口止めをして︑隠れるようにホームに
保護しました︒押しかけてくることを恐れたからです︒
勇気をくれた友の応授

安を打ち明けました︒

﹁大丈夫だ︒施設の利用者と職員だけはどんなことをしても守

る︒そのためにはあとで長田の街を歩けなくなってもしょうが

消火作業さえまったくおこなわれず︑燃えさかる周辺の火災
を施設の二階から見張りながら︑私は一晩中考えていました︒

ない︒覚悟はできている﹂

そして避難所の高齢者の状況が悲惨であること︑福祉事務所︑

このまま︑ここにいてよいのか︑どうやってどこに避難するの
か︑この先どうやって入所者たちを守るのか︑はたして守れる

り捨てるしかない︑地域の高齢者の全部は一施設では守りよう

きないこと︑あと数人を保護をするのがやっとで︑その後は切

市の民生局も防災マニュアルに縛られ高齢者対策がまったくで

周辺の火災がようやく自然鎮火した一八日深夜︑地震直後に

のか︑すべて堂々めぐりで答えを出しようもありません︒

飛び出したままの自宅に様子を確認するため一時戻ると︑福

一月一一一一一日に一三人の先発隊が︑一一九日には五四人の本隊が

と言ってくれました︒

行く﹂

﹁地域の老人もおまえが守れ︑守れる︒断っても勝手に応援に

がないと説明しました︒彼は私を叱るように︑

ている︒連絡を至急ほしい﹂と何度も電話がかかっていること

岡︒佐賀県の友人施設長から﹁電話がつながらないので心配し
を知りました︒

電話をすると︑テレビが伝える長田の大火に私の施設が無事
か二日間心配したこと︑全国の友人施設からの問合せが九州に
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応援に到着しました︒
緊急一時保腫を直販する

一九日夕方︑友人に勇気づけられた私は︑神戸市民政局に高
齢者対策を協議するため駆けこみました︒しかし担当者は︑

﹁いまはそれどころではない︑防災マニュアルに従い市民に救
援物資を配給することが優先だ﹂

内で協議をします﹂と答えてくれました︒

翌二○日︑厚生省の通達﹁老計第七号﹂によって︑事務手続

を後処理にして要介護老人︒障害者等を緊急一時保護する旨の
指示が︑県︒市に出されました︒

当センターでも二四時間体制で緊急保護を受けるとともに︑

中継ステーションとして他施設に転送することにより︑できる

で地域の高齢者を救済できると思ったのも束の間︑容易には緊

だけ多くの要介護老人の保護をおこないました︒しかし︑これ

ためです︒

被災地に迎えにいけないことや︑高齢者自身が施設を拒否した

急保護は進みませんでした︒あまりにも交通状況が悪いため︑

﹁そんな馬鹿な︑このままでは二次犠牲者が出る︒高齢福祉部

と答えました︒

の責任だろう﹂

ために施設に保護されることを受け入れましたが︑独居老人の

家族のいる要介護老人たちはむしろ︑家族に迷惑をかけない

い﹂

多くは﹁遠くの施設はいやだ︒ここで死にたい︒死んだほうが

﹁上司との連絡もとれない︑県知事の許可がないと何もできな
﹁俺が独断で厚生省と掛け合う︑文句はないな﹂

そのため避難所において介護援助をおこなう必要が生まれま

ましだ﹂と答え︑老人夫婦たちは﹁別れたくない︒自分だけ安

した︒福岡︒佐賀県から応援に駆けつけた友人施設の職員で一

全なところへ行けない﹂と答えました︒

許可と指示を県︒市にお願いします︒福祉事務所も機能しない

その夜︑私は厚生省に直訴しました︒内容は︑﹁緊急保護の
状況ですから措置制度では対応できません︒こんなときに医師

月二六日から避難所の調査をおこない︑同時に介護支援をおこ

﹁そうしてくれ﹂

の診断書や所得証明なんてとれないでしょう︒事務手続を最低

当時︑長田区の避難所は五八か所二万三○○○人︑そのうち

所と連携して緊急保護と同時に生活支援をおこないました︒

の一部介助の必要な高齢者︑合計一○六名を発見し︑福祉事務

一万三○○○人︶で緊急保護の必要な六一一一名の高齢者と︑四三名

ないました︒二月一日までに二四か所の大規模避難所︵避難者

でした︒

限にして︑施設に定員外の入所を認めてください﹂というもの
厚生省の担当者は当初﹁そのような要請は県からも︑どの市
からも聞いていない﹂と答えましたが︑避難所の状況︑福祉事
務所︑民生局の状況を説明すると︑﹁わかりました︑すぐに省

ながた支援ネットワークができるまで
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難所では︑救護班と避難所管理者等の協力により避難所肺炎を

ほとんど出さなかったところもあるようです︒今後︑各避難所

屋外避難者が五○○○人といわれていましたが︑発見した要介
護老人への支援に力を注いだためそれ以上の調査は進めること

とが︑唯一︑亡くなった方への供養だと思われます︒

の救護班のカルテ調査などにより専門家によって検証されるこ

避難所は通路すらない状況であり︑ようやくグラウンドの隅

ができませんでした︒

の通路で震える高齢者に電気毛布が与えられたなら︑あるいは

電源が避難所にひかれ電子レンジが使えたなら︑コンクリート

長田区でも一二日には︑電気が完全復旧していました︒仮設

の多くは水分をとらず︑脱水症状を起こしていました︒また︑

に設置された臨時トイレに行くことも困難なため︑高齢者たち
冷たくて固い弁当の握り飯はのどを通すことができず︑無理に

ボランティアがストーブを届けても危険だからと許可されず︑

なりません︒

﹁消火器を抱いて寝ずの番をする﹂といっても︑不公平になる

教室や体育館に電気温風機が置かれていたならと︑悔やまれて

冷たい通路のコンクリートの上や階段の踊り場︑体育館の床し

と拒否されました︒たとえ非常事態であっても一律平等は︑

ザが猛威をふるいました︒救護班が薬を与えても︑休む場所は
かありません︒せいぜい二︑三枚の毛布をミノ虫のように体に

食べれば激しい下痢に苦しめられました︒そしてインフルエン

巻きつけて︑震えながら激しく咳をしている高齢者の姿をいま

︽災害弱者︾にとっては︑結果の悪平等︑すなわち死を意味し
ます︒

も忘れることができません︒
防げたはずの避難所肺炎

厚生省が大阪に対策本部を設置した二三日︑今後はすべて対

梁さんとの出会い︑
そして﹁ながた支授ネットワーク﹂

策本部の指示でおこなうという方針により︑九州からの応援は

このような状況のなかで︑健康な高齢者までが︑肺炎︑心疾
きました︒とくに肺炎になる高齢者が非常に多く︑﹁避難所肺

患︑慢性疾患の悪化などで次々に避難所から救急車で消えてい

第二派で中止となりました︒そのうえ緊急保護をおこなう施設

一一二日夕方︑同じように避難所で高齢者を援助しているボラン

今後の方策がまったくたたず︑絶望感にすらおそわれていた

でした︒

を支援するため︑避難所や在宅の支援の要員は派遣されません

炎﹂と誰からともなくいわれたほどです︒

ある医療機関の調査では︑避難所における健康悪化のため救
ます︒これは︑避難所での寒さと水分︒食事の不適切な摂取が

急入院のあと亡くなった高齢者は︑約五○○人と推定されてい
原因で亡くなった高齢者の推測数です︒とはいえごく一部の避
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ティア看護婦と︑当センターの応援職員が出会いました︒
﹁今夜︑ボランティアの会議があります︒ぜひ来てください﹂

ワラにもすがる気持ちで︑指定された﹁林山朝日診療所﹂に
これが︑惑臓恥医師との初めての出会いでした︒

行きました︒

お互いに癌かれたように︑﹁いま何ができるか︑何をすべき
した︒﹁このままでは避難所で高齢者がバタバタ死んでいく﹂︒

か﹂と早口で話し合いました︒状況の認識は︑まったく同じで
老人ホームとして避難所や在宅の支援ができないならボラン
ティアでと︑﹁長田地区高齢者・障害者緊急支援ネットワーク
︵以下︑ながた支援ネットワーク︶﹂をつくることをその夜︑決めま

お互いに協力の要請をすることを約束しました︒

した︒そして︑協力していただけるような個人や機関︒団体に︑

同時に︑現状を打開するため︑早急に高齢者専用の二次避難
所をつくることを最優先にすることを決定しました︒これが二
月五日に神戸市立長田在宅福祉センターを借りてつくった高齢
サルビアは︑ボランティアの医師︑看護婦︑介護職員︑学生︑

者専用二次避難所﹁サルビア﹂でしたＣ

調理師等の多彩な人びとによって︑丸二か月間ささえられまし
た︒サルビアが保護した高齢者は延べ二六人で︑四月六日の閉
鎖の後︑一三名が当センターに移りました︒

その後八月上旬︑そのなかの一人︑八二歳の吉守さんは︑仮
設店舗で駄菓子屋を再開しました︒中尾さんや妻さんは仮設住
宅に当選しました︒仮設住宅の当選を待ちながら︑もう一度地

のが中辻氏︒その右が梁氏︒

●﹁サルビア﹂開設前日の打合せ︒緊張感が漂う︒中央で紙を持っている

ながた支援ネットワークができるまで
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域でくらす日を楽しみにしている人もまだいます︒

の白淫政和教授により分析され︑避難所の緊急保護調査ととも

に報告書にまとめられ︑日本社会保障学会︑都市住宅学会︑日

本建築学会等に白津教授や私が発表しました︒

の摩擦をひきおこしました︒一つは不法滞在の外国人のあぶり

在宅安否鯛査でわかったこと

ながた支援ネットワークは︑他のボランティア団体の協力を

ました︒もう一つは︑こんな非常時に調査をするなんて︑とい

だしになるという批判で︑外国人支援グループから強く出され

しかし一方でこの調査は︑他のボランティア団体といくつか

でも﹁在宅高齢者︒障害者等安否調査﹂は非常に大きな成果を

得ながらさまざまな高齢者支援をおこなってきましたが︑なか

二月一○日より︑ボランティアによる調査専任事務局をつく

いる高齢者が無事でいるのか心配でなりませんでした︒もちろ

しかし避難所対策に追われていた私は︑在宅に取り残されて

う批判でした︒

り︑︵財︶東京都老人総合研究所による﹁プレ調査﹂によって調

やく避難所の救護班も高齢者に重点的に対応するようになり︑

ん行政を含め︑誰も在宅の状況を把握できずにいました︒よう

あげることができました︵三八一一頁参照︶︒

査方法を確立しました︒そして六つのボランティア団体の協力

○八戸の自立を確認しました︒また︑調査時に避難等により留

なのかを知ることが急務でしたが︑この調査をボランティアの

高齢者が在宅で無事にくらせるのか︑どのような支援が必要

に戻る高齢者の姿が目立つようになっていたのです︒

られなくなりましたが︑一方で水道の復旧により被災した自宅

また緊急一次保護も進み︑危険な状況の高齢者は避難所ではみ

を得て延べ約三八○人が︑長田区の五地区一万四六一九戸の全
戸訪問調査をおこないました︒

この調査は︑震災後初めておこなわれた本格的な在宅の調査

守であった多数の半壊を含む五三八九戸には︑相談専用電話の

調査員でトラブルなく無事にやり遂げられるのか︑出てきたニ

です︒その結果︑三○○戸の援助を求める世帯を発見し︑三○

案内を配布することにより︑一五○件以上の電話相談を受けま

況にないことが確認され︑正直︑胸をなでおろしました︒しか

者がさまざまな生活の不便は強いられていても生命の危険な状

幸いにトラブルなく終了できたこと︑なによりも在宅の高齢

を抱いていたのです︒

おしのけ強引に進めながらも︑内心では私がいちばん強く不安

ードに対応できるのか非常に不安でした︒周囲の反対や心配を

全壊家屋四三九四戸︑非住居建物一五二八戸などの調査結果

した︒

を色分けをした住宅地図は︑震災後生じた各地区の避難所のさ
まざまな差異の原因や︑今後の復興計画の課題を明らかにしま
した︒

調査結果は︑大阪市立大学生活科学部︒長寿社会科学研究室

ＺＯ

し︑私の強引な進め方が禍いしてか︑いくつかのボランティア
グループとの確執はその後も残ったようです︒

その結果︑踊りだけではなく︑鎮魂のために三○○○の精霊

︵灯篭︶と︑再生のための和太鼓の演奏の計画が浮かんできま

した︒ボランティアの僧侶の思わぬ協力もあり︑非常に大がか

の神戸太鼓のグループ︑犠牲者全員の氏名を飾った葬儀社の協

鎮魂と再生︑そして共生のセレモニー

しようみよう

三月一○日︑一人の異風な男性が事務局を訪ねてきました︒

があらわれました︒三○○○の精霊は和紙と竹ヒゴとベニヤで

力による祭壇︑音声や照明の舞台専門家などさまざまな協力者

読経の僧侶が一一十数名と仏教音楽の声明も一一十数名︑地元

りなセレモニーになっていきました︒

の瓦操の上で﹁鎮魂の踊り﹂をやりたいという相談を持ちこん

何日も徹夜でつくった精霊と︑避難所で聞く被災者の話に何

さまざまな鎮魂の言葉や絵をかいてもらいました︒

つくり︑五○人ちかいボランティアが避難所を回り︑被災者に

彼は前衛舞踏家でした︒そして三月二一日の彼岸に︑菅原市場
できたのです︒

突っ拍子もない相談でしたが︑事務局のボランティアである
辻さんの友人ということで︑しかたなく踊りを見てから考える

ようとして助けられなかった避難所で倒れていった二次犠牲者

モニーができました︒私はといえば︑このセレモニーを︑助け

ようとしたボランティアたちにより︑手作りのすばらしいセレ

度も涙を流しながらできるだけ多くの被災者の心を精霊に集め

ロールができず︑感情失禁の状態をまわりに気づかれまいと苦

そのころの私は震災後の疲れがピークに達し︑感情のコント

と返事をしてしまいました︒

しんでいました︒しかし彼の踊りを見ていると︑妙に心の安ら

の人たちの慰霊祭にしようと一人思っていました︒

戦災で家を焼かれた老人︑頼りとする息子の戦死により弧老

宅を開放し︑養老院を開設しました︒

昭和二六年︑私が一歳のとき︑亡父︒嘉台が大阪府堺市の自

私と老人ホｉムー養老鴎の子

した︒

そして︑このセレモニーでもっとも心救われたのは私自身で

ぐものがありました︒私は︑菅原市場の対策本部のテントに踊
瓦篠の撤去が一部始まった菅原市場の横のテントで︑市場の

りの趣旨を説明に行きました︒

役員から今後の見通しを尋ねてみました︒彼は︑犠牲者が三人
と少なかった菅原市場ではなんとか再建しようという意見もま
とまってきたが︑二七人の犠牲者を出した菅原商店街は悲しみ
から立ち上がれないことなどを話してくれました︒被災者の苦
しみを聞くうちに︑何かできないものだろうかと私は考えはじ
めました︒

ながた支援ネットワークができるまで

ＺＩ

ちかい生活をしていた老人たちを自宅に四五人ひきとり︑養老

となった方や︑大陸から身一つで帰還した方など︑ルンペンに
ありました︒

大学を卒業して五年間︑㈱そごうに勤務したのち昭和五五年

モデル施設として﹁高齢者ケアセンターながた﹂を︑特別養護

の第一歩を踏み出しました︒その後︑平成五年四月に厚生省の

に神戸市西区に特別養謹屋老人ホーム永栄園を創設し︑老人福祉

ながさか

に退職し︑二九歳で老人ホームの設立を計画し︑翌五六年五月

した︒当時は職員も少なく︑母が賄いから事務まで施設の仕事

老人ホームを基幹とした在宅福祉を重視した日本で初の都市型

私は物心がつく前から一○○人以上の老人に囲まれて育ちま

事業を始めました．

なものです︒

両親が苦労して築き上げた施設ではなく︑自らの選択により

総合高齢者施設として創設し︑この大震災に遭遇しました︒

に追われていたので︑私はほとんど老人に育ててもらったよう
子ども時代の私の部屋は︑老人とフスマ一枚隔てただけでし

新天地で新しい老人福祉を開拓したいと思い神戸に来たことも︑

た︒親に叱られ部屋で泣いていると︑フスマ越しによく老人に
慰めてもらったものです︒いまでは想像もできないほど貧しか

田の街を一晩中みつめながら︑なぜか何度も﹁養老院の子は養

私の宿命のように感じられます︒一七日の夜︑燃えつづける長

者の受難を本能的に予知していたのかもしれません︒

老院か﹂と咳いていたのは︑その後の避難所や仮設住宅の高齢

った生活を補うためにそのころ盛んであった老人の内職仕事を
珠の糸通し﹂﹁紙袋貼り﹂﹁グリコのおまけづくり﹂など︑貧し

よく手伝ったのが︑とくに懐かしく思い出されます︒﹁模造真
くともたくましくもあった養老院時代の老人の︑一人ひとりの
わずかなお金が入ると酒屋で焼酎を立ち呑みし道端のドブで

書棚から︑昭和二六年に父が周囲の反対を押し切り養老院を開

た支援ネットワーク﹂の趣意書を書いたその夜︑倒れたままの

一月三一日︑高齢者専用二次避難所の開設を決断し︑﹁なが

寝てしまう老人を︑リヤカーで迎えにいくのも私の役割でした︒

蛙﹂だと思いながら︑父の気持ちがやっと理解できたような気

設したときの趣意害を探し出しました︒つくづく﹁蛙の子は

顔が浮かびます︒

ころ︑樽型の棺桶を粗縄でリヤカーに積み田舎道を斎場へ行く

ながた支援ネットワークは︑﹁高齢者︒障害者の救援および

ボランティアへの思い

がしました︒

亡くなった老人を斎場に送るのもリヤカーでした︒四︑五歳の
途中︑縄が緩み坂道を植桶が転がったとき︑なぜか私は人に見
﹁養老院の子﹂として育ったことが︑私の人生に与えた影響は

られてはいけないと必死で周囲を見渡したのを覚えています︒

たく違った私がもう一人いたのに︑と夢想したこともたびたび

計りしれません︒﹁養老院の子﹂に生まれていなければ︑まっ

ＺＺ

ｉＩＩ

Ｉ
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雪
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︾㎡一一

一 塗 一 一 一 号

支援﹂を目的に︑一月三一日に結成されました︒そのため︑医

や社会人等がサポートする体制を組織しました︒

師︑看護婦︑介護職員︑ソーシャルワーカー等を中心に︑学生

しかし︑ボランティアである以上︑医師も学生も平等である

ことを第一方針として︑お互いを﹁さん﹂付けで呼びあうこと

を決めました︒これは専門職のボランティアと一般のボランテ

ィアの信頼関係の原点であり︑コミュニケーションが非常にう

ボランティアはあくまで自己決定と自己責任で行動する者に

まくいった最大の秘訣でもあります︒

せん︒自己決定と自己責任で行動したボランティアは︑他では

与えられる称号です︒決して一方的な奉仕をする者ではありま

決して得られないものを︑被災地から︑被災者から得て帰って

いったのでしょう︒きっと︑与えたものより遥かに大きなもの
を得ることができたと思います︒

私たちは︑誰に頼まれたのではなく︑自らの意志で決定し︑

とき︑傍観者であることに我慢がならなかったから︑行動しな

同じ目的をもつものが集まった︑いわば﹁勝手連﹂です︒あの

ければ自分自身が許せなかったから︑高齢者や障害者のために

何かをしなければいけないと思ったから︑何かをしたかったか

ら︑﹁ながた支援ネットワーク﹂に集まったのだと思います︒

しかし︑ボランティアが多くの称賛を受けたのも事実なら︑

被災者の自立を妨げているなどと批判を受けたことも事実です︒

一二五万人のボランティアが被災地に駆けつけたといわれてい

ますが︑その理由の一つに︑ボランティアの多くが﹁非日常﹂

ながた支援ネットワークができるまで

２
３

⑪西区西神第七仮設住宅︒屋内外の環境整備が必要だ︒

悪

を被災地に求めたという点もあげられるかと思います︒
また︑緊急事態のなかで︑短期間に入れ替わるボランティア
のすべてと十分なコミュニケーションがとれたわけではありま

年以上たっても避難所や公園のテントから出られない被災者︑

ながた支援ネットワークは﹁阪神高齢者・障害者支援ネット

仮設住宅で続出する﹁孤独死﹂⁝⁝︒

ボランティアが被災者︑被災地から他で得られないものを得

ワーク﹂と名前を変え︑残ったボランティアたちが︑一○六○

たように︑私も彼ら︑彼女らたちからたくさんの力をいただき

せん︒とくに震災直後から被災地の状況の変化を見てきた者と︑

ボランティアも長期に活動していれば当然息抜きも必要です

ました︒いつになったら被災した高齢者や障害者が安心してく

戸と被災地最大の西区西神第七仮設住宅にテントを張り︑二四

し︑また十分な活躍をしたという自負もあり︑周囲も認めてく

らせるようになるのか︑その時まで活動が継続できるのかまっ

時間体制で支援を続けています︒

れているだろうと︑時にはふざけたりすることも当たり前なの

たくわかりませんが︑今日まで支援してくれ力をくれた仲間た

た誤解やトラブルも多かったように思います︒

ですが︑来たばかりで緊張している人にとっては許せなく見え

勢いこんで初めて被災地に来た方のギャップの大きさから起き

たこともあるようです︒なかには幻滅したのか︑怒って帰った

ちともに︑明日も続けていきたいと思っています︒

ボランティアを受け入れるほうからいえば︑困ったボランテ

ボランティアもいました︒

ィアもいました︒正直いって︑﹁採用試験ができないのがボラ
しかし︑すばらしい医師と出会いました︒すばらしい看護婦

ンティアの最大の欠点﹂と︑ぼやいたこともあります︒

と出会いました︒すばらしい一生の友と思える人に出会いまし
た︒ボランティアの若者に囲まれながら︑できることならもう

零

一度皆と同じ年齢︑同じ立場に戻って人生をやりなおしたいと
思ったほどです︒

ボランティアの多くは︑ライフラインの復旧など被災地が日
常を取り戻すとともに帰っていきました︒そして被災地では︑

時間がたっとともにほんとうの被災者が取り残されました︒半

２
４

アンケート回答

Ｚ

アンケートの質問項目

アンケートの質問項目の詳細は次のとおりです︵すべての質問項目には︑補足説明・意見などを書く欄を設けてあります︶︹
掲載にあたっては︑﹁できる限り多くの方の体験や思いをそのまま紹介する﹂ことを編集方針としましたが︑
紙幅の都合上一○九人分を部門ごとの参加順に収録し︑また文意が変わらない範囲で整理・割愛させていただきました︒

からボランティアをしようと決めるまでの

めたのでしょうか︒地震の第一報を聞いて

７●そもそも今回なぜボランティア活動を始

の反応はどうでしたか︒

３●神戸に行くことに対して︑家族・友人等

なお︑アンケート用紙は四月一二日に発送し︑七月末までに回収しました︒

①肯定的②否定的③相談しなかった

⑧氏名︵ふりがな︶

●性別男・女

③年齢︵︶歳

①想像以上の被害だった②想像したほど

９・被災地の第一印象をお聞かせください︒

活動中のことについてお聞きします︒

③神戸に蒲いて

ください︒

的にどのような行動を起こしたかを教えて

８●ボランティアをすると決めてから︑具体

えてください︒

あなたの心の動きを︑できるだけ詳しく教

④その他

５●交通費︒食費等も含め︑今回の活動にか

①仕事②学業︵⑥家事︵轡旅行︒遊び
⑤時間がない⑥金がない︵①家族の反対
⑧特に障害はなかった⑨その他

したか﹇複数回答可﹈︒

りましたか︒それらにどのように対処しま

４●神戸に行くにあたって︑どんな障害があ

●住所

︵︶都道府県︵︶市区町村
●職業︵職種︶︑勤務先／学生は学校名︑学
部︑学年

︵︶人暮らし

●何人暮らしですか
●派遣で行かれた方は︑派遣元の団体名等
●ながた支援ネットワークへの参加期間

かった総費用はいくらですか︒また︑その

の他

ではなかった③想像どおりだった④そ

うち自己負担分はいくらですか︒

総費用︵︶円ぐらい

月日〜月日︵日間︶
③神戸に蔵くまで

しましたか︒

い●現地では主にどんなボランテイア活動を

そのうち自己負担分︵︶円ぐらい
たか︒

①事務局②メンテナンス・物資③水道
部隊④調理⑤ボランティアの世話係
︵︑家族・知人に借りた④その他

①貯金・小遣いから②そのために働いた

６●その自己負担分はどうやって捻出しまし

活動前のことについてお聞きします︒

①受けた②受けない

１●地震の被害を受けましたか︒

︵︶人

２●神戸には何人で行きましたか︒

２６

⑥相談業務⑦サルビアでの老人介護⑧
在宅老人安否調査⑨三月一二日のセレモ

ニー⑩そ の 他

しようか︒

︑●﹁ながた支援ネットワーク﹂の食事につ
いて︑どのような感想をお持ちですか﹇複

①貧弱②こんなものだろう︑豪華④

数回答可﹈︒

したか︒

食事よりもっと他のことにお金や労力を使

洞●その活動・役割は︑あなたに向いていま
①﹀向いていたと思う②﹀向いていなかった

ってほしかった⑤食べた分は働かなくて

③神戸を発って

意見があればお書きください︒

注文︵こうすればもっと良かった︶等のご

郡●﹁ながた支援ネットワーク﹂への批判・

しく食べた⑦その他

はいけないと思った⑥何も考えずにおい

と思う③どちらとも言えない
ありましたか︒

旭●﹁したかったのにできなかったこと﹂は

①ある②ない
幅●自分がしたことで︑こんなことはすべき
でなかったと思えることはありましたか︒

①ある②ない

型●神戸から帰り︑ふだんの生活に戻ったと

活動後のことについてお聞きします︒

狸●ながた支援ネットワーク以外も含めて︑

﹁こんなボランティアになりたい﹂と思え

他

①話した②誰にも話していない③その

牽●関西弁に対する印象は変わりましたか︒

い

︵④良くなった②悪くなった③変わらな

行きたいですか︒

麺●もう一度神戸に行くとしたら︑いつごろ

︵︶頃

諏⑮今回の活動に対する︑あなた自身の自己

一○○点満点中︑︵︶点

採点は？

あなたの考えを聞かせてください︒

③ボランティアについて

それはどんなボランティアですか︒

率●過去にボランティア経験はありますか︒

①ある②ない③その他

ください︒

う思いますか︒最も近いものを一つ選んで

塑●ボランティアと呼ばれることに対してど

︑室允実感︵望女堵感③虚脱感④焦燥感
率●神戸で見聞きし︑体験したことが︑現在

⑤うしろめたさ⑥さびしさ⑦その他

うちどれでしょう﹇二つまで可﹈︒

きのあなたの気持ちに最も近いものは次の

るような人はいましたか︒それはどんな
人／活動でしたか︒

幅●反対に︑﹁困ったボランティア﹂はいま
したか︒それはどんな人／活動でしたか︒
︵恋人を含む１．︶はできましたか︒

お●神戸から帰ってもつき合えるような友達

①うれしい②恥ずかしい③誇りに思う
④呼んでほしくない⑤その他
えていますか︒

態が発生すればやりたい③もうやりたく

①日常的にやりたい②災害などの緊急事

訓●神戸に行く前と後で﹁ボランティア﹂と

ない④わからない⑤その他

釦●今後もボランティア活動をしますか︒

①できた②できない③どちらとも言え
ない④ここでは言えない

①与えていると思う②与えているとは思

しましたか︒

聖●戻ってから現地のことを家族・友人に話

の行動︑ものの感じ方・考え方に影響を与

●現地で役に立ったものは何でしょうか︒

わない③わからない④その他

うか︒

幅●現地で役に立たなかったものは何でしょ
ね●現地に持っていけばよかったものは何で

アンケートの質問項目

z７

いう言葉に対するイメージは変わりました
か︒

①変わった②変わらない③その他
聖●﹁ボランティア﹂という言葉を︑あなた
なりに言い換えるとどのようになりますか︒

戯溌織岬瑠

あなたはどんな人ですか？
すか︒﹁あなたの自己像﹂を教えてくださ

●あなたは自分をどんな人間だと思っていま

知で︶どちらかに○を付けてください︒

い︒以下のそれぞれについて︑︵無理を承

最も当たっていると思うのはどれですか

銅●ボランティアに対する次の批判のうち︑

粘り強い×あきっぽい

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

﹇○を一つ付けてください﹈︒また最も反発

を感じるのはどれですか﹇×を一つ付けて
ください﹈︒

気長×短気

攻撃的×受容的

①偽善②することがないからしているだ

け③ファッションとしてやっている④

流行に敏感×流行に鈍感

日本人はボランティアには向いていない
︵︑自己満足⑥そんなに役に立っていない

見栄っ張り×見栄を張らない

責任感強い×責任感弱い

閉鎖的×開放的

好奇心強い×好奇心弱い

い

⑦その他⑧そのような議論には興味はな
評●こういうシステムがあればボランティア

●趣味・特技︑こんな珍しい体験をしたこと

物欲が強い×物欲が弱い

活動に参加しやすくなる︑という案があれ
ば書いてください︒

●理想の異性のタイプは？

があるなど︑自己ＰＲを一言︒

あなたは神戸で何に出会いましたか︒

◎神戸で出会ったこと

●現在の生活に満足していますか︒

ない③わからない

①ほぼ満足している②あまり満足してい

☆これまでの回答と重複してもかまいません︒

今回の活動をとおして︑最も印象に残った
ことは何だったでしょうか︒﹁あなたが神
に教えてください︒

戸で出
出会
会っ
った
たこ
ことと
﹂﹂を︑できるだけ具体的

２８

電話口での一喜一憂

事務局辻彰子

満を抱きつつボランティアの期間

える場をもてればよかったと︑い

を終えた人ともっともっと話し合

数だった︒

﹁考えていたのとは違う﹂

ボランティア希望者の多さは︑分に引き寄せて考えていたからで

﹁毎日︑掃除だけ︒そのうえ食事

そんな余裕はなく︑それが冷たく

まになって思っている︒渦中では

くわかる︒緊急配置されたレトロに︑私たちも一喜一憂していた︒

まで食べさせてもらえるなんて心

実際に電話の受け付けをするとよあろう︒電話の向こうの一喜一憂

調の黒電話が懐かしいベルの音を今

苦しい﹄

多数を占める学生さんたちのなか

など︑一般ボランティアでは大

心が安らいだことは︑﹁サルビア

緊迫した日々のなかでいちばん

いたということもあったのかもし

映ったり︑不安感や不満に結びつ

だろう︒受話器の向こうから強くストックしていった︒しかしボラ

には︑長田入りする前のイメージ

ているんだろうか﹂

﹁自分のしていることが役に立っ

鳴らし続けた︒希望者は皆︑﹁何ボランティアの受け入れにっい
かの役に立ちたい﹂という純粋なては︑ながた支援ネットワークの

それが伝わってくる︒ンティア希望者のほとんどすべて

と現実のギャップに悩み︑不満の

気持ちがあふれてダイヤルしたの特性から︑看護・介護職を中心に

しかし︑すべてを受け入れるこが︑直接お年寄りと接する仕事を

のお年寄りの笑顔が少しずつ増え

ているよ！﹂という事実だった︒

今

とは不可能なことだった︒登録だ期待していた︒資格の有無には関

声もちらほら聞こえた︒

れない︒

けしてもらい︑あとは〃なしのつ係なく︑自分は専門的なことはで

お年寄りの笑顔は街の笑顔に思え

勝手な話かもしれないが︑たと
え空き時間があったとしても︑い

る︒それが何よりだった︒もちろ

というような対応も気の毒きないが︑話し相手や身の回りの

である︒そのときの事務局の見解世話などはできるだろうと考えて

ざというときに何にでも対応でき

ぶて

は︑即答できずに登録︵Ⅱ待機︶いた方が圧倒的に多かったのだ︒

きなくても︑支援ネットワークで

直接お年寄りにかかわることはで

ケアの力によるところは大きいが︑
だ︒しかしそれでは本人の﹁志﹂

活動したすべての人々や︑残念な

ん看護・介護スタッフの献身的な

がくじかれてしま﹄１かといって

がらいっしょに活動できなかった

る人材がいるというだけで︑私た

うということで全員一致していた︒人が感じているのかと痛感させら

自分から果敢に外へ出て被災地の

が電話の向こうでエールをくれた

ちにとってはものすごく安心なの

手間がかかるが︑そうすれば他のれた︒

現状を自分の目で確かめてきたり︑

ＮＯの方にもこちらから電話しよ大切であると︑こんなにも多くの

ボランティア組織に連絡することサルビアの緊急避難所は︑避難

外で何かを手伝ったりできるかと

してもらったら︑めどがたち次第コミュニケーションとふれあいが

ここにいる自分だって︑少し前まりれば﹁ここは天国や﹂であり︑

もできるだろうし︑何よりもいま所といえども︑入所者の言葉を借

方たちの気持ちが︑この笑顔に通

じているのだと私は信じている︒

いえば︑これもなかなか難しい︒

途中で帰ってしまった人や︑不

では電話の向こうにいる人たちと一七名のお年寄りに話し相手は看

同じ立場であったのだと誰もが自護・介護スタッフだけでも十分な

アンケートの質問項目

望９

おとしよりのお世話をする
憲窒

避難所の不十分な食事と寒さで衰
弱︒涯患するおそれのある高齢者
を緊急保護するため︑神戸市立長
の一階が二次避難所として提供さ

田在宅福祉センター﹁サルビア﹂

れた︒そして医師や看護婦︑ホー
ムヘルパー︑寮母らのボランティ
アによって医療部分と生活援助部
入所者数に対して十分な人員がい

分のサポートが行われた︒

たため︑医療行為や入浴介助︑食
事介助などの直接的対応だけでな
エーション︑買い物への付き添い

く︑入所者との語り合いやレクリ
なども可能であった︒

奥堀恵︵お く ぼ り め ぐ み ︶
ると思っていたからです︒自分の排池物も持

泊場所などを確保しておかなくては迷惑にな

大切なケアだったので︑ポータブルトイレで

た︒陰部シャワー浴は入浴回数が少ないため

パック︑バスタオルを使ってベッド上で行っ

六人暮らし︵夫︑子ども三人︑夫の父︶

四一歳／女／岐阜県神戸町

ことだけを考え︑へたな同情はやめてできる

ームヘルパーとしての技術を提供するという

ろいろな面で試されるようで不安でした︒ホ

うと思いました︒しかし心の中では自分がい

よかった︒そういう提案をしたかったが︑自

アの数が多いとき︑避難所でお世話できると

堰○できなかったこと⁝あるＩボランティ

洲●活動の向き︒不向き⁝︾向いていた︒

きりするし感染症予防になる︒

の排池後にお湯で洗浄した︒お年寄りがすっ

二月四日〜二月八日︵五日間︶

だけ迷惑をかけないようにと考えた︒

会社から要請があり︑それならば参加しよ

って帰るべき⁝くらいに考えていました︒

二月一六日〜二月二一日︵六日間︶

生メディカル

介護福祉士︵ホームヘルパー︶株式会社新

全国在宅介護事業協議会からの派遣

分は将棋の駒だという意識が強くて言えなか

アホームで宿泊のお世話になったときのこと︒

沼●すべきでなかったこと⁝︾あるｌ長田ケ

った︒

８●どのようにアクセスしたか⁝︾家族の協力

三人に家事を分担︒協力してもらった︒また

楽しい雰囲気でボランティア同士が話し合う

◎神戸に魅くまで
１●地震の被害：︒︾受けない︒

近所の友人にも子どもたちのことを頼んでき

を依頼しました︒夫︑義父︑小学生の子ども
２●何人で行ったか⁝︾一人︒

機会が得られたが︑少しエスカレートして施

た︵生協の物資運搬などを︶︒

が﹁自分は高齢︵七○歳︶なので直接ボラン

もと施設ケアの人でありながら︑その場の状

岬●理想のボランティア⁝︾Ｓさんです︒もと

はないかと反省︒

設で生活している人たちに迷惑をかけたので

た︒

９⑬被災地の第一印象．：︾想像以上の被害だっ

⑨神戸に藩いて

３・家族︒友人の反応⁝肯定的ｌ主人の父
ティアに参加できないが︑留守の間︑調理・
い﹂と言ってくれた︒子どもたちや主人には︑

洗濯などをやるので安心して行ってきなさ
﹁自分のことは自分でするように﹂と言って

仕事をなさった人︒

帽●困ったボランティア⁝︾ボランティア活動

況を理解し︑調理の仕事に回って責任のある

について他人の批判を愚痴っぽく話している

︑●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護
がなくても﹁あるもの利用﹂のケアなので︑

人がいました︒言いたいことがあれば︑提

ｌ老人のケア全般．在宅ケアの技術は道具

った︒

を若いボランティアさんに伝授し︑皆さんに

物資がそろっていない時期に役立った︒それ

４●行くにあたっての障害⁝︾特に障害はなか

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾五万円︵一万円︶︒

出てきました︒

６︐費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

案・意見としてきちんとした場で言ってほし
よく眠れると喜ばれた︒洗髪はゴミ袋︑牛乳

たとえば足浴はトイレの近い人に効果的で︑

また自分の都合だけで受け入れ側のことも

いＯ

やってもらった︒

で参加することは正直いって考えていなかっ

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾個人

た︒ボランティアに行くなら自分で食事や宿

おとしよりのお世話をする◆老人介談

ﾕﾗﾖ

と知り合えた︒将来訪問したい︒

妬●友達はできたか⁝雫できたｌ多くの仲間

返す勇気ももってほしい︒

らせてくれというボランティア︒さっと引き

考えず︑とりあえず休暇をとったので何かや

ら好きです︒

率︒関西弁の印象⁝変わらないｌ私は昔か

話し合った︒

して︑われわれがそこから学ぶものは何かを

て話をした︒友人︒家族には現地の様子を話

すること︒実際にできる︑責任ある活動の提

がいて︑必要な支援の需要供給の関係を調節

ちんとしたボランティア・コーディネーター

型●ボランティアを活発化するシステム⁝︾き

供する側も︑もっとすっきりと︶︒

イアの教育を十分にしてほしい︵受ける側も提

供︒

配●再度行くならいつ⁝︾私を必要としている
ています︒

人がいれば︑何とか調節して行きたいと思っ

●役に立ったもの⁝︾在宅ケアの技術︒

栄養がとれたから︶︒

⑨あなたが神戸で出会ったこと

震災後一○日余りという比較的早い時期に

会社の属している全国在宅介護事業協議会か
記●過去のボランティア経験⁝︾正式にボラン

した︒看護婦一名︑ヘルパー三名が交替で一

らの要請で高齢者の救護支援活動に参加しま

︑ボランティアについて思うこと

訂●自己採点⁝︾七○点︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾栄養剤︵十分に
︑●食事の感想：．︾豪華︑食事よりもっと他の

ことにお金や労力を使ってほしかった︑食べ

た分は働かなくてはいけないと思ったｌ避

ティア登録などをした活動はありませんが︑

郡●ながた支援ネットワークへの批判・注文

難所生活をしている方に申し訳ないと思った︒
⁝︾長期的な視点に立ったボランティアのコー

呼んでほしくない︒

頚●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい︑

った老人たちもまた避難先でトイレに行けな

区で多くの老人が犠牲になりましたが︑助か

長田区は被災地の中でも高齢化の進んだ地

か月の参加でした︒

長田のボランティアを派遣するなど活動を広

い︑だから水分をとらない︑食事もしない⁝

的にしている︒

相互扶助のように近隣と助け合うことは日常

げてほしかった︒数多くの人々にケアを提供

釦②今後のボランティア活動・・・︾ボランティア

また教室の一部屋に老人を集めて︑そこへ

ディネートや調節ができるとよかった︒

したかった︒

新たに犠牲となる方も出てきていました︒
鈍●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

緊急支援ネットワーク﹂が設立されたのです︒

かけ人代表として﹁長田地区高齢者︒障害者

そんな状況の中で︑地元の医師会長を呼び

活動についての勉強をして︑責任のある活動

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で：．︾自立し

を引き受けてくれました︒文字どおり地域の

特養の長田ケアホームがボランティアの宿泊

としてなら考えていきたい︒

た人間同士の連携︒

⑥神戸を発って
狸●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感︑

麺●ボランティア批判⁝︾正当ｌ日本人はボラ

の早さといったら︑第一陣の言によると話が

医療と福祉がひとつになりました︒この設立

率③考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

ンティアに向いていない反発Ｉすることが
鞍いからしているだけｌ日本でもボランテ

うしろめたさ︒

型・家族︒友人に話したか⁝話したｌ親子
劇場の会などの一一︑三の団体から依頼を受け

石４

、

三日
日経
経つ
つか
か経
経た
たな
ない
いかか
出て二︑三
のの
うう
﹄ちに協力

／

このように行動力のあるリーダーと︑自分

デーへ

団体がずらりと名を連ねたそうです︒

、

たちも被災者でありながらより弱い立場の人
に手を差し延べることができる人のいる長田
私は第二陣で︑長田区に焼け残ったデイセ

区から学ぶべきことは多いと思いました︒

ンター﹁サルビア﹂にベッドを入れて高齢
りました︒ボランティアの役割も物資や水の

者・障害者専用の避難所にする作業から始ま
調達︑医療介護︑調理や洗濯掃除などに分け
ることができるのです︒

られ︑申し送りを受けるとすぐに仕事にかか
被災地に着くまで︑果たして自分に何がで
きるのだろうかと不安でしたが︑与えられた
場で精一杯の仕事をするのが一番と心が決ま
翌日︑次々と病院や避難所から老人が入所

りました︒

され︑私は夜勤組になりました︒昼間は人の
足浴をするのは夜の仕事になりました︒この

Ｉ
、

〈

出入りが多いこともあって︑身体を拭いたり︑

なったＮさん︒地震以来不眠が続いていたＫ

足浴で尿の間隔があいて︑よく眠れるように
さんもヘルパーの添い寝で朝までぐっすり眠
温かい食事︑身体が清潔で心がほぐれてき

おとしよりのお世話をする◆老人介謹

zララ

れたという︒

た老人たちは自らの震災体験を話してくれま

一 〜

した︒港町のせいか開放的な人柄で明るい雰
囲気︒

明るい×暗い

まじめ×ふまじめ

２●何人で行ったか：︾一人︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒

⑥神戸に藩くまで

受容的×攻撃的

には︑神戸に行きボランティアに参加したい

３．家族︒友人の反応：︾肯定的ｌ友人の中

体力に自信がある×体力に自信がない

気長×短気

またゴミ袋やバスタオルを使ったベッド上
の洗髪方法など家庭にあるものを工夫して利
流行に敏感×流行に鈍感

被災地から離れマスコミの報道も久しくな
見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

のできなかった人が数人いた︒彼女たちから

と思っても職場での理解が得られず行くこと

で大いに見直されました︒

用するケアは︑必要な道具がそろわない状況

った今︑すっかり以前と同じ生活に戻った私

４○行くにあたっての障害：雫仕事ｌ小人数

自分たちの分も︑と物資の援助があった︒

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

Ｉ

ですが︑長田を思うと胸の奥がズキンとなり
ます︒復興を心より応援します︒

迷っていたが︑熊谷院長︵一一七八頁︶を含め

タッフに負担がかかってしまうので︑最初は

のクリニックなので私が不在となると他のス

自己ＰＲ⑰映画鑑賞が趣味︒

物欲が弱い×物欲が強い
理想の異性のタイプ︑判断力︑行動力のある

自分さえよければいいという人ばかりでは︑

いざというときに力になりません︒冷静な判

中辻さんや梁さんのような人︒

非常に協力的な姿勢をみせてくれたので迷い

る行動のできる人たちの力でできたことです︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾五万円︵二万円︶︒

が振っ切れた︒

断力︑実行力のあるリーダーのもとに責任あ

不自由のない生活であるが︑自分や家族だけ

今の生活に満足か︑わからないｌ物質的に

研修期間中に非常に多くの人の温かい手を

他人事ではなかった︒

が数人いる︒その神戸で起きた今回の地震は

病院で研修を受けたので︑大阪︑神戸に友人

看護学校を卒業した直後の二か月間︑大阪の

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾私は

６③費用の捻出方法：．︾貯金・小遣いから︒

たくさんの犠牲者が出たことは何よりも悲

高由貴子一た：誉こ︶

の幸せでなく広く目を向けていきたい︒

しいことですが︑被害を最小限にする知恵を
今回の震災から皆で考えることが大切だと思
追記ｌ映画ファンの素敵な吉守さん︒トラ

います︒

っしょに口ずさみました︒﹁第三の男﹂を口

ンジスターラジオから聞こえる映画音楽をい

三二歳／女／札幌市

看護婦みどり内科クリニック

ることができたからである︒その人たちが救

借りながら︑生まれて初めて大阪で生活を送

今度は自分の番であるという思いがこみ上げ

援の手を待っている姿をテレビで見たときに︑

二人暮らし︵母︶
一一月一九日〜二月二三日︵五日間︶

二月五日〜二月一一日︵七日間︶

笛で吹いてくれました︒私も映画が大好き︒

粘り強い×あきっぽい

忘れられぬ人になりそうです︒

⁝
自己像

石６

てきた︒

洞●活動の向き・不向き⁝︾どちらとも言えな

◎神戸を発って

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

いｌどちらかと言うと救急医療に携わる期
間が長かったので︑高齢者の特徴を把握した

しかしそうは思ったものの︑現在大学の二
部に通っており後期試験を控えていたため︑

いたので︑入所していた人のその後のことが

虚脱感ｌ開所当日からサルビアに参加して

配＠考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

気になり落ち着かなかった︒

幅＠すべきでなかったこと⁝マない︒

卿●理想のボランティア⁝︾特養からの派遣で

ケアができなかったように思う︒

来ていた寮母さんたち︒彼女たちの高齢者の

聖●家族︒友人に話したか⁝︾話した︒

地震直後に神戸へ向うことはできなかった︒

が現地へ入っているので︑今さら自分が神戸

霞・関西弁の印象⁝変わらないｌ今でも大

時間が経つにつれ︑全国各地から救援医療班
へ行っても何もすることはないかもしれない
ることができた︒

特徴をふまえたケアをみて︑看護の基本に戻

でも私の勤務先の院長の友人である梁さん

西弁で話してしまう︒

阪や神戸の友人と電話で話すときは︑つい関

記ｏ再度行くならいつ⁝︾七︑八月頃ｌ大学

●役に立ったもの⁝︾ホッカイロ︵北海道よ

お●友達はできたか⁝︾できた︒

と思った︒

から緊急に保護を必要とする高齢者の避難所

り暖かいとはいえ︑神戸の冬も寒かった︶︒

が夏休みに入るので︒

を開設するのでという話を聞き︑二月五日に
神戸入りした︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾寝袋︵院長が持

⑥ボランティアについて思うこと

●自己採点⁝︾七○点︒

８●どのようにアクセスしたか⁝︾ボランティ

●食事の感想⁝︾食事よりもっと他のことに

たせてくれたが︑使うことはなかった︶︒

お金や労力を使ってほしかったｌサルビア

いろと悩んだが︑決めてからは苦労はなかっ

アをすると決めるまでは仕事のことなどいろ
た︒ながた支援ネットワークへの参加は︑院

配●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

での食事は無料だったが︑一○○円でも二○
○円でも食費として集め︑活動資金にしても

長の勧めによるものだった︒

ない︒

ｍ●今後のボランティア活動⁝﹀災害などの緊

麺●ボランティアと呼ばれて：．︾呼んでほしく

⁝二七︑八人の入所者に対し五︑六名の看護

訓○ボランティアのイメＩジ：皇変わった１

急事態が発生すればやりたい︒

よかったのでは？

９③被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

婦・寮母がいたが︑少し多すぎたのではない

時には〃してあげている″というような態度

◎神戸に藩いて

たｌ本当に終戦後の焼け野原のようで︑一

ったのが残念︒

か︒他の避難所での活動の手助けができなか

郡●ながた支援ネットワークへの批判︒注文

じ場所とは思えなかった︒

は自己満足するためのものではない︒

をとっている人が目に入った︒ボランティア

二年ほど前に訪れた夜景の美しかった街と同
加●主な活動内容⁝マサルピアでの老人介護

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾あくま

ｌ看護婦として入所して︑高齢者の身の回
りのお世話をした︒

おとしよりのお世話をする◇老人介護

2う７

で気持ちの問題︒すべての人間が平等なのだ
もなく︑暖房の効いたこの緊急避難所も︑水

にとっては決して忘れられない︑忘れてはな

れっっあるが︑被災地を目の当たりにした者

をしても流水で十分な手洗いもうがいもでき

ないためトイレの水も流れない︒排池の世話

自己像

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

らない出来事である︒

道・ガスは寸断されていた︒

猛威をふるうインフルエンザ︒水道が使え

から︑不自由なことがあったり困っている
いするだけのことだと思う︒

ない劣悪な環境のなか︑入所者も介護スタッ

人々が私たちと同じ生活ができるようお手伝
記●ボランティア批判⁝︾正当Ｉ日本人はボラ

フも次々と堰吐︑発熱で倒れていくのは︑こ

⁝

ンティアには向いていない反発Ｉすること
の緊急避難場所も同じであった︒

ふだん十分な医療機器や介護用品に囲まれ

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾今

て仕事をしている私にとって︑このときの状

気長×短気

受容的×攻撃的

がないからしているだけ︒

ティアが必要なのかがまったくわからなかっ

回は情報が混乱し︑どこにどれだけのボラン

ク状態だった︒それでもその中で可能な限り

態は本当にどうしていいかわからないパニッ
の介護を手さぐりで行うのが精一杯であった︒

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

ランティアに来る人を振り分けるシステムが

た︒避難所の本部同士で連絡網をつくり︑ボ
必要なのでは？

見栄を張らない×見栄っ張り

そんな状況の中で支えになったのは全国各
地から目的を同じにして集まってきたボラン

私が神戸入りしたのは︑震災から一九日後

などを話し合うことも多かった︒わずかな期

てどうすれば統一されたケアを提供できるか

の長田ケアホームで︑その日の出来事につい

自己ＰＲ⑰フィギュアスケート︑スキューバ

⑥あなたが神戸で出会ったこと

の二月五日の午後であった︒すでにサルビア

三月にイギリスまでスケートの世界選手権を

ダイビングとゴルフ︑旅行が大好き︒今年の

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

Ｉ

には翌日の開所を前に︑全国各地から集まっ

間であったが︑目的が同じであるだけに︑な

ティアの人たちとの出会いであった︒宿泊先

たボランティアの看護婦や介護職のミーティ

ぜかずっと以前から知っている人のような錯

二月六日︑一人目の入所者が運びこまれて

覚も起こした︒なぜかわからないが帰途につ

バーナードのような人︒

理想の異性のタイプ⑰犬にたとえるとセント

見にいってきました︒

物欲が弱い×物欲が強い

ングが行われているところであった︒

く別れ際︑涙が止まらないほど貴重で出会い

今の生活に満足か⑰ほぼ満足している︒

きた︒震災のショックで歩行不可能となって

る︒神戸から遠く離れた北海道に住む人々の

阪神大震災から四か月が過ぎようとしてい

が多い活動だった︒

記憶の中では大震災の事実は片隅に追いやら

にはほぼ満床に近い状態となってしまったが︑

しまった六○歳代の女性である︒その数日後

ることを考えると胸が詰まった︒建物の被害

避難所にはまだまだ介護の必要な高齢者がい

ラ
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奥田典子
︵おくだ・のりこ︶

蕊

二三歳／女／兵庫県明石市

一

Ｏ１Ｉｒｌｌ〜ｊＩｌ

ノﾉ

看護婦元西神戸医療センター
三人暮らし︵母︑兄︶

間︶

二月七日〜四月九日︵うち約二一〜二三日

︑神戸に着くまで

１ｃ地震の被害隻けたｌ自宅の壁に亀裂
が入った︒ライフラインは休止したが︑他の
寮は食器棚のガラスが割れて︑食器もメチ

１

地域よりは早く回復した︒
１

鱗一

〃、

ャクチャになった︒ライフラインは自宅と同
様︑早めに回復した︒

２●何人で行ったか⁝二人︒

３．家族︒友人の反応⁝相談しなかったｌ
地元民ということもあり肯定的に受け止めて
くれた︒基本的には自分の行動は自分で責任
を持つということで︑家族には事後報告とい
うかたちだった︒募集があるとすぐにボラン
ティアが集まってきて断られることが多いの
をした︒

で︑
で
︑急
急匪い で 自 分 の 判 断 だ け で 参 加 希 望 の 電 話

った︒

おとしよりのお世話をする●老人介護

zう９

４●行くにあたっての障害⁝マ特に障害はなか

１1

ろうか︑かえって足手まといになるだけなら

しかしその間︑今の自分に何ができるのだ

思いを内に押し込めずに言葉で表現していくことで不

がほとんどいない中で︑共に恐怖体験を話して︑その

な援助︵一月一七日の地震を経験したボランティア

健康管理︵慢性疾患の悪化予防・治療︶︑精神的

−サルビァホームに入所されていた方々の

やめておこうか︑いや友人の看護婦のように

たｃ

６●費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

行きたくても勤務の関係から行けない人が多

○○円︶︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝マテレ

てたとえ一時でも震災を忘れる時間をつくるなど︶・

安などを軽減していく︑またレクリエーションを通し

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾八○○○円︵八○

ビで悲惨な被害の状況が伝えられる中で︑全

いのでは？それではせめて自由に行動でき

入所者の自立を促すため︑ボランティアが

る立場にある人が行くべきでは？と思い︑

何気なく行っていたコップ拭きやお茶の用意

と報道されていた︒私は余震におびえながら

にご連絡をします﹂という返事を聞いて受話

電話をかけつながる直前まで悩み︑﹁近日中

国各地から訪れるボランティアの活動も次々

ライフラインが回復したため同じ神戸市であ

などを手伝ってもらったり︑飲み物一つにも

らつくって入れてもらったりした︒その他に

コーヒーやお茶︑しょうが湯などを選択し自

器を置いたとき︑心なしか足が震えていた︒

も雨風にさらされることなく︑また早くから
りながら私だけこんな所でぬくぬくしている

レビをみて悲しんでいるにとどまらず︑とり

しかし神戸から明石の実家に戻り︑ただテ

それは私の同僚も同じ思いだったが︑何せ

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

買い物・病院の付き添いをした︒

ことに申し訳なさといらだちを覚えていた︒

灰色だった心にほんのわずかな光をみいだし

あえず何か手伝いに参加できることに対して︑

があった︒

を︑毎回接するなかで把握し引き出せたこと

感じない︒一人ひとりの可能性︵自立の程度︶

ｌ同じ話を何度も聞くことにあまり抵抗を

私の勤める病院に次々と被災にあった方々が

◎神戸に藩いて

た気がした︒

運ばれてくるため︑現実にボランティアには
参加できなかった︒しかし私だけは幸か不幸
かもともと一月に退職する予定だったので︑

早々にボランティア参加について検討した
︵本当は退職を延期してここで医療活動がしたいとい

た姿を見てショックだった︒また倒壊した家

もりだったが︑やはり見慣れた建物の傷つい

生かす機会もなく︑ボランティア同士の連絡

しまうことが多かった︶︒また裁縫などの趣味を

な空間だったため︑することがなくて横になって寝て

できればよかった︵ベッドが唯一のプライベート

には改善されたが︑もっと日常に近い生活が

にお供えをしてあるのを見て︑﹁ああ︑ここ

也︒できなかったこと⁝言あるＩかなり後半

への恐怖と自分に対する無力感︑失望がうず

８●どのようにアクセスしたか⁝︾しかし余震

で人が亡くなったんだなあ﹂と思うと涙がで

沼●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

や内容の統一が不十分なまま終わったこと︒

９●被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

まくなかで︑いざとなるとなかなか行動でき

てきた︒まざまざと現実というものを見せつ

たｌ報道を通してある程度把握していたつ

ず︑またそんな自分にイライラしているとき︑

けられた気がした︒

念︶︒

﹁ながた支援ネットワークがボランティアを

ｍ●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

う思いでいっぱいだったが︑いろいろ事情があり断

募集している﹂という記事を目にした︒母の

鯉●理想のボランティア⁝︾ながた支援ネット

勧めもあり︑その記事を見た翌日に電話をし

２６ｏ

さった黒川さん︵二八三頁︶︒入所者一人ひと

ワークの看護部門の中心になって働いてくだ
毎回楽しみでした︒

容もバランスがとれており大変よかったです︒

るのに何だか申しわけないくらいでした︒内

の中でこれほど生命の危険にさらされたこと

んだのは恐怖心と同時に死という言葉︒人生

たい︒一月一七日の地震直後︑まず頭に浮か

このときを境にいつ死んでも後悔しない生

った︒

はなかったので本気で死にたくないと強く願

りにとても気をつかわれ︑細やかな配慮をさ

食事は入所者の方にとっては本当に唯一の
楽しみなので︑このようなすてきな食事をつ

れていた︒例えば仮設住宅の抽選発表結果を
どのように伝えたらいいかを話し合うなど︒

き方を模索している︒

復された方もおられた︒

型︒家族・友人に話したか皇話したｌ家

くっていただくことにより︑生きる意欲を回
副●ながた支援ネットワークへの批判︒注文

知っている建物の様子を話した︒

族︒友人にサルビアでの活動内容や︑お互い

くださっていた︒

幅●困ったボランティア⁝︾自分が今まで培っ

一人にすべての責任穆果中してしまったこと︒

⁝︾看護︒介護部門では中心になる人が少なく︑

またスタッフに対してもていねいに対応して

てきた信念や︑自分が働いている施設の方針

すから︒

霊︒関西弁の印象⁝︾変わらないｌ地元民で

をサルビアでもそのまま実施しようとした方
がいた︒みんなとの意見のくい違いからトラ
ブルになり︑その不満を入所者にぶつけてい

虚脱感ｌ﹁安堵感﹂はサルビアの入所者

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感︑

ったが︑その当時の自分の精神状態がアンバ

ッフといっしょに泊まり込んでがんばりたか

亀自己採点⁝一六○点Ｉできれば他のスタ

入所者が自立に向かう段階にあるときに︑

できず戸惑うことが多かった︒

ランスだったためできなかった︒最初は何も

◎神戸を発って

﹁ボランティアに来たからには何かしなけれ

の確保がなされ安心しました︒サルビアを出

が長田ケアホームに移ることができ︑衣食住

た︒

とまで手助けし︑自立を妨げていた︒

るようにいわれたとき行き先がないのでは︑
という不安が最初にあった︒

うに行かず︑この活動に一生懸命だったため︑

者のその後のことを考え行動しつつも思うよ

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい

の世話︑障害児施設の催しのお手伝いなど︒

障害をもつ方の付き添い︑募金活動︑子ども

配●過去のボランティア経験畠あるＩ知的

◎ボランティアについて思うこと

ば﹂という思いから入所者が自分でできるこ
何か実績を残して自己満足して帰ろうとす
る人もいた︒

率●考え方への影響：一与えていると思うｌ

何か目標・目的を失ったような気がしたため︒

たため特に何も感じなかったが︑あまりにマ

ｌ今まではあまり深く考えたことはなかっ

﹁虚脱感﹂は︑ボランティアに参加し︑入所

恒︑持っていけばよかったもの⁝マトランプな

今まであたりまえに生活していることにさえ︑

市︒友達はできたか⁝︾できたｌ文通してい

どちょっと気分転換になるもの︒

心からそのありがたみを感じるとともに︑生

●役に立ったもの⁝ママスク︒

︑︑食事の感想⁝︾豪華︑食べた分は働かなく

こうと思っています︒

てはいけないと思ったｌ味は一流レストラ

き残った一人として一生懸命がんばっていき

スコミが﹁すばらしい﹂といった言葉を使う

ンのようにおいしく︑ボランティアに来てい

おとしよりのお世話をする今老人介証

z6I

地震の前は神戸は地震がなく
地震が起きたので隣近所が助

は運のいい人だった

地震が起きたのでながたが有

火事が起きた

地震が起きたのでたくさんの

後に避難所にたどり着いた

地震が起きたので年寄りは最

に避難所にたどり着いた

地震が起きたので足の早い順

事務局梁勝則

て住みよい町だった
けてくれた
名になった

神戸震災叙事詩

地震の前は長田は人情厚く︑

地震が起きたので水は一滴も

地震が起きたので年寄りはし

数が足りなかった

ょうがなく廊下に寝た

地震が起きたので救急隊員の
出なかった

も学校で寝た

地震が起きたので老いも若き

だった

地震が起きたのだがえらい人

がこわれて中は空っぽだった

地震が起きたので貯水槽の壁

食べ物おいしく住んで楽しい下町

地震の前は幸せな死に方を研
った

たちはどんな地震だかわからなか

もともと暖房がなかった

地震が起きたのだが学校には

究している町医者だった

も生きたまま焼かれた

地震が起きたので息のある人

地震の前は会う人いつも笑顔
動したかったが少し待った

地震が起きたので自衛隊は出

庭の仮設トイレ

地震が起きたのでトイレは校

のあいさつだった

で丸焼けになった

地震が起きたので道路の端ま

地震の前はずっとここに住も

Ｏが救助犬を出すと申し出た

八百円

地震が起きたので飲食は一日

地震が起きたので外国のＮＧ

地震が起きたので何にもしな

うと思っていた

地震が起きたのだがお役人は

いで区画整理ができた

地震の前はよく似た町ロサン
ゼルスに大地震があった

地震が起きたので僕たちの祖

地震が起きたので避難所では

狂犬病のほうが心配だった

火器使用禁止

地震が起きたのでしばらくの

父母は家なき子になってしまった

く︑日本の構造物は安全﹂と報告

うちに下敷きになった人がたくさ

地震の前は﹁得るべき教訓はな
された

もともとトイレが近い

地震が起きたのだが年寄りは

も使用禁止

は平くったくなった

地震が起きたので僕たちの町

地震が起きたので電子レンジ
人を捜すのが精いっぱいだった

もともと足がふらつく

地震が起きたのだが年寄りは

ばさんの営む商売がなくなった

地震が起きたので一週間後に

ルバムは燃えてしまった

地震が起きたので僕たちのア

地震が起きたのでおじさんお

たった一一○秒の揺れで︑

はがれきの下で皆死んでいた

ん死んだ

百年続いた洋館がくずれた

地震が起きたので犬は死んだ

もともと気兼ね

地震が起きたのだが年寄りは

地震が起きたので救助犬は死

たった一一○秒の揺れで︑

学校が避難所になった

地震が起きたのでたくさんの

たくさんあった

八十年生きたおばあちゃんが

った

人間もかぎわけるということを知

地震の前は信じるべきものが

死んだ

地震が起きたので助かったの

z6z

分を控えた

地震が起きたので年寄りは水
めた

マスコミが壊れた道路から写し始

地震が起きたので全学連の元

ランティアもやってきた

た

アたちがいのちを救いにやってき

地震が起きたのでボランティ

けた

ひどく傷ついた人を助けたの

闘士たちがボランティアにきた

は少しだけ傷ついた人

地震が起きたので新人類たち
もボランティアにきた

マスコミは次に傾いたビルを写し

地震が起きたので超人類たち

地震が起きたのでたくさんの
始めた

事を控えた

地震が起きたのでたくさんの

地震が起きたので年寄りは食

水になった

にかくやってきた

ちを呼び寄せた

地震はぼくたちを壊し︑君た

地震が起きたので年寄りは脱

地震が起きたのでたくさんの

地震が起きたのでや

地震は信じていた古いものを︑

のはひどく傷ついた人を助け

人がそれを見ていた

ボランティアもやってきた

新しく信じるものに変えた

少しだけ傷ついた人を慰めた

地震が起きたのだが避難所に
地震が起きたので東京のマス

地震が起きたので高校生もコ

もボランティアにきた

風邪が流行った

コミが精神的ケアを呼びかけた

ミック片手にボランティアにきた

を失った

地震が起きたので男たちは職

地震が起きたので大学生がと

地震が起きたので年寄りが真

地震が起きたのですぐに精神

アたちは炊き出しをしてくれた

地震が起きたのでボランティ

戸端を失った

地震が起きたので女たちは井

た

っ先に肺炎になった

科医療団がやってきた

地震が起きたのでボランティ

マスコミが長田の火事を映しだし

地震が起きたので年寄りが真

地震が起きたのでその時みん

アたちは水を運んだ

養失調になった

っ先に心不全になった

なは飢えて震えて水も布団も足り

地震が起きたのでボランティ

地震が起きたので年寄りは栄

地震が起きたので年寄りがた
なかった

アたちは食べ物を運んだ

は教科書を失った

地震が起きたので子どもたち

たということ

くさん救急車で運ばれた

地震が起きたのでボランティ
アがやってきた

さんの

くさん病院で死んだ

地震が起きたので年寄りがた
地震が起きたので年寄りだけ

は思い出の場を失った

地震が起きたので年寄りたち

地震が起きたので神戸の風景

地震が起きたのでボランティ

はひどく淋しくなった

地震が起きたのでたくさんの

地震が起きたので神戸の人々

があの世に送り込まれた

んだ

アたちは運べるものなら何でも運

アたちは病人も運んだ

男のボランティアがやってきた

ことになった

は青い鳥を求めてもう一度旅立つ

地震が起きたのでボランティ
地震が起きたので働き者のボ

アたちは助かるものなら何でも助

地震が起きたのでボランティ

女のボランティアがやってきた

るかしら

ランティアがやってきた

地震が起きたのでたくさんの

地震が起きたのでたくさんの

地震が起きたので怠け者のボ

った年寄りには何か良いことがあ

マスコミがまず空からやってきた

地震が起きたのであの世に行

地震が起きたのでたくさんの

おとしよりのお世話をする●老人介護

６
2３

ため︑多少抵抗があった︒

してくれていても︑実際には反映されないと

︵⑤介護ボランティアの方がレクリエーション

いったことが多く︑しんどい面もありました︒

①サルビアが開設されてしばらくたってから

った︒例えばボーリング︑輪投げなど︒

にいろいろ創意工夫をしてくださり︑楽しか

⑥あなたが神戸で出会ったこと

回ぐらい参加したいが︑今の仕事の内容から
ボランティアに行きました︒報道ではだいぶ

釦●今後のボランティア活動⁝︶できれば週一

して自分のことで精一杯で体力的にも自信が

④上記の②の問題はボランティアの努力と協

いましたが︑実は大混乱していました︒諸事

落ちつき軌道に乗っているかのように報じて

力もあって少しずつ改善しました︒あるとき

酬○ボランティアのイメージ⁝言変わったｌ

情に詳しい人はほとんどいないに等しく︑誰

なく︑時間にもゆとりがない︒

マスコミによって〃全身全霊打ち込む姿″と

私が

﹁コップを拭いてお茶を入れるのをお手伝い

に聞いてもわからないといった感じでした︒

またこの頃は衛生状態も悪く︑私以外のス

いったイメージが植えついた︒

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾できる

﹁まあ︑そんな⁝私なんかが？責任感じち

と八一歳のおばあちゃんに声をかけてみる

していただけますか﹂

このときほど申し訳ないと思ったことはな

タッフは全員ダウン︒あえなく点滴を持って

かったです︒というのは他の人と違い自宅か

時間にできることを提供する︵決して無理をし
銅●ボランティア批判⁝︾反発Ｉすることがな

ゃうわ﹂

②いちばん大変だったのは何といってもスタ

った︒このときのことをきっかけに︑私は入

ったのか︑とてもニコニコしてうれしそうだ

といいながらも︑みんなの役に立てると思

と︑

いからしているだけｌボランティアは自分

ら通っているため︑一応ホッとする場所があ

かえって病人に⁝︒

の時間の中で提供できる時間に︑お互い支え

ていないなどがあったからです︒

る︒水道が使えるので手が洗える︒夜勤をし

ない︑犠牲精神でやってはいけない︶︒

ティアの意味を取り違えているのでは？

合うもので︑この言葉を使う人自身がボラン
型●ボランティアを活発化するシステム⁝︾幅

いました︒

所者の自立援助に向けて積極的になろうと思
次々スタッフがかわるのでなかなかまとま

ッフ間の意思統一でした︒

に活動内容を掲載してほしい︒参加に迷う理

広く多くの人が目を通す新聞などのメディア

ツアー﹂のこと︒

向送マでも入所者の方に語りつがれる﹁買い物

サルビア閉鎖も間近にせまり︑ボランティ

ことはどんな小さなことでも自分でしてもら

アと入所者の方と二人三脚で新長田駅前のデ

らない︒入所者の方の自立に向けて︑できる
い︑この避難所を離れたときの日常生活との

由として︑自分にできるかどうかといった不

ギャップをできる限り小さくしていこうとし

安や内容がわかりにくいといったことがある
ほしい︒

ので︑そのあたりを詳しく書いた募集記事が

いきの服に着替え︑待ちきれずにウロウロす

パートまで買い物に行きました︒皆さんよそ

る人︑出発直前までストーブの前でお茶をす

ても︑ボランティア精神︵？︶で張り切って

またボランティア活動に行きづまったとき

はすることがなくてボーとしていることが多

する人などがいました︒

来た方がどんどんやってしまい︑入所者の方

などの相談役の設置など︒

かった︒私たちが目標としている方針を理解

６
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私とペアを組んだおばあちゃんはとても明
るく話し好きのチャキチャキの関西人︒私と
た仲でした︒

はボケとツッコミの関係でとても気心の知れ

ていると︑

﹁あんたやからこんないうねんで﹂
とボソッといわれた︒
﹁決して本当に憎くていってるんやないで︑

明るい×暗い

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

受容的×攻撃的

気長×短気

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

それはわかってや﹂

と切なくなるくらいの思いでいわれた︒

この日も急遼そのおばあさんとのペアに変
わったときも︑私は﹁︵看護婦として︶しや−

見栄を張らない×見栄っ張り

私も心の中で○○さんやから︵自分よりはる

の言葉でポンポンとしゃべれるんよと車イス

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

かに年上で敬うべき人生の先輩なのに︶友達以上

を押してる背中に語ったが︑何よりそのわか

自己ＰＲ︑趣味は過去に多彩な経験をもつ︒

−﹂というと︑﹁え−あんたかいな−﹂とあ
いきようのあるしかめっ面で返す︒

ってやという気持ちに対して心がキューンと

しかしどれも究めていない︒本当はどれも続

ない︑いっしょに行ったるワ︑我慢してや

﹁そうや︑すつどいうれしいやろぉ−﹂とそ

し︑ただ一眉をたたいて︑﹁そんなんわかっと

地震に関してなぜかカンがよくはたらく︒

役やったょおＩ︶︑弓道︑料理︑読書︒

けたいのだけれど︒バドミントン︑演劇︵主

物欲が弱い×物欲が強い

Ｉ

のしかめっ面にかえすように言うと﹁ホン

うって﹂と明るい声で答えました︒

この日を境にさらにいとおしく思うように

マ？よるしゅうになっ﹂とニコッとほほえ
いつも私にだけ憎まれ口をきき︑私が自宅

ホントありがとう！

なったのはいうまでもありません︒ホントに

んで答えてくれる︒

に帰るときも﹁ほんじゃ帰るワナ﹂というと︑

きた地震も︒皆さんこれからも注意してくだ

今回の震災はもちろん︑そのあとの新潟で起

﹁手え出し﹂といってサルビアホームいつぱ

道はあちこちガタガタで︑もちろん街灯なん

さいね︒

⑥ボランティアから帰る約二五分間の夜道︒
てない︒周りは人家もない︒本当の真っ暗︒

本人が満足するまで私はたたかれるハメに

いに響きわたるような必殺平手打ち︒

なりました︒憎まれ口をきき︑そして言い返

理想の異性のタイプ＠第一に誠実であってほ

互いの価値観をじょうずに調節できる心の広

りないので︑その部分を補ってくれる人︒お

しい︵結婚したら浮気なんて論外！︶︒自分が頼

鳥目になったようですごくこわかった︒

つ歩く日々︒けつこうこわかったです︒

粘り強い×あきっぽい

今の生活に満足か︒あまり満足していない︒

い人︒

やっとわかり︑﹁危ない︑危ない﹂と思いつ

歩いている人がいても視界三○ｍぐらいで

され⁝これがこの方の唯一︵かどうかは定かで

はないが︶の楽しみ︑そして生きがいや︑と
また病院受診後︑隣りの人に何か買って帰

思いつつ毎日すごしていた︒

に︑私がとめるのも聞かず強引に車イスを押

るんやからといって体調があまりよくないの

てボケとツッコミ＋憎まれ口調でやりとりし

させます︒あちこち崩れた商店街を例によっ

お と し よ りのお世話をする●老人介謹
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を聞くにつけて︑悲しみの数はその数千倍で

配●考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

③神戸を発って

と思ったが︑思い上がりではないかという葛

誌の取材を受けた︒

曽家族・友人に話したか：話したｌ地元

︵おかだ・ふみ︶

藤は絶えずあった︒

率●関西弁の印象⁝変わらないｌ私も和歌

岡田史
８●どのようにアクセスしたか⁝︾日本介護福

山弁を使っているので︒

あると思った︒その癒しの手伝いができれば

四三歳／女／新潟県新潟市

寮母養護老人ホーム松鶴荘
動に合流するかたちで参加した︒

③ボランティアについて思うこと

●自己採点⁝︾二五点︒

いと思う︒

った人たちとの記憶が薄れないうちに行きた

記︒再度行くならい？二年後ｌ交流のあ

祉士会に連絡をとり︑日本社会福祉士会の活

③神戸に藩いて

六人暮らし︵夫︑夫の父母︑子ども二人︶
二月一四日〜二月一七日︵四日間︶

日本介護福祉士会からの派遣
③神戸に筋くまで
た︒

９●被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ
ｍ・主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護︒

１⑪地震の被害⁝︾受けない︒

２○何人で行ったか⁝︾四人ｌ日本介護福祉

麺・過去のボランティア経験⁝︾あるＩ高

堰●できなかったこと⁝﹀ない︒

校︒大学時代の施設ボランティア︒ときどき

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う︒
帽●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

障害者のイベントのボランティアもやってい

３②家族・友人の反応⁝︾肯定的︒

４●行くにあたっての障害皇仕事ｌ宿直や

幅●困ったボランティア⁝二日早くきている

士会会長︑会計︑私と︑同じく会員︒

業務の当番が重なっており︑それを同僚に代

えを押しつける人︒

からといって先輩顔していばる人︒自分の考

６③費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

お●役に立たなかったもの⁝︾食物︒

お●友達はできたか⁝︾できた︒

たい︒

ｍ︑今後のボランティア活動⁝白常的にやり

んだ︑ということを示すのに最適の言葉だと

頚●ボランティアと呼ばれて⁝︾仕事ではない

る︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾八万円︵八万円︶︒

わってもらった︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝マ昨年

ｍ●食事の感想⁝︾食べた分は働かなくてはい

興味はない︒

頭●ボランティア批判⁝︾そのような議論には

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

田瞥つ○

二月︑宝塚市において日本介護福祉士会全

けないと思った︑何も考えずにおいしく食べ
た︒

国研修が開催された︒その際に神戸を旅行し
てきた仲間がいたが︑私はそのまま帰ったの
で今度チャンスがあればぜひ訪れたいと思っ
ていた︒

テレビで知らされる死者や行方不明者の数
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③あなたが神戸で出会ったこと
サルビアでは︑避難老人の話し相手をした
ていたり︑擢災証明を取りに朝早くから並ん

り︑○○さん︵避難所の老人︶の怒り声を聞い

と思い︑あせっていた︒

だり︑何か少しでも役立つことを見つけたい
何ができたということもなくいっしょに行
った友人と︑被災者だという西宮のＫさんと
最後の夜︑長田の町へ飲みに行った︒傾いた
家の外にスミのコンロを置いて営業をしてい
た店に入りホルモンと手羽焼きをつまみに酒
店の客たちが﹁ボランティアか﹂と聞いた︒

を飲んだ︒

﹁新潟から来た﹂と答えると︑﹁ほう﹂と感心
したようにどこかから出張なのか聞かれたが︑

自分たちで来たというと﹁なかなかできるこ
客の一人の奥さんがダンナを迎えにきた︒

とじゃない﹂といって酒をつがれた︒

ィアだと知ると﹁ようきてくれたなこと少

奥さんは不機嫌だったが︑私たちがボランテ

聞くといま奥さんの家は︑やっと倒壊をま

し笑顔になった︒

ぬがれたものの︑夫の父母︑兄夫婦一家が避
父母も高齢で︑その世話をしてあげたいけれ

難してきていて︑とても大変だという︒夫の
ど自分の気持ちにその余裕がないと︑目に涙

おとしよりのお世話をする●老人介誰
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をためていた︒

私も親といっしょに住んでいるので︑その

単ではないことがよくわかった︒仕事の調整

事にならなかった︒

︵たなか．あつし︶

５●総費用︵自己負担分︶．：一四万円︵二万円︶︒

田中篇
内科医聖マリアンナ医科大学難病治療研

６●費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

はさみ二週間程度はペースが崩れて事実上仕

がなかなか厄介で︑神戸に出かけた六日間を

究センター

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾医者

地震が起こってからの生活の変化を話しな
がら︑奥さんはあと少しの辛抱だからと︑自
三三歳／男／東京都目黒区

である以上︑これだけの災害に対し何もせず

気持ちがわかると言った︒

分にいいきかせていた︒この話のあと神戸に
四人暮らし︵妻︑娘二人︶

傍観するのもあんまりだなと感じていたし︑

んはあの大きな地震のとき︑何をしていた

自分の子どもが大きくなって︑もし﹁お父さ
１●地震の被害⁝︾受けない︒

って答えられるようにしたいとも思っていた︒

の？﹂なんて聞かれたとき︑ちゃんと胸を張

でも私は内科医なので︑地震のあった当初は

２●何人で行ったか⁝二人︒

◎神戸に藩くまで

来たかいがあったと思った︒

粘り強い×あきっぽい

二月一七日〜二月二二日︵六日間︶

；
自己像

ｌ
明るい×暗い

相談した妻はすぐ賛成してくれた︒問題は上

外科医や整形外科医が大事であり︑あまり自

３・家族︒友人の反応：肯定的ｌばじめに

まじめ×ふまじめ

司であった︒

体力に自信がある×体力に自信がない
受容的×攻撃的

﹁それは仕方がないね﹂といって賛成してく

行くので休みが欲しい﹂と述べたところ︑

される報道がいくつかあった︒しかし自分が

れは内科医の仕事もたくさんあるな︑と思わ

抑えた︵はっきり言って︑寝袋持参の自炊でボラン

ところが少しずつ日にちが経つにつれ︑こ

流行に敏感×流行に鈍感

れたが︑その上司は私がどこか︵例えば私の所

分には用はないと思っていた︒

責任感強い×責任感弱い

って地元の人の迷惑になると思い︑気持ちを

身一つで出かけても食事や寝床のことでかえ

六日間職場を空けることについて﹁神戸へ

見栄を張らない×見栄っ張り

属する医局である東大など︶の派遣︑いわば業務

気長×短気

好奇心強い×好奇心弱い

もしそうではなくて私の自由意志で︑いわ

命令で神戸に行くと思っていたらしい︒

開放的×閉鎖的
物欲が弱い×物欲が強い

そこに私の通っている教会で︑大阪に宿舎

ティアに行く根性はなかった︶︒

と食事を提供するのでボランティアに参加し

ゆるボランティアで出かけると知られたら︑

ないか︑という呼びかけがあり︑それならと

すぐ賛成してくれたかどうか︒
４●行くにあたっての障害・・︾仕事︑時間がな

思って協会の牧師に参加する旨を伝えたのが

理想の異性のタイプ︵Ｍ天︒

いＩやはり社会人にとって︑派遣ではなく

今の生活に満足か○ほぼ満足している︒

自由意志で六日間ボランティアに出るのは簡

z６８

こかでより大きい刺激を求め︑物凄い被害を

違い﹂だなと思った︒しかし嫌だったのはど

さがよくわかり︑まさに﹁見ると聞くとは大

たＩＪＲで神戸に近づくにつれ被害の甚大

日本中どこの医療現場でも必要とされること

あろうし︑そうである以上神戸のみならず︑

する心身医学的な見地から要求されることで

ズムの観点からだけでなく︑人間の疾患に対

洞●活動の向き・不向き⁝︾質問叩を参照︒

なのだろう︒

その後︑実際に神戸でどのような活動をす
るのか検討しつつ日程の調整をしていたが︑

一月末のことである︒

医療従事者として働く場をどうやって見つけ
なかったこと︒

ときには︑避難所の厳しい環境の中で生活す

恒●できなかったこと⁝あるｌ神戸に行く

見て興奮し喜んでいる自分を見出さざるを得
わ●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人看護

るか少々困っていた︒実際に各避難所には派

ｌ現地での仕事は白衣を着ていないことを

遣された医師団が常駐しており︑どうも入り
もなしに一人でのこのこ出かけてもあまり役

んどの仕事をすることになった︒もう少しサ

込む隙はなさそうだし︑だいたい医者が薬剤

前任者から現場の引き継ぎを受け︑患者さ

ったという気持ちが若干ある︒ただ避難所に

ルビアを出て避難所の人々とじかに接したか

ったが︑実際には暖かいサルビアの中でほと

んならぬお年寄りの話を聞き︑診察し︑必要

は医療団が常駐しており︑その存在を無視し

るお年寄りのケアがしたいという気持ちもあ

があれば適当な薬剤を処方する︒周囲にはこ

の仕事であった︒

どうしようかと思っていたところ朝日新聞

れも白衣を着ていないが看護婦もいて特に変

除けば︑まったく日常慣れている医師として

の夕刊でながた支援ネットワークのことを知

われた︒

て私が医師として人々にかかわるのはためら

に立ちそうもない︒教会関係者はガレキの片

り︑﹁医療従事者を求めている﹂とあったの

わったことはなかったし︑私もことさら﹁こ

づけ仕事は世話してくれても︑医者の働く場

で︑﹁これだ﹂と思い二月上旬に電話した︒

の人々は大震災で被災された人々なんだ﹂と︑

所は紹介してくれない︒

すると私の前任者であった某医師から﹁何

必要以上に思い入れるのはやめることにして

を無視してよいわけではなく︑医師としての

しかＬかといってまったくその辺の事情

が先決であったかと後悔した︵もっとも︑実際

たのだが︑あとでそこの医療団に連絡するの

行こうと思い︑そのように相談員の方に話し

ちらで積極的にかかわり早急に病院に連れて

りの状龍骨が悪いという話を聞き︑それならこ

実際︑相談所の方からある避難所のお年寄

も持ってくる必要はありません︒ただ先生の
い﹂と言われ働き場所が決まりホッとする反

職業的な観察眼と︑人間としての個人個人の

いた︒

ている︒

面︑これはえらいとこだなと思ったのを覚え

背景への共感とを常に同時に保とうと努力し

知識と︑経験と︑熱意だけをお持ちくださ

８●どのようにアクセスしたか⁝︾質問７を参

超●すべきでなかったこと⁝︾あるＩ質問皿

とも思う︒

る機会を与えられたのだから︑それで十分だ

また︑あれだけサルビアのお年寄りと接す

には相談員の方がそのようにしてくれた︶︒

ていた︑というあたりが正確なところだろう

複眼的な視点を持つことは︑単にヒューマニ

ただこれは余談だが︑おそらくこのように

もりは毛頭ない︶︒

か︵もちろん︑これに常に成功していたと述べるつ

昭路

③神戸に着いて
９③被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ
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を参照︒

ンティアが多く働いており︑それらの人々が

ものになろうが︑ながた支援ネットワークに

す重視されるだろうが︑問題は経済的サポー

手を離れたところでつくる必要は今後ますま

指●困ったボランティア⁝︾これは東京に帰っ

に対する温かい食事や寝床などのサービスが

その専門性を有効に発揮するためには︑彼ら

ながた支援ネットワークには専門職のボラ

言ってありがたかった︒

て関東出身のメンバーで体験の分かち合いを

対しカンパをお願いしたところ︑﹁この義援

鯉●理想のボランティア⁝︾特にない︒

やったときの印象だが︑ボランティア参加者

欠かせないという意見には私は同感である︒

ィアに対して使われるのは抵抗がある﹂とい

金は困っている人に直接届けたい︒ボランテ

それを説得するのに苦労した︒

う意見を神戸から帰ってずいぶん耳にしたし︑

実際このような団体の運営資金はかなりの

トであろうか︒

の中で極めて緊張感を欠いた活動に終始した

の避難所の人々と何となく顔を合わせづらか

同感ではあるが食堂から出てきたとき︑二階
ったのは︑おそらく私だけではないだろう︒

若年層の参加が多い場合︑活動に強いエネ

のでは︑と懸念される人が数名あった︒

ルギーが生まれるが︑その反面活動が自己目

被災に対して寄せられる多くの善意を︑被災

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾虚脱感︑

副●ながた支援ネットワークへの批判・注文

経験している︒今回はそういうことがなかっ

て届けるには︑その中間によく組織化され統

者のところへ本当の意味でそのまま善意とし

⁝マながた支援ネットワークは︑今回のような

たことを願う︒

が︑それよりも無傷の東京に帰りごく普通の

うしろめたさｌホッとした気持ちもあった

まうことが往々にして起こることを私は数回

お○友達はできたか⁝毒できたｌ最近はどう

とのよい一例であると思う︒専門職・非専門

制のとれた団体が絶対に必要であるというこ

的化して︑他者の存在が視野から除かれてし

も交友が仕事の関係者に限られる傾向があっ

職の双方をよくオーガナイズして︑適宜配置

に充実していた神戸での六日間が終わってし

生活に戻ることへの後ろめたさや︑それなり

⑨神戸を発って

たので︑仕事上まったく関係のない多くの
人々と出会い︑話をする機会をつくれたのは

まうことへの虚脱感が先に立っていたように

していくことが今回のような大規模な災害の

の呼びかけをしていこうという気持ちになっ

うべきものが︑関東近辺へのボランティアへ

思う︒そのいわば﹁不完全燃焼感﹂とでもい
それに対し﹁このネットワークでは自分の

った︒

際の救援活動には欠かせないことがよくわか

実に貴重である︒

●役に立ったもの⁝︾医師としての経験と知

やりたいことが十分にやれなかった﹂という

識︵結局熱意は持参したかどうかわからないが︶︒

ね③持っていけばよかったもの⁝︾いろいろな

声があるだろうと思うが︑ボランティア団体

幅●役に立たなかったもの⁝︾防寒用の衣類︒

コンピュータソフト︵こんなにコンピュータを使

も一つの組織になりきることが必要である以

翠霞考え方への影響⁝与えていると思うＩ

うときの気持ちに近いものがあった︒

ないので︑仲間を誘って二軒目に行こうとい

平たくいえば︑一軒目を出てまだ飲み足り

たように思う︒

えると思わなかった︶︒

今後大規模な災害はどこでも起こりうるだ

上︑ある程度はやむを得ないのではないか︒

ろうし︑そのためにこのような組織を行政の

●食事の感想⁝︾豪華︑何も考えずにおいし

んなものを食べてよいのかと思ったが︑正直

く食べたｌ食事は本当にビックリした．こ

z７０

やはり神戸に行って︑あれだけの状況を見聞
る責任があると考える︒自分の現場の中で神

きしたものとして︑それを周りの人々に伝え

ことが︑後ろめたさを軽減し︑神戸で今もが

戸のことを話し︑伝え︑少なくとも忘れない
んばっている人々とつながり続ける唯一の手
そのように考えていたので︑できるだけい

だてだろう︒

ろいろな人に話そうと思っていた︒しかし職
かなか話せず︑二︑三の人にとどまった︒教

場では前記のような上司との関係もあってな
会のメンバーは幸いにかなり耳を傾けてくれ︑

九月に岡

型●家族︒友人に話したか⁝︾質問配を参照︒

資金援助もいただくことができた︒
霊●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

記●再度行くならい？皇九月頃

てもらいたいと思っている︒ただ基本的には

山で学会があるので︑その帰りにでも寄らせ
今すべきことは神戸を再訪することではなく
て︑自分の日常の中で神戸での経験を生かし
●自己採点⁝︾八○点ｌ医師としての仕事

ていくことだと考える︒

は言いがたい︒

に落ち度はなかったと信じているが︑満点と
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しかし現在はかっての行動の規範が崩れ︑

てはやされるのだろうか︒

からして明白である︒

て称賛されるべきものでないのは︑私の経験

銅●ボランティア批判︒：︾そのような議論には

◎ボランティアについて思うこと

記・過去のボランティア経験：あるＩ学生

にしがみついていればそのうちよいポストが

サルビアにぱかりいては避難所の状況がわ

興味はない︒質問犯を参照︒

回ってきた今までとは異なり︑自分の発想に

からないと思い︑避難所になっている近くの

いろいろな人が自らの基準で︑まさに﹁自発

ティア活動﹂に関してはかなりの経験がある︒

基いて行動し︑研究テーマも前のように教授

小学校をある朝訪れた︒ちょうどその日から

的に﹂ないし﹁自由意志で﹂行動することが

零●ボランティアと呼ばれて⁝一特別な感情は

に与えられるのを待つのではなく︑自ら探し

要求されはじめている︒私自身︑大学の医局

ない︒

て研究を始めねばならない状況にある︒この

長先生らしい方が生徒を集めて話をしていた︒

学校が再開されたところで朝礼が行われ︑校

をやっていた︒その他にもいわゆる﹁ボラン

●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

ように多くの人が︑かつてのように会社とか

時代に社会福祉施設を訪問するボランティア

急事態が発生すればやりたいｌ関心はある

組合とかの強制を離れて﹁自由意志で﹂行動

の下敷きになり亡くなりました︒四年三組の

﹁三年二組の○○ちゃんは︑地震で崩れた家

先生はこんな話をする︒

③あなたが神戸で出会ったこと

のようなことが不幸にしてまた起これば︑活

し始めたのが昨今の状況であり︑それが四月

が︑日常的にやれるほどの時間はない︒今回
動に参加するだろう︒

われる︒

結局﹁ボランティア﹂という言葉をあまり

の統一地方選の結果にも現れているように思

狭い意味に閉じ込めないほうがよいように思

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

ンティア﹂という言葉に対する意識が過剰な

何人の名前が挙げられただろうか︒やっと

理●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾﹁ボラ

のではないか︒この言葉の直訳はただの﹁自

う︒自由意志で行う活動はボランティアであ

は︑全員に向かってまさに絶叫した︒﹁先生

あまりにも悲しい点呼が終わる︒そして先生

のお姉さんも︑亡くなりました﹂

由意志で﹂とか﹁自発的に﹂という意味しか

いるような﹁ボランティア﹂に対する甘いイ

るというように広く定義すれば︑今抱かれて

○○ちゃんも︑亡くなりました︒○○ちゃん

ついて考えを述べよ﹂とおおげさにかまえる

持っていないはずであり︑﹁ボランティアに

はもう︑こんな思いをしたくありません﹂︒

長田では私は内科医として︑サルビアに入

﹁こんな思い﹂がまさにうずまいている神戸︑

向いていない﹂といった的外れな批判は消え︑

長田に︑私は六日間滞在しそして帰ってきた︒

メージは崩れ︑自然﹁偽善﹂とか﹁日本人は

ただおそらくそういう問題の立て方が出て

もっと本質的な議論︵本当にその行動が本来の目

今はもうそれから二か月が経っている︒

こと自体がおかしい︒

くる背景として︑いままでのわれわれの行動

的に合っているのかなど︶ができるだろう︒

では自分の職業的敏感さ︵医師の重要な特質の

所したお年寄りの健康管理を担当した︒そこ

実際﹁ボランティア﹂をやっている人間が

パターンがあまりにも自発的でなく︑他から

ンティア﹂の名のもとに行われる活動がすべ

すべて立派な人であるわけがないし︑﹁ボラ

強制されてのものが多かったのかもしれない︒

アンチテーゼとして︑﹁ボランティア﹂がも

そのような旧来的な行動パターンに対しての

z７ｚ

の敏感さであると︑私は前から思っている︶を麻偉

一つは︑患者さんの病状の変化をいち早く感じ取るこ

れは如何ともしがたい︒大事なのはその後ろ

ことへの後ろめたさであったのだろうが︑そ

れたと風呂に入りビールでも飲む︑そういう

い﹂を離れ︑無傷の東京へ帰ってやれやれ疲

は︑直接﹁死﹂を連想させる花束だったよう

観者でしかなかった私を本当に涛踏させたの

めたい感覚を大切にし︑さらに﹁見たものの

思っている︒長田で実際に撮った写真よりも︑

果たしていくことしかないのだろう︑と今は

すれば︑自分の現場︵東京︶で自分の責任を

こんな私が何とか長田の人々とつながると

に思矛っ︒

に必要以上に思い入れることはやめるように

させないために︑お年寄りの個人個人の背景
していた︒先に書いたがいわば医師としての
ことなのだろうと思う︒

責任﹂﹁知ったものの責任﹂を自覚していく

たい︒

︵うえの・ゆ麦這え︶

撮れなかった写真のほうを今の私は大事にし

し共感する眼とを︑共にもっていたいと思い

東京に帰ったら他の人に見せてこの状況を

職業的な観察眼と︑個人個人のもつ状況に対

の病状がさほど重症ではなかったこともあり

ながら仕事をしていたように思う︒お年寄り

に長田の街を回った︒テレビで有名になった

伝えようと思い︑自転車に乗りカメラを片手

上野由紀江
二年

学生北九州保育福祉専門学校介護福祉科

っている整腸薬の製造元会社の大きな被害︑

ルビアのそばの高速道路︑日頃病院でよく使

某病院︑途中で折れて川に落ちてしまったサ

滞在中大きな問題は起こらず︑自らの仕事に
対する満足感は比較的高かったように思う︒

それにもかかわらず帰りの新幹線の中で私
さ︑そして不完全燃焼感だった︒客観的にみ

そして新長田そばの焼け野原⁝︒﹁自分の興

を待っていたのは︑何とも言えない後ろめた

にこの状況を伝えるために撮るんだ﹂と自分

味のためじゃない︑東京で一人でも多くの人

二○歳／女／福岡県豊津町

ずなのだが・・・︒

中でそのことを考え︑思い︑他の人々に伝え︑

る人々に出会ったときに︑自らの立つ現場の

わかるし︑あれだけの火災によってそこに住

で車を運転していた人がどうなるかは容易に

ずとも︑高速道路が途中で落ちればそのうえ

添えてあった光景︒考えてみれば︑いや考え

ラスの人︒

２●何人で行ったか⁝三人ｌ学校の同じク

私は熟睡していた︒

が︑高い建物に住んでいる人は感じたらしい︒

で︑私の住んでいる所では何も感じなかった

１●地震の被害等受けないｌ福岡は震度一

○日間︶

少なくとも忘れない︑それが責任として要求

んでいた人がどうなったかも私は実際に聞い

︑神戸に藩くまで

二月二二日〜三月三日︵

四人暮らし︵父︑母︑妹︶

しかしとうとうシャッターを押せなかった

に言い聞かせながらシャッターを押した︒

ればさほど後ろめたさを感じる必要はないは
私は以前から﹁見たものの責任﹂﹁知った
ものの責任﹂とでもいったものがあるのでは
ないかと思っている︒

される︒今回の長田での経験はまさにそれで

ていた︒しかし医師としての働きはともかく︑

シャンコになり︑その前にいくつもの花束が

光景があった︒マンションの一階が崩れてペ

あった︒

なんだかんだいって結局のところ無責任な傍

何らかの状況に接し︑そこで声を上げてい

長田から帰るとき私が感じた後ろめたさは︑

ｓ・家族︒友人の反応：︾否定的ｌ﹁あんた

おそらくあまりにも多くの人の﹁こんな思

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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ちとかは︑﹁がんばっておいで﹂﹁すごいね

は否定的だったが︑友達とかバイト先の人た

が行って何するの？﹂﹁お金は？﹂など身内

るようなことを考えていた︒

て済むのに﹂などと被災者の神経を逆なです

は﹁福岡にも地震があったら実習に行かなく

スを見たとき︑とても楽観的に考えていた私

８●どのようにアクセスしたか⁝︾県のボラン

と思って割り切って行った︒

とよりもまず自分が行き︑活動するのが先だ

じゃまになるのでは⁝と考えたが︑そんなこ

いた︒すごかった︒地震がこんなにものすご

炎が上がり︑阪神高速が悲惨なものになって

連絡をとってよいのかわからなかったし︑連

ボランティアに行きたいと思っても︑どこに

うまく振り分けてもらえないと思いやめた︒

ティアセンターに連絡をとったが︑ここだと

え﹂とかいってくれた︒ただ神戸に行って何

４●行くにあたっての障害．．︾仕事︑金がない︑

間″のように褒めてくれた︒

い破壊力を持つものとは思わなかった︒ニュ

絡先を見つけだすことができなかった︒

しかし実習先のテレビで見た神戸の様子は︑

家族の反対１バイトはしていたがお金がま

は老人ホームの実習は自分の実習評価を気に

ースが伝える神戸の様子を見ていると︑私に

かしたいというだけで︑私を〃すばらしい人

ったくなく︑父に﹁おばちゃんにお金を借り

父にはボランティアに行くためにお金が必

力は小さくても一度思いっきり自分がしたい

ま狭い視野で介護職につくより︑私ひとりの

した︑ただの学校の勉強だと思えた︒このま

を誘って参加した︒

だと寂しかったので︑学校の同じクラスの人

思いながら連絡し参加させてもらった︒一人

の記事が載っていたので︑﹁やったぜ！﹂と

日新聞の地方版に︑ながた支援ネットワーク

どうすると行けるかなぁと考えていると朝

てきて﹂と言ったが︑それが気にくわなかっ

要なのだということを理解してもらえず︑私

ことを行い︑学校で勉強したことをいま生か

たのか父とおばちゃんの反対を受けた︒

自身の過去のことをほじくりかえして責めつ

若い頃だと何でも実行できる︒私は将来︑

すときだと思い私は神戸に行った︒

とんど父の一方通行で私の意見は聞いてもら

づけられた︒私は泣きながら反発したが︑ほ

をしていたほうが自分のためになるし︑﹁障

いる︒外国に渡る前に日本でいろいろな活動

たＩ被災していることは想像していたが︑

９︐被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

③神戸に藩いて

結局お金は借りてもらい︑今は働いている

害者って呼ばれている人たちはどうしている

発展途上国での援助活動を行いたいと思って

ので返済している︒しかし私はボランティア

かかっている屋根︑焦げた臭い︑テレビや新

実際に現地へ行ってみるとビニールシートの

えず︑プライドは傷つけられた︒

に行くためにお金をかけてはいけないのだろ

のだろう﹂﹁高齢者は？﹂って思うとニュー

聞で見る映像がそのまま目に入ってくる︒自

スを見ても報道はされていないし︑﹁神戸に
行きたい﹂ということを実習中いつも考え︑

分の家が壊れたらと思うと他人事ではないの

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾六万円︵六万円︶︒

６●費用の捻出方法⁝︾家族︒知人に借りた

夢の中にまで出てきてたまらなくなり︑私は

うか︑と複雑な心境だった︒

ｌ借りるしか方法がないから．

神戸へ行った︒

はないかと思うと不安はあった︒私が行くと

被災者を逆なでするようなことをするので

ｌ寝たきりや重度の痴呆の方はおらず︑ほ

犯●主な活動内容⁝マサルピアでの老人介護

だ︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

での実習があった︒実習先に行く前にニュー

が起きた朝から二週間の特別養護老人ホーム
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りに行ったりした︒もちろん二四時間介護な

食事の配膳や掃除︑話をしたり病院に薬を取

とんど自立できる人たちばかりだったので︑

だけで︑自分はいい友達をみつけられたんだ

はたまたま家が遠くていっしょには遊べない

らいいのに・・・って思える人はいた︒でもそれ

ｌ同じ学校か︑近くの地域にこの人がいた

垢●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない

人たちと別れるときには﹁まだここにいた

さびしさ

空●ふだんの生活に戻った気持ち⁝焦燥感︑

精神面でのバックアップはあまりできなか

一○日間神戸に行って出会えた

⑨神戸を発って

ので夜勤も行った︒

●役に立ったもの⁝︾ウエットティッシュ

い﹂と思った︒とてもさびしかった︒家に帰

︵体を拭いたりするのに役立つ︶︑ウェストポーチ︒

人と人との優しさがあった︒ふだんの生活に

るとあたりまえのように電気︑お風呂︑水道︑

うが︑笑顔をみせてくれた方たちのことは忘

気をつけた︒介護とまではいかなかったと思

幅●役に立たなかったもの⁝︾寝袋︵荷物にな

んばりたかったと思った︒

戻ったとき︑とてもさびしく︑まだ神戸でが

せんよ︑君のこと！

れられない︒

っただけで重たかった︶︑カイロ︑カロリーメイ

霊●考え方への影響：︾与えていると思うｌ

と思う︒いつか会えたらいいですね︒忘れま

洞●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う

ト︒カイロはたぶんテントで生活している人

神戸へボランティアで行ったことによって︑

ったと思うが︑私は被災者と話をすることに

ｌ自分自身が好きなことであったし︑介護

はいらなかった︒

たちは必要だが︑ながた支援ネットワークで

より︑少しでも気持ちを楽にできたらと思い

福祉士としての勉強をしたので向いていたと

幅●持っていけばよかったもの⁝︾サンダル

の人たちと知り合えた︒その人たちの考えや

しかし不自由さを感じながらの生活には︑

ガスが使えて便利だと思った︒

思う︒自分が好きなこと︑やりたいことであ

自分の意志でボランティアに来た各都道府県

れば何でもできる１．

話を聞いていると大きな刺激を受け︑視野を

︵スリッパ︶︒

︑●食事の感想⁝一豪華︑食べた分は働かなく

値●できなかったこと⁝︾あるＩ避難所や家
で余儀なくすごしている障害者や高齢者の方

ちらし寿司などのいろいろなメニューがあり︑

とで悩まない︑くじけない：．と考えられるほ

強して大学へ行こうと思っている︒小さなこ

とは絶対やろうと思った︒

家にいるときよりも豪華でめちゃめちゃ食べ

ど大きくなれた今日この頃︒

広く持つようになり︑自分の夢ややりたいこ

サルビアで保護された方たちの他にも多く

た︒やせるつもりで来たのに太ってしまうほ

型⑳家族︒友人に話したか⁝話したｌ神戸

てはいけないと思った１１食事は一食二○○

の人が介護を必要としていたと思うので︑他

ど︑ボランティアとしては恵まれていたと思

円とは思えないほど超おいしかった︒刺身︑

の所にも行って活動したかった︒

うぐらい美味処だった︒食事のときに飲むミ

から福岡に帰ってきてすぐ家族には状況を話

みたかった︒

鱈＠すべきでなかったこと⁝︾ない︒

した︒長田のこと︑テレビ局の取材のこと︑

たちとふれあって︑介護面での援助もやって

掴●理想のボランティア⁝︾メンテナンス︒物

ネラルウォーターも世界各国の水が飲めて︑

壊れた建物のことなどを興奮しながら話した︒

まず一つが社会人になった今︑とにかく勉

資の人や安否調査の人たちは活動的で個性は

水の世界旅行ができた︒

は違っていた︒

強かったけど︑すごいと思った︒動きが他と

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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もちろん短めに話をして︑神戸の状況を知っ

神戸に行ったということを知っている人には︑

アと﹁ふうせんバレー﹂で車イスを押したり

者施設や老人保健施設での介護のボランティ

錘●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

助︵支援︶活動︒

やりたいと思ったことを自分の意志で行う援

理●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾自分が

○してあげてる﹂﹁慰問してあげた﹂など自

発ｌファッションとしてやっているｌ﹁○

ティア︒

麺●ボランティアと呼ばれて⁝︾呼んでほしく

するボランティア︑障害児キャンプのボラン

まれて初めて銭湯に入ったとき︑神戸のおば

ないｌボランティアと呼ばれる人たちの中

てもらえたと思う︒

ちゃんが︑隅のほうで体を洗っていた私たち

には﹁○○してあげた﹂﹁ありがとうと言っ

霊●関西弁の印象食く種ったｌ神戸で生

を﹁もうじき終わるから︑こっちおいで﹂と

てもらえて当然﹂のような自己満足でしかな

けど︑なぜ慰問しにきた人たちになぐさめて

慰問って︑なぐさめてもらい見舞うことだ

己満足だけの人間がいる︒

関西弁で話しかけてくれて︑水道の使える場

問とつけたがるのは疑問だし︑慰問という言

もらわなくちゃいけないのだろう︒何でも慰

きることがあればやりたいと思い行動した︒

評●ボランティアを活発化するシステム：．︾何

葉は嫌いだ︒

私はただ自分が何かをやりたくて︑援助で

い人もいる︒

くもりが神戸にあった︒すごく親切なおばち

の？すごいね﹂と褒めてくれたが︑ボラン

ただそれだけなのに﹁ボランティアに行く

人間の優しさを感じることができたし︑ぬ

所まで連れていってくれた︒

率●再度行くならいつ．：︾二年後もしくは結婚

テレビや新聞などでもっと詳しく知らせてほ

がどこで必要か︑どんな人材が必要かなどを

ゃんだった︒ありがとう︒

ティアってそんなにすばらしいものなのだろ
●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

ったということもあると思う︒テレビ局がす

連絡先がわからなかったりして︑行かれなか

二年後に行き﹁どうなったかな﹂とワ

後
うか︒

のと︑自分の子どもに阪神大震災のことや神

急事態が発生すればやりたいｌ今回の阪神

しい︒いざボランティアに行こうとしても︑

クワク︑ドキドキして神戸を旅行してみたい
戸の状況︑ボランティアに行ったことを見せ

ボランティアは自らの意志で行動するのであ

○日間は衣食住を共にし︑皆が自分の意志で

た︒別れはつらかったが︑神戸ですごした一

私は神戸で良き人々に出会い︑そして別れ

◎あなたが神戸で出会ったこと

いと思う︒

とつの局で違った情報を放送してくれたらい

べて同じものを放送するのではなく︑一つひ
急事態が発生したらそのときにやりたい︒

混乱してしまう情報の整理や︑弱者と呼ば

大震災でのボランティア経験を生かして︑緊

れる社会的に弱い立場の人たちに対して支援

たい︒

●自己採点：︾八○点ｌがんばったつもり

が必要だと思う︒ボランティアとして現地で

たいし︑聞かせたいので︑その頃に行ってみ

とがたくさんあった︒でも当時はそれに気が

だけど︑やってみたかったこと︑不十分なこ

がんばれば︑それだけ復興に協力できる︒

とが実感できた︒

り︑他から強制されるものではないというこ

訓○ボランティアのイメージ：変わったｌ

つかないくらいがんばっていたと思う︒

③ボランティアについて思うこと

墾︒過去のボランティア経験皇あるｌ障害

６
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ボランティアとして来たというところは同じ︒

ばかつたかなと少しうしろめたい気持ちであ

ことができたのだが︑毎日酒を飲むことはや

る︒

同じ目的の者同士が神戸に来ているから︑と
ても充実していた︒家が近くだったら友達で

粘り強い×あきっぽい

明るい×暗い

っと何かを返してくれる︑そんな人たちばか

間だと実感できる︑本音で何かを話してもき

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

りだった︒いろいろな県の人たちがいて︑い

ただこのときにこそ語りあい飲みあえる仲

しかし私は本当にすばらしき良き人々に出

いことも悪いこともいろんな話を聞いた︒と

いられるのに︑と思える人々が何人かいた︒

会えたと思っている︒私たちが行った﹁ボラ

ても刺激になりとても感動した︒

今考えると自分に現在このような考え方が

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

残念だが現実は違う︒

ンティア﹂としての行動︒活動に対し︑﹁す
うな行為だった﹂とは全く思わない︒ただ現

あるのも︑神戸での出会いによるものであり︑

見栄を張らない×見栄っ張り

ごいことをした﹂とか﹁人から褒められるよ
実に神戸が大損害を受け︑ただ神戸に行って

物事の考え方が強烈に動かされてしまうほど

うで寝ていてふと目を覚ますと︑私と同年代

自己ＰＲ︑小学校の時︑二段ベッドの上のほ

物欲弱い×物欲強い

何かをしたかっただけだから別にすごいこと

のパワーを皆から受けてしまった︒

一番すばらしいと思ったのは夜勤も共にし

でも何でもないと思う︒そういうふうに自分
が思えるのは︑神戸で出会ったボランティア

せん︒あなたからの刺激はとても強くて︑共

すごした一○日間を私は忘れることができま

タイムワープしたような感覚になり︑タイム

ボランティアに行ってよかったし︑思い出の

人々はまつすぐに力強くてすばらしかった︒

ぬくもりをじょうずに表現できないけど︑

る日を楽しみにして福岡にいますよ︒

本当にありがとう︑ほなみさん︒いつか会え

学を卒業して︑夢に向かってがんばりたまえ︒

祉士として現場で働いています︒あなたも大

しいものになりました︒私は就職し︑介護福

送ってあげる﹂といわれ︑写真を撮ってもら

んが来て︑﹁写真を撮ってやる︑それを家に

が夢中で宿題をしていると︑見知らぬおじさ

ざ道路で宿題をしていたときのこと︒わたし

小学生のとき学校からの帰宅途中︑わざわ

また単に道に迷っただけだけど︑自分では

神戸は一つになり︑がんばっていた︒力強

たことがある︒

スリップした町並みを見たような気分になっ

の霊らしきものがいた︒

かった︒そして人々が優しくてぬくもりがあ

戸で共にすごしたあの日々は楽しくてすばら

感してしまいました︒本当にありがとう︒神

たほなみりつこさん︑あなたです︒あなたと

った︒私たちも少しずつ神戸または関西に染

として来た人たちのおかげである︒

まり︑がんばっていた︒あのような優しさ︑

一ページになっている︒

なかった︒

ったことがある︒しかし写真は送られてはこ

今になってうしろめたかったなと思うこと

⁝

理想の異性のタイプ⑰普通よりも個性的︑お

は︑送別会︒歓迎会と称して毎日のようにビ

自己像

ールを飲んでいたことだ︒ボランティアの入

れ替わりは激しかったため︑毎日このような

おとしよりのお世話をする●老人介護
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もしろい人がいい︒何しろ私のことを理解し
４●行くにあたっての障害：︾仕事

ました︒

があれば手伝ってくることに賛意を示してい

︵今はじゃまになるんじゃないか︶︑一人でやって

ろうかなど︑マイナス要素を数えあげている

関西国際空港や伊丹空港が稼働しているんだ

︵定期的に通院されている患者さんに迷惑をかける︶︑

いる診療所を突然閉めるわけにはいかない

やっている開業医ですので︑神戸に行くと決

一人で

てもらって︑受け入れてくれる人がいい︒自

めてから休診の連絡と外来予約の変更に手間

ア募集は打ち切られていました︒

うちに一日経つか経たずで︑医療ボランティ

だ︒

分が好きだなと思った相手なら誰でもいいの

今の生活に満足か⑰あまり満足していない

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾九万円︵九万円︶︒

には頭が下がります︒日頃からいざというと

取りました︒

６●費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

きに動ける体制づくりが必要だと実感しまし

ではないし︑転職を考えているしまつ⁝︒好
きな仕事だが︑自分自身の生き方にあまり満

一七日通勤中︑車のラジオで阪神地方に強い

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾一月

ｌ給料をもらっていても職場があまり好き

足していない︒社会人って何だか不思議な人

夫は一月一一三日から一週間︑勤務先の病院

た︒

ＡＭＤＡや美流渡の楢林先生たちの行動力

種︒学生時代が懐かしい⁝︒

連休明けで診療所の外来もかなり混んでおり︑

地震が発生したことを聞きました︒その日は

の派遣で神戸に行きました︒早くから希望を

一日頃だったと聞きます︒彼から避難所の様

制づくりと自治体との交渉が成立したのが二

熊谷みどり︵くまがぃみどり︶

一五年前北海道の大学を卒業して︑初期研

子を聞くにつれ︑医療を職業として選んだ初

出していましたが︑徳洲会病院グループの体

修先として八尾徳洲会病院を選び︑三年間を

期の気持ちがうずいてきました︒

大な被害がでていることを知ったのです︒

内科医みどり内科クリニック︵開業︶

過ごした関西には特別な思い入れがあります︒

昼休みになってようやく神戸を中心として甚

四人暮らし︵夫︑子ども二人︶

四三歳／女／札幌市

在宅ケアに積極的に取り組んでいた関係で︑

した︒夫から聞いた避難所の高齢者の様子か

者支援と緊急介護施設をつくることを知りま

た支援ネットワークを結成し︑避難所の高齢

二月はじめに梁くんから電話があり︑なが

ていましたから︑深刻な被害情報がテレビか

私も勉強のために一昨年︑昨年と神戸を訪れ

特に神戸には同期の梁くんが診療所を開き︑

知人も多く住んでいます︒

二月二四日〜二月二七日︵四日間︶

⑥神戸に藩くまで
１●地震の被害⁝︾受けない︒

らも︑緊急に望まれる施設だと思いました︒

ザが猛威をふるうなかで︑彼女は持ち前の体

一週間︑立ち上がりの混乱とインフルエン

ルビアの開所の日に神戸に向かいました︒

２●何人で行ったか⁝︾一人︒

翌日︑テレビで医療ボランティアを求める

私といっしょに働いている看護婦がまず︑サ
テロップが流されたときは心が動かされまし

ていきました︒

中︑別ルートで医療ボランティアとして神戸

たが︑私が災害とは縁遠い内科医であること

ら流されるにつれ︑落ち着かない気分になっ

に行っていました︒そのときに受けた精神的

３．家族・友人の反応⁝肯定的ｌ夫は一月

衝撃から︑私が実際に見にいき︑できること

２
７
８

力で寝込むことなく活動し︑いったん札幌に
⑨神戸に着いて

て使う食器持参でもよかったのでは？

虚脱感︒

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

◎神戸を発って

率・考え方への影響：与えていると思うｌ

９●被災地の第一印象⁝マ想像以上の被害だっ

た︒ビルだけではなく大地がゆがんでいる︑

高速道路下の札幌新道をドライブするとき︑

に連絡し再度の出発を決めていました︒その

帰ってきましたが︑三日目にはまたサルビア

という感じです︒

すが︑海上から見た神戸はゆがんで見えまし

︑●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

たｌメリケンパークから神戸に入ったので

たっていた三日間の滞在でしたが︑梁くんか

発生したとき︑すぐに医療活動ができるか︒

橋ゲタに目がいきます︒この札幌で大地震が

とになったのです︒

ら﹁当直がてら︑とにかく神戸を見におい

方の往診︑カルテの整理です︒

ｌサルビアの回診と︑二階避難所の急病の

ときひょんなことから私もサルビアに行くこ

で﹂といわれて︑それまで自分が行って何が

サルビアではちょうど医師の交替時期に当

できるかとか︑診療をどうしようとか︑ごち

女がサルビアに行くことになり︑私は神戸の

の高さん︵一一五六頁︶に呼び掛けました︒彼

答と重複しますが︑まずクリニックの看護婦

８●どのようにアクセスしたか⁝︾質問７の回

妬●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない︒

りません︒

幅●困ったボランティア⁝︾短期間なのでわか

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

退が進められている時期でした︒

のですが︑私が行った時期は外部の医師の撤

あこがれる矛盾の中に生きています︒

惰な日々を送っているのか︒

活動している人々に比べて︑何と私たちは怠

なった神戸で再生︵より良い再生︶を目指して

のか︒何もかも壊れて貧富の差がむき出しに

がなければストーブを使えない暮らしでいい

とっていけるか︒寒い冬︑科学に頼って電気

かけつけ︑微力でも力になれるような体制を

地図と観光案内書をプレゼントしました︒航

ｗ●役に立ったもの⁝︾ディスポの舌圧子︒

日頃通院している老人︑在宅の老人のもとに

空券の手配は︑札幌Ｉ関西国際空港便が地震

ニックの患者さんに向けて通信を発行し︑神

翠鰯家族・友人に話したか：一話したｌクリ

洲●活動の向き︒不向き・・・マ向いていたと思う︒

の影響か︑すいていて楽にできました︒

伯③持っていけばよかったもの．：︾絵本などを

戸の様子やながた支援ネットワークの活動に

ゃごちゃと考えるばかりで行動に移せなかっ

許払自身が行くことになったときは︑休診す

いました︒

持っていけば︑少しゆとりができたかなと思

ついて報告しました︒

旭︒できなかったこと：一あるＩもっと長く

る日の予約患者さん全員に電話し︑予約日の

釦●食事の感想⁝︾豪華︑何も考えずにおいし

どうだったか︑しばしば質問がありました︒

滞在し︑できれば巡回診療などをしたかった

変更をお願いしました︒留守の方も多く︑全

く食べたその他ｌ使い捨ての食器を捨て

私自身どく一部しか見ていませんし︑漠然と

のです︒

員に連絡をつけるのに五日間ほどかかりまし

ながら︑地球資源を無駄にしている心苦しさ

た経緯がうそのように吹き払われてしまった

た︒クリニックのスタッフ全員の力があって

を感じました︒個人持ちのティッシュで拭い

診察室でも神戸の被害について実際に見て

便利さを享受しながら︑持たされることに

できたことです︒

おとしよりのお世話をする。老人介護

z７ｐ

を伝えるようにしました︒

にたって︑地元の人間ががんばっていること

避難させては町が再生しないという現実認識

かく現実はテレビよりもひどいこと︑遠くに

した質問には答えにくかったのですが︑とに

銅●ボランティア批判︒：︾正当！目己満足反

るおじゃま虫︒

理●﹁ボランティア﹂を別の言葉で・・・︾愛され

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

自分の趣味に生きたいと思います︒

︵あるいはやめて︶地域のボランティア活動と

くれました︒

を見通して︑それでもいいんだと受け入れて

ずあったと思います︒彼の一言はそんなこと

心が︑神戸に向かう気持ちの陰には少なから

の生活実態︑避難所の状況について説明して

アホームの食事や水の確保︑長田区の高齢者

労をいとわず︑熱心に地震のあとの長田ケ

本当のことを知りたい︑見たいという好奇

率●関西弁の印象皇変わらないｌ好きです．
発ｌ偽善︒

しい︒

ワークは来るものを温かく迎えてくれました︒

くれた中辻さんをはじめ︑ながた支援ネット

の出会いも生まれる︒そこから私自身が何を

好奇心があって事実を見ることができ︑人と

⑨あなたが神戸で出会ったこと

語学が苦手で自分のものにできないのがくや
記・再度行くならいつ⁝︾今年中にｌ仕事の

ボランティアは好奇心に根ざしていてもい

都合でそんなに長くは行けませんし時期も決
められませんが︑神戸に買い物︑食事など消

いんじゃないか︑と今は素直に思えます︒私

学び︑自分の持ち場に生かしていくかが問わ

に神戸行きの決意を固めさせた梁くんの誘い

息ながく︒

れています︒格好つけず︑軽く︑無理せず︑

時々の神戸の状況を知るために︒

これは実現しませんでしたが︑ボランティア

として神戸に行くからには何か意味のあるこ
が︑す−つと消えてしまったのです︒

とをしなければと思い込んでいた私の気負い

まじめ×ふまじめ

気長×短気

受容的×攻撃的

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

ｌ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

自己像

⁝

言葉は﹁三宮見学ツアーもあるから﹂でした︒

費をしに行きたいと思っています︒またその
③自己採点⁝︾五○点︒

⑨ボランティアについて思うこと

詔︒過去のボランティア経験書あるＩ学生

連日マスコミが報道する被災地の悲惨さを

どいところばかり映しているんじゃないだろ

みて︑他人事として見過ごすことはできない︑

うか︑という疑問もありました︒札幌のよう

があります︒

時代︑脳性マヒの方の介助を少しやったこと

な遠隔地に住む私たちにとって︑ブラウン管

テレビの報道どおりなのだろうか︑被害のひ

た感じもしませんので︑ボランティアとはお

に現実から遊離していくのです︒

を通してみる被災地は︑映画をみているよう

何か手伝いはできないかと思う一方︑本当に

︑●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

こがましいです︒

六

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい

急事態が発生すればやりたい︑その他

ｌ今回は疲れてもいませんし︑あまり働い

○歳を過ぎたら︑今の仕事の量を減らして

z８ｏ

物欲弱い×物欲強い

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

が好き︒

ＬＬＬ

理想の異性のタイプ⑰面食いです︒モッくん

きなことをしているという点では満足してい

Ｚ

今の生活に満足か︑ほぼ満足しているｌ好

宿
、
￨

姿勢が足りないと反省しています︒

Ｌ

ノ
､

瓶総；
ＬＬＬ

ますが︑日常に流されて︑理想を追い求める

ﾘ比

Ｉ
し

＃

米田恵美一よれ準えみ︶

主婦
三人暮らし︵夫︑夫の母︶

三四歳／女／神戸市北区
二月二五日〜三月三日︵七日間︶

⑨神戸に繭くまで

減った︒

１・地震の被害⁝受けたｌ夫の仕事が少し
２●何人で行ったか⁝二人︒

３・家族︒友人の反応⁝︾否定的ｌ危険な目
にあうかもしれないと思っていたようです︒

時間がかかり︑また夜勤もあったので︑家
家権
族

おとしよりのお世話をする●老人介護

2８１

４●行くにあたっての障害⁝家事ｌ交通に

ＬＬＬ‐

の食事を二回分つくって冷蔵庫に入れておい

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

６●費用の捻出方法⁝一貯金︒小遣いから︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾一万円︵一万円︶︒

Ⅷ●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う︒

ね●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護︒

みた様子のほうがひどく心に残った︒

たｌテレビで見た映像よりも︑自分の目で

９︐被災地の第一印象・・・︾想像以上の被害だっ

率●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

楽しかったと話した︒

酔鍾家族︒友人に話したか⁝話したｌ親に

率●考え方への影響：︾わからない︒

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾さびしさ︒

③神戸を発って

にあった日たまたま実家に帰っていた︒幸い

自主的には行えなかった︒

家⑳自己採点皇七○点ｌ仕事はしたけれど

③神戸に着いて

北区にはほとんど被害がなかったので︑家の
い間行ってみたいと思った︒

恒ｏできなかったこと⁝言あるｌもう少し長

たり︑夜中に洗濯を済ませたりした︒

ほうには実質的な被害はなかったのだが︑何

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

だが自分だけこわい目にあっていないので神
戸の人に対して悪いような気がした︒

た︒

麺●ボランティアと呼ばれて⁝︾別になんとも

施設へ入浴介助に行った︒

記ｏ過去のボランティア経験皇あるｌ福祉

◎ボランティアについて思うこと

幅●困ったボランティア：．︾あんまり気がつか

郷●理想のボランティア⁝︾看護部門の小田さ

ない人はどうかなと思ったが︑仕事だけでは

ん︒先のことを総合的に考えている様子でし

ボランティアも日が経つにつれて︑何か組

ｍｅ今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

思わない︒

何かしなくてはと︑知人にお見舞などを送

織に属しているとそれを一つの単位として動

何ともいえない︒

なくて雰囲気だけでも評価できると思うので

ったが気がおさまらず︑自分の体を使って何

けるが︑個人だと足手まといになるかもしれ

たいｌその後灘在宅福祉センターの椿手

かしたいと思った︒

ないと思い︑市の機関に電話連絡をしておい

垢●友達はできたか⁝︶でき蔵い

通ってい

た︒

訓○ボランティアのイメージ⁝変わったｌ

伝いに週二︑三日行っている︒

っと軽くなっているんだなと思った︒

若い人のボランティアに対する感じ方が︑も

みんないい人でびっくりした︒
︑●食事の感想・・・︾何も考えずにおいしく食べ

たので︑深く知りあう時間がなかった︒でも

たｌ保存食品もこうすれば家の献立に加え

動︒

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝自由活

８●どのようにアクセスしたか⁝︾市役所のボ

しばらく要請がなかったので︑ＮＨＫの番組

社協のボランティア係に電話で登録したが︑

られると参考になった︒いろいろなミネラル

ランティア係に電話したがつながらなかった︒

で紹介されたながた支援ネットワークに連絡

ウォーターの味見ができてうれしかった︒

記●ボランティア批判⁝︾正当ｌそんなに役に

した︒

には向いていない︒

立っていない反発Ｉ日本人はボランティア

z８ｚ

③あなたが神戸で出会ったこと
今回なんといっても一番印象に残ったのは︑

にあるのかなと思って︑ボランティアに行っ
に残りました︒

たことよりも︑こうした気持ちのほうが印象

黒川雅代子︵くるかわがょこ︶

学生龍谷大学短期大学部社会福祉科一年︑

看護婦大阪府立千里救急センター非常勤

三人暮らし︵母︑妹︶

一一九歳／女／大阪市

二○代前半の若い人たちのボランティアに対

粘り強い×あきっぽい

職員

⁝
自己像

二月二六日〜四月一○日︵四四日間︶

⑥神戸に藩くまで

私は三四歳ですが︑ボランティアというと

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

受容的×攻撃的

２●何人で行ったか⁝︾一人︒

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

ｌ

する考え方でした︒といっても私は自宅から
通っていたので︑泊まり込みで来ている人の
ようにあまり話すチャンスもなく︑サルビア
で介護しているときや︑食事などの休憩のと
きにふと感じただけなので︑あるいはとんだ

どうしても善意とか︑大変なことだとおおげ

３︐家族︒友人の反応⁝︾特に肯定も否定もし

思い違いかも知れません︒

さに考えてしまうところもあって︑なかなか

責任感強い×責任感弱い

物欲弱い×物欲強い

開放的×閉鎖的

間中バイトをする契約になっていたが︑事情

び︑金がないｌ仕事については︑春休み期

４●行くにあたっての障害⁝︾仕事︑旅行・遊

なかった︒

た︒

実行に結びつかないでいます︒ところが若い

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

１⑳地震の被害要けたｌ壁にひびが入っ

いうか︑例えばスキーに行くとか︑旅行に行

人はボランティアをもっと軽く考えていると

ではないかという印象を持ちました︒

くといったことと同じ感覚でとらえているの

お金がないことについては︑貯金から出し

旅行・遊びについては︑パラオヘ旅行する

ことになっていたが︑キャンセル料を払って

を話し取り消してもらった︒
いる︒

自己ＰＲ＠乗馬しに行って︑馬になめられて
理想の異性のタイプ⑰有言実行の人︒

取り消した︒

皆本当によく仕事をしていました︒入所者
て楽しそうに働いていたと思います︒

にも優しく接していたし︑いろいろ気がつい

今の生活に満足か︑ほぼ満足している︒

スキーに行けばスキーを一生懸命するよう

た︒

に︑十分ボランティアを楽しんでいたと思い

５●総費用︵自己負担分︶⁝一五万円︵五万円︶︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

６●費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

ます︒そうした思考の柔軟性を伺うと︑日本
最初の動機は︑各年代でそんなに差がない

人も変わってきているのかなと思いました︒

かもしれませんが︑若い世代ほど主体が自分

おとしよりのお世話をする。老人介誕

８
z３

の被害状況を知って︑すぐにでも行きたいと
思った︒何ができるかはわからないが︑私に
とって神戸は自分の住む町同然だった︒幼い

なった︒

③神戸に藩いて

む町︑その神戸が大変なことになっている︑

頃から遊びに行っていた町︑大切な人々が住

ロールできない人︒

なく︑自分のニーズで動く人︒感情をコント

垢ｏ友達はできたか：︶できたｌボランティ

ア仲間だけでなく︑現地の人とも友情が生ま

●役に立ったもの⁝︾マスク︑軍手︑テレホ

れたと思う︒

●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

ｌ老人介護︒看護・介護ボランティアのオ

⑬③持っていけばよかったもの⁝︾現地で老人

ンカード︒

もちろん何ができるのか︑じゃまになるん

介護に必要なレクリエーション用具︒

この目でみるとやはり涙がこみあげてきた︒

じゃないかなどの葛藤もあった︒かえって迷

リエンテーション︑勤務表づくり︒事務局へ

ｍ・食事の感想：豪華ｌおいしい食事をお

ｌテレビで見て︑想像はしていたが︑実際

惑をかけるんじゃないかなという気持ちにも
院などへの連絡︒

看護・介護ボランティアの依頼︒事務局や病

だった︒

なった︒でもじっとしていられない︑という

っていた︒

なかいっぱい食べさせてもらい申し訳なく思

と思うとじっとしていられないという気持ち

気持ちのほうが少し強かったので行動に出た

いｌ自分よりもっと向いている人がいたの

桐●活動の向き・不向き⁝︾どちらとも言えな

シュ︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾ウェットティッ

のだと思う︒

かもしれないが︑自分ではボランティアをし

８●どのようにアクセスしたか⁝︾新聞やテレ

ビのボランティア募集の情報を探した︒梁氏

⑨神戸を発って
也○できなかったこと：︾あるＩサルビアの

ていて楽しかったし︑やりがいも感じていた︒

被災地になかなか電話が通じず苦労した︒

に電話し﹁神戸に行きたい﹂と伝えた︒

さびしさ︒

詔・考え方への影響⁝与えていると思うｌ

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

福祉に対する考え方︑人間に対する考え方︑

っとしたかったことはあった︒例えば︑入所
者の人が自分で調理や洗濯などをするお手伝

大切なものは何なのかということについて︒

入所者に対する自立へのお手伝いとして︑も

いなど︒

また団体に所属しているわけではなく︑個人

幅●すべきでなかったこと⁝︾よくわからない︒

の教授︑看護婦として働いているバイト先の

型・家族︒友人に話したか⁝話したｌ大学

ボラだったのでなかなか採用してもらえなか

知り合いだったので︑地震後ボランティアの

狸●理想のボランティア⁝︾すばらしい感性で︑

たくさんあるようで︑ないようで⁝︒

った︒

要請について訪ねたが︑まだ要請がなかった

で梁氏の活動を知り大阪へ帰ってから連絡を

にボランティアに行くこととなった︒北淡町

幅●困ったボランティア⁝︾現場のニーズでは

精一杯やっていた人︒

いろいろ悩みながらも︑自分のできることを

霞・関西弁の印象：雫変わらないｌ私自身が

要性について話した︒

上司に︑現在の神戸の問題点とこれからの必

梁氏とは日本ホスピス・在宅ケア研究会で

ため︑北淡町の役場に電話をし北淡町診療所

とり︑ながた支援ネットワークへ行くことに

４
8z

率●再度行くならいつ⁝︾大阪なのでサルビア

関西弁を使っています︒

の入所者とは︑これからもかかわっていきた
１０

いと思う︒月一︑二回を目標に神戸に行きた
●自己採点・・︾点数をつけることは難しいが︑

し

精一杯だったと思う︒

◎ボランティアについて思うこと
詔●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

狸●ボランティアと呼ばれて⁝︾神戸に行って

行動したらボランティアと呼ばれただけなの
と思う︒

で︑特別な感情はない︒もっと自然なものだ

に自分が対応できる機会があれば︑いつとは

釦●今後のボランティア活動⁝︾現場のニーズ
いわずやろうと思う︒

副●ボランティアのイメ︲ジ⁝︾変わったｌ
ボランティアとは何か特別なもののようなイ
イメージになった︒

メージがあったが︑もっと自然なものという
理●﹁ボランティ
ィア
ア﹂
﹂を
を副
別の言葉で⁝︾必要な

銅●ボランティア批判⁝︸正当ｌ自己満足反

所で︑必要な活動をする︑ 自主的な活動︒

鋼●ボランテイアを活発化するシステム⁝マポ

おとしよりのお世話をする●老人介護

８
z５

発！日本人はボランティアには向いていない︒

引
く
茨
フ
フ
ボ
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ランテイア︒コーディネーター︒

⑨あなたが神戸で出会ったこと
ながた支援ネットワークのサルビア二次避

たにもかかわらず︑地震で死ねばよかったと

そんななか︑多くの人々はせっかく助かっ

かさとは何なのだろうか︑と考えずにはいら

葉を言わせてしまうのだろう︒日本がいう豊

懸命生きてきた八○歳を超えた人にこんな言

れなかった︒私たちは空洞の世界で生きてい

感じていたそうだ︒もともと一人で元気に生
活していた人々だが︑避難所生活で精神的に

菅原市場での鎮魂のセレモニーの際︑通り

るのだろうか︒

サルビアでの生活で人々は手足を伸ばして

あったと話を聞く︒

も体力的にも生命をおびやかす限界の状態で

眠れる環境︑温かい食事︑医療の提供でだん

その男性は涙で震えながら妻の思いを綴っ

難所とは︑高齢者︒障害者の専用避難所であ
った︒そこでの活動であったためか︑日本っ

た︒地震で妻を亡くし︑子どももおらず︑一

所と比べて﹁天と地ほどの差や﹂と話してく

い︑入院できる病院もなく︑話を聞いてくれ

人避難所生活を送っている︒自らも肺炎を患

てください﹂と声をかけた︒

てけつこう高齢者の一人暮らしが多かったん

のサルビアの避難所のことを尋ねると︑前の

だんと元の体を取り戻しつつあった︒後にこ

がかりの男性に﹁心のままをこの精霊に綴っ

ればこの人たちは力強く一人で生きていたん

だなあ︑という印象を受けた︒地震さえなけ
だろうなと思うと︑長田の下町としての強さ

だった﹂と話す︒私たちは静かに後ろ姿を見

気づけられました︒今日は久しぶりにいい日

きました︒話を聞いてくれてありがとう︑元

﹁震災後初めてやっと妻を供養することがで

ボランティアが訪問の約束を交わす︒

る人もいないとの由︒話を聞き︑訪問担当の

れた︒しかしこの避難所も安住の地ではない︒

となげやりに話す人を前にどうすることも

ん︑こじきといっしょや﹂

﹁住むとこないのに︑元気出えへん︒こんな

﹁ここがなくなったらどうしたらいいんや﹂

や！﹂

﹁これからどうやって生きて行ったらええん

がそこに集結されている気がした︒

そこにいた人々は︑地震で家が倒れなんと
か救出されたが︑最初にいた避難所では寝た
手足を伸ばして眠ることのできないくらい

きり同然だったそうだ︒

の空間︑寒さに震え︑仮設トイレは遠く︑一

人で行くこともままならず︑そばにいた人に

サルビアの避難所の人たちもセレモニーへ

送った︒

り︑手を合わせた︒それが生き残った者のつ

参加した︒一生懸命精霊をつくり︑思いを綴

一人の老人が私にいった言葉は︑

できなかった︒

﹁ごめんな︑地震で死んだらよかったなぁ︒

生活だった︒

支えてもらい︑なんとかトイレに行くという
﹁トイレは遠いやろ︑寒いし︑行ったと思っ

たが確実に流れていった︒そしていつしか桜

神戸での日々は一日一日ゆっくりではあっ

残った方たちをお守りくださいと︒

くなった人たちのご冥福を祈り︑どうか生き

とめだと⁝︒私たちも共に手を合わせた︒亡
よかったのにな﹂

胸にズシンときた︒私は言葉を詰まらせ︑

ほんだらあんたたちにこんな迷惑かけんでも

んよう︑飲まんようにした﹂と話す︒また避

泣き出すのをこらえるのに精一杯だった︒な

るだけトイレに行かんでもええように︑食べ
難所での食事も朝昼パンと牛乳︑夕食はおに

るこの国で︑たった一度の地震で今まで一生

ぜ経済大国日本︑豊かな国日本といわれてい

たらまたすぐ行きたくなる︒せやからな︑な

との由︒

ぎりで︑冷たい牛乳などは喉を通らなかった

286

の花も咲いている︒

４●行くにあたっての障害拳時間がないｌ

引っ越しする時期がせまっていたので︑そち

開放的×閉鎖的
自己ＰＲ⑰趣味はスキューバーダイビング︒

そんなに心配してはいなかったが︑親は︑行

らの準備もしなければならなかった︒自分は

質問３のとおり︑自分が就職するに当たって

理想の異性のタイプ⑰体型はちょっと太目の

物欲弱い×物欲強い

ティアが神戸を訪れた︒神戸ではつらいこと︑
人︒自分の夢を語れる人︒

ボランティア元年といわれ︑多くのボラン

さ︑愛︑友情をもらったように思う︒私たち

６．費用の捻出方法曹︾貯金・小遣いからｌ

︵三万五○○○円︶︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾三万五○○○円

かかった︒

は浮かぬ顔をして︑説得するのに少々時間が

くことがだんだん具体的に決まりだしてから

悲しいこともあったがそれ以上に多くの優し

今の生活に満足か︑ほぼ満足している︒

学生︵現在は老人保健施設職員︑介護福祉

永島稔子︵ながしまとしこ︶

はたまたま環境が許し︑受け入れ先があり︑
神戸の地を訪れることができた︒

しかしそれ以上に多くの人が神戸に関心を
持ちながら︑この地を訪れることができなか
っただろう︒私たちがこの地で何を感じたの
かを︑行くことができなかった人に伝え︑共

のテレビがついていたので刻々と現状が明ら

た︒その日は老人ホームで実習があり︑そこ

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

の第一報は朝のニュースだった︒そのときは

貯金の一部を使った︒

三人暮らし︵母︑弟︶

二○歳／女／福岡県久留米市

士︶

めだと思った︒そして約束する︒決して神戸

有し︑神戸を忘れないことが行った者のつと
を忘れない︑と︒

まだあんなにひどくなるとは思っていなかっ
◎神戸に藩くまで

二月二六日〜三月二日︵五日間︶

自己像

⁝

いた︒関西地区︵京都・大阪︶には友人が多

かになっていくのがその都度わかって驚いて

くいて電話をするがその日はなかなか連絡が

１●地震の被害⁝︾受けない︒

メイト︒

とれず︑その日の夜中に被害が少なかったこ

２●何人で行ったか⁝︾二人ｌ学校のクラス
３噂家族︒友人の反応⁝雲肯定的ｌ母は行く

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

Ｉ
まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

しかし報道の中であまりにも大きな被害を

とを知り安心する︒

知り︑また学校の先生の中にも神戸の実家に

への引っ越しがせまっていてバタパタしてい
た時期だったので︑少し心配していた気配が

帰省していて被害に遭った方がおり︑一週間

ことには反対していなかったが︑私の就職先

あった︒友人は﹁自分は行けないので﹂と言

く︒そのなかで神戸の現状を見てくることは

後にこちらに戻ってきたとき現状を詳しく聞

気長×短気
流行に敏感×流行に鈍感

って︑食料を持ってきてくれたり︑寝袋を貸

受容的×攻撃的

責任感強い×責任感弱い

してくれたりして応援してくれていた︒

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

おとしよりのお世話をする◆老人介護

２
８
７

よいが︑決して神戸の方の怒りを買わないよ
８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず︑いつ

て︑活動が生活の一部と思えた︒

然でいろいろな世代︒分野の人が集まってい

宅で暮らしてこられた方ばかりで︑介護とい

といっても体は弱っているものの今までは在

ｌ昼︒夜の二交代で︑老人の介護をした．

じて特別養護老人ホームなどで職員が足りず︑

から朝日新聞で介護スタッフを募集している

かの団体に連絡をとることにした︒そのなか

からいつまで活動できるのかを決め︑いくつ

き添ったりということが多かった︒また透析

横について話をしたり︑買い物に行く人に付

ていたように思う︒夜眠れないという方には︑

うよりも精神的ケアのほうにニーズが集まっ

その頃からテレビ・ラジオ・新聞などを通

う言動には十分気を配りなさいといわれる︒

介護経験のあるスタッフを募集していること

というながた支援ネットワークを偶然に知り︑

どをした︒

をする方の病院への付き添い︑食事の準備な

強してきたことが役に立つかもしれないと︑

つかもしれないと思い︑連絡をとった︒私で

ここなら自分たちが勉強していることが役立

を知り︑自分が今まで介護福祉士養成校で勉

それを学校の友人に話すと︑同じことを言っ

廻●できなかったこと⁝︾ない︒

洞●活動の向き︒不向き⁝一向いていたと思う︒

幅＠すべきでなかったこと⁝あるＩ食事な

なくもう一人の友人が連絡をとり︑それによ

具体的に神戸に行こうという思いが強くなる︒
ていた別の友人を紹介してくれた︒

その後︑それを親に報告し︑スケジュール

って行くことが決定した︒

って行き︑終わればまた私たちが片づけると

どを老人の方に準備してそろえて目の前に持

その人とは今までクラスメイトではあった

的にもギリギリではあるけれどどうしても行

が︑そんなに交流がなかった︒しかし同じこ
とを考えていたということで話は具体的にな

きたいし︑その他のしなければならないこと

とこれからまた家で暮らしたいと希望してい

いったようになっていたが︑よくよく考える

り︑どんな団体へ問い合わせるか︑いろいろ

はきちんとすると説得し︑やっと許可をもら

る方にそこまでするというのは︑どんどん普

通の生活から遠ざけてしまって生活能力の低

どん一局まっていった︒

どんどん紹介され︑自分の中で気持ちがどん

くある戦争直後の日本のようだという印象︒

と駅から歩きながら思った︒ドラマとかでよ

ｌテレビで報道されているそのままだった

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

頭の回転がよく︑キビキビして︑リーダー的

ンティアの中でも若い大学生ぐらいの女性で︑

を聞いてのことだけれども︑たくさんのボラ

③神戸に藩いて

った︒

二人で考えた︒また二人とも就職準備でかな
り急な出発となりそうだったが︑周囲の人も
応援してくれているようで︑どんどん話は具
体的になっていった︒

今まではボランティアとして障害者団体の

と理屈をいっているおじさんよりよっぽど活

な存在で︑そこらの頭の硬い︑何かうだうだ

狸●理想のボランティア：．︾別の避難所での話

下につながったのではと考える︒

手伝いをしたりしてきたが︑ボランティアを

それと焼けた建物ばかりの中にポッンとビル

報道で若い人のボランティアの活躍ぶりが

している人たちがあまりにも偽善者っぽくみ

思った︒

が残っていたりして︑古い建物が多いのだと

自分がそうなりたいというよりも︑そうい

動家だった人がいたという話を聞いた︒

え︑どうもボランティアというものは嫌いだ

ｍ●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

った︒しかし今回の地震でのボランティアの
人々は普通の人たちばかりで︑活動自体が自

z８８

うように男性から評価されたことを︑同じ女
形あるものは時として一瞬にして壊れてしま

率・考え方への影響：︾与えていると思うｌ

感じだった︒

く一般的なことだと思い少し変わったが⁝︒

呼ばれることが嫌いだった︒今回の活動でご

も好きになれなかったので︑いっしょにそう

釦③今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

幅●困ったボランティア⁝︾特に思いつかない︒

うこともある︑と物に対する価値観が一変し

のように︑必要性を感じれば状況が許す限り

急事態が発生すればやりたいｌ今回の災害

性としてうれしく思った︒
お●友達はできたか．：︾どちらとも言えない
たと思う︒

行きたい︒

ｌ住所と電話番号はお互い書いたが︑まだ

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わったｌ

様に現地の様子を知りたがっていた︒それに
街の様子もさることながら︑人々の様子をも

メージがつきまとっていたが︑あまりにも一

今までは特別な活動という︑どうもいやなイ

曽家族︒友人に話したか：話したｌ皆一

っと知りたがっていたようだ︒またボランテ

絡することがあればいいけれど︒

ィアで何をしていたかなども︒

連絡する機会がない︒いつか何かの機会で連
●役に立ったもの⁝︾お菓子類︒

ロｏ

幅●役に立たなかったもの⁝マ寝袋︑ホッカイ

を見て︑聞いて︑安心した︒

般の人々が普通にできることをやっている姿

ていくこと︒

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾経験し

きな言葉だったので毎日聞いていて︑それも
生活の中の言葉として聞けてうれしかった︒

詔●ボランティア批判⁝︾正当Ｉ自己満足反

頭●関西弁の印象：変わらないｌとても好

ｍ●食事の感想⁝︾想像よりもはるかに恵まれ

率●再度行くならいつ⁝二九九六年三月頃

発ｌ日本人はボランティアには向いていない

かない︒

ていたと思う︒食事担当のボランティアがい

いきたい︒

ｌ神戸の復興していく様子をこの目で見て

ね︒持っていけばよかったもの⁝マ特に思いつ

るのはぜいたくだという意見もあるかもしれ

いが︑決してそれだけで終わってはいけない

ｌ自己満足というのは必ずあるかもしれな

ないが︑長期のボランティアやその他のボラ

●自己採点⁝︾八○点ｌあいた時間にもっ

その他ｌ神戸から帰って一︑二日はボーッ

狸●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾さびしさ︑

⑨神戸を発って

頚●ボランティアと呼ばれて：︒︾呼んでほしく

物の付き添い︒・

者の方々のスポーツ大会開催の手伝い︒買い

率︒過去のボランティア経験⁝あるＩ障害

◎ボランティアについて思うこと

特に私のいる老人保健施設などのように交代

めて休暇をとることが不可能な状況がある︒

に社会人は︑ボランティア活動のためにまと

鍵●ボランティアを活発化するシステム⁝︾特

いけない︒

と神戸の街を歩いて回ればよかった︒

としていたように思う︒それでもテレビなど

ないｌ今まで私の知っているボランティア

田管つ︒

ンティアの活動を支える大切なものだったと

で神戸の様子が映ると懐かしいというか︑今

制で勤務を組んでいる場合︑まとまった休暇

いう相手がいるのだから︒自分の活動が相手

のがボランティアだと思う︒そこには人間と

まで感じなかった神戸に対する親しみとか︑

をしている人たちは︑偽善者っぽくどうして

にどういう影響を与えるかを常に考えないと

なんとも言えない気持ちで胸いっぱいという

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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をとると他の人のシフトがきつくなるので︑

なかなかできないことが多いのでは？

く影響しているように思う︒

また一週間の滞在中に一度だけ入浴のため
に銭湯に行ったのだけれども︑そのときはと
ても混んでいて洗い場が空いていませんでし

洗うとやる？こっちに来なさい﹂といって

っていたら︑地元の方が﹁ねえちゃん︑頭も

◎あなたが神戸で出会ったこと
ながた支援ネットワークで活動している間︑

た︒仕方なく湯船の所でお湯をくんで体を洗
たった一週間だったけど︑多くのことを感じ

ひとつがあまりにも明瞭に残っています︒だ

からあの街にもう一度行きたい︒いつか必ず

行こう︑そう感じています︒

︵ちよう・じゅんいち︶

医師長野厚生連佐久総合病院

長純一

﹁もう終わるからこのねえちゃんに譲ってあ

一人暮らし

二八歳／男／長野県臼田町

いっしょに来ていたらしい知り合いの方に

そのなかでも︑その日の活動を終えボラン

げて﹂︵関西弁で︶と言って洗い場を譲ってく

た︒

ティアの寝床である二階の倉庫に一○人余り
れました︒

ンティアについてｇ混祉について︑医療につ

う夜がとても充実していた︒その内容はボラ

ながら︑延々といろんなことを話し合うとい

でも︑人間にはこういう助け合い︑譲り合い

間を過ごしました︒そしてこんな大変なとき

その方の親切さとで︑とても気持ちのいい時

そのとき六日ぶりのお風呂の気持ちよさと︑

２●何人で行ったか皇六人ｌ同じ長野厚生

１ｃ地震の被害︒：︾受けない︒

二月二八日〜三月六日︵七日間︶

のボランティアが帰ってきて︑ビールを飲み

いてなどつきることはなく︑夜中に至ること

といった心のゆとりとたくましさがあるんだ
これが私の神戸で一番心に残った出来事で

連病院からの派遣として︒他病院の医師︑看

◎神戸に藩くまで

佐久総合病院からの派遣

もあった︒

と実感しました︒

ークには︑この仕事終了後単独で参加︶︒

護婦︑事務職の計六人で︵ながた支援ネットワ

今日その日に会った人たちばかりなのに︑

るのも忘れてぐっすりと眠ることができまし

す︒その日宿泊の部屋に帰って︑ご飯を食べ

同じ場で活動しているという共通点だけで︑

は北海道から南は九州まで昨日は全く知るこ

と聞くとハツとするような︑とても身近な場

今の私にとって神戸という街は︑﹁神戸﹂

き上げになり︑ながた支援ネットワークへ参

送ったぐらいなので当然肯定的︒医療団が引

立母体の県厚生連︵農協︶を動かし医療団を

である佐久総合病院は︑病院の精神として設

３︐家族・友人の反応：雫肯定的ｌ私の職場

所になってしまいました︒思い出しても街並

た︒

掘り下げた話ができたことは幸せだった︒北
ともなかった人と︑今夜ここで話をしている

みひとつ︑あそこに電話ボックスがあって︑

にしてくれ︑また継続支援を︵現在まで︶行

加したいと相談した際も︑即ＯＫし公務扱い

またそこに集まっている人は︑看護婦︑介

いうものに感謝した︒

護福祉士︑看護大学の学生など共通する話題

から見た風景とか︑電車からの景色とか一つ

歩道橋があって︑あそこを通ったとか︑バス

ということの不思議を感じながら︑出会いと

いろんな意見を聞けたことが︑今の私に大き

が多く︑それぞれの意見をぶつけ合えたこと︑

z９ｏ

４●行くにあたっての障害⁝︾仕事︑時間がな

う姿勢を明らかにしている︒

は都合をつけられそうであったが︑梁さんに

う話があった︒この時点で何とか仕事のほう

いるので︑直ちに神戸へ行ってほしい﹂とい

内容は回診︵一日一回︶︑投薬︑緊急時の対応

ｌサルビア入所者の医療面でのフォロー．

持ちを持っており︑行きたいという気持ちに

医師は問に合っていることと︑今後支援をお

電話をして連絡をとったところ︑とりあえず

ｌサルビアの性格上︑医師が一人は必要︒

洲●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

︵夜間︑起こされたのは七日間で一一︑三度︶︒

いｌ病院の上層部も直属の上司も支援の気
好意的だったが︑一月に休みをとって行こう

しかし私程度のキャリア︵二年目︶の医師で

お●友達はできたか⁝︾できた︒

幅︑困ったボランティア⁝︾なし︒

も︑対応可能であった︒

願いするかもしれないとのお話だった︒

野厚生連の第四次医療団の一員として神戸市

ｗ●役に立ったもの⁝︾佐久総合病院医師の肩

二月二一日︑佐久総合病院を中心にした長

としたときにはどうしてもぬけられない仕事
話があり︑渡りに舟となった︒

中央区の避難所に支援に行ったが︑救護班は

書︵名刺含む︶︑携帯電話︵神戸の他の地区でボ

があり断念した︒その後病院より継続派遣の
５●総費用︵自己負担分︶⁝︾一○万円︵五万

不要との地元医師会の声の前に思うような活
そのとき他地区の活動も知りたいと思い梁

幅●役に立たなかったもの⁝一医学知識︒

動が行えないことが判明した︒

６●費用の捻出方法⁝︾計算はしていないが公

さんに連絡をとったところ︑ちょうど二月二

幅︑持っていけばよかったもの⁝︾﹁持ってい

巴ｌただしながた支援ネットワーク参加

休だったので︑その間の給料分のほうがずっ

八日から医師不在とのことで︑渡りに舟とい

ければ﹂ということになるが︑臨床医として

前の医療団分も含む︒

と多い︒

希望した︒

う感じでながた支援ネットワークへの参加を
一応派遣の身であるのでＦＡＸでネットワ

いので不安はあった︶︒

病院内のように上級でフォローしてくれる体制ではな

の自分に対する自信︵実際は必要としなかったが︑

った︶︒

ランティアをしている人と連絡をとるときなどに役だ

一応形式上は病院からの派遣なので︑いわゆ

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾私は

ークの活動報告などを病院に送り許可を求め

るボランティアとは少し異なった立場かと思
います︒

たところ︑病院側も派遣というかたちでＯＫ

った︒

⁝︾笹川マネーに対しては見識を示してほしか

副●ながた支援ネットワークへの批判︒注文

験しているので特にそう感じられた︒

ワーク参加前の一週間は避難所の食生活を体

ｌ神戸の現状を考えれば﹁豪華﹂．ネット

ｍ●食事の感想：．︾こんなものだろう︑豪華

８●どのようにアクセスしたか⁝二月の段階

してくれた︒

③神戸に藩いて

でターミナルケア︑在日外国人医療支援︑福
祉問題などさまざまな分野で親交のあった新
生病院の内坂由美子先生が神戸へ行ったと聞

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

き︑神戸の状況︑支援の必要性などを問い合
わせた︒このときは結局私の仕事がぬけられ

︑●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

入っており︑情報を得ていた︒

ｌ医療機関やその他の友人が何人も神戸に

二月初旬︑内坂先生より﹁ながた支援ネッ

ず︑断念することになった︒

トワークが立ち上げられ︑医師を必要として

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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人︑一回の活動日数は短くとも何

ボランティアに宿泊施設を提供して
平成七年一月一七日︑兵庫県南

路兵庫へ・神戸αと足を運んだ

山内章員治

長田ケアホーム主任生活指導員

私たちは長田区の高齢者・障害

とともにその性質も変わっていき

震直後から四月まで︑時間の経過

ボランティアたちの活動は︑地

ボラ﹂

⑧﹁イケイケボラ﹂と﹁指示待ち

ワークづくりの一筆方として︑また

者の緊急支援を行うためのネット

ました︒地震直後から一か月の間

のです︒

もさまざまでした︒いいかえれば︑

活動主体となるボランティアの宿

アの﹁イケイケ﹂が発揮された時

は︑言葉は悪いですがボランティ

た人もいます︒またその活動内容

それだけの活動を必要とする被災

泊施設として︑老人ホームの一階

度も現地に足を運んで活動を続け

起こしました︒あれから慌ただし

者がいたということです︒そして

部分を彼らに開放しました︒事務

て非情なまでに過酷な状況を引き

く月日が過ぎ︑被災を受けた人々

彼らボランティアたちは︑活動を

部地震はあまりにも突然に︑そし

の生活も︑さまざまなかたちを示

通して自分たちのエネルギーを被

そんな人々がいまでも口にする

しながら現在を迎えています︒

ために何もかもなくしてしまった

避難所の生活環境を整えていく︒

表情で呆然とする住民に代わって

住民に﹁物﹂を直接届け︑悲痛な
﹁ボランティアにきました﹂と挨

彼らの活動すべてが住民に受け入

﹁ボランティアってすばらしい﹂

○名弱︑じつに一施設でこれだけ

拶を受けた人数が︑三月末で五○

かと思えるような格好でした︒

期だったように感じます︒震災の

その一方で︑彼らの活動を支え

所の窓越しに現れた彼らは一様に︑

るための拠点が当然必要となった

災者に届けつづけました︒

で一生懸命に活動を続けたボラン

のが︑震災当初から避難所や地域
ティアたちの姿です︒とくに大学

わけで︑私たちの施設がその役目

登山家が間違えて被災地に来たの

生を中心とした若者たちの活躍に

を引き受けたのです︒

と誰もが正直に感じていたのでは

の喜びがさらなる活動を促す︒
他の避難所などで活躍した彼らと

れられ︑また受け入れられること

同様︑われわれの施設に宿泊した

ないでしょうか︒

にわれながら驚きを隠せません︒

った神戸市長田区にあります︒長

ボランティアたちも二○代の若者

のボランティアを宿泊させたこと

田区の震災後の状況は劣悪で︑最

が中心でした︒介護の専門家や相

私たちの施設は︑火災の激しか

⑱一施設で五○○名を

は︑被災地の住民はもちろんのこ
と︑日本中のおじさん︑おばさん
世代も目を見張ったことでしょう︒

高時には避難所が七○か所︑総勢

談援助の専門家︑医師︑教員︑学

それほど彼らの活躍は︑被災地を

先日︑地元のボランティア団体

三万五○○○人の住民が避難生活

状況は︑マスメディアを通して日

と幅広い分野からの参加でした︒

生︑おもしろいところでは漫画家︑

いう思いに駆られ︑この瓦喋の街

た︒彼らは﹁何かしなければ﹂と

にも︑そうした人々が多くいまし

勇気づけてくれたと思います︒

の代表者と話す機会がありました︒

をしていました︒その過酷な被災

本全国に映しだされました︒そう

施設に迎えたボランティアたち

兵庫県で活動したボランティアは︑

じっに震災直後から六月末までに

延べ九二万人に上るそうです︒｜

した報道を目にした彼らは︑．

に乗り込んできました︒でも何を

｜か月一一か月と長期的に活動した

日だけの活動を行った人もいれば︑

ヱ９２

していいのかわからず︑﹁ここに
ギーの高いこと︒﹁被災者支援﹂

たかと︑いまでは思っています︒

一般化した瞬間だったのでしょう︒

私個人としては︑ボランティア

としてもつべき態度の第一は︑自

己完結できることだと考えていま

⑳私も参加したかった

す︒自分の身のまわりの問題は自

が本来の活動目的であったはずが︑

おかげさまで︑ながた支援ネッ

くれば何かお役に立てるのでは﹂

トワークはボランティアのみの運

て初めて︑今回のような被災地域

分で解決をする︒このことができ

﹁ボランティア同好会﹂のノリに

受け入れを行っている施設には︑

営にもかかわらず︑その活動は社

と︑活動︵自分の役割︶を分け与

施設自体の業務の流れがあります︒

一つひとつの支援は現在でもなお

会的にも認められ︑彼らが行った

なってしまう場面もありました︒

緩やかに︑確実にリズムを刻んで︑

えてもらうことを期待している若

ながた支援ネットワークの事務

入居者の生活が︑そして介護が行

る﹁じゃま﹂でしかなかったので

は︑あの被災状況のなかでは単な

ました︒目的のないボランティア

活の妨げになるときつく伝えてい

した後の夜間の生活態度に問題を

とも少ないのですが︑活動が終了

活動をしているため施設にいるこ

なか目が向きません︒昼間は外で

は︑そうした流れのほうにはなか

われています︒ボランティアたち

ボランティアと呼ばれる人々や呼

あったのかもしれません︒今後は

うな状況においての一つの役割で

に徹した施設のあり方も︑あのよ

裏方として﹁ボランティア支援﹂

ています︒そのことを考えれば︑

地域のなかで形を変えて継続され

が可能となると考えました︒そし

とで長期的な支援体制をとること

も環境のよい施設に宿泊させるこ

ボランティアの同輩を︑少なくと

った地域の支援に活躍してくれる

だと考えます︒

に足を踏み入れることができるの

者も実に多かったのも確かです︒

ランティア﹂の存在は被災者の生

局では︑このような﹁指示待ちボ

す︒当然そうした態度で活動をし

感じたのも事実です︒施錠後の出

とは﹂と厳しい教育が行われてい

儀なくされることもあり︑何度か

の安全管理や介護業務の中断を余

入りや深夜までの談笑など︑施設

ものとなるでしょう︒

設と地域を結びつけていく大切な

ばれたい人々とのかかわりが︑施

ら自身がそのことに気づいてくれ

設として開放しつづけました︒彼

て︑問題をかかえながらも宿泊施

今回私たちは︑悲惨な状況に陥

ンティアによって﹁ボランティア

ようものなら︑しっかり者のボラ

たのではなかったかと思います︒

ところがボランティア活動が順

ームの性質など知る由もありませ

とはいえ彼らが特別養護老人ホ

もが認めることです︒このような

くの足跡を残してくれたことは誰

は︑地域に︑そして避難所にと多

いずれにせよ彼らボランティア

でも改善しようと行動する自由な

ち向かい︑劣悪な生活環境を少し

者の脅かされた﹁命﹂の問題に立

ころをいえば︑被災高齢者や障害

ればうれしく思います︒正直なと

⑲施設には施設の時間がある

調にすすみだすと︑不思議なこと

ん︒ボランティア活動に入る前に︑

﹁義勇軍﹂にうらやましさを感じ

注意をした場面もありました︒

に︑自分の存在がいままで以上に

命﹂とか﹁ボランティア元年﹂と

なのですから︒

ていた私が施設にいたことも事実

現象を指して﹁ボランティア革

に﹁ボランティア﹂という言葉が

呼ぶ人も少なくありません︒まさ

同じ人々が二階で生活している場
面をオリエンテーションとして見

彼らが救おうとしている対象者と

せておくべきだったのではなかつ

ようです︒そうした﹁心地よさ﹂

を体いつぱいに感じている人物が

大きく感じられてくることがある

集団で行動するから︑そのエネル

おとしよりのお世話をする｡老人介謹
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加など︒

ＨＩＶ︵エイズ︶についての啓発運動への参

手伝い︒在日外国人労働者の支援の手伝い︒

きあいをしている車いすの人々のイベントの

の尊敬するこの先生の言葉は実に奥が深い︒

きたボランティア精神の塊のような方で︑私

ランティアと呼ばないかたちで長く活動して

学習活動を続けてこられた先生が言った︒ボ

◎神戸を発って
型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾うしろめ

霊●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

聖⑧家族︒友人に話したか⁝︾話した︒

は神戸でそれを再認識した︒

ネージメントが大きいと思っていたが︑今回

いた︒アジアにおける医療は︑技術以外のマ

どんつくっていきたい︒

活の中で医師でないかたちで接する場をどん

大切にするのも必要だが︑白衣を脱ぎ日常生

ると思う︒この中でプラスアルファの部分を

業でなくプラスアルファを必要とする場であ

たいｌ職場である医療そのものが単なる職

②今後のボランティア活動⁝白常的にやり

ががんばって神戸市民を支えてくれることを

退を求められ活動も制限されてしまった︒

が少なかったこともあり︑医師会から早期撤

った︒しかし中央区がわりと医療機関の被害

派遣されている救護団の一員として現地に行

病院の所属母体︶から神戸市中央区の避難所へ

神戸市の要請を受け長野厚生連︵佐久総合

頚●ボランティアと呼ばれて⁝︾本来的には消

たさ︒

記・再度いくならい？︾八月頃ｌいつでも

酬○ボランティアのイメ︲ジ⁝︾変わったｌ

霊●考え方への影響：雫与えていると思うｌ

いいのだが行く予定がとれない︒行く余裕さ

ボランティアという言葉が市民権を得たこと

ャーで活動を制限せざるを得ないなかで︑い

心から望んでいた︒しかし医師会のプレッシ

⑨あなたが神戸で出会ったこと

えあれば行きたいと思う︒真夏の神戸の問題

などで︑私自身の活動がボランティアと語る

滅すべき言葉だと思っている︒．

点も知っておきたいから︒

べきか︑そうでないかたちで説明すべきかの

もともとアジアで医療活動をしたいと思って

ｏ自己採点：︾八五点ｌ自分が避難所の救

判断基準が少し変わった︒浅くつきあう人に
理解してほしい相手には説明する︒

は﹁ボランティア﹂という言葉を使い︑深く

けでは︑住民のニーズには応えきれないとい

えば医療機関が診療を再開するということだ

くつかの疑問点︑問題点が見えた︒一言でい

私はもともとよそ者であり︑地元医療機関

かし他地区でいろいろ知人ががんばっており︑

護所にいた経験を十分生かせたかは疑問︒し
その人たちと情報交換した︒お陰で他地区の

は少なからずいた︒ただちに治療が必要とい

受診できない者︑受診しない者が避難所に

うあたりまえのことである︒

状況を知ることができたのはよかった︒

蛇●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾人間が

うわけではないが徐々に体力が低下し︑何ら

本来持ち合わせる相互扶助精神が︑社会が複
きなくなったために生じたシステム化された

雑化する中で︑隣人同士で発揮することがで

かの病にかかりそうな高齢者が多かった︒食

③ボランティアについて思うこと

関係︒

事の栄養バランスはひどいものだった︒

詔︒過去のボランティア経験あるＩボラ
ンティア的なものであるが︑募集されて応募

の為す善は偽善﹂と四○年以上︑農村の地域

銅︒ボランティア批判：正当ｌ偽善ｌ﹁人

私の勤める佐久総合病院は﹁民衆のための

のなかで生まれるものをやっている︒友人づ

するようなものでなく︑個人個人のつながり

z９４

傷の患者を診療して満足しているのは医師の

療を実践してきた病院である︒病院に来た重

医療﹂を掲げ︑五○年間貧しい農村でその医

なものだということである︒また間違いなく

本中の大半の医師の考える医療観がそのよう

つまり神戸の医師会が悪いのではなく︑日

の地域医療をつくる必要があるのだと思った︒

そのまま表しており︑だからこそ私たちが真

ティア的な言葉でいうとＧＯとＮＧＯとでも

強固にする体験ができたことである︒ボラン

同時に﹁農村文化の確立﹂を掲げ村の中に

立ち上がっている人たちであった︒いまはエ

彼らも被災者であった︒そして神戸のために

と認められて︶︑ながた支援ネットワークに参

その後個人的なつながりから︵病院からの派遣

ことができた︒まず最初は病院より派遣され︑

ットへの参加︑という大変貴重な体験をする

今回私は避難所の救護班への参加と支援ネ

言おうか︒

行っていた︒

自己満足だとして︑五○年前には出張診療を

入り︑衛生講話やさらに農民に理解されやす

クでの活動は不謹慎かもしれない表現だが︑

ものだったのに対し︑ながた支援ネットワー

意味の濃い会費や購読費︵カンパ支払いは年に

ざまな活動を自らも行うと同時にカンパ的な

ってきた︒国際協力︑医療︑福祉などのさま

私自身今までいろいろなＮＧＯ活動に携わ

加することになった︒

ールを送りたいと思っている︒

生き生きしておもしろかった︒自己満足で終

避難所救護団での活動がストレスのたまる

いようにと劇団部をつくり︑劇を通して衛生
から民衆の中に入ることを常に行ってきた病

わってはいけないと思いながらも︑私の能力

や健康意識の向上を図った︒戦後間もない頃
院は︑一○○○床となった今でも在宅ケアな

を生かせる可能性が感じられたからだろう︒

どに精力的に取り組んでいる︒

食事の重要性も認識し︑病院給食の導入も

報・報告がくる中で︑多忙な研修医生活を送

数十におよぶ︶︑つまり月数十の恐ろしげな情

日本一早かったといわれている︒今回も民衆

今までのさまざまな活動で知り合った人た

とも私が最も活動したい対象︑被災者のいる

師会と厚生連の三者のメンツの前で︑少なく

のための医療を︑という精神から厚生連を動

までのおおまかな様子は電話で情報収集でき

市を通した救護班では行政︵保健所︶と医

っているという変わり者である︒

た︒他地区の状態はどうか︑医師会の動きは

に医療を中心に活動していた︒東灘から長田

その病院から来た者からみると︑神戸の現

現場とは距離を置かざるを得なかった︒これ

ちや組織が神戸にかなりの数入っており︑主

状はとても医療が十分とは思えなかった︒診

どうかなど知ることができた︒これらをもっ

はＧＯ的であったからだろう︒

かし医療団を派遣した︒現在でも要請があれ

療を再開することⅡ地域医療の回復︑と考え

とうまく活用できればもう少し神戸のために

ばすぐに支援する体制である︒

られがちだが︑少なくとも私の︵私たちの病院

役立ったのではないかと今になると思う︒

地域医療という言葉にかなり思い入れのあ

辻︑梁という二人の人物の魅力が大きかった

また集まった人々がみな魅力的だった︒中

する必要があるだろうし︑実際数も影響も大

特にＧＯ的なものが医療においてはしっかり

Ｏであった︒だから活動に制限が少なかった︒

一応ながた支援ネットワークは完全にＮＧ

の︶考える地域医療とは大きく異なっていた︒

る私としては︑地域医療が回復したのだから

ように思う︒いい出会いができた︒

収穫は︑自分が常に在野に立つという意志を

いろいろ書いてきたが︑私の今回の最大の

れる問題を拾い上げる︑という働きがあるよ

きかった︒しかしＮＧＯはそこから取り残さ

救護団は帰れとの内容を言われたとき大変不
する意識の違いが現在の医療の大きな問題を

快に思えたが︑この地域医療という言葉に対

おとしよりのお世話をする●老人介誰

ｚ９う

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

私自身はやはりＮＧＯでやりたいと思う︒

うに思う︒

それは善悪ではなく︑個人の性蛤恰や考え方と

物欲弱い×物欲強い

医学生時代からターミナルケア︑バイオエ

自己ＰＲ︑趣味は球技などスポーツ︒囲碁六

シックス︑地域医療︑国際医療協力など人間

のだろう︒国際医療協力︑ターミナルケア︑

して︑たぶんアウトサイダーにしかなれない

地での診療所︑福祉・・・いずれも社会的要請は

的︒社会的な観点から︑医学︒医師中心の医

段格︒

強いにもかかわらず︑医療がしっかり立ち向

療観という従来の医療のはざま領域のことを

バイオエシックス︵生命倫理︶︑在宅ケア︑僻

み︑いろいろ活動してきた︒
いろいろ勉強した︒

かえていない問題に学生の頃から首を突っ込
これらは一○年︑二○年後には今以上に注

三田村加代子

ムケア協会会員︶

︵みたむら・かよ一︶︶

ホスピスケアワーカー︵日本ホスピスホー

五三歳／女／兵庫県川西市

二月二八日〜三月四日︵五日間︶

五人暮らし︵夫︑子ども二人︑実母︶

︑神戸に酒くまで

浴が困難になり︑特に母親は八四歳と高齢な

給が止まったこと︒ガス風呂であったため入

ては︑一月一七日から二月五日までガスの供

１●地震の被害：受けたｌ震災の被害とし

理想の異性のタイプ⑰笑顔のすてきな人︒自

りなどでもいろいろ企画したりした︒

全国の学生と交流があり︑全国規模の集ま

方で日常的な医療行為そのものがその中心の

ため適応に工夫が必要でした︒

目され︑また重視されるであろう︒しかし一

いくにちがいない︒それでも在野にこだわっ

座から滑り落ちることはなく︑時代は進んで

カを恐れず本音で話し合える人︒

分がもっていない良さをもっている人︒ケン

のない医師では話にならない︑と思う一方で︑

品の買い物︑交通のパニックも身近に体験し

出ない生活を初めて経験しました︒また日用

物の整理をしたにすぎません︒

直接的な被害は食器が割れた程度で︑落下

ました︒

ると臨床とは直接関係ないマネジメントなど

明である︒福祉的なことをしたいが︑そうな

どこまで身につければよいのかという点が不

今の生活に満足か︑わからないｌ医療技術

電気と石油ストーブで食事の支度︑ガスの

ていたい︒今回の体験からあらためて思った︒

粘り強い×あきっぽい
ｌ

２●何人で行ったか皇二人ｌ三田村一美

︵東京に住む姪︶︒

の能力がむしろ求められる気がする︒そのこ
とに悩みながら生活している︒

いましたので︑家族の理解も早かったです︒

テレビや新聞などの情報をもとに語りあって

兵庫県民課へ電話して被災家族の受け入れを

３鰯家族︒友人の反応⁝肯定的ｌ家族中で

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気
責任感強い×責任感弱い

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

篭

９
z６

ており︑それならばこちらが出向いていくか

申し入れましたが︑返答がないまま日が経っ
いられて混乱するなか︑どのような支援がな

は？感染症の不安など︒一変した生活を強

寝床の暖はとれているのか︑薬を飲むお水

ンティアを姪とともに志願いたしました︒私

の手でながた支援ネットワークへ電話︒ボラ

のお年寄りら保護へ﹂の記事でした︒すぐそ

目に飛び込んできたのが﹁避難所で要介護

ということになりました︒

されているのかを思い︑何かお手伝いするこ

ったｌ地域で民生委員をしている関係で︑

４●行くにあたっての障害．：︾特に障害はなか

た︒

ろで手伝えないか﹂という︒看護協会や仲間

思う︒できたらおばちゃんといっしょのとこ

暇をとって︑神戸へボランティアに入ろうと

婦をしている姪から﹁二月の末一週間ほど休

８●どのようにアクセスしたか⁝︾東京で看護

とができればと思っておりました︒

たＩＪＲの騰取駅に降り立った第一印象は︑

９︐被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

した︒

が参加できたのはのは思いがけないお恵みで

﹁お母さん︑いってらっしゃい﹂と︑ごく自

まずしなければならない仕事を処理すること︒

を通して探してみても調整がつかないらしい

然な反応で︑家事は娘が引き受けてくれまし

次に宝塚の実姉︑姪や甥︑友人らの安否が気

目前に広がる長田の街が無言で〃泣いてい
る″と︑ほんとうにそう思いました︒その

私の所属している日本キリスト教団大阪の

痛々しい姿は今も目に焼き付いて離れません︒

︑神戸に溶いて

づかわれすぐに動き出せなかったが︑身辺が
のです︒

ぞみ教会においても︑教区救援対策事務局を

の尊い生命のあることを︒その上に立って残

忘れてはなるまい︑のみ込まれていった多く

障害はなかった︒

整うとともに外に目を向け行動を起こすのに
５●総費用︵自己負担分︶⁝︾五○○○円︵五○

いました︒私はボランティア登録をしてすで

した︒

された者のなすべきことを問わればと思いま

機能させ広く被災地の教会の再建活動をして
に娘とともに派遣に応じていました︒しかし

○○円︶︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾刻々

活動内容は力仕事や炊き出しなどが多く︑彼

６︐費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

と報じられる震災情報に対して冷静に対応し

女の専門性を生かす場はなさそうでした︒

泊り込みでお年寄りの世話をする所などあ

ｌ環境整備︵掃除花の水かえ︶︑洗濯排

て︶︑食事介助︑下膳︑コップ消毒︑おしぼ

ーパー補給︶︑水分補給︵水分制限の方に注意し

しかし連絡なしとあって少々あせりました︒

れ縫い︶︑外出介助︵車イス︶︑若松公園イベン

りづくり︑話し相手︑手仕事︵おしぼりのほつ

池介助︑物品整備︵石油ストーブ︑トイレットペ

もし寝たきりの介護の最中に被害が及んでい

せっかくの若い人材が生かせない︑今夜にも

ト参加︑夜勤︑おかゆづくり︑共同病院へ薬

ればよいがと︑すぐ二月一五日付けでボラン

︑●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

なければと︑日常の自分を見失うほどに思い
ました︒できることからといいきかせながら
も胸のつぶれる思いでした︒

たらと思うといたたまれぬ思いがしました︒

東京の宿舎に電話を入れましょうと残念に思

処方︑薬局へ外出︑避難所巡回同行︑宿舎清

ティア登録用紙をファクシミリで送りました︒

私の介護を助けてくれた娘といっしょに︑

たのです︒

いつつ︑二月一二日の朝日新聞の朝刊を開い

特に昨秋︑同居の老祖父を看取りましたが︑

寄せていました︒食事のこと︑清拭のこと︑

報じられる避難所でのお年寄りのことに心を

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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達︑チームワーク︑面会にこられた家族︒友

告︒検討︑見守り︑観察記録︑作業内容の伝

掃︑スタッフミーティング出席︑部門別の報

びあえる若いお仲間とともにおつきあいを始

や戸田さんらと情報交換したり︑お互いに学

えていました長谷川さん︑松島さんのお二人

垢︒友達はできたか⁝︾できたｌ大阪からみ

生活の場ですもの︒

出てきたのでしょうね︒うれしかったです︒

ったらそれらが目にとまりました︒ゆとりが

後日三月の末︑訪問したとき︑お部屋へ入

お年寄りにとっては若い方のほうが楽しいの

ど︑はまり役のように思いました︒しかし︑

てはいけないと思ったｌ朝昼夕の三食とも

ｍ●食事の感想：．︾豪華︑食べた分は働かなく

糸︑おじやみ︑などレクリエーション用具︒

ね●持っていけばよかったもの⁝︾あやとりの

焦燥感ｌ高齢者が人として︑どんな環境に

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

援ネットワークの広報紙﹃ひろぱ﹄など︒

人への配慮︑なくしもの探し︒
めております︒

では︑とも思いました︒

れで十分なのだろうか︒一つの実践にふれた

あっても安心していられる場所がはたしてこ

●役に立ったもの⁝ママスク︑エプロン︒

Ⅷ●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う

値●できなかったこと⁝︾あるＩ介護とは

けもあり︑楽しく︑おいしく︑安心して食卓

専門の調理師の方に加えてボランティアの助

ｌ介護経験もありましたし︑去りがたいほ

﹁必要を満たす﹂﹁生活の質を高める﹂﹁人権

を囲むことができました︒食材の用意も大変

麺ｏ考え方への影響：与えていると思うｌ

焦燥感にかられた︒

充実感は確かにあったが︑まだまだ：．という

◎神戸を発って

を守る﹂ことにあると思っています︒

な中︑一食二○○円もうれしい金額でした︒

涙して祈るしかない︒その祈る側の姿勢が問

一人ひとりの心と体を見守るスタッフの献
身的なチームワークで支えてこられた業務を

かつおのたたきや酢のものと思いがけないメ

のはみな倒されてもなお変わらないもの︑

生活の基盤を根底からゆさぶられ︑形あるも

記録することは大切な仕事であった︒しかし

罰●ながた支援ネットワークへの批判・注文

﹁本当に大切なのは何か﹂をつきつけられま

われました︒どのように生きているのかと︒

引き継ぎ事項のみにとどまり反省している︒

．：︾初めて業務に入った者でもシステムがわか

した︒市民としての人間回復や正しい福祉の

ニューもあり︑働くエネルギーにつながった

前記三つのうちの一つ﹁必要をみたす﹂こと

るように心得や消毒液のつくり方︑モップの

思想を身につけたいと思います︒

ように思います︒

で精一杯だったように思う︒

使い方︑詰め所には時間を追った作業内容︑

群③家族︒友人に話したか：話したｌ全国

することが十分にできていなかった︒必要な

幅●すべきでなかったこと⁝毒あるＩ初日

朝食のおかゆのつくり方など先輩ボランティ

短い期間とはいえ業務に入ったなかで︑記録

張り切りすぎたのでしょう︒玄関脇のチラシ

各地から専門職の現場からかけつけた医療と

福祉の仲間に出会ったこと︑支援ネットワー

アの知恵と思いやりがここかしこに掲示され

クの活動がどうして始まったのか︑やがて長

や冊子が散乱しているのをみて︑通路を拭き

願わくば一階の入所者のフロアに情報交換

期的に高齢者ケアセンター長田に訪問看護ス

ていて︑ご苦労がしのばれました︒

の広場のような掲示板があればよかったと思

づいたのですが︑持ち主にひと言断ってから

いました︒お便りやイベント案内︑ながた支

掃除しゲタ箱も整理しました︒やった後で気

は生活の場ですから︒

すればよかった︒仮住まいとはいえ︑避難所
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長田地区高齢者･障害毒緊急支援ネットワークニュース瀞レターｉ,11戸『￨j立艮ｌｕ仏宅桶祉センター内

謹鴨熟"ひろば‑僅熱雛雪
発行人十辻直行

在客安否調査行われるノ
ながた支援ネットワークでは､去る２月２０日から４日間にわたりからはそんなトラブルもなく､予想以‑1二のスピー
pZ宅安i蒲則査を行いました｡このi調査は､長H｣区の扉ljを中心に自治ドで調査は進み､予定より１日早い４日間で訂笹

会単位で5地区約一万1峠を対象として､対面ﾉLj式て畠行われました。を終了する率ができました｡この間.,唖己された
現在､大きな避削断では､物資配給や医療の面で､だんだんとボラプライバシー侵害に関わる苦情の電話が非柑に
ﾝティアや行政の手が届きつつあります。しかし爵塗師でのプライ少なかったことは、調査対象になった人々
バシーのない生活や劣悪な条件に耐えかねて、が調査を受け入れて下さったことの現れた

FJグT、自宅に戻って生活している人たちの生活の琴と思っています｡この調盃結果は､統計的に典

鯵溌;篭血驚i;識繍鵜蛍覇

Ⅲ

たちの安否訓杏を行いました｡i雌伽似外LE嶋所で助けを求めている陣いる人が多かったという感但をもったそうです。これから、この安
害者や、老人の亮l耐調査の第一鋤沌目標でした｡対而調査の経験､の否調査の結果が有効に生かされ､在宅で不自由な生活を送ってい
御､ボランティアを動員して調杏を行うことlゴォしては1]唾論もありまる人々に一日も早く援助の手が届くように､各自治会との連絡・

した力〔緊急に調査することの方力亜要という判断のもと､念入りに引継ぎを密に行っていかなければなりません｡行政に訴えるべき事は
オリエンテーションを行うことてくその問題を､軌することにしました。訴え､我々でできることは責任を持って対処していく。それがこの安

ながた支援ネットワークドキュメント
（２月

６日から７日間）

２月１６日今だに飲料水が出ないためﾐﾈﾗﾙｳｵｰﾀｰの消費量が､節水の意識が高まっており、混乱はな
が多く、ペットボトルのごみが多い｡そのベツトボトルを含め、ごみは大量かつた。
に出ているが､分別収集がなされておらず､また定期的にも回収されていな２月２２日緊急迷甜所では入所者の

雲
i霧
Ｉ

い･施設内にためておくのにも限界がある､とメンラチンス部門より問題提ＡＩ戸睡飼矧潅轄油｣洲E上土､'三全鐙h麺ﾆ､銅
人に健康状態､精神脚腫ともに余裕がみられるようになり、将来のことを考

えられる人が増えてきたという看護部門からの報告も安否詔医員からは､困っ
た人を目の当たりにしてそのまま調査を続けるのがつらいという悩みも聞か
れた。

２月２３日ｻﾙビｱで出ている水力f飲料水として適当であるとの判
断が下される。
順且砺老、Ｉ入所者蚊Ｉ過濡故Ｉ
２ 〃 ６ 日 ６ ６

７ 日 5 1 0

藤一瀞認識溌蕊

B 日 ４ １ ２ ２
９ 日 ョ １ ４
１ ０ 日 １ ５

需謬

１ １ ロ １ １ ５
１ ２ ロ １ ３ ２
１ ３ 日 １ ２ １

１ ４ 日 １ ３
ケアーするシスクーナース

１ ５ ロ １ ３

１ ６ 日 ｌ ４
ｌ７ｐ７ ｐ 1 ４
１

１
ｌ８Ｂ８ 日 １ ３
ｌ９Ｂ９ 日 １ ４
１

２ ０ ロ １ ４

２ １ 日 １ ５

入退所者の推移（２１日まで）

Ｚ月ＺＵｐ週に１回の入浴サービスが行われ

る。入所者のうち、体調の悪い人を除き７人が入浴し

た｡ケアホームでは安否訊匿のボランティアのオリエン
テーションが行われた。

２月２１日安否郡匿は大きなﾄﾗプﾙもなく
予定よりもペースが早く進んでいる。大人数のボラン
ティアが宿在卜るケアホームでは使用水量が心配された

ボランティア募集
皆様の意欲と、技能の範囲でお手伝い下さい
〒658神戸市長田区腕塚町２丁目１−２８
TELO78‑611‑2463、2719

IkFAXO78‑611‑2016

、

齢
狼ランティア

i士彰子さん
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おとしよりのお･世話をする◆老人介護

ことなど︑川西市の福祉プランの充実を願っ

テーションを新設する方向に進められている

楽しみにしています︒

月から始めたばかり︒何が生まれてくるかと

支える医療と福祉﹂を学ぶ勉強会を昨年一一

れたらと思っています︒地域で﹁在宅介護を

ではと思います︒

れば︑自らのこととして参加しやすくなるの

てボランティア活動のメニューが生み出され

身近なことから考え︑学び︑実践する場とし

貴重な経験だったと思います︒川西市社会

ティアたちもまた︑まじめで熱心で陽気だっ

﹁ながた支援ネットワークに集結したボラン

③あなたが神戸で出会ったこと

て現地でのことを話しました︒

福祉協議会の主任ヘルパーと︑所属教会の教

一一○年間主婦らが支えたボランティアの数々

訓○ボランティアのイメ︲ジ⁝一変わった
に加わり︑出会いと共感の働く場としてボラ

友と分かちあいました︒
霊●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

しかし神戸ではやむにやまれず命にかかわ

ンティアを経験してきた︒

た︒てらいのない自然体だった︒自分のため

八月中旬に

る緊迫した体験をし︑その高さ︑広さ︑深さ

の心の中に共有された﹂と梁勝則さんは﹃ひ

以外に行動することの楽しさが︑集まった人

亡父の初盆を済ませたら︑時間をとってなが
た支援ネットワークのその後を見たい︒入所

とともにどこまでやるのかという限界の厳し

率●再度行くならい？童頃

者一人ひとりのお顔が思い出されます︒それ
さを味わった︒

ろば﹄の第五号で語ってくださった︒神戸を

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾共生へ

まさにこのことだと︑しみじみ出会った数々

去った今も宝物のように大切に思えるのは︑

っております︒

のかけ橋︒愛の文明を築こう︒

ことのほか恵まれた食事タイムは安らぎと

の仲間のことが思い出される︒

鐙●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

ぞれに自立した生活に入られていることを祈

●自己採点⁝︾七○点ｌ少し甘いかな？
お許しください︒

発ｌ日本人はボランティアには向いていない

ｌ﹁自己満足﹂とあげたのは︑陥りやすい

ャンプ︒

保障︶︑宿泊訓練ホーム官立介助︶︑ワークキ

育介助︑要約筆記︵中途失聴︑難聴者のきこえの

保育︑親子文庫︵読み聞かせ︶︑知的障害児保

配・過去のボランティア経験尋あるＩ学童

きな体制︵組織︶の中でしかボランティア活

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾大

ではないかと考えています︒

個が確立し成熟してくれば理解が得られるの

浅いので根づきにくい面はありましょうが︑

ない﹂という意見については︑確かに歴史も

また﹁日本人はボランティアには向いてい

のか︑緊急時に備えて使用している薬のメモ

︒薬の管理ｌ何の薬で︑いつ︑どれだけ飲む

彼のレストランを訪れてみたいと思う︒

たときの笑顔が忘れられない︒いつの日に逆

ケーキの味は格別で︑つくり方を教えてくれ

職場も愛する人も失ったという︒手づくりの

た若者がいた︒彼は神戸で震災にあい︑家も

②ボランティアについて思うこと

霊●ボランティアと呼ばれて⁝︾普通のことだ

動ができないかのようにみえますが︑小さな

学んだことの中から

もあった︒調理場でプロの腕をふるってくれ

と思います︒

グループがいくつも芽生え︑声をかけあって

活力にあふれ︑ボランティアの交わりの場で

︑●今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

落し穴だと常々思っていますので︒

たいｌ在宅福祉ボランティアとして用いら

3ＣＯ

を用意しておくこと︒介護者が代わっても︑
ケアホームでシャワーが使えることを聞き︑

られて何日も入浴できないでいた私は︑長田

トーブの湯で拭くしかなかった︒ガスが止め

責田圃劉叫×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

見栄を張らない×見栄っ張り

にされていると正しい看護が受けられる︒混

病院が変わっても︑その人に必要な薬が明確

皮ジャンを借りて︑帽子もかぶり自転車で

自己ＰＲ︑昨年の夏︑ボランティア仲間と行

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

Ｉ

出発︒遠藤さんが往復ともいっしょに走って

けることにした︒

・手洗いの励行︑消毒の手順Ｉ何よりもよく

が力を合せて︑国際人形劇フェスティバルを

政のワクを越えて︑川西︑宝塚︑西宮の三市

ミーティングの終わった夜の九時すぎに出か

ないものを持ち込まない︑持ち出さないとい

くださった︒彼の宿舎は長田ケアホームだと

闘された小田看護婦のご指導に感謝︒

うルールをみんなが守ること︒水が出なかっ
ってくれる︒

いうのに⁝︒道中でこぽこで︑何度も振り返

乱の中︑入所者のおのおのの薬の整理に大奮

た時期に感染症からお年寄りを守っていた苦

で︑よりよい社会づくりへのエネルギー源で

ボランティアが単なるマンパワーに終らない

体験したことは︑初めてのチャレンジだった︒

物欲弱い×物欲強い

労がしのばれる︒私の父がＭＲＳＡ感染症を

さりげない彼らの励ましはうれしく︑さっ

負っていただけに︑その恐ろしさは身にしみ

い思い出である︒

ぱりとした後のさわやかさと共に忘れられな

あってほしいと願っている︒

・自立を助けるＩできる限り寝食分離を心が

ている︒

いた︒心のひだにふれ︑癒され︑立ち帰る今︑

福祉を志す若い仲間がまぶしいほどに輝いて

働きを終えた夜︑時を忘れて語り合った︒

〃ほぼ″ではなく〃とても″満足しています︒

今の生活に満足か︑ほぼ満足しているｌ

ます︒

にしているものを認め合って︑助け合ってい

自由に︵何かにとらわれないで︶︑お互いの大切

子育てが終り︑人生の秋を迎え︑のびのびと

人︒

つにしても︑一人ひとりそのための支えが︑

ける︒ベッドから離れて食卓につく行為ひと

変革につながる確信をみたが︑すべてはこれ

理想の異性のタイプ︑やさしくておおらかな

ないことも大事︒

励ましを添えてなされていた︒手を出しすぎ

からである︒見守っていきたい︒

気長×短気

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

・心を傷つけないｌ食事の分量を制限されて
こと︒

いる人への配食の仕方︑目の前で減らさない
︒プライバシーを守るｌ緊急の避難所とあっ

て一室に一六床︑密集したベッドの狭間でポ
つかう︒調達したという﹁目隠し﹂がせめて

ータブルトイレを使用するのはお互いに気を
ものこと︒つらかったことの一つである︒

入所者の入浴は毎週月曜日入浴車が来るの
だが︑ボランティアは各自で銭湯に行くかス

おとしよりのお世話をする●老人介護
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鵠

樫尾則美︵かしやのりみ︶
学生上智社会福祉専門学校社会福祉専門
私にも誘いをかけてくれた︒

ボランティアができる場を紹介してもらい︑

が︑その職場の上司のってで短期の被災地の

医療︒病院管理研究所にパート勤務する友人

解●理想のボランティア⁝︾現場にいた人すべ

Ⅷ●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う︒

ね⑧主な活動内容⁝マサルピアでの老人介護︒

た︒

幅●困ったボランティア⁝︾期間が短かかった

のでわかりません︒

て︒常に明るく楽しそうに活動していた︒

たいと考え︑私は障害関係のほうでお手伝い

幅●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない

友人はもともと老人関係の施設で援助をし

二四歳／女／千葉県流山市

クがなければ行動に移すのは難しいので︑彼

をしたいと考えていた︒何ごともネットワー

課程一一年

三月二日〜三月七日︵六日間︶

三人暮らし︵母︑祖母︒父は単身赴任︶

クを準備してくださっている方がいるという

ｌ忙しくて連絡していないが︑ネットワー

ので︑楽しみにしている︒

情けない話だが︑震災直後︵一〜二月︶は
学校や仕事に追われる毎日で︑自分が直接行

い捨てカイロ︒

旧●役に立たなかったもの⁝︾水︵ボトル︶︑使

女の誘いは私にとって非常にラッキーだった︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒・

みになったら何かしたいと考えていた︒

くとは考えていなかった︒しかし三月の春休

③神戸に蔵くまで

３③家族︒友人の反応⁝︾肯定的︒

２○何人で行ったか⁝一二人ｌ学友．
４●行くにあたっての障害⁝︾仕事︑時間がな

″役に立たなければ話にならない〃〃足手まと

今までの福祉経験︵わずかなものだが︶から

︑●食事の感想⁝︾豪華︑何も考えずにおいし

⑨神戸を発って

︵夜勤があるため昼間でも寝なければいけない︶︒

い︑金がないｌ授業が夜間のため︑日中は

いになるのならやめたほうがいい〃という考

んに梅干しということがけつこうあった︒

く食べたｌ個人的には食べそびれて︑ごは

也●持っていけばよかったもの⁝︾アイマスク

パートとして都内児童館に勤務していた︒春

はボランティアできる組織︵ながた支援ネット

えもあり︑葛藤もあったがその点二月下旬に
ワーク︶が友人の誘いで決まったので︑本当

休み中で子どもが多いこともあり︑休暇を申
恥ずかしい話だが﹁ボランティアで神戸に

し出るのが非常にためらわれた︒

現場を見られるだけで福祉のプロになれる

にラッキーだったと思う︵役に立たなくても︶︒

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾うしろめ

行く﹂と言えず︑家庭の事情という理由で一

たさ︑さびしさｌ親しくなった老人の方た

週間の休みをもらった︒仕事場の雰囲気に当

８●どのようにアクセスしたか⁝︾前記︒

のではないかという浅はかな魂胆もあった︒

人たちを置いてきてしまったうしろめたさと

言えない悲しい気持ちだった︒あの場にいた

に帰ってもちっともうれしくなく︑なんとも

ちと別れるのがさびしかったのもあるが︑家

なものがあったとも言える︒

９︐被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

︑神戸に藩いて

時の〃ボランティアブーム〃を軽蔑するよう

万〜五万円︶︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四万〜五万円︵四

６●費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾国立
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はどうでもよくなった︒麻偉したのだろうか︒

③あなたが神戸で出会ったこと

ます︒とにかくいまだ四万人もの人が避難所

今はまだちょっと言葉にできないように思い

悲しさだろうか︒

いることを無理なく楽しくやりたい︒

短い間に多くのことを学び感じましたが︑

副●ボランティアのイメ︲ジ⁝雫変わったｌ

釦②今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

うに思三つ︒

ら私は神戸を忘れつつあるから︒

生活をしていることに胸が痛みます︒なぜな

たいｌできること︑やりたいこと︑向いて

聖ｏ家族︒友人に話したか⁝話したｌ家

やる人″のパターンが壊され︑言葉としてよ

自分の中で固定的にあった〃ボランティアを

つにつれ︑その経験︑感覚も薄れつつあるよ

族︒友人に︒あいまいな話しかできなかった︒

翠●考え方への影響督雫わからない１時がた

被害の状況や悲惨さ︑現在の問題などを目撃
者︒情拓稚提供者として説得力のある報告はで

り親しみが持てるようになった︒反面︑使い

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

自己像

：

ばあり︑なかなか難しい︒

銅●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

古され価値のないものに思えることもしばし

発Ｉ日本人はボランティアには向いていない

きなかったと思う︒ただ高齢者の方たちとの
たことなどを話した︒

生活は楽しく︑勉強させられ︑逆に励まされ

頭︒関西弁の印象：良くなったｌ今までは

下げる︑つまり﹁政府がボランティアにおん

ｌ﹁ボランティア﹂が日本の福祉レベルを

受容的×攻撃的

の言葉はとてもユーモアがあって︑困難な状

ぶされるというかたちをとり︑国そのものが

ズケズケしている印象があったが︑老人たち
況にあっても場をなごませる関西人気質とい

スウェーデンのような福祉体制をつくらな

児・障害者と遊び︑出かける︒国内在住難民

記︒過去のボランティア経験⁝︾あるＩ障害

る休暇制度ができると︑学生だけでなく社会

余裕で一か月くらいボランティア活動ができ

思えるときもあるが︑私が社会人になっても

ンティアをすすめるのはなんだかくだらなく

﹁フィランソロピー﹂とかいって企業がボラ

聖●ボランティアを活発化するシステム：．︾

い﹂という考えに非常に反感を持った︒

いことに︑お菓子ばかり食べて三唾も太った︒

自己ＰＲ⑰神戸に行っておかずがないのをい

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

うか︑温かさ︑広さを感じた︒

Ｉ

の塾教師︒発展途上国のボランティア︒

でもこれはみんないっしょだと思う︒ちがう

③ボランティアについて思うこと

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい

人ももっと参加できるのではないかと思う︒

理想の異性のタイプ⑰無口で秘める闘志タイ

かなあ︒

物欲が弱い×物欲が強い

二︑三年前はじめのうちは誇りでもあ
がゆがんできて呼ばれるのがイヤになった︒

プの人ｌ高倉健︒

り︑恥ずかしくもあった︒次第にその気持ち
でも〃ぐ○﹈目蔚閏″という語源を重視して今

おとしよりのお世話をする今老人介護
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事を両立させて二年目になるがどちらも中途

今の生活に満足か︒わからないｌ学校と仕

ず自分の病院を守らなければならない︒一人

理由は﹁社会のために大事なことだけど︑ま

を申し出ましたが︑許可されませんでした︒

体と有休︶を使って行くからと一週間の休み

万〜七万円︶︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾六万〜七万円︵六

す︒

いう現実問題です︒

てはならない﹂という民間病院の人員不足と

に許可すれば申し出た入みんなに許可しなく

ビの報道などで﹁これは大変だ︑何とかしな

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾テレ

６＠費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

自分にとってもいい勉強をしたと思っていま

気力がなくなりつつある︒

半端な気がしている︒満足していると思うが︑

許斐巨弓一二のみまゆみ︶

っているのだから︑これを生かして役に立つ

くては︒私はせっかく看護婦という資格を持

ことをしなくてはいけない﹂という使命感み

自分の休みを使い︑誰にも迷惑をかけずに
かたがありませんでしたが︑﹁わかりました︒

一週間休むことは可能なのにと腹が立ってし
看護婦

たいなものを強く感じました︒

なぜ上司や職場のスタッフにウソをついて

あきらめます﹂と返事をしました︒

のか自分でも何度も考えてみました︒

まで神戸に行きたいのか︑行こうとしている

私は一○年ぐらい前から社会の一員として

黙って行くしかないと考え︑一か月後に東京

しかしどうしてもあきらめきれず︑これは

四四歳／女／福岡県宗像市
五人暮らし︵父︑母︑子ども二人︶
三月四日〜三月九日︵六日間︶

て行きました︒福岡のデパートで東京のおみ

になり︑自分なりに調べたりもしました︒微

ボランティア活動に参加したいと考えるよう

に旅行するという理由で一週間の休みをとっ
やげを買って職場に持って行き︑ばれないよ

③神戸に藩くまで
１●地震の被害⁝︾受けない︒

うに気をつかいました︒そのため職場の誰一

のだろうから︑気をつけて行ってこい﹂と言

かなければならないので苦しいところです︒

と思いながら︑上司との信頼関係も保ってい

とＯＫが出ない矛盾︒おかしい︑クソー！

旅行だとＯＫが出て︑ボランティア活動だ

時間的にも経済的にも余裕がなく︑今まで何

と思うからです︒しかし自分の生活に追われ

しいことはないだろうし︑すばらしいことだ

少しでも役に立つことがあれば︑こんなうれ

力ながらも人のため社会のために自分の力が

２○何人で行ったか：︾二人ｌ友人．

人にも神戸に行ったことは話していません︒

われました︒家族は神戸での食事や寝る所︑

は﹁どうせ反対しても自分で行くと決めてる

３．家族︒友人の反応⁝肯定的ｌ家族から

体のことや余震についてなど心配しました︒

りますので︑上司の立場もよくわかりますが︑

日本の一大事に何か役に立つことをしなくて

なく︑﹁居ても立ってもいられない﹂と思い︑

しかし今回はテレビを見るたびに理屈では

もできずにここまできました︒

ようです︒

あまり管理しすぎず︑もっと寛大な気持ちを

は︑幸い私は医療職の資格を持っているから

私も以前に管理職の立場になった経験があ

４●行くにあたっての障害：一仕事ｌ震災後

ら職場を変わってまた管理職になりますので︑

持つことも大事だと思いました︒私もこれか

でも友人がいっしょに行くため安心していた

ため︑職場の上司︵婦長︶に自分の休み︵公

十日ぐらいしてボランティア活動に参加する

3ｏ４

役に立てなくてはと使命感のようなものを感
確かに食べ物や寝る所︑トイレ︑余震など

じました︒

不安なことはありましたが︑﹁何とかなる﹂

と思い決心しました︒いろいろと支障はあり
っと後悔すると思いました︒ここで断念する

ましたが︑ここであきらめてしまうと後でき

ることはできないような気がしたからです︒

ともう自分は一生ボランティア活動に参加す

●

たったの数日間だけでも何か少しでも役に
この思いを満たす自己満足なのかもしれない

立ちたい︑立たなければという気持ち︒結局
と考えましたが︑自己満足でもそれが結果的
には少しでも病人︑お年寄りのお世話をして
っかく神戸に行く決心をしたのだから自分の

役に立つのならそれでいいんじゃないか︒せ

きるためにもこの決心を変えたくはない︑と

／
fI1l
、̲ハーン、‐〆、̲ﾉー

気持ちを大事にしよう︑あえて自分らしく生

一生のうちでは︑こんなこだわりがあって

こだわったのです︒

ました︒

もいいと思うし︑何度かはあるものだと思い
８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず神戸市

の対策本部のボランティア係に連絡しました
が︑今は登録者もいっぱいということで登録
一週間ぐらいのことです︶︒ＡＭＤＡも登録でき

おとしよりのお世話をする●老人介護

３oぅ

さえも受けつけてくれませんでした︵震災後
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に日にちを決めましたが︑家族がインフルエ

登録しました︒

ませんでした︒シェアが受けつけてくれて︑

れた仕事をこなすのではなく︑お世話をする

廻●できなかったこと皇ないｌただ与えら

に余裕を持ってケアできました︒

思っていたよりもとても楽でしたし︑気持ち

ただ介護者は十分すぎるほどいましたので︑

それぞれの人生を背負って︑またさらに家を

りの大半が保護を受けている独居老人でした︒

サルビアの緊急避難所に入所しているお年寄

率︒考え方への影響息与えていると思うｌ

も正直な気持ちです︒

か役に立ったのだろうかという疑問があるの

︵実質五日間︶という短い時間でほんとうに何

一〜二日後︑シェアから要請があり具体的
ンザに感染し寝込んでしまったのであきらめ︑

の痛みが素直に受け止められ︑一時でも心が

中で被災されたお年寄りのつらい気持ちや心

ていると︑自分の両親や家族をもっと大事に

なくし辛い日々をおくっているお年寄りを見

すませていて︑迷惑をかけたと思い募金もかねて五○

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

帽●友達はできたか：毒できたｌ同じ福岡か

通じ合えたと実感できました︒

断りました︵この時シェアではすでに保険加入を

○○円郵送しました︒︶︒

二月中旬の頃︑友人がラジオでながた支援

︵﹁何ももってこなくていい﹂とのことでしたが︑エプ

聖・家族・友人に話したか⁝話したｌ家族

また神戸の人たちは精神的に強いと思いま

ら行かれた徳山先生に友人とご挨拶に行き︑

じ︑いろいろと教えられました︒

した︒前向きに生きている姿を実際に肌で感

しなくてはとつくづく思いました︒

き︑電話をして具体的に日時が決まり︑神戸
お話ししました︒

ネットワークのボランティア募集の報道を聞
に行くことになりました︒

掴●持っていけばよかったもの⁝︾エプロン
◎神戸に蒼いて

のこと︑すべてボランティアで運営されてい

友人に話しました︒ながた支援ネットワーク

率●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

ること︑自分がしてきたこと︒

●食事の感想拳豪華ｌサルビアの食事は

ロンをすぐに買いに行きました︶︒

お年寄り向きに工夫されていると思いました︒

９③被災地の第一印象・・．︾想像以上の被害だっ

たＩＪＲ鷹取駅を降りてサルビアまで歩い

③神戸を発って

頚●ボランティアと呼ばれて・・・︸特に感じない︒

詔●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

③ボランティアについて思うこと

・自己採点⁝︾九五点︒

ように立ち直っているか見てみたい︒

率●再度行くならいつ⁝三〜三年後ｌどの

とてもおいしかった︒

宿泊場所だった長田ケァホームの食料は

ていく途中︑あちこちに焼けたあと︑壊れた

てあり︑うれしかった︒

種々ありびっくりしました︒ビールまでおい

ビル︑家を見て﹁スゴイ︑やっぱり地震は本
旧●主な活動内容⁝マサルピアでの老人介護

当に起こったんだ﹂と実感しました︒

ｌ介護用員としてチームに入り︑夜勤もし

理●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

ました︒お年寄りの身の回りのお世話︑一般
点滴注射︑病院受診時の世話︒

でもできたという充実感と︑その反面六日間

その他ｌ被災したお年寄りのお世話が少し

状態の観察︑話し相手︑散歩︑肺炎の方への
梱●活動の向き︒不向き．：︾向いていたと思う

意識していない︒

Ｉ今やっていることの延長のようでした．
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釦●今後のボランティア活動⁝白常的にやり
たい︑災害などの緊急事態が発生すればやり

◎あなたが神戸で出会ったこと

アの小田さんの努力とお人柄︒細かいことを

アレコレと言わないのでみんながそれぞれ自
いたため︑ながた支援ネットワークのことを

熱意あふれる看護・介護ボランティアの人

ら集まる私たちにとってはとても心強いこと

った人だ︑明るく元気のいい人だ﹂と発見︒

ちのいい人だ︑それぞれに自分をしっかり持

教えられました︒

分ができる範囲でやりたいと思う︒

よく知らずに行き︑ニューズレター﹃ひろ

ランティアとして集まる人たちはみんな気持

たちと接し︑楽しく仕事ができたこと︑﹁ボ

分の経験を生かしてのびのびと動いていた︒

訓○ボランティアのイメ︲ジ⁝︾変わったｌ

ば﹄第一号を読んで地元の方が中心になって

いっしょに行った友人に連絡などを任せて

初めてボランティアを体験して思ったのは︑

−︑これはとてもすばらしいことだ︒全国か

設立されていることがわかったとき︑﹁へえ

たいｌ自分の時間や状況が許すかぎり︑自

と︒素直な気持ちでお手伝いしているといろ

人助けをするぞと気負う必要はないというこ
いろなことが見えてくる︒そして自分も見え

だし︑ここでお手伝いできることは誇りだ﹂

多いでしょうし︑そのような方々のお世話を

今回震災で大きく人生観が変わった方々も

ティアなんだスゴイ！それでうまくやれて

ィアと知ったとき︑﹁へえ−︑みんなボラン

と感激︒事務局も調理の方もすべてボランテ

のだと理解した︒

ちだからそんなことをあえて話す必要はない

たこと︒考えてみれば同じ意志を持った人た

ここに来たのか﹂なんて話題は一度もなかっ

不思議なことは﹁なぜボランティアとして

てくる︒

体験したボランティアの方々もそれぞれに何

るんだ﹂と感激︒

かかったとき﹁あの人はどこかで見たことが

﹁あんたが出たよ︒イヤー私あんな顔してる

ビの前に集まったお年寄りの皆さんは最初は

いるお年寄りを紹介する番組があった︒テレ

ちょうどサルビア緊急避難所や︑入所して

か得るものはあったと思います︒
Ⅱ自分助け︒

ーされてたんだ︒そうなんだ︑私はあのとき

あるぞ︑あつそうだ！テレビでインタビュ

中辻事務局長にサルビア内で初めてお目に

銅●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾人助け

発Ｉすることがないからしているだけ︒

ベッドに戻っていかれました︒同じ境遇のお

とだんだんテレビの前から一人二人と離れ︑

よ﹂など︑笑いながら見てましたけど︑別の
看護︒介護チームがこれだけ短期のボラン

年寄りたちだから見るのはとてもつらい︑し

避難所などでの自殺したお年寄りの話になる

み先は常時報道されていましたが︑ボランテ

ティアで引き継がれながらもうまく稼働して

とてもうれしかった︒

ィアの受け入れ先も同様に常時報道してほし

いること︑なおかつ普通の病院に負けないレ

のびないのだ︒胸が痛くなった︒

報道されていた所に来たんだ﹂とわかって︑

いと思いました︒新聞紙上でも数回のせる必

ベルの看護・介護が行われていることを﹁こ

コミの人につきっきりでインタビューされ︑

レビ︑ラジオでは義援金の受け付け先や振込

要があると思いました︒実際に自分が受け入

れだけ︑人が次々に入れかわっているのにチ

写真を何度も撮られたという︒﹁私がテレビ

認●ボランティアを活発化するシステム⁝マテ

れ先を必死で探しましたので︑特に今回はそ

スゴイぞ﹂と思った︒これは長期ボランティ

ームが一つの組織としてきちんと動いている︑

ある一人暮らしのお年寄りは収録時にマス

う思いました︒

おとしよりのお世話をする。老人介護
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たらどうしよう﹂と心を痛めたようだ︒

で言ったことを息子や娘が見ていて聞いてい
ております︒

からも長期的視野で活動されることを期待し

その方は結婚︑出産︑戦争︑離婚︑子ども
との生き別れ︑再婚︑離婚と自分のこれまで
の人生を語ってくれました︒そして今回の被
災ですべてをなくしてしまったと︒それでも
一生懸命生きていこうとされる姿に感動︒
﹁人のためばかりにしたらイカン︑信じられ

るのは自分だけや︑頼れるのは自分だけや
涙をうかべて聞いている私に叱吃激励︑逆

で！自分がしっかりせなイカンで！﹂
に教えられました︒

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

体力に自信がある×体力に自信がない
まじめ×ふまじめ
気長×短気

受容的×攻撃的
流行に敏感×流行に鈍感

平野頼子

︵ひらの．よりこ︶

四四歳／女／福岡市

看護婦長尾病院

四人暮らし︵夫︑子ども二人︶

三月四日〜三月九日︵六日間︶

③神戸に藩くまで

１●地震の被害⁝︾受けない︒

対だったが︑子どもたちは応援してくれた︒

３⑳家族︒友人の反応⁝肯定的ｌ主人は反

校時代からの友人︶︒

２○何人で行ったか：︾二人ｌ友人︵看護学

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感が強い×責任感が弱い

たり教えられたりする関係だと思った︒﹁何

教えられることなんだと実感︑お互いに教え

いだろうか︒自己満足だけに終わったらイカ

に入学︒ちょっとふけた女子大生をして︑無

自己ＰＲ︑四○歳にして芸術系短大︵美術科︶

区にたった一人の弟の家族が住んでいる︒一

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾東灘

６③費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾七万円︵七万円︶︒

った︒

４●行くにあたっての障害⁝︾特に障害はなか

かしてやってるんだ﹂といった思いがある以

ンのや！

事卒業できました︒油絵を描いています︒今

上ボランティアとしての成長はないのではな

この六日間はいろいろ教えられました︒気

月一七日の朝︑地震のニュースを聞きすぐに

ニュースで被害の大きさに生きた心地がしな

電話をかけたが通じず︑仕事中も流れてくる

スケッチブックを持っていきましたが︑なん
となく描くことができませんでした︒

いほど心配だった︒夜になってようやく安否

回も機会があればスケッチしようと︑小さな

てまで神戸に来てよかったと思いました︒ま

理想の異性のタイプ⑰包容力のある人︒デブ

の確認がとれ︑マンションはだめだったが家

くできました︒上司やスタッフにウソをつい

たこのような行動力が自分にあったという

でもハゲでもかまわない︒

族は無事とのことで安心した︒また芦屋市に

﹁自分の再発見﹂もできました︒

きたことを誇りに思い感謝しています︒これ

ながた支援ネットワークで少しでも活動で

今の生活に満足か⑰ほぼ満足している︒

持ちのいいボランティアの方々と仕事も楽し

物欲が弱い×物欲が強い

開放的×閉鎖的

このとき︑ボランティアとは助け合う中で

鵠
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教教
一育の中に災害

一て止まらなか
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スを
を聞
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くた
たび
びに
に涙
涙がが出出

して圧倒された︒

と感じた︒倒壊現場︑焼け跡をまのあたりに

たｌテレビから流れる映像には限界がある

９③被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

⑨神戸に鷲いて

生死を分けたさまざまなドラマを現地で聞き

率・考え方への影響豊与えていると思うｌ

らと考えた︒

して︑これからも何らかのかかわりが持てた

空●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾心残りが

⑨神戸を発って

も友人がいるし︑神
神戸
戸に
にも
も他
他に
際知人がいてと

救 助が あ り
り︑
︑友
友人
人や
や先
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︑後
後幸
輩の中にも国

旭●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

かたちで参加できるのか情報を集めにかかっ

８●どのようにアクセスしたか⁝︾どのような

ことだと思った︒

持ちが自然にわいてきたし︑行くのが当然の

けけ
略れ ば と い う 気
たので︑
︑今
今回
回も
も救
救援
援に
に行
行かかなな

はいつも
も機
機会
会が
があ
あれ
れば
ば参
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加し
した
た﹄いと思ってい

坐た が 心 の 中 で
して︑そ
その
の機
機会
会が
が今
今ま
まで
でな
なか
かっっ

ランティア活動を︑ひとつのファッションの

幅●困ったボランティア⁝︾若いグループでボ

援ネットワークの人たち︒

ちとともに同じ立場で活動しているながた支

の人には会えなかったけれど︑被災者の方た

解●理想のボランティア⁝︾短期間でたくさん

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う︒

ｌサルビアに入所している方たちの看護．

●自己採点⁝︾五○点︒

上の休みがとれるので︒

妬︒再度行くならいつ⁝︾八月頃

率●関西弁の印象⁝一変わらない︒

の人︑友人︑機会があるたびに︒

型⑳家族︒友人に話したか諾したｌ職場

心にずっしりと残っています︒

だのか︒理屈では到底説明がつかない問いが︑

ました︒どうして私が助かってあの人が死ん

てもひとごととは思えなかった︒

日日
十赤 病 院 を 退 職
りにたく
くさ
さん
んい
いる
る︒
︒私
私自
自身身はは

内 ︒外 で
で災
災害
害救
救助
助に
にか
かか
かわ
わっったた
︲人 た ち が ま わ

た︒母校の日赤にも打診してみたが︑日赤独

ようにとらえている人たち︒夜遅くお酒を飲

一週間以

ていた︒運営上のこともあり卒業生まで声を

自で救援隊を組織し一八日から活動を開始し

配・過去のボランティア経験：あるｌ子ど

③ボランティアについて思うこと
ボランティアでがんばっていた人︵黒川さん

垢●友達はできたか皇できたｌいっしょに

ラ活動を通じてのボランティア︒

もたちに対しての読書ボランティア︒ピハー

んで︑騒ぐのはどうかと思った︒

ラジオ︑テレビ︑新聞などで知り得たボラ

や小田さん︶・

かけるには至っていない︑とのことだった︒

ンティアグループ︵医療︶に友人と電話した

海●役に立ったもの⁝マホッカイロ︒夜勤をし

ＯＫの返事をもらい︑ボランティアに参加で

のサルビアのことを聞き︑すぐに電話したら

た︒

︑③食事の感想⁝︾何も考えずにおいしく食べ

掴︑持っていけばよかったもの⁝マエプロン︒

ていて寒かったので︒

たい︒

釦●今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

ない︒

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾特別な感情は

たまたまラジオでながた支援ネットワーク

が三か所から断られた︒

きることになった︒

訓●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

おとしよりのお世話をする●老人介護
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興味はない︒

銅●ボランティア批判⁝︾そのような議論には

人が︑できない人の手助けをすること︒

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾できる

ちはたまらなくつらい思いをしているという

お孫さんが泣くたびに︑残された家族の方た

敷きになり助からなかったそうです︒二歳の

くっていたときに地震にあい︑家が倒壊し下

のほうがより詳しい現地の状況を知りえたこ

した︒被災地から離れたところにいる私たち

ってきてくれ︑と叫びたかったと言っていま

リコプターに向かってスコップの一つでも持

を隔てた向かい側の人が助からなかったのか︑

ご住職自身何で自分が助かって︑小さな道

たのではないでしょうか︒報道される人たち

しか思えない過熱報道のあり方に問題があっ

と︑とりもなおさず今の視聴率を意識したと

の人が持っている能力を最大限に生かせるよ

のあり方には疑問を感じます︒

よりも︑見る側を意識した報道︑特にテレビ

ことでした︒

うにコーディネートする人︑または機関があ

ました︒皆さん一様に﹁人生観が変わった﹂

言葉では言いようがない︑とおっしゃってい

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾そ

れば︑より効率よく活用できるのではないか

ちが死んでいったショックの大きさは︑到底

日常生活が根本から壊され︑突然身近な人た

ごく普通にあたりまえとして過ごしてきた

いコーヒーを二○○円でいただきました︒地

れ神戸っ子﹂の力強い文字を見ながらおいし

とでした︒街角の小さな喫茶店で︑﹁がんば

けてがんばっている人たちがたくさんいるこ

うれしかったのは︑混乱の中でも復興へ向

言葉では言いあらわせないのではないかと思

と言われます︒

と思う︒受ける人︑活動する人も互いに満足
できるのではないでしょうか︒

⑨あなたが神戸で出会ったこと
入所の方に付き添って︑サルビアに持って

は︑通りを隔てて広く焼け野原となっていま

した︒商店街の中にあるその小さなお寺の前

そうです︒近所も倒壊した家屋が多く︑何人

たと思えるほど家の中はむちゃくちゃだった

弟は東灘区で被災しましたが︑よくぞ助かっ

また弟の話にも考えさせられました︒私の

﹁ボランティアとは﹂などと固いことを言う

した︒

ました︒神戸の皆さん︑ありがとうございま

だくことができ︑地元の方々の心意気を感じ

中にあちこちでおいしいコーヒーを安くいた

元の方には申し訳ない気もしましたが︑滞在

した︒半分崩れかけたお寺の中の仮につくら

つもりは毛頭ありません︒ただ今回の震災に

いました︒

れた仏壇の前にはたくさんのお位牌がおかれ

かはガレキの中から救出できたが︑スコップ

いらっしゃったお位牌をお寺に預けに行きま

ていました︒せめて花だけは賑やかに明るく

おいては何かをしたい︑手伝いたい︑動機は

ったのではと思いました︒被災地の様子を自

何であれまず被災地に足を運ぶことが大事だ

いても︑手でガレキを除くには限界があり大
変つらい思いをしたようです︒東灘区に自衛

など道具は何もなく中に人がいるとわかって

隊の救援の手が入ったのは四日目だったとの

っておいででした︒

門徒の方もたくさん被災されたとのことで

したいと︑ご住職がたくさんの明るい花を飾

すが︑お話の中で特にご両親と若夫婦と二歳

こと︒

若いお嫁さんは︑朝早く仕事にでかけるご

ターがうるさいほど飛んでおり︑弟はそのへ

被災当日より上空には報道関係のヘリコプ

にその感じたことが行動となって生かされる

しるそこから何かを感じて帰れば︑きっと次

分の五感で感じること︒何もできなかったに

になるお孫さんの家族の話は涙が出ました︒

主人のためにひとり一階の台所でお弁当をつ

3ｌｏ

のではないでしょうか︒

現代に生きる私たちはともすればマスメデ
ィアに慣らされ︑自分の五感で感じることに
鈍感になってしまっているような気がします︒

思ったことを書いてみましたが︑ぜひお役所

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

な神戸にしてほしいと願っています︒

まかせの復興ではなく︑地元の人たちで元気

自己像

⁝

震災直後から倒壊したピルや︑高速道路を背
景に記念写真をわざわざ撮りにくる人がいま
か︒でもたくさんの若い人が︑被災地に足を

したが︑まさにその現れではないのでしょう

吉田知弘

︵よしだ．ともひろ︶

二九歳／男／神奈川県茅ヶ崎市

寮父主任特別養護老人ホーム野庭苑

三人暮らし︵父︑母︶

三月五日〜三月一九日︵一五日間︶

気長×短気

受容的×攻撃的

３○家族・友人の反応︲尋肯定的ｌ激励され

２●何人で行ったか：．︾一人︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒

◎神戸に着くまで

流行に敏感×流行に鈍感

せず︑がんばって行ってこい﹂と言われとて

た︒また職場の仲間には﹁仕事のことは気に

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

責任感強い×責任感弱い

た︒

運んでくれたことは︑大変うれしく思いまし

てからの話を聞きますと︑やはりテレビで見

四日間ほどですが東灘区に行きました︒帰っ

見栄を張らない×見栄っ張り

追記︒私の子ども︵当時高校三年︶も一月末︑

でなく︑ショックで何も食べられなくなりや

４○行くにあたっての障害：一仕事ｌ早出や

も心丈夫だった︒

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

Ｉ

るのと違うと言っていました︒また人間だけ
せ細ってしまった犬の話や︑焼けてしまった
家の前から動こうとしない猫の話などしてい

夜勤のある変則勤務なので︑行こうと思った
勉強をしています︒今回の神戸行きは︑私に

自己ＰＲ︑現在ビハーラ活動を通して仏教の

の許可を得て一五日間の長期休暇をとった︒

ため三月分の勤務表を作成する前に︑施設長

ときにすぐに行くことができなかった︒その

物欲が弱い×物欲が強い

避難所で配給されるパンに期限切れのもの

とっても大変勉強になりました︒

ました︒

が多かったこと︑おにぎりなど固すぎて老人

今の生活に満足か︑あまり満足していない︒

フロアの主任に引き継いで他の寮父︒寮母に

たので︑不在の間の主任業務を副主任と違う

また当時︑寮父主任とフロア主任をしてい

い期間でしたがテレビでは伝わってこない生

の方にはなかなか食べられなかったこと︑短

す︒

６︐費用の捻出方法⁝マ貯金︒小遣いから︒

５●総費用︵個人負担分︶⁝︾六万円︵六万円︶︒

迷惑がかからないようにした︒

の現場の様子を子どもなりに見てきたようで
現在ビハーラ活動の研修を受けていますが︑

短すぎてできませんでした︒とりとめもなく

今回精神的ケアをするにはあまりにも期間が

おとしよりのお世話をする●老人介護
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としての経験もお年寄りの処遇プランを立て

その一言で決心がつき︑支援ネットワーク

しかボランティアをしなかったので︑避難所

狸○できなかったこと⁝あるＩサルビアで

ばれと激励してくれた︒

に参加希望の電話をして受け入れてくれるこ

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾神戸

には以前の同僚が二人住んでいることもあっ
とになったので︑自分の休暇を利用して個人

いという夢があった︒特別な技術や知識を持

他の二人の同僚は仕事が忙しく参加できず︑

的に参加したいと施設長に話し許可を得た︒

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

のお手伝いもしたかった︒

るうえで︑とても役に立った︒

に参加して発展途上国でボランティアをした

たが︑私は学生の頃から青年海外協力隊など

っているわけではなかったので︑地震のニュ

結局私一人でボランティアに参加した︒

も熱心で︑サルビアでの看護︒介護の一日の

狸●理想のボランティア︒：︾大部分の人はとて

ースを聞きその被害が明らかになっていった
とき︑ぜひ苦しんでる方々を救う手助けがし

の席上でも活発にディスカッションしていた︒

仕事が終わり︑毎晩行っていたミーティング

日後ぐらいに勤務先の同僚と三人で施設長に

のビルが崩れているのを見て強いショックを

ｌ三宮の駅前のそごうデパートや神戸新聞

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

幅●困ったボランティア⁝︾看護学生も多く来

⑨神戸に蒼いて

神戸の特養に派遣してほしいとお願いし︑施

かったが︑若干そうではない人たちもいた︒

ていたが︑すごく熱心でまじめな人たちも多

８●どのようにアクセスしたか⁝︾地震発生三

たいと思い参加した︒

設長も快諾してくださった︒そしてその場で
受けた︒

だが︑兵庫県社協からは寝る所と食料の確保

私たち三人はボランティアができると喜ん

ていたが︑介護福祉士は数も少なく︑参加日

また看護婦はたくさんボランティアとして来

ていたお年寄りのお世話を一五日間行った︒

ｌ介護福祉士として︑サルビアに避難され

くされる人がいて困った︒

席上で自分の意見が否定されると露骨にふて

示に素直に従わなかったり︑ミーティングの

正当な理由がないのにコーディネーターの指

た︒

横浜市社協に電話して兵庫県社協にその旨連

︑●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

私もその大部分の中に入れるようにがんばっ

絡してくださるように依頼していただけた︒

が不可能︑もしものことがあったときに身分

●役に立ったもの⁝︾マスク︒

垢③友達はできたか⁝︾できた︒

けないと思った︒

︑●食事の感想⁝︾食べた分は働かなくてはい

サルビアのコーディネーター︵看護婦ボランテ

ィア︶の方と協力して介護ボランティアの中

数も短期間の人が多かったので︑途中からは

保障ができないという理由で受け入れを断ら
れた︒

心となり︑お年寄りに対する精神面の介護の

私たちは非常に落胆し︑途方に暮れて日々
の夕刊の一面にながた支援ネットワークのこ

を過ごした︒そんなとき二月上旬の朝日新聞

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

き︑食事も﹁プロの料理人﹂のボランティア

ィアグループもある中︑老人ホームに宿泊で

．．．︾テントで寝泊りして自炊しているボランテ

郡●ながた支援ネットワークへの批判・注文

充実を図るように他のボランティアと努力し

ｌ幸い介護経験は八年あったし︑また主任

た︒

とがでていたので︑二〜一一一日考えた後︑職場

加したいと告げると︑不在の間の私の主任業

の同僚の寮母主任︵フロア主任︶に相談し参
務を代行してくれると快く言ってくれ︑がん

3エヱ

ら私は風邪をこじらせてしまい︑

邪はとてもひどく︑熱もなかなか

についてしまったほど︑今回の風

結婚以来はじめて一週間ほど床

ます︶を読んで︑もう何しろ早く

ークの発足を紹介した記事だと思い

入りの記事︵ながた支援ネットワ

老人たち﹂という朝日新聞の写真

その後︑数日して﹁忘れられた

人暮らしの人だったとしたら︑勇

でも年をとっていて︑病弱で︑｜

ることができるような気がします︒

気がします︒そして困難を克服す

く勇気をもつことができるような

たとしても︶それを乗り越えてゆ

ったとしても︑︵多少時間がかかっ

主婦︵四八歳︶

神奈川県茅ヶ崎市

熱にうなされ︑なかなか寝つかれ
引いてくれませんでした︒そんな

ここにお金を送らなければと思い

気をもってこれからもう一度頑張

﹁資金ボランティア﹂からの手紙

ず︑ラジオを聞きながらウトウト
わけで︑床についていたときは娘

ました︒翌朝︑サルビアホームに

大震災が起こった一一日ほど前か

するという状態でした︒

が私の世話などをいっさいしてく

電話をして︑住所をお聞きして送

そして地震当日︑早朝の時間帯

謝しています︶︒

れていました︵ですから娘には感

の番組で﹁神戸で地震があった模

ってやり直そうという気持ちには︑

熱があり︑もうろうとする意識

だとしたら︑私たちが微力でも

とてもなれないと思います︒

金したわけです︒

な気がします︒相変わらず熱は三

争

様です﹂との第一報を聞いたよう

のなかでラジオの放送を聞き︑被

︵自分でできる範囲で︶何か助けに

八度くらいあり︑もうろうとする

なることをして差し上げなければ

現在︑私は家族四人でいっしょ
に住んで生活しております︵主人

災地がとても厳しい状態だという

も長男も自宅からの勤務になりまし

と思い︑義援金をお送りしたとい

意識のなかでラジオの放送を聞い

た︶︒しかし︑子どもたちもそれ

うわけです︒

るから︑夏休みにはボランティア

ンティア募集のパンフレットがあ

いま大学一年生で︑﹁大学にボラ

そんな状態が一週間も続いたた
め︑実際にテレビの画面で地震︑

ぞれ独立し︑もしまた夫が転勤に

ことはわかっておりました︒

そして神戸の状態をみたときは衝

して今回のように病気になって︑

でもなり︑私一人きりになり︑そ

それこそ熱でもあって床について

をしに行こうかしら﹂と言い出し

それから何度となくラジオを聞

き︑うつらうつらとしながら二

撃を受けました︒想像以上でした︒

ていたのです︒

〜三日を過ごしていたようでした︒

まるで戦争映画か何かをみている

私は夫と子ども二人︵大学四年

ようで︑この世に実際起こったこ

いるときに大地震が起こったとし

地震発生のとき高三だった娘は︑

や

の男︑高校三年の女︶の四人暮ら

たら︑自分はどうなってしまうの

回遊びに行ったことがあります︒

五年ほど住んでいたので︑二︑三

ば︑たとえ今回のような災害にあ

また若さがあり健康であるなら

は思えませんでした︒

だろうと考えると全くの他人事に

神戸には私の姉が三宮の近くに

とではないように思えました︒

四年の子どもは学校が遠いため下

その町の方々が⁝⁝と思うと他人

これからも頑張ってください︒

されることもあるかと思いますが︑

ネットワークの皆さん︑ご苦労

ております︒

しです︒一月の時点では夫はまだ

宿生活をしておりました︒そのた

事には思えなくなっておりました︒

単身赴任で仙台におり︑また大学

ていました︒

め娘との一一人暮らしの状態が続い

おとしよりのお･世話をする●老人介護

3エョ

がつくってくれたおいしい料理を安い値段で
食べることができて︑とても環境に恵まれて
いたので感謝している︒

③神戸を発って

⑨ボランティアについて思うこと

③あなたが神戸で出会ったこと

今まで私は自分が介護福祉士であるにもか

たさ︑さびしさｌサルビアにはまだ避難し

はなく︑一人でも多くのボランティアを受け

たいｌ職業柄ボランティアはするもので

︑⑳今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

ア活動でそのすべての疑問と不安に答えが出

不安を抱いていた︒そして今回のボランティ

識・技術︒考え方などが通用するのかという

そこで働いているので︑他の施設で自分の知

った現在の職場に就職して以来八年間ずっと

かわらず︑その資格の専門性に疑問を持ち︑

配●過去のボランティア経験：雫あるＩ学生

ているお年寄りがいるのに自分は家に帰るう

入れようと思っていたが︑受けるだけでなく

はたして介護福祉士は専門職といえるのだろ

しろめたさと︑そんなお年寄りやボランティ

自分もしなければいけないと思った︒

の頃︑特養などでしていた︒

ア仲間と別れるさびしさがあった︒仕事がな

郡●ボランティアのイメージ⁝︾変わったｌ

うかと常に悩んでいた︒また私は二年制の福

かったらサルビアが閉鎖するまでボランティ

他人のためにすることとのイメージがあった

麹●ボランティアと呼ばれて⁝︾人間として当

アをしていたかった︒残念だ︒

らと協力してボランティア活動を行った︒そ

療従事者や介護福祉士に会うことができ︑彼

祉系専門学校を卒業し︑当時新設の施設であ

配●考え方への影響⁝与えていると思うｌ

が︑それと同時に自分のためにもなると実感

してその活動を通してわかったことは︑私た

わない︒

将来的な展望が開けた︒

した︒勉強になった︒

ち福祉従事者が考えているよりもずっと介護

然のことをしたまでだと思うので︑どうも思

型・家族︒友人に話したか⁝話したｌ家族

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾他人と

福祉士の専門性を医療従事者が評価している

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾うしろめ

や友人︒同僚に問われるままに話した︒

銅●ボランティア批判：．︾正当ｌ自己満足反

自分のために行う自由意志による活動︒

ティアをしている人もいる︒

発ｌ偽善ｌ確かに自己満足のためにボラン

という事実であった︒

神戸では数多くの医師・看護婦といった医

た︒

覚えるようになった︒

盃●関西弁の印象良くなったｌ親しみを
記●再度行くならいつ⁝二度といわず︑毎年

がた支援ネットワークの地区同窓会をじょう

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾な

場合サルビアに避難されていたお年寄り︶に対する

内容に重複する部分があるが︑対象者︵この

特に看護婦と介護福祉士とでは︑その業務

三月ぐらい︵私のボランティア期間︶に行って

ずに機能させれば参加しやすくなる︒

復興の度合いをこの目で確かめたい︒

諏魯自己採点：︾八○点ｌ最初のうちは積極

アプローチの方法やとらえ方が異なるので︑

的にできなかったので︒

︵一部の看護婦は︑業務内容が重複しているがゆえに

その点でも看護婦からは高い評価を受けた

彼女たちの仕事を介護福祉士にとられるのではないか

ラエ４

という危機感すら抱いていた︶︒またミーティン

して回った︒彼らは皆たいしてお役に立てな

自己ＰＲ︑趣味はオートキャンプや泳ぐこと︒

も耳を傾けることのできる素直な女性︒

理想の異性のタイプ⑰明るく︑自分なりの考

今の生活に満足か︑ほぼ満足している

え方をしっかり持っているが︑他人の意見に

ある方は別れのあいさつをした私を激励し

んでくださった︒

てくださった︒自身は家を失い︑健康状態も

月から職場のセクションがかわり︑新しい仕

かった私に感謝してくださり︑名残りを惜し

ていた疑問と不安を払拭することができた︒

万全でないにもかかわらずだ︒おそらくその

たに行うようになったのでその勉強で忙しい

事を覚えている最中︒特にデイサーピスを新

その提案が採用されることも少なくなかった︒

それと同時に専門職としての自信を持つこと

ような状況でこそ︑人間の本性︑その人の度

が︑とても充実しており︑現在の仕事にやり

グの席上などで私の意見が皆から支持され︑

もできた︒そして何よりも︑自分がボランテ

一生忘れない︒そして必ずまた神戸を︑長田

量が出るのだろう︒彼女の温かい言葉を私は

看護婦聖隷浜松病院

兵庫県看護協会からの派遣

三月五日〜三月一○日︵六日間︶

一人暮らし

二八歳／女／静岡県浜松市
まじめ×ふまじめ

１●地震の被害：︾受けない︒

３︐家族︒友人の反応⁝︾肯定的否定的ｌ

四

ィアに参加しなければめぐり会うことのでき

そのようなことがあり︑私はそれまで抱い

なかった素晴らしい方々との出会いが最も大

がいを感じている︒

あるから︒

長田は私にとって心の故郷である︒

粘り強い×あきっぽい
明るい×暗い

受容的×攻撃的

体力に自信がある×体力に自信がない

渡這由樹一わたなくゆき一

を訪れるだろう︒それがお年寄りとの約束で

自分の理想をしっかり持ち︑日々努力して

きな収穫となった︒

いる青年医師︑卒業旅行に行くかわりにボラ
︻おまけ︺

ンティア活動に参加していた看護婦の卵︑現
場で働いているにもかかわらず看護学士の取

自己像

ｌ

得を目指し大学に編入学した人︑看護学校の
講師︑介護福祉士の二次試験終了後試験場か
てバイトで看護婦をするかたわら福祉系の大

ら神戸に直接来てボランティアした人︑そし

皆︑現状に満足せず︑自身の向上に努めて

気長×短気

学で福祉の勉強をしている人︒

いるすばらしい方々であった︒このような

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

③神戸に藩くまで

であり︑彼らと共にボランティアができたこ

方々と知り合えたのは私にとって生涯の財産

好奇心強い×好奇心弱い

おそれがある︒もし神戸にボランティアで行

余震が続いていたため︑また災害が発生する

２●何人で行ったか⁝﹀一人︒

開放的×閉鎖的

見栄を張らない×見栄っ張り

物欲が弱い×物欲が強い

はいられない︒

神戸を去る日︑サルビアに避難されていた

とは忘れえぬ思い出で︑強く誇りに思わずに

一七人のお年寄り全員に一人ずつあいさつを

おとしよりのお世話をする◆老人介護

3エラ

っていて被害にあったら：．と︑両親は心配し

である︒

性︑見てみたいという思いがあったのも事実

集めていたように思う︒ただ多少のやじ馬根

一般の避難所であった︒そのため私たちはと

幅●困ったボランティア⁝︾サルビアは二階が

６●費用の捻出方法⁝貯金︒小遣いからｌ

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四万円︵二万円︶︒

った︒

を聞いた︒そしてテレビや新聞をよく見て︑

で︑先に経験した先輩に必要物品︑被害状況

二月から神戸にボランティアを出していたの

８●どのようにアクセスしたか⁝︾当病院では

市●役に立ったもの⁝ママスク︒

お●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない︒

いどういうことかと思う人たちもいた︒

みに行って夜遅くに帰ってくるなど︑いった

で音楽を演奏したり︑ボランティア同士で飲

ても気をつかっていた︒しかし夜中酒を飲ん

心函︶○

４●行くにあたっての障害⁝︾特に障害はなか

た︒しかし友人は肯定的で支援してくれた︒

病院からの派遣なので交通費は出してくれた︒
なども気にした︒

︑●食事の感想⁝︾豪華︑何も考えずにおいし

ーなどの食料品︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾お菓子やコーヒ

今の救援体制を確認した︒また余震はどうか
ボランティアに決まってから両親に報告し

ため︑食費のみ自己負担とした︒
７●なぜボランティア活動を始めたか：．︾今回

と説得し神戸に向かった︒

反対されたが︑もう決めたし他人事ではない

しかし食費は神戸に行かなくても必要である

の地震は神戸以外でも起こりうるものであり︑

く食べたｌもっと物資が種いと思っていた

かった︒コックさんたちが一生懸命メニュー

いたが︑温かく量もたくさんでとてもうれし

し︑きっと冷たいお弁当であろうと予想して

９●被災地の第一印象⁝︾想像したほどではな

＠神戸に藩いて

浜松でも起こりえたことかもしれない︒多数
の方が亡くなり︑家族を失った方も多い︒そ
して家屋崩壊のため避難所暮らしを余儀なく
いた︒決して他人事ではない︒私にできるこ

ない︒

を考えてくれているのに︑文句が出るはずも

され︑不自由な思いをなさっている方も多数

かったｌかなり家屋も片づいていたため︑

報道を見るたび涙が出て︑お金を送るので

とはないか⁝と思っていた︒

把●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

んな環境の悪いところでも天国だと思う入所

その他ｌ神戸へ行って活動していた自分は

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感︑

⑥神戸を発って

広い焼け跡があるという感じがした︒

ｌ食事の介助検温身の回りの世話投

はいったいどこに使われるかわからないし︑

なんか哀れみだけで共感がない︒看護婦なの

薬︑なによりお話を聞くことが多かった︒あ
者の方がいて︑震災のダメージは測りしれな

に着いて何も変わらない建物を見て︑私は六

異次元の世界に行っていたようだった︒浜松

しかし仕事も休めず︑報道を気にする日々

だから︑この職種を生かしたいと思った︒

が続いた︒ある日病院でボランティア募集の

いものだと感じた︒

覚にとらわれた︒

日間タイムスリップをしていたかのような感

廻○できなかったこと⁝︾あるＩ空気の入れ
イバシーを守ってあげたかった︒洗髪や清拭

替え︒スクリーンなどでもっとしっかりプラ

て認める︶︑費用負担と一石二鳥︒すぐ申し込

んだ︒迷いはまったくなく︑ボランティア要

知らせがあった︒しかも日勤扱い︵仕事とし

員となって︑今以上にニュースを見て情報を

エ
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霊●考え方への影響⁝︾わからない︒

道を歩いていて︑自転車が来たので端によ

いない職場である︒介護のほうの仕事内容は

私は病院で働いている︒介護福祉士さんの

口ぐせのようになっているとしてもすばらし

がとう﹂に感謝の意がこもっているのでなく︑

今までそんなことは言われなかった︒﹁あり

けると﹁ありがとう﹂と関西弁で返ってくる︒

のスタッフ︑両親︑友人などに︑物資はそろ

よく知らず︑神戸で初めていっしょに仕事を

⑨あなたが神戸で出会ったこと

っていて私たちの食べ物には困らなかったが︑

いことである︒

型・家族・友人に話したか⁝話したｌ病棟

まだ避難所で生活されている方々もたくさん
した︒

たから仕方ないかもしれない︒しかし介護の

うとする︒それは今までの職場でそうしてい

端によけてくれた人に﹁ありがとう﹂と言い

場になったとき︑私のじゃまにならないよう

かったことに気づいた︒私は自分が反対の立

私はそう言われたときに︑今まで言われな

いるし︑その方々が普通の生活に戻るのは当

霊●関西弁の印象：良くなったＩ私は出身

人たちは入所者を生活のレベルで見ている︒

私たち看護婦は入所者を医学的観点で見よ

が高知なので違和感はなかった︒しかし関西

分先であるということを話した︒

弁で感謝されたりすると温かい気持ちになる︒

いる︒その心意気︑がんばりで神戸の人々は

商店街でも壊れかけた店の外で営業をして

たい︒

所者の方とかかわれていないことに気づいた︒

私は検温のときや医療行為を介してしか入

そして人気があるのも介護の方々だった︒

●自己採点⁝︾八○点︒

③ボランティアについて思うこと

また新しい神戸をつくってくれると感じた︒

めて食べた明石焼はとてもおいしく︑震災で

商店街を歩くと感動ばかりした︒そして初

ただお話を聞く⁝というのができていなかっ

受けた傷をみんなでいやし︑未来が見えてく

た︒

介護の方々は加湿器の掃除とか︑洗面とか︑

配●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

この人はこういう飲み物を好むなどというこ

るような気がした︒

●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい︒

ｍｅ今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

とをよく把握している︒私たちというか︑私

報道は神戸の状況を流してくれる︒とても

がんばれ！

急事態が発生すればやりたい︒

私が神戸に行ったときは︑長田駅が開通し

に足りないものを見つけた︒

一生懸命やっている人もいるが︑遊び感覚で

酬○ボランティアのイメージ⁝一変わったｌ

自己像

粘り強い×あきっぽい

んな欲を出さず︑自分のあり方を考えている︒

はもう振り返らない︒明日を考えている︒み
い物に行った︒値段はとても安く︑もうけよ

悲しい出来事でもあった︒しかし神戸の人々

うとしているのではなく︑自分の生きている

そして商店街も少しずつ営業を始め︑よく買

狸●﹁ボランティア﹂を別の一一一一巨葉で・・・︾被災し

証を自分で感じているように仕事をしている︒

たり復興の兆しの見えはじめたころだった︒

た方々に今自分ができることを︵被災者に聞か

そして皆明るくって︑本当に心意気ひとつで

いる人もいる︒それでも総称して﹁ボランテ

なくても︶自分で考え︑自分で見つけ︑実行

良くも悪くもなると感じた︒

ィア﹂というんだ⁝︒

できる人︒

；

銅●ボランティア批判⁝︾反発ｌ偽善︒

おとしよりのお世話をする●老人介護

ﾖｴﾌ

のために何かしたくてもなかなか動けない人

も友人もかなり心配してくれた︒しかし神戸

することになるのかまったくわからず︑家族

アとして働く体力︒気力があるにもかかわら

ようなことを想像していたので︑ボランティ

水道が止まっていたり︑寝袋で寝たりという

活をすることになるのかという不安もあった︒

明るい×暗い

には︑自分の代わりにがんばってきてほしい

体力に自信がある×体力に自信がない
まじめ×ふまじめ

８●どのようにアクセスしたか⁝︾お年寄りの

ず︑すぐに行動を起こす決心ができなかった︒

発前までアルバイトをしていた︒また家族や

で︑そのような活動をしているらしい団体を

ためのボランティアをしたいと思っていたの

４●行くにあたっての障害：亨金がないｌ出
知人からのカンパもあった︒

というようなことをよく言われた︒

受容的×攻撃的
気長×短気

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

ｌ
見栄を張らない×見栄っ張り

かく死者の数の多さと︑テレビで流れる被害

大学には東京都社協からボランティア要請が

ず︑受け入れ先はなかなか決まらなかった︒

してほしいと言われどうしていいのかわから

いくつかの団体では宿泊場所を自分で確保

偶然︑大学で会った友人にこの話をすると

彼女も同じようなことを考えており︑二人で

新聞で探した︒

アルバイトで貯めた分と︑家族・知人からの

６︐費用の捻出方法息貯金・小遣いからｌ

５●総費用︵自己負担分︶：．︾七万円︒

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い
物欲が弱い×物欲が強い
今の生活に満足か︑ほぼ満足している︒

受け入れ先を探すことにした︒

︵いしい・みか︶

の様子に圧倒された︒同時に被災したお年寄

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾とに

カンパ︒

石井美花

頭に浮かんだ︒

りはどうしているのかということが真っ先に

での実習を終えたばかりだったからかもしれ

として来てほしいと言われたが︑出発直前に

い旨を伝えた︒最初は事務局のボランティア

し︑介護ボランティアとして参加させてほし

新聞でながた支援ネットワークを知り電話

あったが︑日程や活動内容が合わず断った︒

二二歳／女／神奈川県逗子市

ないが︑お年寄りのために何かできないだろ

大学で老人﹄福祉を専攻しており老人ホーム

一人暮らし︵寮生活︶

に行けばよいのか︑何ができるのか︑被災し

うかということを考えた︒しかし自分がどこ

学生日本社会事業大学社会福祉学部四年

三月七日〜四月一○日︵三五日間︶

加できることになった︒

初めの希望どおり介護ボランティアとして参

③神戸に藩くまで

ことがわからず︑すぐにでも神戸に行きたい

９︐被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

◎神戸に藩いて

たお年寄りは実際にどうしているのかという

う気持ちでかなり迷った︒

という気持ちと︑もう少し様子をみようとい

１●地震の被害：︾受けない︒

２●何人で行ったか⁝雫二人ｌ大学の友人と．

また神戸に行ってから自分がどのような生

３③家族︒友人の反応⁝︾余震があるかもしれ

ないということや︑神戸でどのような生活を

８
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はショックだった︒

さびしさｌ神戸での生活がとても楽しく充

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾焦燥感︑

⑨神戸を発って

霊●ボランティアと呼ばれて⁝︾自分が好きで

障害児の遠足やキャンプ︒

なが学生募金のスタッフ︑老人ホームの介護︑

配ｏ過去のボランティア経験⁝︾あるｌあし

③ボランティアについて思うこと

かった景色が︑実際に目の前に広がったとき
︑●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

も離れてしまいさびしかった︒けれども現実

実していたので︑入所者ともボランティアと

たｌテレビでは小さい枠の中でしか見えな

き添い︑清拭︑掃除︑洗濯︑朝食づくり︑レ

ｌ入所者とのおしゃべり︑散歩︑病院の付

やっていることが︑たまたまボランティアと

零③考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

鋤●ボランティアのイメージ⁝︾ボランティア

には学校でやらなければならないことがたく

認・家族︒友人に話したか⁝話したｌ東京

は仕事をしようとしまいと自由だが︑自由だ

クリエーションなど︒

の対応が正しいことだったのかわからない︒

では震災のことなどすっかり忘れられていた

からこそ自分ですべての責任を持たなければ

たいして気にならなかった︒けれどもボラン

活動中もボランティアの意味がわからず︑迷

状態だったが︑まだ神戸はひどい状態なのだ

ならないということを強く感じた︒

呼ばれるようなことだったということなので︑

ったことがかなりあった︒

ということを忘れてほしくなかったので︑自

ていた︒

帽●困ったボランティア⁝︾自分のやり方にと

分たちの活動や神戸の町の様子をゼミの時間

鍵●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾自分が

さんあり︑一歩出遅れた状態だったので焦っ

ても自信を持っていて︑サルビアでのやり方

に発表させてもらった︒

に立っていること︒

楽しいと思ってやっていることが偶然人の役

洞●活動の向き・不向き⁝︾どちらとも言えな

を理解しようとしない人とは︑お互いに理解

率︒関西弁の印象：良くなったｌもとから

いＩ今でも自分のやったことや︑入所者へ

しあえないまま終わってしまったのが残念だ

ので︑ますます好きになった︒お年寄りと話

関西弁は好きだったが雰囲気がとても明るい

幅●役に立たなかったもの⁝︾寝袋︒

く予定だが︑夏頃には仮設住宅に入る人もで

躯・再度行くならい？毒夏頃

すときは私も自然に関西弁をしゃべっていた︒

りと生活した︒三月の段階では入所者の体調

ら四月にかけての約一か月︑一七人のお年寄

サルビアの介護ボランティアとして三月か

⑥あなたが神戸で出会ったこと

銅●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足︒

いる︒

ティアって何だろうという疑問は常に持って

垢③友達はできたか⁝︾できた︒

釦︒食事の感想⁝豪華ｌ想像していたより

てくると思うので会いに行きたい︒

った︒

〃●役に立ったもの⁝︾マスク︒

もずっと豪華でおいしかった︒他の避難所の

訂●自己採点⁝︾六五点ｌ自分なりに一か月
よくがんばったとは思うが︑やり残したこと

五月にも行

し訳ない気分だった︒シェフの皆さんに感謝

人たちが冷たいお弁当を食べているときに申
しています︒

もかなり回復しており︑私がイメージしてい

た介護︵おむつ交換や食事介助など︶はほとんど

はたくさんあるような気がする︒

おとしよりのお世話をする◆老人介護

３エ９

見てきた西神第七仮設

事務局北島裕子

を思い韻した

イ

3ヱｏ

入口か津仙才のままの滋入は築理
ま華しぃ来たく饗の闇1富
ペソトの夫がじうとう才硫くま‑)て''た

イ
ﾚfi

‑空堂〆

3ヱエ

おとしよりのお世話をする●老人介護

いた焦りや不安がかなり薄れ︑私なりの行動

このことに気づいてからは︑今まで感じて

気長×短気

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

分を表現できるチャンスであるということが

織のしがらみや義務のない自由な立場で︑自

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

体力に自信がある×体力に自信がない

一日の流れについていくことと︑慣れない環

必要ではなかった︒それでも最初の一週間は

ィアというものは正規の職員とは異なり︑組

をとることができるようになった︒ボランテ

しかし長田での生活に慣れるにしたがって︑

た︒

境で生活することに対する緊張で過ぎていっ

自分が今ここにいることは必要なことなのか

見栄を張らない×見栄っ張り

サルビアでは仕事を指図されるということ

まな経験をすることができた︒また多くのボ

入所者といっしょに泣いたり笑ったりさまざ

での約一か月間︑毎日いろいろな変化があり

理想の異性のタイプ⑰好奇心旺盛でチャレン

もと遊ぶこと︒

自己ＰＲ⑰趣味は旅行とピアノ︒特技は子ど

好奇心強い×好奇心弱い

はほとんどない︒初めて来た日に簡単な説明

ランティアの人たちと出会い︑いっしょに生

長田に来てから介護チームが解散する日ま

私の得た結論である︒

を受けるだけで︑あとは自分から動かなけれ

活し働くことで年齢や職種を越えた付き合い

大塚恵子

︵おおつか・けいこ︶

今の生活に満足か︒ほぼ満足している︒

物欲が弱い×物欲が強い

開放的×閉鎖的

ば何もすることがないのである︒ほとんど自

ジ精神のある人︒子ども好きな人︒

なっていた︒

という疑問を持つようになり︑逃げ出したく

Ｉ

立している入所者は何を必要としているのだ

が広がり︑私の貴重な財産になった︒

き先はまだ決まっておらず︑多くの不安を抱

四月の段階ではほとんどの入所者の落ち着

ろうかという疑問が常にあり︑それを見つけ
しかし入所者と毎日話をし︑それぞれの震

られないことに焦りを感じていた︒

いつかそれぞれが再び幸せな生活ができるよ
うになることを信じたい︒そして一か月間私

学生日本社会事業大学社会福祉学部児童

えたまま長田を去ることになってしまったが︑

を励まし元気づけてくださった一七人の入所

二二歳／女／東京都田無市

福祉学科四年

災前の生活を知り︑ボランティアのミーティ
た︒それはサルビアは老人ホームではないの

者の方々︑ボランティア︑長田区の人たち︑

ングを重ねるにつれ︑ひとつのことに気づい
だということである︒

友人︑家族に心から感謝したいと思う︒

つまりサルビアの入所者はいつかは地域に
帰って家族と暮らしたり一人暮らしをするの

三月七日〜四月一○日︵三五日間︶

１●地震の被害⁝︾受けない︒

⑨神戸に藩くまで

六人暮らし︵祖父︑祖母︑父︑母︑兄︶

§

自己像

である︒老人ホームは〃終の住処″であり︑

力をすることが職員の役割である︒しかしサ

ｌ

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

毎日の生活をできるだけ快適なものにする努

ルビアの入所者に必要なことは︑再び地域に
戻るための体力と気力なのである︒

3ヱユ

わがままを言って一か月以上も家を留守にし

きることをできる範囲内でやっていきたいと

３②家族︒友人の反応：雲肯定的ｌ自分にで

２●何人で行ったか⁝三人ｌ大学の友人．

など老人福祉関係の職につこうと考えている

いて私は大変気になっていた︒これから特養

老人福祉を専攻している関係で︑高齢者につ

にスポットを当てたものはなかった︒大学で

８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず一月下

思いがあり現在そのための準備段階にある︒

を卒論で取り上げたい﹂という二人の共通の

ちに与えた影響は大きく︑﹁やはり〃長田区″

月以上の長田区でのボランティア活動が私た

ているのか︑設備はどうだったのか︑実際に

老人ホームなど施設の防災対策はどうなっ

のだろうかという不安に対し︑先生は﹁今は

して行きたいが︑私たちにやれることがある

旬に大学の先生に相談した︒ボランティアと

そして体験してきてください︒体にだけは気

医療が必要とされている︒福祉が必要となっ

た︒

私にとって︑今回の地震は他人事ではなかっ

をつけてネ﹂という手紙を添えたお弁当を持

自分の目で見てきたい︒そして今までに起き

ったほうがいい︒それまではできる限りたく

てくるのは二〜三か月後からだ︒もう少し待

はだいぶ違うかも知れないが︑いろいろ見て︑

た私に︑母は﹁自分の考えていることと現実

たせてくれた︒行きの新幹線でこの手紙を読

た災害でも施設はどう動いたかを調べ︑卒論

をくださった︒

さんの情報を集めておきなさい﹂という助言

を書こう︒こんな私の思いと同じ考えの友人
がゼミの中にいた︒そして話がふくらみ︑共

４●行くにあたっての障害⁝︾仕事︵バイト︶︑

二月のバイトの予定がもう入ってい

んだが︑この手紙は今でも大切にとってある︒

学業

同論文で！ということになった︒

確かにあのとき冷静さを失い興奮気味のま

たため三月からしか動けなかった︒一か月以

ま行っていたら︑気持ちばかりが空回りして

救援のじゃまになっていたと思う︒

しかし卒論の調査のために︑ボランティア

て失礼だという思いもあった︒〃神戸のこと

上も休ませてもらったが︑ボランティアに行
地震後すぐにでも行きたかったが︑二月に

を卒論に書く″とは考えずに︑ここでの経験

とるかとなるとなかなか難しい︒長期で宿泊

結局自分の思うようなことができなかったり︑

一三日間の実習があり思うように動けず︑結

を卒論のためではなく自分自身のためと考え

ているところとなると数少ない︒テレビや新

場所があるところで︑老人介護が必要とされ

に来ましたというのでは︑あまりにも被災者

局三月になってしまった︒

よう︒卒論とは離れた視点から自分ができる

やそこでボランティアをしている方々に対し

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾六万円︵六万円︶︒

ことを手伝うことができたら︑それで十分だ

くということでわがままを聞いてもらった︒

６③費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︑そ

と考えるようになって︑何だか気分的にも楽

聞からの情報をいろいろ集めたうえで︑朝日

いざどのボランティア団体とコンタクトを

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾連日

の他ｌ家族から多少のカンパがあった．

新聞に載っていたながた支援ネットワークに

ついて﹂というテーマで神戸はほんの一例と

間お願いします﹂というお返事︒資格もなく

要望を聞き入れてくださり﹁とりあえず一週

介護ボランティアとして活動したいという

電話をかけてみることにした︒

になった︒

東京に戻ってから卒論の本テーマを二人で

テレビで中継された映像に疑問をもった︒高

齢者はどのように生活しているのか？老人

してしか取り上げない予定であったが︑一か

話し合った︒﹁災害時における施設の対応に

避難所の様子は毎日のように送られてくる

ホームの機能はどうなっているのか？
映像で少しはわかっていた︒しかしお年寄り

おとしよりのお世話をする●老人介護

3ｚ３

現場で働いたことのない私たちだが︑数週間

一か月以上もボランティアを続けられた

など︒

現場に行くと︑どうしても人間関係が狭くな

佑︒友達はできたか：︾できたｌ〃福祉殿の

は受け身になってしまうのだけれど︶︒

ってしまうので︑大切にしていきたい︒

Ⅷ●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

ｗ●役に立ったもの⁝︾自転車︑懐中電灯︒

の実習経験があり大学で福祉の勉強をしてい
のは︑サルビアにいたお年寄りの方々が皆さ

掴③持っていけばよかったもの⁝︾レクリエー

るということだけで︑介護ボランティアとし
て無理に受け入れていただき本当に感謝して
いた″というより︑〃●向くようにしてもらっ

んすてきな方だったからだと思う︒〃向いて

うと︑﹁資格がないと﹂とか﹁施設職員でな

たが︑介護ボランティアを希望しているとい

ついてはレクリエーション︑散歩などすべて

吃●できなかったこと⁝あるＩ活動自体に

ていた″というほうが正確かも︒

︑●食事の感想⁝︾豪華︑何も考えずにおいし

歌︑童謡など︶︒

ションで使えるもの︑カセットテープ︵昔の

他のボランティア団体にもいくつか電話し

いる︒

いと﹂などといった返事が多く︑学生である

かった︒おかげでボランティア太りしました︒

いが︑おせっかいになっていたのかも︑とも

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾虚脱感︒

く食べたｌ温かくて本当にほんとにおいし

思う︒自分自身について﹁したかったのにで

零●考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

について︑もう少し何かできたかもしれない

きなかったこと﹂は︑毎日の日記をつけるこ

群・家族︒友人に話したか藷したｌ家族

という思いはある︒が︑もしかしたらあれ以

とだ︒

私たちには救援物資の配布や炊き出しなどと

⑬鰻すべきでなかったこと⁝︾ないｌ思いつ

に話した︒しかしすべてを共有することはで

友人︑先生︑バイト先の人などいろいろな人

上やっていたら自分では満足したかもしれな

高齢者と接したいという思いが強く︑高齢

かない︒

いったことしかできないのかと︑もどかしい

者側にもこういったニーズはあったはずなの

酒●理想のボランティア⁝︾上下関係にこだわ

いう言葉でまとめられてしまいうんざりした︒

きない︒みんなから﹁大変だったでしよ﹂と

思いもした︒

に︑その情報の少なさに苦労した︒

らず︑すべての人と対等に接している人︒自

︑神戸を発って

９●被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

分の特技を生かせるボランティアをした人︒

⑥神戸に藩いて

ことができない︒あたり一面焼け野原だと思

たｌブラウン管を通しての印象とは比べる

いたことも影響している︒

東京での話題が震災からサリン事件に移って

率︒関西弁の印象良くなったｌ﹁おおき

数日間しかいない方だったのに︑今でも名

に﹂という言葉︒とても言いやすくて好きに

って首をぐるりと後ろに向けると︑何事もな

なった︒関西弁だからこそ敬語にそれほど気

前と顔を覚えている︒茶道ができるという方
くれた︒

をつかうことなく話せて︑親しみやすかった

これほど違うのかという驚き︒

幅●困ったボランティア⁝︾自分ができること

かったように建っている家々・道一本隔てて
︑●主な活動内容︒：マサルビアでの老人介護

を自発的に探そうとしない人︵どうしても初め

で︑道具を持ってきて皆さんにお茶をたてて

相手︑散歩︑買い物の付き添い︑トイレ介助

Ｉ生活環境整備．レクリエ︲ション︑話し

3ｚ４

のだと思う︒
躯●再度行くならいつ．：︾五月二○日〜一一三日

関係で調べたいことがあるので︒八月にも行

頃ｌ皆さんと会いたいというのと︑卒論の

●自己採点⁝︾八五点Ｉ自分にしかできな

きたいと思っている︒

いかかわり方を考えられたらよかった︒

③ボランティアについて思うこと

躯●過去のボランティア経験筆あるＩ知的
障害者施設で毎週日曜日にレクリエーション
四●ボランティアと呼ばれて⁝︾何も気になら

活動︒障害者の在宅での生活介助一般︒

ない︒特別なことをしているのではなく︑た
だ何か自分にできることがあったらやりたい
という思いでやっているだけなのだから︑ボ
年前は呼ばれることに抵抗があったが︶︒

ランティアという言葉は意識しない︵二〜三

たい︒

釦●今後のボランティア活動⁝白常的にやり
副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒
心﹂︒﹁傘﹂︵同じ屋根の下で︑人が支え合っている

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾﹁向上

という漢字に見えるのだが⁝︶︒必要でなければ
ら困ってしまう︒

じゃま︑でも必要なときに持っていなかった

おとしよりのお世話をする◆老人介護

３ｚ５
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ｕ

銅●ボランティア批判⁝︾正当Ｉ自己満足反
りがとう﹂︒

らよろしくな・がんばるな﹂﹁おおきに︑あ

小さな子どもを二人連れた若いお母さん︒

たけどいないし︒よかったぁ﹂

たんだ︒おばあちゃんの店のあたりにも行っ

ずっとおばあちゃんの姿見えなくて心配して

﹁おばあちゃん！元気やった？あれから

地下一階で突然呼び止められるＹさん︒

発ｌ日本人はボランティアには向いていない︒

③あなたが神戸で出会ったこと
人は支え合って生きていく︒人は街の中で
生きていく︒

〃人は人︑自分は自分〃︒マイペースな私は

らしい︒﹁よかったあ︑会えてよかったあ﹂︒

Ｙさんのお店︵駄菓子屋によく行っていた
涙を流しながら再会を喜ぶ彼女に︑Ｙさん

自分のペースを他人に乱されるのが嫌いだ︒

は﹁また︑お店ができるようになったら買い

他人の性格・行動すべてを受け入れることは
できるが︑それは自分のペースが成り立った
に来てな﹂と︒

うえでの話だ︒とにかくまず自分を一番に考
える私である︒

サルビアへの帰り道︑﹁いろんな人が心配
してくれとったんだなぁ︑ありがたいなぁ﹂

三月三一日︒サルビアから長田ケアホーム
に移る前にジョイプラザ︵新長田駅前︶に買

とつぶやくＹさん︒

人は人︑自分は自分

１人と自分を切り

離して考えることはできない︒人は誰でも知

ている︒支えなしでは生きていけない︒そん

らず知らずのうちに︑人に助けられて生活し

なふうに考えるようになった︒

隣近所の大切さをもう一度見直してみよう︒

﹁こんにちは﹂﹁おはようございます﹂﹁さよ

い︒私にもできそうな気がする︒

うなら﹂︒こんな一言から始まる近所づきあ

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

体力に自信がある×体力に自信がない

まじめ×ふまじめ

れだけいるだろうか︒ああ近所づきあいって

三時間のうちに言葉を交わす人がはたしてど

気長×短気

受容的×攻撃的

﹁こんにちは﹂

見栄を張らない×見栄っ張り

わした人︑約一五人︒東京での私の買い物で︑

たった三時間の買い物でＹさんが言葉を交

い物に行きたいというＹさんと車イスでショ
ッピング︒まず一階の花屋へ寄る︒ここの店

﹁あらぁ︑元気やった？今どこにおるの？

このようなものなんだ︒隣近所とのつきあい

物欲が弱い×物欲が強い

開放的×閉鎖的

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

車イスに乗るようになってしまったの？で

ら二か月たっても心配してくれる人が周囲に

好奇心強い×好奇心弱い

たくさんいるんだ︒何だか心がぽかぽかして

を大切にしていたＹさんだからこそ︑地震か

会話が弾む︒次に時計屋へ目覚まし時計を

きた︒Ｙさんは街の中で生きなきゃだめ︒地

自己ＰＲ︑旅行︒個人旅行でオーストラリア

Ｙさん︒

行き︑韓国へも行き︑姉が住む香港へも︒残

へ行き︑車イスの方とアメリカのボストンへ
この日を境に私の価値観が変わった︒

域の中に住んでこそＹさんは生かされるんや︒

テレビ見たよ︑有名人やないか︒またこれか

﹁おばさん久しぶりやな︑大丈夫やったか？

買いに行く︒再び店の人に﹁こんにちは﹂と

も元気そうでよかったわ﹂

の人を知っているらしく声をかける︒

篭

ｚ
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った︒それはボランティアに行くというと︑

たっていく︒考える前に〃神戸に行って何で

ぐちや考えているうちにも︑どんどん日数が

いう︑今の素直な気持ちを行動で現すことの

もいいから被災者の方の手助けがしたい〃と

妹や夫にお願いして参加しなければならなか
きっと行くなと言われるのがわかっていたか

ほうがよっぽど大事だ︒自分のできる範囲内

スイスに行きたいと夢はふくらむが財布はふ
くらまず︒

うつもりはなかった︒

ら︒夫と妹と少しの友人以外には初めから言

された学生時代のうちにロシア︑エジプト︑

理想の異性のタイプ⑰同じ場面で笑える人︒

のことで可能な人が可能な日数で行ければ︑

のだから行こう﹂と︑妙にストンと納得でき

それでいいのではないか︒とにかく行きたい

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾八万三○○○円

ｌ卒論だの就職だのやらなきゃならないこ
︵八万三○○○円︶︒

今の生活に満足か︑あまり満足していない
とが多すぎて︒でも現実逃避したい自分と焦

６●費用の捻出方法：．︾貯金︒小遣いから︒

る瞬間があって︑ボランティアに行く決心を

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾神戸

ことであった︒

固めたのである︒それは地震から一週間目の

にイライラし⁝︒がんばるぞ！

で地震が起きてすぐに被災地で必要とされて

８●どのようにアクセスしたか⁝︾ボランティ

いるのは医療と看護であり︑私自身がその職

る自分との葛藤があり︑行動に移せない自分

︵つかもと・れいこ︶

した︒夫は﹁へえ︑ボランティアに行くん

柄本玲子

二︑三日してボランティアの募集がテレビ

だ﹂とちょっと驚いたようだったが︑私がど

アに行くと決めてから︑まず最初に夫に相談

や新聞に載るようになったが︑募集人員はす

いて︑﹁その精神に賛同するよ﹂と言ってく

うして行きたいと思ったかという気持ちを聞

業としての看護婦である以上いたたまれず︑

ぐに足りてしまったかのような報道に移った

テレビに釘付けになった︒

看護専門学校非常勤講師

ため西日本の人が多く駆けつけたのだろうな

しかし実際に行くとなると自費でいくのだ

れた︒

二人暮らし︵夫︶

ぁと思った︒しかしその後それは誤情報とわ
かり︑なんとなくテレビや新聞などのマスメ

る勇気が必要なのではないかと思った︒だが

それと共に自分でまず行って現場を確かめ

男とはこんなものかトホホと思うものの︑な

そんなにお金がかかるの？﹂と言い出す始末︒

発言だろうと思っていたら︑そのうち﹁え−︑

七日間︶

三五歳／女／千葉県松戸市
三月七日〜三月二三日︵

日本看護協会からの派遣

私の今の生活を見渡してみると︑二月中に大

から相当の金額がかかる︒それを考慮しての

１●地震の被害⁝︾受けない︒

んとか説得に成功した︒

ディアに振り回されている自分を感じた︒

２●何人で行ったか⁝︾一人︒

事な用事があったので三月にしか行けない︒

③神戸に藩くまで

３．家族︒友人の反応：雲肯定的ｌ夫に相談

その頃に行っても被災者の方の役に立てるこ

職の交替要員︑その他ボランティアの募集が

てはいたが︑ちょうど日本看護協会から看護

テレビや新聞のボランティア情報をメモし

した︒その精神に賛同すると言ってくれた︒

とはあるだろうかとも思った︒

そのとき﹁そんなことをいろいろとぐちゃ

４●行くにあたっての障害：︾両家の両親には

内緒にして行ったので︑その間のフォローを

おとしよりのお世話をする◇老人介護

３ｚ７

生懸命していたが︑サルビアの夜勤に入った

マスク︵三〜四枚用意していったが︑まったく足り

ね＠持っていけばよかったもの︒：︾粉塵防止用

い時期は過ぎていたから︶︒

届き迷わずに応募した︒

り大風邪をひいたりで思うように手伝えなか

の方がつくってくださった食事がいただける

ながた支援ネットワークには︑明石市にで

なんてありがたいと思った︒

なかった︶・

沼●すべきでなかったこと⁝︾あるＩセレモ

郡●ながた支援ネットワークへの批判・注文

ったのが申し訳ないなぁと思った︒また︑被

ニーの精霊点火︒実際に赤々とした精霊が置

⁝マネットワーク設立当初の趣旨を︑参加した

きた同協会の現地対策本部の兵庫県看護協会

かれた菅原市場の中を歩いていたときに︑火

ボランティアがもっとよく知っておく必要が

麺・食事の感想⁝豪華ｌ調理ボランティア

で焼かれた所にまた火を使った鎮魂を企画し

りたかった︒

たのは間違っているんじゃないかと思った︒

災者の心のケアとしてカウンセリングに当た

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

あったのではないか︒そうでないと前に来た

示されて行くことになった︒

ｌテレビの映像で十分伝わってくるものが

死者にむち打つ気がした︒しかし自分もそれ

ってしまう︒広報紙﹁ひろば﹄などは見たが︑

人が決めた業務にのっとって働くだけに終わ

看護ボランティア調整本部から派遣場所を指

あったので想像どおりではあったが︑地震か

さを感じ苦しかった︒

を実行している一人であることに︑やるせな

⑨神戸に藩いて

かったのであろうと思った︒

ら四八日も経っていたので直後はもっとひど

の介護・看護︑話し相手やレクリエーション︑

を行った︒介護チームの方といっしょに老人

幅●困ったボランティア⁝︾ネットワーク本部

き付いている︒

惜しんでパワフルに活動していた姿が目に焼

婦であり︑社会福祉大学生の︶Ｋさん︒寝る間も

ｌ自分がやれることはやったという思い︒

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感

田瞥つ︒

もっとアピールするほうがよかったのではと

救援物資の仕分けと配布も担当した︒セレモ

での数人の人々︒夜中に酒を飲み︑楽器を鳴

ンティアのまとめ役となって活動した︵看護

ニーの精霊づくりと︑当日の精霊への点火と

率︑考え方への影響：与えていると思うｌ

鰹●理想のボランティア⁝︾サルビアでのボラ

後片づけをした︒

らすなど学生サークルと間違えているので

ちらかというと自分が経験した感情の変化は

旧●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

は？という思いを抱いてしまった︒
お●友達はできたか皇できた 三〜四人の

っと解決できず︑引きずっている︒

何だったのかという心の面について︑今もず

ｌサルビアで看護チームに入り三交替勤務

ので専門性が発揮できた︒が︑活動や役割は

Ｉ自分の専門職種の部分でかかわり合えた

汀●役に立ったもの⁝マスキナクレン︵入浴で

人と手紙や電話で連絡をとりあえた︒

きないときに重宝した︶・

妹︑私の母に話した︒夫には逐一話した︒母

曽家族︒友人に話したか鳥話したｌ夫と

ことあるごとに神戸でのことを思い出す︒ど

③神戸を発って

ばいやとも思わなかった︒

何でもよいと思っていたので看護婦でなけれ

旧●役に立たなかったもの⁝マホッカイロ︵寒

三月二一日

のセレモニーに向けてみんな精霊づくりを一

廻●できなかったこと⁝雫ある

２
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ったので心配をかけたこともあり話したが︑

にはボランティアに行ったことがばれてしま
聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾人間へ

うイメージに変わった︒

でいる姿を見た︒

でいる人ほど自らの思いにとらわれて苦しん

もかかわらずまったくそれには触れようとも

内容は聞いてこなかった︒父は知っているに

て本当に考えたのは︑今回の震災からであろ

興味はないｌ日本人がボランティアについ

記●ボランティア批判⁝︾そのような議論には

の手助けとしての自由行動︒

回路に陥ってしまうのである︒

分がやりたいことを中心に考えるという思考

ら焦点は被災者から自己の思いに移行して自

被災者のことを案ずるあまりに︑いつかし

たきりで︑進んで聞こうとはしないので話せ

しないので︑さびしく思った︒妹も少し話し
ないで終わってしまった︒

云々という議論は古いし︑当たっていないの

うと思うので︑従来のボランティアについて

ことは︑ボランティア同士の連携であった︒

しかしそのようなときすばらしいと思えた

率●関西弁の印象：良くなったｌきついイ

さまざまな職種で経験も異なり年齢もバラバ

業安定所のような感じで︑ボランティア紹介

型●ボランティアを活発化するシステム⁝︾職

び合い︑また意見を闘わすことで自分の中で

日々の触れ合いを通してさまざまな視点を学

ののアプローチがある︒ボランティア同士の

とするとき︑そこには違った角度からおのお

ラの人々がある一つの目標に向かって動こう

では？震災後の議論にはとても興味がある

しれない？

センターみたいなものが各自治体に一か所あ

が︒

メージから人情味あふれる方言のイメージに

率●再度行くならいつ⁝禾明ｌ帰宅後気管

れば利用しやすい︒

変わった︒しかし神戸弁がそうだったのかも

たい︒

そうして気づくことは︑気負わずに行動で

きたりするのだ︒

ひっかかっていることを解消できたり修正で

支を痛めたので︑症状がなくなってからにし
●自己採点⁝︾七○点︒

③あなたが神戸で出会ったこと

私は看護婦の資格を生かせる看護ボランテ

ってきた人の話や︑他団体のボランティア同

たが活動に疑問を持って当ネットワークに移

しかし他のボランティア団体で活動してい

きるようになったときに初めて被災者の声に

ィアとして活動したが︑その実︑ボランティ

士の暴力事件︑また避難所の中で特定の人の

私が今回のボランティアに参加して強く思

︑ボランティアについて思うこと

釦⑬今後のボランティア活動：．︾活動の内容を

アなら本当はどんな仕事でもいいと思ってい

命令を聞くかたちで活動している団体などの

が見えてくるのだという事実であった︒

見て︑自分ができそうなときには参加してい

た︒避難所での老人の看護や介護に当たった

耳を傾けられ︑被災者にとって今必要なもの

きたい︒

が︑そこにボランティアとして集まってきた

てしまう︒

情報を聞くと︑それって何だろう？と思っ

ったことは︑気負わずに行動することの大切

訓●ボランティアのイメ︲ジ：拳変わったｌ

さまざまな人々を見て︑﹁〜しなければなら

さである︒

何かに傾倒していなければ︑または確固たる

ない﹂とか︑﹁〜すべきである﹂と思い込ん

配●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

信念がなければ参加できないという雰囲気を

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾特に感じない︒

抱いていたが︑﹁構えずに行えるもの﹂とい

おとしよりのお世話をする今老人介護

3ｚ９

な人︒

理想の異性のタイプ＠さらっとして風のよう

を各自が忘れないでいれば︑人は自然に優し

しい夫と楽しい生活の毎日です︒

今の生活に満足か︑ほぼ満足しているｌ優

ひとりの力を抑えつけずに活用していく姿勢

被災者の方々の気持ちはどうであったか︒か
くなれるし信頼も深まり︑自分自身を開放し

そのような人々がボランティアに来た所の
えってボランティアとの関係でつらい嫌な思

匿名

て気負わずに行動していけるんだということ
私は神戸で人間のすばらしさを知った︒そ

を学んだような気がする︒

してそれは一人では知りえない︑人と人との

いをしたかもしれない︒ボランティアは活動
況にないといっても過言ではない︒そこには

関係を通してのみ見えるものであることを知

場所を選べるが︑被災者はほとんど選べる状

た視点が欠けているように思うのだ︒

介護福祉士︵現在はフリー︶

三人暮らし︵夫︑娘︶

五七歳／女／静岡県浜松市

三月八日〜三月一三日︵六日間︶

日本介護福祉士会からの派遣

２●何人で行ったか⁝二人︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒

⑧神戸に藩くまで

気長×短気
責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

ていただろうし︑私自身の行動はいつも自分

主人は暗黙のうちに行くのではないかと思っ

３︐家族︒友人の反応⁝︾相談しなかった１１

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

は絶対しないように﹂とだけ︑出がけに言わ

で決めていたので否定しなかったが︑﹁無理

Ｉ

見栄を張らない×見栄っ張り

Ｉ

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

ったのである︒

人間同士の助け合いをどう考えるか︑といっ
被災者もそれぞれ違った人間であるが︑ボ
ランティアもまたそれぞれに違う人間である︒

どの人間の個性も一つとして同じものはない
のだから︑それぞれの持つ知恵を自由な雰囲
ができたら︑もっと心の通い合える援助にな

気で被災者の方々の困っている部分に手助け
るのではないか︒ある集団が行動するとき︑

一人ひとりをどのぐらい尊重して全体として
一つの活動ができるかということは︑そのま
ながっていくように思う︒

ま被災者の方々をどう見るかということにつ
そうはいっても︑なかなか被災者の方の思
いとボランティアの活動が一致して行われる
ことは難しいと思う︒実際私の活動した避難
所でも毎日毎日ミーティングを重ねていって

に﹂と言われ︑反対された︒

自己ＰＲ︑趣味・特技は日本舞踊︑スキー︒

︵市立図書額の音訳講座ｌパートの仕事とい

４●行くにあたっての障害⁝︾仕事︑その他

れた︒友人には﹁自分の年齢も考えるよう
ＵＦＯ︑小人︑ピンク色の雲をみるなど不思

物欲が弱い×物欲が強い

災者にとっての援助はどう考えていったらい

議体験にはこと欠かない︒

サルビアでの体験から︑ボランティア一人

いのかの道筋も見えたように思う︒

ボランティア同士の信頼関係もできたし︑被

鵠

３３ｏ

職を帰ってから探せばよいくらいに考えてい

し長い休みは困るといわれたときは︑新しい

看病と言っておきましたが︑もし上司から少

あまり長く休暇をとれない︒同僚にも伯母の

えども受け持ち場所は二人でやっているので︑

③ボランティア保険︵特別に阪神大震災用︶を

した︒

度も行ったことのない不安を少なくしようと

②ＪＲの案内所に行き︑交通事情を調べ︑一

援ネットワークでした︒

面●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う

時半まで︒

茶介助︑病院に薬もらい︑排池介助⁝午後五

介助︑レクリエーション︑お話︑おやつ︒お

毒︑おしぼりづくり︑検温︑買物介助︑散歩

配膳︑食事介助︑下膳︑内服介助︑コップ消

ｌ老人介護︵六五歳〜九○歳代︶でしたので

かけた︒

私の年齢に近い方々の明治・大正︒昭和・平

④ネットワークに電話して行き先︑降りてか

成をしっかりと生きてきた思いや生活状態は

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾一一万円︵一一万円︶︒

らのことを確認した︒

た︒幸いＯＫが出て安心した︒

⑤自分の生活上のやりかけのことを始末した

若い方よりも理解できたと思うからです︒

７●なぜボランティア活動を始めたか．：︾福祉

り︑主人に食生活のアドバイス︑火の始末︑

６③費用の捻出方法⁝マ貯金︒小遣いから︒

施設を退職後︑浜松の病院︑老人保健施設︑
何回も話した︒

連絡先の確認など︑あたりまえのことだけど

しのＹさんが﹁立川澄人︑伊藤京子︑知って

例えば音楽好きでＮＨＫラジオをかけっ放

盲老人ホームに関心を寄せつつかかわってい

いる？﹂と言っても︑若い看護婦は﹁知らな

い﹂なんて言って会話が途切れましたが︑

フリーの私にいよいよ出番がきたのだと直感

同輩や周囲の人たちに温かく支えられた︒今

学生生活をエンジョイした︒この間諸先生方︑

になり︑二年間楽しくおもしろくすばらしい

遅まきの五○歳で名古屋の福祉専門学校生

れなかった︒

なにハッピーでいいの？と落ち着いていら

で湯洗したりしているときなど︑自分がこん

境整備︵ベッド周囲の清掃︑ゴミ出し︑黒いゴミ袋

百動︶午前八時四五分〜申し送り︑環

⑩●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

みているようで実感をえられなくなっていた︒

じた︒テレビの映像でみても映画のシーンを

コンクリートの塊と化していたのに寒気を感

たが︑降りてからも高速道路のもろい橋脚が

ルの崩壊や︑無惨な家屋の山々に目を見張っ

たｌ車窓から目に飛び込んでくる大きなビ

９②被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

を持った方たちの集まりなので︑皆さんカン

︵二八一一一頁︶︒それぞれ自分の職に対して自信

郷●理想のボランティア⁝︾看護婦の黒川さん

お詫びしました︒

まって︑ああ失礼な言葉を言ってしまったと

新しい衣類が入っていますので﹂と言ってし

害のある方に衣類整理のとき﹁ブルーの袋に

沼＠すべきでなかったこと⁝︾あるＩ目に障

堰●できなかったこと⁝︾ない

こともありました︒

えたけど早く死んだね﹂とか会話をつなげた

﹁二期会の人よ﹂とか﹁立川澄人は名前をか

し︑今そのときだと思ったら行くしかないと

の仕分け︶︑保清ケア︑物品整理︑点検︵持ち

ファレンスの折には多くの的確な意見を出し

⑨神戸に藩いて

たので︑日頃の生活時間帯の中にボランティ
ア活動が自然に入り込んでいた︒

温かい湯ぶれにつかっているとき︑暖かい

８●どのようにアクセスしたか⁝マ①幸い日本

決めていた︒

数調べ︶︑トイレ掃除︑水分補給︑記録︑昼食

フトンにもぐり込んだとき︑シャワートイレ

介護福祉士会から紹介されたのが︑ながた支

おとしよりのお世話をする◆老人介謹
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したばかりの人たちでしたが︑到着後すぐ髪

幅●困ったボランティア⁝︾①看護学校を卒業

︵若い女性︶は心からやさしい人でした︒

の役目を果たされていました︒浅草の介護士

ドバイスをされ︑じょうずにリーダーとして

ここでは必要なことではない︑とはっきりア

時間的に制約された中で︑どれを取り上げ今

ていました︒どれも貴重なものばかりですが

ホスピス情報や本の紹介などが出て︑帰宅後

今何に関心を持っているか話し合ったときに

ｌ仕事後のミーティングのときお互いに

垢●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない

た人がその場でやればよいこととしました︒

る避難所では無理とも思ったので︑気がつい

でした︒その日によってメンバーが入れ替わ

ればと思う人は若い介護士の人だけで︑残念

ですが︑自分も使うのだからきれいにしなけ

そうさせたと思う︒

と一泊旅行を実行した︒生と死の不確かさが

と確信したこと︒

余分なものは持たない︑シンプル生活がよい

率璽考え方への影響⁝与えていると思うｌ

ひと区切りついた感じがした︒

動内容を報告し︑全員の人たちの共感を得て︑

会った人︵看護婦︶の中にもコッコッと勉

三○年以上も会わなかった短大時代の友達

を洗い始めました︒週二回の少ないシャワー

きていこうとあらためて思った︒

している姿勢に接し自分も今を大事にして生

群・家族・友人に話したか⁝話したｌ以前

強をしている人がいて︑よりよく生きようと

傘︒

ｗ●役に立ったもの⁝︾帽子︑マスク︑上ばき︑

の恐ろしさと︑被災した障害者と老人はこれ

働いていた施設のグループの食事会で大震災

ランティアが有意義だったと言ってきました︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾︵うれしいことだ

若い人にハガキを出し︑その人からもこのボ

が︶持参のクラッカー︑乾燥いも︑コーヒー︑

に制限されているのに気がつかなかったと思

いのかもしれません︒

のとして育ってきた人たちですから無理もな

軍手︒

うのですが︑水や電気はいつも使っていいも

日にたまる量が多く︑かさばりもしてゴミ袋

②ゴミの出し方︒水の入っていたパックは一

︑●食事の感想叢豪華ｌ温かいごちそうな

出す日に見てびっくり︒足や手でつぶして袋

ホームではおいしいコーヒーの香りに一日の

えていませんでした︒また宿泊した長田ケア

ど︑テーブルできちんといただけるなんて考

っと心のケアについても学ばなければいけな

いに必要とされていたこと︑また私たちはも

護婦と同じように現場では私たち介護者も大

浜松の介護福祉士会西部支部の例会で︑看

からどうなるのか話し合った︒

でポイと捨てる人がほとんどでした︒ゴミを

はすぐいつぱいになります︒押しつぶさない

に入れれば袋の数も少なくて済むし︑割り箸

テレビに長田区が映ったときに主人に説明

いと話した︒

おテントにいる生活に同情した︒

して被災の恐ろしさをあらためて感じ︑今な

ので︑駅で道をたずねるとき思わず語尾を上

れでほぼ標準語のアクセントをしていました

霊ｏ関西弁の印象⁝︾変わらないｌ東京生ま
空●ふだんの生活に戻った気持ち阜充実感︑

⑥神戸を発って

した︒

スタートの力添えを感じ︑とてもハッピーで

も二つ三つに折って出せば︑ゴミ袋も穴ばか

た︒

りあかなくてすむのにと思い申し送りしまし
③一階のトイレは外からの泥も入りやすくす
ぐ汚れるのは当然なのですが︑使用した便器
いてもそのままということがありました︒き

安堵感ｌ介護福祉士会西部支部の例会で活

が汚れていたり紙くずや生理用品があふれて
っと他の人の担当と考えてしまったと思うの

３３Ｚ

ｌやっと身体的︒精神的に落ちついてきた

記●再度行くならいつ⁝︾半年後または一年後

ています︒

働いた仲間の﹁いやはります﹂の音韻が残っ

げているのに気づき︑おかしくなりました︒

社会の一部の弱いサークルで︑若い人には関

くも驚いたし︑日本の近未来も安泰と思った︒

﹁ボランティア﹂と呼ばれる大集団にうれし

若い人がこんなにも多く真華に参加している

酬○ボランティアのイメージ⁝雫変わったｌ

かわっています︒

なかの調子を悪くして帰ってきました︒着替

さる方と壊れた自分の家の件で外出され︑お

あるＴさんがいました︒日頃お世話してくだ

サルビアホームの一七人の中に目に障害の

いってほしいと言われました︒ベッドサイド

彼女が部屋でできなかった理由がすぐわか

にポータブルトイレがあるのにと思いかけま

りました︒水様便で下着にほとんど流れ出た

動︵参加強制でなく自らの選択で︶︒

共感できる時間を楽しくいっしょに過ごす行

つらく悲しかったこと

③あなたが神戸で出会ったこと

頃で︑少し時間がたってから行けるとしたら

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾自分と

心の持たれないものと決めつけていたので︒

ｏ自己採点⁝︾七○点ｌもう少し早く︑も

行ってみたい︒

え介助をしておりましたらトイレまで連れて

う少し長く活動できたらと思う︒

んだ人は何と呼ばれてもよいのではないでし

らの意志や思いで強制されることなく入り込

ってのことだったのでしょう︒自分の手の感

状態で目にできないにせよ︑臭気を気になさ

のですぐトイレにごいっしょしました︒

麺●過去のボランティア経験⁝あるＩ病院

ょうか︵いろいろな考え方があっても︶︒

したが︑何やら落ち着きのないご様子だった

ボランティア︑施設ボランティア︒

聖●ボランティアを活発化するシステム⁝︾小

銅●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

羽●ボランティアと呼ばれて：．︾お金と時間に

なんて︑いちばん他人に見られたくない知ら

触でしか自分の下着の汚れ具合がわからない

発Ｉすることがないからしているだけｌ自

ゆとりのある人が勝手にやっている︑自己満

一回でも何かボランティアの時間があって参

学校入学から大卒まで一週間または一か月に

︑ボランティアについて思うこと

足的なものと考えている人もいるのは確かで

の方に震災の苦しみを与えたのか恨めしくな

れたくない場面であるだろうに︑神はなぜこ

す︒自分も若いときには福祉にまったく気づ

うすればよいのかわかりやすいと思う︒みん

加する機会があれば︑大人になっても何をど

ＮＨＫでできたと聞いていますので︑動きや

どこであるかすぐわかる情報ネットワークが

ボランティア情報が全国どこからでも何が

し訳なくて﹂とポッンと言われました︒﹁気

たかったの︑でもお世話になっているので申

分も落ち着いたのでしょうか︑﹁私早く帰り

すっかりさっぱりしてベッドに上り少し気

りました︒

かずに生きてきた人間だから︒私にとっては

かけがほしいのではないでしょうか︒

な心で思っていても家から一歩踏み出すきっ

ボランティアのイメージはしっくりいかない︒
ずっと続けてきている人がたくさんいるし︑

釦●今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

ちかもしれないから︒

ボランティアと真に呼べる人はそういう人た

たいｌ現在音訳ボランティアとして盲施設

をつかわれなくてもよいのですよ﹂とお布団

を少し深くかけました︒

すくなるのではないでしょうか︒

に行ってます︒他に自分たちの〃終の住処″

探しにもなりますので︑老人保健施設にもか

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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ます︒若い男子があたりまえのように女の方

施設においてもオムッ介助に一番気を配り

に目を一つずつあげたい︒きっとあなたなら

夫婦とは三○年以上のおつきあいをしていま

と起きてこられました︒そして﹁私はＹさん

ことを確信しました︒

と思い︑この二重三重の苦を克服されていく

したが︑この方の強く自立した精神に負けた

てしまいました︒涙が自然に流れてしまいま

んの話を聞いても﹁昔のことはみんな忘れた︒

一方お誕生会の主役のＹさんですが︑Ｔさ

す︒以前このご主人とそのお友達は私のため

さいました﹂︒

役立たせるにちがいないから︑と言ってくだ

のオムッ介助をするのに悲しい驚きを感じて︑

ら︑﹁拒んだら来てもらえなくなるので﹂と

入所者の方に﹁いいのですか﹂と問いました
答えられました︒きっとそういう小さいこと

私はこの朝八三歳︵？︶のＹさんに﹁今日

とあっけらかんとしていました︒

のに他人様からありがたい言葉をかけられ︑

はおめでとうね︒いつもこんなににこやかで

そうだったかね︑そんなことがあったかね﹂

どんなに心からこの方たちに感謝して生きて

皆に好かれて生きてこられたなんて︑すばら

親類や子どもにだって言われたことがない

てしまうからでしょう︒自分がもしＴさんの

こられたことか︒その奥様が今日お誕生日だ

からあの人は気難しい方とレッテルを貼られ
立場だったらきっと耐えられないのにと常に

と聞き︑どうしても今日言いたかったときっ

Ｓさんは若い頃日本に来られ︑たぶん想像

考え込んでしまうのです︒

しいわ︒どうして﹂って問いかけましたら

いました︒雨の降る少し肌寒い三日間︑この

であろうわが家がこの震災で破壊されてしま

えられるのですが︑目の不自由なＴさんの言

目の様子で領きながら共感していることを伝

普通なら私たちは話す方の表情を見ながら

よ﹂とあっさり言われました︒

も決して他人には悪口を言わなかっただけだ

やさしくしてあげた︒人から悪口を言われて

﹁いつも弱い人の味方をしてきたよ︒そして

ぱりした口調で皆に話されました︒

家の取り壊しの立ち合いに通っていました︒

葉に︑そのつど私たちの反応を伝えるすべも

もできないくらいのご苦労の末に手に入れた

大多数の方々と同じように目の前で無残にト

なく皆シーンと聞き入っていました︒

れたときどんな声をおかけしようかとお待ち

るに耐えられなかったこととお察しし︑帰ら

んのお陰で生きるに足る水を与えられました︒

に水を求めてさ迷っておりましたが︑今皆さ

﹁私たちは今神戸の砂漠の中でラクダのよう

の先輩から聞きました︒このようなどん底の

ールなのに︑このようなお話はたくさん人生

す︒〃人に不快を与えない〃という最低のル

せんが︑誰もそれが守れず実行できないので

こんな単純なわかりやすい処世訓はありま

ラクターでがらくたにされていくわが家を見

しました︒

だからいつまでも神戸は砂漠ではありません
ので︑強く前向きに生きましょう﹂と〃砂漠

に小さい体︵一五一ｍ︑四三蛇︶で新長田まで

ている姿勢に勇気づけられ︑大きいリュック

中で明るくへこたれず前向きに生きようとし

今どこに仮の住まいを求められたでしょう

の歌″を室中に響くようなソプラノで朗々と

か︒落ち着かれていることを願っています︒
心に残ったこと︒

の重いメロディでしたので︑同席した人たち

軽い足取りで歩き浜松まで帰れました︒

歌われました︒

はお話と共にこの漢とした歌声にジーンとし

日本の童謡の〃月の砂漠″でなく︑中国調

心のこもった折り紙のかわいいお花をテー
Ｔさんは前日まで︑お腹の調子を悪くして伏

ブルにのせて︑Ｙさんのお誕生会をしました︒

せておられましたが︑どうしても同席したい

3３４

粘り強い×あきっぽい
ｌ

明るい×暗い

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

気長×短気

受容的×攻撃的

流行に敏感×流行に鈍感

ｉ
責任感強い×責任感弱い

６︐費用の捻出方法⁝︾母親の会社の社長が寄

いるだろうと思い手伝いたいと思った︒看護

った︒看護スタッフが休息もとらずに働いて

匿名

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾新

付してくれました︒

学生︵看護婦︑助産婦︶

婦という資格を活かしてどこかの病院でのボ

聞・テレビによって︑震災のすさまじさを知

三人暮らし︵父︑母︶

かわからなかった︒

ランティアを考えていたが︑どうしたらよい

二六歳／女／新潟県新潟市
三月一一日〜三月一八日︵八日間︶

何日かして〃迷惑ボランティア″という記

⑨神戸に蒼くまで

ことは十分予測できたので︑行くのをやめよ

事を読み︑私自身も迷惑ボランティアになる

うと思った︒しかしクラスの中で海外でのボ

１●地震の被害⁝マ受けない︒

３．家族︒友人の反応：肯定的ｌ両親は余

ランティアの経験のある友達が︑神戸へのボ

２●何人で行ったか⁝雫三人ｌ学校の仲間．

好奇心強い×好奇心弱い

ランティアを考えていることを知った︒彼女

見栄を張らない×見栄っ張り
開放的×閉鎖的

日前ぐらいからは賛成してくれた︒新潟は神

震を心配して初めは反対していたが︑行く数

Ｉ

物欲が弱い×物欲が強い

知った︒

紹介してもらい︑ながた支援ネットワークを

っているとのことで︑受け入れ先をいくつか
かった︒

の知り合いは実際に神戸でボランティアを行

４●行くにあたっての障害⁝︾学業︑旅行・遊

ので︑私の周囲の人たちは無関心な人々が多

以上︶︑ヨガ︵ちょうど一年目︑呼吸の難しさを知

びｌ震災が起きた一月は実習中であったし︑

戸から遠く︑地震の被害はまったくなかった

りました︶︑ソフトテニス︒

三月に国家試験を控えており学校側から許可

自己ＰＲ○ウォーキング︵東海道ウォーキング

理想の異性のタイプ︑望珊理的に判断する人︑

が出ませんでした︒そこで試験後から卒業式

完歩︶︑手芸︑ポルトガル語同好会在籍︵五年

品格のある人︑感性の豊かな人︒

までの間に行くことにしました︒どうしても

から︒主人︵六一歳︶と共に健康でいられる

間を短くして︑神戸を優先にスケジュールを

札幌の友達に会いに行きたかったのでその期

胴．主な活動内容・・・マサルピアでの老人介護︒

口も多いせいか被災者が多い︒

たｌ思っていた以上に広範囲であった︒人

９③被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

③神戸に藩いて

己勝手流の生活を大いにエンジョイしている

今の生活に満足か︒ほぼ満足しているｌ自

時間がますます少なくなりつつあるので︑各

梱●活動の向き・不向き⁝︾向いていなかった

考えました︒
５●総費用︵自己負担分︶⁝︾六万円︵六万円︶︒

自一日一日が貴重なので大事にしています︒

おとしよりのお世話をする。老人介護

３３う

雫

った︒入居者の方とは知り合ったばかりであ

入居者が対象であり︑私が行った時期はサル

と思うｌ病院とちがって身体に疾病がない

⁝︾長田の人たちが︑もっと参加してほしかっ

副●ながた支援ネットワークへの批判・注文

が出るだけでもめぐまれていました︒

釦●食事の感想拳こんなものだろうｌ食事

相手に何かしてあげること︒しかしお金でな

理●﹁ボランティア﹂を別の言葉で：．︾無料で

副●ボランティアのイメージ：．︾変わらない︒

急事態が発生すればやりたい︒

い何かを学ぶことができる︒

⑨神戸を発って

ランティアのスケジュールを調整したり︑紹

日本人はボランティアには向いていない︒

記●ボランティア批判⁝︾正当ｌ偽善批判ｌ

た︒

ビア閉鎖に向けて自立を促しているときであ
ったし︑相手の気持ちも特にわからないまま︑

どのように接したらいいかとまどった︒私に

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感︑

介してくれる団体があればいい︒

◎あなたが神戸で出会ったこと

評●ボランテイアを活発化するシステム．：一ボ

吃●できなかったこと⁝︾ある︒

のでうれしかった︒帰ったその日に︑東京で

焦燥感ｌ家の近所は︑建物が崩れていない

起こるかわからない国になったと思った︒

地下鉄サリン事件が起き︑日本はどこで何が

感じました︒
幅●すべきでなかったこと⁝︾ある︒

は老人看護は向いていないことをあらためて

慨●理想のボランティア⁝︾神戸市内に住まれ

ている方で︑神戸や長田の医療制度︑福祉サ

淫︑考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

が︑他の人たちと重複すると思われますので避けま

三匹の猫たちのことです︵いろいろありました

ービスについて︑とても把握されている︒ど
んな相談にも的確に答えることができ︑相手

友達に話した︒しかし職場の人たちには自分

型●家族︒友人に話したか語した１両親

私は基本的に猫が好きです︒家にもかわい

す︶・

私が神戸で〃最も印象に残ったもの″は︑

にとって頼りになると思いました︒

からは話さない︒

幅●困ったボランティア⁝︾私は夜勤ばかりで

したが︑休養している人が何人かいるにもか

率●関西弁の印象⁝︾変わった︒大阪と神戸で

い猫が二匹います︒ボランティアに行く以前
はニュアンスが違うことを知った︒

にテレビ・新聞などで震災にあった猫・犬が

いたこと︒数日間なので我慢していました︒

率︒再度行くならいつ：菜年の初夏ｌ美し

かわらず︑大声でしゃべったりする人たちが
しかし異常に規則に厳しい方が途中からいら

の日でした︒サルビアから長田ケアホームに

たちと出会ったのは︑私が神戸についた最初

前置きが長くなりましたが︑この三匹の猫

います︒

れば動物のボランティアに参加していたと思

した︒ながた支援ネットワークと出会わなけ

人間と同じようにたくさんいることを知りま

︑今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

記●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

◎ボランティアについて思うこと

●自己採点⁝︾六○点︒

くなっていると思う︒

幅●友達はできたか．：︾どちらとも言えない︒

したことには閉口しました︒
●役に立ったもの⁝︾洗濯物を干すもの︒
把●役に立たなかったもの⁝︾なし︒

伯●持っていけばよかったもの⁝︾ズボン︑ト
った︒帽子︒

レーナーの着替えをもっと持っていけばよか

３
3６

行く途中にある駐車場にいました︒駐車場の
でした︒猫たちはわりと人なつっこぐ︑呼ぶ

隣は半壊し青いビニールシートを掛けた家屋
と寄ってきて︑野良猫ではないなぁと感じま
した︒しかし痩せて毛も汚れていて今は御飯
を食べさせてくれる人はいるんだろうかと心
私はふだんであれば野良猫にえさをあげる

配になりました︒

ことはしないのですが︑〃大震災を生き延び
いと強く思いました︒そこで持ってきたカン

た猫″その生命力の強さに対して︑援助した
パンを砕いてみたところ︑パクバクとアッと
それからそこを通るたびに猫たちの様子を

いう間に食べてしまいました︒

見て︑カンパンと煮干しをあげることが楽し
のことも次の人たちに引き継ぎをしてきまし

みになりました︒長田を去る日には︑猫たち

被難所になっている小学校の校庭で︑自転

た︒

ァオーンと鳴いている黒猫に出会いました︒

車にくくりつけられたかどの中で︑アオーン
飼い主のおじいさんは﹁猫は家に住むから︑
やって
︒︒
︸これから新しい家へ引っ越
ゃ
てい
いま
まし
したた

全壊した家から離れなくて困った﹂とおっし

人間にとってはもちろん︑猫や犬などの動

おとしよりのお世話をする●老人介護

3３７

すとのことでした︒

物にとっても住みよい長田に一日でも早く復

ま, ￨

興することを心より祈っています︒

；
自己像

ｌ

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

藤井幹雄
︵ふじい・みきお︶

休暇をとってとか︶活動先を自分で探して行こ

地震後一週間以内に職場から現地にボラン

うとまでは思わなかった︒

ティアを派遣することになり︑自分も申し込

の指定で出張扱いだった︒他のボランティア

るのとは違った︒

が自分で活動先を探し︑休暇をとって来てい

んだ︒したがって活動の場︑期間も職場から

三人暮らし︵妻︑子ども一人︶

三一歳／男／千葉県柏市
三月一三日〜三月一八日︵六日間︶

医師みさと健和病院

まじめ×ふまじめ
みさと健和病院からの派遣

体力に自信がある×体力に自信がない
受容的×攻撃的

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

ったｌ職場からの派遣であり︑まわりの方

４●行くにあたっての障害．．︾特に障害はなか

３●家族︒友人の反応⁝︾肯定的︒

２●何人で行ったか⁝二人︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒

⑥神戸に藩くまで

柏●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

たことがなかった︵長田の火災跡を見て︶︒

人工物がここまで破壊しつくされた情景を見

たｌ戦争を経験していない自分にとって︑

９︐被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

◎神戸に着いて

気長×短気

開放的×閉鎖的

洞●活動の向き︒不向き．：︾向いていたと思う︒

ｌ医師として．

好奇心強い×好奇心弱い

流行に敏感×流行に鈍感

物欲弱い×物欲強い

に協力してもらったので特に障害はなかった︒

ｌ
自己ＰＲ⑰オートバイ大好き︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四万円︵五○○○

褐●すべきでなかったこと．：︾ない︒

ート︑三月一二日のセレモニー︒

担○できなかったこと⁝あるＩ個別アンケ

理想の異性のタイプ⑧素朴な人︒でも頭がい

６●費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

狸●理想のボランティア⁝︾おのおのの分野で

円︶︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

日頃から個性的に熱心に仕事されている方と

い人︒

今の生活に満足か︑ほぼ満足している

が起きたときは体調が悪く︑日頃の自分の仕

四

月から︑助産婦として働きだしたばかりです︒

事をこなすのに精一杯だった︒体調がもどり︑

出会えてよかった︒刺激になった︒

す︒仕事には満足していません︒

惨状を見ていると自分も何かできるのではな

〃●役に立ったもの⁝︾名刺︒

お●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない︒

まだまだ仕事に慣れずへまをしてばっかりで

いかと思った︒

旧●役に立たなかったもの⁝︾着替え︒

８●どのようにアクセスしたか：．︶したいとは

思ったが︑何とか仕事に都合をつけて︵有給

３
3８

の中にはその余裕はない︒

急事態が発生すればやりたいｌ現在の生活

も仮設トイレは遠いために出入口近くの物陰

を減らした︒やっとの思いでトイレに立って

いからしているだけ︒

銅●ボランティア批判⁝︾反発Ｉすることがな

難所に救護室ができても周りの人に頼まなけ

寒さ︑栄養不足も重なって体調を崩した︒避

ために閉め切ったままの部屋はほこりっぽく︑

崩れた家から持ち込んだ家財道具や毛布の

トイレに立つ回数を減らそうと食事︑飲水

い︒遅いと︑ろくなものが当たらない︵ぜい

釦●食事の感想⁝︾食べる時間により差が大き
副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

で人の気配を感じながら用をたした︒

たくかな？︶︒

亜●﹁ボランティア﹂を別の一言葉で⁝︾自発的

聖●ボランティアを活発化するシステム⁝︾専

な助け合い︒

型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︒

⑨神戸を発って

曽考え方への影響尋わからないｌ学んだ

ーディネートする人や場︒そういう意味でな

門職や特技のある人の技術を生かせるようコ

全なところに避難させ食料を提供することが

今回のような惨事においてまずは市民を安

なった︒

肺炎になったところでサルビアに来ることに

彼女の体調の変化には気づかない︒そうして

生活が大変でかなり状態が悪くならなければ

長引く避難所生活では周りの人も︑自分の

ればそこまで行けない︒

ことはあるが︑今の自分に影響しているかど

◎あなたが神戸で出会ったこと

がた支援ネットワークはよかった︒

うかわからない︒

型・家族︒友 人 に 話 し た か 話 し た Ｉ 家 族
職場の人に︒
率●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

記●再度行くならいつ⁝︾医師としての仕事で

サルビアに入っていた八○歳代のおばあさ

求められるだろう︒そして今回はうまくいっ

い︒

要請があればいつでも︒なければ五年後ぐら

それまで一人で暮らしていた彼女は地震の

かに避難者各自の状態に応じたきめ細やかな

たのではないか︒しかしその後の段階で速や

んの話︒

際に腰を強打した︒周りの人に助けられ避難

訂︒自己採点⁝壱八○点ｌ求められた仕事は
十分こなせたと思うが︑自分から何かを始め

対象を集団としてとらえて援助をすると弱

援助が必要だったのではないか︒

所には何とかたどり着き︑毛布や弁当も当日
二人が横になるという寿司詰め状態︒外に出

者をさらに追いつめることもあることを学ん
た︒

きが不自由になった彼女は自分ではなかなか

だ︒

自己像

粘り強い×あきっぽい

るにも人をまたいで行かなければならなかっ

中には手に入った︒学校の武道場では一畳に

ることはできなかった︒

○ボランティアについて思うこと

記︒過去のボランティア経験皇あるｌボー

；

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾特に何も思わ

れないと冷たい食事しか当たらない︒

取りに行けない︒周りの人が気をきかせてく

温かい炊き出しが外で行われていても︑動

ない︒

イスカウトでのユニセフの募金︒

釦●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

おとしよりのお世話をする●老人介誰

う３９

明るい×暗い
の後班二人︶︒

はないか〃などと考えてはいるものの〃行か

食物や寝床を被災者に分けたほうがいいので

考えてみれば自分も同じで〃ボランティアの

３●家族︒友人の反応：︾肯定的ｌ家族は

ので︑そこで偶然に組まれたメンバー︵学校

まじめ×ふまじめ

に気づいた︒

ない〃で終わらせてしまっているということ

体力に自信がある×体力に自信がない

いねえ﹂﹁偉いねえ﹂︒

﹁がんばって︑気をつけて﹂︒友人たちは﹁凄

気長×短気

受容的×攻撃的

４●行くにあたっての障害．．︾旅行︒遊び︑時

れもあまりうれしく感じられなかった︒

ィアという言葉が好きではなかったが︑そん

まあいいやと思って過ごしていた︒ボランテ

ものなのだと知って惜然となった︒それでも

自分のずるさやいい加減さは︑根っからの

間がないｌ卒業を控えての春休みというこ

ボランティア活動に抵抗のあった私にはど

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

ンティアがあと一人いれば都合いいのだけど

な私が行こうと思ったのは︑たまたま﹁ボラ

とで︑友人たちと出かける時間が少なくなっ
ったので︑そんなに苦ではなかった︒

た︒学業が終わり仕事始めまでの間の期間だ
５●総費用︵自己負担分︶．：︾三万円以内︵三万

は決めたのだと思う︒単純といえば単純で︑

人は迷惑です﹂という言葉があったから︑私

物欲が弱い×物欲が強い
理想の異性のタイプｃ自分の世界をもってる

円以内︶︒

８●どのようにアクセスしたか⁝︾学校でまと

些細なきっかけであった︒

まっていたので︑特に何もしていない︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾私は

気になっていた︒

ンティアが必要とされている″ということが

看護婦の学校に通っていて︑〃看護婦のボラ

見せてもらった資料に﹁自分のために行く

⁝﹂という言葉に軽くのっただけだった︒

人︒元気で明るい人︒

６＠費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒
︵しょうじ・なみえ︶

今の生活に満足か⑰ほぼ満足している︒

東海林波恵
学生神奈川衛生短期大学看護科二年︵現

◎神戸に藩いて

９︐被災地の第一印象．：︾想像したほどではな

しかし私には経験がなく知識は机上のもの
いだろうと思っていた︒学校の教員に尋ねて

だったので︑行っても看護婦のように動けな

在は看護婦︶

四人暮らし︵父︑母︑姉︶

二○歳／女／横浜市

そろうところは驚いた︒人の活気︑人込み︑

かったｌ食物が買えて衣料︑雑貨がすぐに

店の活気︑そして他方では焼け跡︑焦げた匂

みたところ︑﹁私も行きたいんだけど仕事が

三月一五日〜三月二二日︵八日間︶

いでしよ﹂という類いの返答ばかりであった︒

だ︑人間は強いものだなと複雑だった︒

い︑テント生活︒何だか時間は経つものなの
やごまかしばかりだ﹂と思ったけれど︑よく

それを聞いて私は﹁結局行かないで︑文句

ねえ﹂﹁学生置いて行っちゃうわけにいかな

◎神戸に着くまで
１●地震の被害⁝︾受けない︒

２●何人で行ったか⁝︾三人ｌ学校で募っ弁

３４ｏ

ｌサルビアの入居者の日常生活の世話全般．

池●主な活動内容⁝マサルビアでの老人介護

るボランティアさんと出かける約束をしてい

沼●すべきでなかったこと⁝︾あるｌ先に帰

況をもっと大きくとらえて知りたかった︒

かわりたかった︒またボランティアの活動状

幅●役に立たなかったもの⁝︾二冊の本︒

いろと文章を書くのに使った紙とボールペン︒

︑●食事の感想・・・︾豪華︑何も考えずにおいし

の着替え︒

ね③持っていけばよかったもの⁝︾あと何枚か

●役に立ったもの．：自分の健康な体︒いろ

ことはほとんどなし︒食事の手助け︑洗濯︑

看護でなく介護だったので看護技術を要する

たのに︑夜勤明けで眠ってしまったこと︒結

く食べたｌ帰る頃には太ってしまいそうだ

環境を整えることなど︒そしていっしょに散

ボランティア活動に﹁すべきではなかった

局挨拶だけしかできなかったこと︒

また滞在期間を延長したので︑それに加え

と思うほどおいしかったのでよく食べた︒結

歩したり話をしたりなど︒

こと﹂を見極めるのは酷な現実ですね︒でも

⁝︾現地にいる間に︑ながた支援ネットワーク

副●ながた支援ネットワークへの批判・注文

てセレモニーの準備︑精霊づくり︑サルビア

鯉●理想のボランティア⁝︾サルビア介護ボラ

は今どこで何人の人がどんなことをしている

のすごさを帰ってきてから感じた︒

ンティアで長期滞在をして中心になって活動

果としてやせてしまっていて︑ボランティア

していた黒川雅代子さん︵二八三頁︶︑セレモ

のか知ることができたらよかったと思う︒

り見えないので辛いですね︒

セレモニー当日は介護ボランティアではな

ニーを実行した辻彰子さん︵三五頁︶︑もちろ

必要だと思います︒自分で自分のことはあま

く事務局ボランティアの人たちといっしょに

ん中辻さん︑梁さん︒皆さんの実行力︑人を

入居者のセレモニー当日の段取り︑さらに精

﹁衛生﹂で動いた︒翌日サルビアの活動の引

動かし惹きつける人間性︑そしてボランティ

霊づくりや折り鶴づくりの参加の呼び掛けと

き継ぎをして引き上げた︒

ア一人ひとりのエネルギー︑それぞれがそれ

セレモニー実施の中心となった︒

洞●活動の向き︒不向き⁝マ向いていたと思う

ぞれに強くてすてきなボランティアだったと

空●ふだんの生活に戻った気持ち︒：︾充実感︑

⑨神戸を発って

のが好きなのですぐにサルビア入居者と仲良

ｌ年寄り︑子ども︑年齢を問わず人と話す

虚脱感ｌ時差ボケのような感じでしばらく

こっちでの友達に連絡をとったりしながら︑

ボーッと過ごしていた︒神戸を思い出したり

田瞥つＯ

拓○友達はできたか皇できたｌたくさんで

くなれたし︑ボランティアメンバーとも介護
だけではなくかかわりを持った人々誰とでも

以前の生活に戻っていったと思う︒ボランテ

きました︒四月になり︑こんなにたくさん手

ィアの友達と話すときの安心感というか快さ

紙や写真が届くなんてとてもうれしく思う︒

関東支部もできているので︑これから長く長

は︑今まで感じたことのない気持ちだったと

いはたくさんあったが︶できたので向いていた
と思う︒

くつき合っていくと思う︒近ければ集まった

同じ時間を共有できた︒何の抵抗もなく︵迷

恒●できなかったこと：亀あるＩ長期にわた

り遠ければ手紙や電話で︑みんなとても大切

以前より人が好きになった︒うれしい︑楽し

墾箪考え方への影響⁝︾与えていると思うｌ

田瞥つＯ

ってサルビア入居者の人たちの生活を見守る

で貴重な知り合いであり友達であり仲間だと
田瞥つ０

こと︒長期滞在できたならサルビア内だけで
なく︑事務局︒相談など多方面で被災者にか

おとしよりのお世話をする●老人介諏

３４エ

い︑悲しい︑せつない︑いろいろなことを素
それをまだ解決できていないから︒点数の半

足﹂なのかもしれない︒

発ｌ偽善ｌ少しせつないけれど﹁自己満

ったのではないだろうか︒

これがあったらどのボランティアもうれしか

認められる制度︒今回のような緊急の場合︑

事や学業において︑ボランティア活動休暇が

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾仕

分は〃行こう″と決めた自分に︒

それを表現することに何の迷いもなくて︑自

●ボランティアと呼ばれて⁝︾あえて型にす

記●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

③ボランティアについて思うこと

直に感じられるようになったと思う︒そして

いたと思っている︒

分のことや心を飾らなくてもいいことに気づ
近頃会ったばかりの人で私のことを好きだ
と言ってくれる人が多くなった気がする︒年

神戸で過ごした八日間で私はとても大きく

るのなら︑それはそれでいいと思う︒けれど

て強いエネルギーをもらった︒小さな小さな

上年下男女問わず友達がたくさん増えていっ

子どもたちからおばあちゃん︑おじいちゃん

︑あなたが神戸で出会ったこと

いるなら参加したいと思っている︵関東で関

型にはめなくていいのなら名称はいらない︒

東支部が発足したのはうれしい︒活動の継続を望んで

ィアの人たちその一人ひとりから︒またなが

までかかわりを持った人すべてと︑ボランテ

ている︒自分が少しずつ︑少しは良いほうに

せてと言って︑聞いてくる人たちに︒﹁ボラ

いるから︶︒その他では職業柄︑看護・福祉系

た支援ネットワークの一員として仲間となり

釦●今後のボランティア活動⁝︾日常的にやり

ンティアか︑偉いね﹂と言ってくる人にはほ

で何かしていきたいと思う︒

﹁私の娘だ﹂と言われ︑サルビアの中ではお

たいｌながた支援ネットワークで活動して

とんど話をしていない︒いちばん話して落ち

副●ボランティアのイメージ⁝霧変わったｌ

着家族︒友人に話したか⁝︾話したｌ聞か

着くのはボランティア仲間だったけれど︑興

ボランティアは﹁世のため人のため﹂的に始

変わっていっているようでうれしい︒

た私が感じてきたさまざまなことなどを話し

ばあちゃんの孫になり︑小つちゃな神戸っ子

味を示す人たちには現地の状況から活動︑ま

めて︑結局﹁自分のため﹂になる︒それが嫌

た︒

にいろいろな私がいて偶然に時間や経験を共

たちのお姉ちゃんになり︑いろいろなところ
とに気づいた︒好きでやっていることがたま

るよね︑辛いことたくさん起こるけれど︑が

かりこだわっているだけでは何も動けないこ
たまボランティア活動と呼ばれているだけだ

んばっていこう﹂とサルビアの夜勤のとき︑

だったけれど︑活動するのならそんな肩書ば

と思うようになった︒

あんなに優しくてのんびりしているとは知ら
記●再度行くならいつ⁝︾すぐにでも︑それと

なかった︒関西弁が好きです︒

理●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾どこか

霊●関西弁の印象⁝良く稜ったｌ関西弁が

何十年かした頃︒﹁すぐに﹂は︑むこうで活

っと話したこと︒看護婦同士だから抱える問

暗い部屋でカップラーメンなど食べながらず

題の数々︒それら活動中のさまざまな葛藤の

看護婦として﹁いいナースになろう︑なれ

有することの強さ︑大切さを感じた︒

動したいから︒﹁何十年後﹂は︑自分を振り

似ている気持ちと感覚を持った人の集まり︑

記●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

返ってみるために行きたい所だから︒

一○○点にでき葱

それによって偶然生まれた大きな力︒

●自己採点：毒九八点

いのは︑自分自身の嫌な部分を新たに見つけ︑

う４Ｚ

気づいたとき︑私は再びおじさ

熱かったろうと思う︒水なんかど

何もできなかったんや︒どんなに

ごく感謝しているんだ︑とも繰り

おじさんは︑ボランティアにはす

事務局辻彰子

んのところへ行き︑その場に座り

こにもなくて︑ただ焼かれていく

しばらくそうしているうちに火

おじさんのこと

込んで謝っていた︒﹁申し訳あり

のを見ているしかでけへんかつた︒

は消え︑おじさんはやにわに立ち

そのおじさんは︑かなり酔って

いつの問に来たのか︑後片付け
ませんでした︒おじさんの気持ち

とき胸がこうムカムカつとしめつ

だからこの場所で大きな火を見た

いるようだった︒

のスタッフをつかまえて︑なにや

熱かった︒

もわからずに﹂︒地面は残り火で

おじさんは私の手を取って言っ

けられるような思いになってしも

上がり︑﹁ワシにこの水をまかせ

いてあったポリタンクを手に取っ

てくれ﹂と言って消火用として置
私はただ泣きながらおじさんの

うて﹂

今

返し話してくれるのだ︒

ていても︑スタッフの表情が固ま

らくだをまいている︒遠目から見

り緊張しているのがよくわかった︒

が謝ることじゃないんだ﹂

しかったろう︒うんと飲めＩ．﹂そ

た︒﹁ほうれ水だぞ！これが欲

た︒﹁違うんだ違うんだ︒アンタ

目を見て︑聞いていた︒おじさん

う叫んで水をまき始めた︒私はそ

ているのだろうか﹂私はそう直感

の大きな手に︑時折ギュッと力が

の様子をじっと見ていた︒八個ほ

﹁セレモニーのことで何か言われ

﹁わしはなあ︑この菅原市場が大

入るのが伝わってきた︒私もかな

どあったタンクの水をほとんどま

くなっていった人がよ−つけいるん

ているのか︒ここは火で焼かれ亡

﹁ここがどんな場所なのかわかっ

や︒わしは火の中に飛び込んで行

まれたりしたまま火事がおきたん

崩れてみんな下敷きになったり挟

ら屋で︑ここはな︑あの日︑家が

んがお経を唱えていようと︑いま

えなかった︒どんなに偉いお坊さ

護摩の火なのですよとはとても言

を託した精霊を天空に送る供養の

この火は浄化の火で︑皆の祈り

をまくたびにシューシューと白い

まいた︒鎮火したはずなのに︑水

私はおじさんがまき残した水を

おじさんは言葉を続けた︒

好きだったんだよ︒ここには喫茶

ていたように思う︒

り力をこめておじさんの手を握っ

し︑精霊を焚き上げた護摩焚きの

っているところへ近づいていった︒

残り火がほとんど鎮火し︑くすぶ

よく寄ったもんだよ︒ここは天ぷ

店があってな・仕事の行き帰りに

傘

や︒こんなところでたき火をしよ

った︒ぜんぜん熱いとも思わんか

のおじさんにとっては火は大切な

ポーンと言葉が飛び込んできた︒

って﹂︒目の前が真っ暗になり︑

つたさ︒だけど水がいつこもでえ

まず︑その場を離れていた︒﹁ど

耳が聞こえなくなった︒とっさに

もうた︒いまでも忘れられへん︒

みんな熱い熱いって焼け死んでし

かつた︒悔しゅうて悔しゅうて︒

へん︒助けようにも助けられへん

そのものであった︒しかし一方で

いう無力感を思い起こさせる事実

の火を前になにもできなかったと

人たちを奪った憎い火であり︑そ

水をまいた︒

ら水をもらって何度もその場所へ

まらなくて︑乾物屋さんの水道か

なったが︑なんだか気持ちがおさ

煙が上がる︒タンクはすべて空に

かへ消えてしまった︒

くと︑おじさんはふらふらとどこ

キーンという耳鳴りとともに一瞬

い？﹂と心の中で繰り返す︒

うすればいい？どうすればい

おとしよりのお世話をする◆老人介護

3４３

三人で長田ケアホームのトイレにダンポール

中にいた私にいろいろな話をしてくれた人︒

手を貸してくれた人がいる︒サルビアの裏の

だった︒燃やしてから帰りたいと言った私に

つけた︒セレモニーに持っていき忘れた八個

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

自己像

：

を敷いて隠れ︑泣いたり笑ったりしたことが
をした︒﹁卒業式には帰らないと﹂と言って

駐車場で火を灯してそれから公園で護摩焚き

セレモニーに参加したいといって滞在期間

忘れられない︒

を延長した私を︑笑顔で受け入れてくれたサ

くれた人たち︑私は新幹線の中で精霊の炎と

私のかわりに精霊の炎が消えるまで見守って

かさ︑小さな力は集まると大きな力になるこ

私が神戸で出会ったものは︑人の強さと温

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

受容的×攻撃的

と︑少しずつ似た人が集まるだけで生まれる

っていた︒

神戸に残っているみんなの顔と神戸の町を思

ルビア介護メンバーと事務局の人たち︒うれ
しかった︒夜中まで精霊をつくったこと︒サ
ルビア入居者の人たちにも参加してもらいた
屋を訪ねてきてくれた人がいたこと︒別々の

好奇心強い×好奇心弱い

くて︑一人で倉庫に隠れてつくったとき︑部
場所でいっしょにがんばっているんだって心

エネルギーは強くてまっすぐなものだという

開放的×閉鎖的

強かった︒セレモニー当日までまともに寝な

から帰ってきた今︑そのエネルギーの重みを

いろいろと感じ考えます︒好きなことはたく

思いました︒看護婦になったばかりですが︑

自己ＰＲ⑰人が好きだから看護婦になろうと

物欲が弱い×物欲が強い

セレモニーの当日は言葉にできない思いを

感じることができる︒私はこれから哀しいこ

さんあって︑椅麗なもの︑大きくて広いとこ

私にもエネルギーがあると言われた︒神戸

こと︒

ずっと抱えていた︒焼け跡と工事の音と人の

とや苦しいことにたくさんぶつかっていくの

ろ︑強いものなど︒中でもバイクと車はとく

と思う︒

いのによくつくったし︑よく喋っていたなあ

声の中で︑精霊に火をともして路地を歩いた

は大丈夫︒きっと何とかしていける︑そう思

だろう︒けれど︑もしそうなったとしても私

に︒両方ともよく乗っています︒一見怖そう

セレモニーには傷ついた被災者もいる︒その

だけど仲良くなると意外と﹁トロい﹂とよく

し気で面白味のある人︒外見でいうならば︑

す︒好きなのは強くて弱い人︑それと少し怪

持ち合わせている人にはひかれていくようで

理想の異性のタイプ⑰自分と似ている何かを

言われます︒よく笑うそうです︒

も︑そしてずっと流れていくから︒

す︒

ＰＳＩみんなありがとう︑ずっと大好きで

続けるものです︒

これが私が神戸で出会い︑自分の中に残り

う︒それは私に神戸での時間がこれからいつ

時間はゆっくり流れていたような気がする︒
ことも含めて忘れられない︒

翌日帰ることとなった私を見送ってくれた
みんな︒帰る翌日に卒業式に出る私にホタル
の光を歌ってくれて︑一日早く卒業式をあげ
てくれたみんな︒最高の卒業式だと思い︑本
当にうれしかった︒

帰りがけに立ち寄ったサルビアで精霊を見

3４４

れしいと感じるときが多いこの頃︒友達が

今の生活に満足か︑ほぼ満足しているｌう

手が大きくてあたたかい人︒

４●行くにあたっての障害⁝︾特に障害はなか

たようです︒

ィアに対してあまり良く思っていない人もい

とか︑﹁ただ働き？すごいね﹂とボランテ

もいたけど︑﹁お風呂入れないんでしよ？﹂

か﹂とか︑﹁ただ働き﹂などマイナスイメー

授が連絡をとってくれていたところでした︒

した︒ながた支援ネットワークは︑大学の教

った︒

をあらためて知ってしまい︑ある一面でショ

ボランティアを﹁仕方ないからやってやる

日々増えていくこと︑電話や手紙がとても多

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾三万円︵一万円︶︒

ックを受けたところもありました︒

一年

できるはずと思いました︒でも関東で何も現

ると二月頃テレビで見て︑私も何かお手伝い

学生のボランティアが現地でがんばってい

的でした︒初めてみる被災地は︑あまりのひ

壊しているが反対は崩壊していないなど対照

面しか映らないけど︑実際に見ると隣家は崩

たｌテレビの画面の中では広い地域の一場

９︐被災地の第一印象．：︾想像以上の被害だっ

⑥神戸に藩いて

でほとんど何もしていないです︒

具体的な行動は友人や教授にまかせっきり

えよければという考えの友人が多くいたこと

６●費用の捻出方法⁝︾貯金︒小遣いから︒

くなったこと︑よく人といろいろな深い話を

ジでとらえがちな人が多く︑また自分たちさ

一人で考え沈んだりもします︒こうしている

しています︒仕事も楽しいですし︑ときおり

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾地震

かと思ったけど︑まさか関西での大地震とは

ドショーでした︒最初はどこかの戦争か何か

の第一報を聞いたのは一月一七日の朝のワイ

と︒これはとても大きなエネルギーです︒

︵はつとり・ひろこ︶

中で︑何よりも大好きな人たちが大勢いるこ

服部宏子

一九歳／女／神奈川県二宮町

も救援のじゃまになり︑被災地の方の神経を

地のことを知らない私のような学生が行って

思いませんでした︒

六人暮らし︵父︑母︑祖父︑祖母︑叔母︶

逆なですることもあるだろうと考えました︒

学生神奈川県立衛生短期大学衛生看護科

三月一五日〜三月二○日︵六日間︶

ときに友人からボランティアの話を持ちかけ

洞●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う︒

ｌ主に日常生活の介助話し相手など．

柏●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

とを覚えています︒

どさにあ然としてしまい︑声がでなかったこ

１●地震の被害：．︾受けない︒

られ︑自分ができる範囲のことをすればよい

廻︒できなかったこと⁝一あるｌ私は﹁看

○神戸に着くまで

２○何人で行ったか⁝雫三人ｌ友人一人と先

ました︒

とも言われ︑ボランティアに行くことを決め

結局一か月くらいどうしようか悩んでいた

輩一人︒

かく資格を生かしたことができると思ったの

実際に行ってみたら﹁介護﹂のほうで︑せっ

護﹂として神戸へ行ったのにもかかわらず︑

りの迷惑にならないように︑何ができるかわ

にもボランティアを募っていると誘いをしま

くれた友人に詳しい話を聞いて︑周囲の友人

８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず誘って

からないけれどがんばってきなさいと︒友人

３・家族・友人の反応：言肯定的ｌ家族は周

たちの︐中にはがんばってねと言ってくれる人

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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に専門知識を生かしたことが何一つとしてで
きなかったことです︒

③神戸を発って

もう一度行きたいです︒

ｏ自己採点⁝雫七○点ｌ思ったより自分で

できないことが少し残念でした︒

進んで仕事ができなかったので︒自分で何も

霊ｏ考え方への影響息与えていると思うｌ

墾●過去のボランティア経験．：︾ない︒

聖●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感

たみたいで︑カンファレンスのときに意見を

実際に現地へ行ってみて初めてわかったこと

語●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい

幅●すべきでなかったこと⁝︾ない︒

言っても横から遮られたり︑後から陰で文句

かかわらないとわからないことがたくさんあ

があるように︑どんなことでも実際に自分が

んだか﹁ボランティア﹂と呼ばれると大それ

ｌ自分ができることを自分でするのでな

持ちでいっぱいでした︒

を言われたりという困った人もいました︒ち
ることを知りました︒

ｌ正直いってやっと帰ってこれたという気

またでは病院のほうでもいられては迷惑だっ

酔・家族︒友人に話したか⁝話したｌ家族

ったとおりにいかないと気が済まない方だっ

たのでこっちに来たのでは？との噂までで

釦●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

たことをしているみたいで⁝︒

幅●困ったボランティア⁝︾とにかく自分が思

たほどです︒

友人など周囲の人に︒私が見たこと︑聞いた

急事態が発生すればやりたいｌ日常的に活

◎ボランティアについて思うこと

垢●友達はできたか⁝︶できない︒

こと︑感じたことをありのままに︒

淫●関西弁の印象：悪くなったｌ関西の人

●役に立ったもの．：マテレホンカード︑レタ

かのきっかけがあればやりたいです︒

動するのはたぶん忙しくてできないので︑何

ーセット︑切手︑ラジオとかストレス解消道

が関西弁を話している分には特に何も思わな

目一︿Ｏ

ね⑳持っていけばよかったもの⁝︾ドライシャ

いけど︑現地で関東の人が関西弁を話してい

鋤・ボランティアのイメージ⁝毒変わったｌ

るのを聞いて︑正直いって関西弁が嫌いにな

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝一自分が

できればいいというイメージになりました︒

たけど︑今は自分でできることを自分なりに

以前はすごいことをするというのが頭にあっ
と︑外部の人がそこの方言をまねして話すこ

その土地の人がその土地の言葉を話すこと

った︒

ンプー︑スキナベープ︑ハンドクリーム︑ハ
ンガー︑洗濯バサミ︒

ことにお金や労力を使ってほしかったｌ被

とでは全然イントネーションとかが違うので

うこと︒

できるときにできることを︑気軽に行うとい

麺●食事の感想⁝︾豪華︑食事よりもっと他の

災者の方々が冷たいごはんやパンなどしか食

躯︒再度行くならいつ⁝言八月頃ｌ私は神戸

本場の言葉をじっくり聞きたかったです︒

ファッションとしてやっている︒

詔●ボランティア批判⁝︾正当ｌ偽善反発ｌ

べていないのに︑私たちボランティアがこん

いことを結構聞いてしまって︑今はそのショ

というか長田と関西との関係とか知りたくな

なに温かくておいしいものをいただいてよい
のかと︑いつも心苦しい感じでした︒

ックのほうが大きいのでしばらくは行きたく
ないです︒でも皆さんが元気になられた頃︑

４
3６

︑あなたが神戸で出会ったこと
私が今まで習ってきた﹁社会﹂﹁現代社会﹂

﹁歴史﹂という教科の中で︑人種差別︑部落
ました︒そして現在日本の中では差別はない

差別という言葉は何回か耳にしたことがあり
というふうに私は聞いていました︒しかし実
際に神戸へ行ってみて根強く残っている差別
まず﹁長田区がいちばん燃えている﹂とい

というものに驚きました︒

うことを一月一七日の朝にテレビや新聞で知
りました︒何日もたつうちに兵庫区も鎮火し︑

づけ最も被害が大きいことも知りました︒そ

他地区も鎮火するなかで長田区だけが燃えつ

つ︑あまりの環境の悪さに驚きました︒

して実際に行ってみて災害のひどさともう一
最初はなぜここだけがこんなに燃えてこん
な環境なのかと大きな疑問になりました︒そ
えるほどしかいないことも疑問でした︒

してボランティアの中でも関西出身の方が数
ボランティアの方と話していくうちに︑長
田の方の一割が在日外国人でその他いろいろ
な原因から差別を受けているということを聞
きました︒そのほか長田出身というだけで就
職︑結婚にも影響を及ぼすことも︒同じ日本

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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に住んでいて同じ教育を受けている人なのに
出身地などでさまざまな差別を受け続けなけ

義

れぱならない人が日本に存在するということ
今もう一度︑部落差別について考え直すべ

益田雄一郎

︵ますだ︒ゆういちろう︶

通して部落差別がまだ根強く残っていること

三○歳／男／名古屋市

医師名古屋大学医学部老年科

きだと思います︒今回のボランティア活動を

また被災者の中には﹁長田を出るとまた差
を知ったことは大きな勉強となったとともに︑

は︑とても悲しいことだと思います︒

別を受けるので︑長田の外に仮設住宅を借り

③神戸に藩くまで

三月一七日〜三月三○日︵

妹︶

て生活していくことはとても醜いことだとも

気長×短気

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

ができないことを残念がって︑私の行動に賛

はサラリーマンであるがゆえに自ら行くこと

たが友人の多くは無関心であった︒親友たち

３︐家族︒友人の反応：．︾家族は賛成してくれ

２●何人で行ったか⁝︾一人︒

四日間︶

五人暮らし︵妻︑子ども一人︑実母︑実

今後の課題ともなりそうです︒

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

Ｉ

るぐらいならずっとここにいたい﹂と言って

自己像

：

いる方もいて︑差別の根強さはまだなくなっ
ておらず︑差別はもう何十年︑何百年単位で
起こっていると言われていて︑おかしなこと
だと思いました︒人は弱者をつくって自分が
強者になってそれで欲求を満たすと言うけれ

思います︒

流行に敏感×流行に鈍感

１●地震の被害：︾受けない︒

関西で差別が起こっていることを知らなか

責任感強い×責任感弱い

同を示してくれた︒職場の上司は反対に近い

ど︑同じ人間同士で弱者と強者をつくりあっ

ったことが私の無知であったと言えばそれま

立場であった︒いずれにしても親友以外には

体力に自信がある×体力に自信がない

でですが︑今日本で差別が起こっていること

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

４○行くにあたっての障害皇仕事ｌ仕事の

あまり相談したくない雰囲気だった︒

のような方にもぜひ実情を知ってもらえたら

開放的×閉鎖的

を知らない人はたくさんいると思います︒そ
と思います︒

上司にそれとなくいやみを言われ︑非常に行

物欲が弱い×物欲が強い
理想の異性のタイプ︑やさしい人︒

きづらい雰囲気であった︒当初は一月下旬か

私たちが今何気なく生活している中でもど
こかで苦しんでいる人や︑心を痛めている人

今の生活に満足か︑ほぼ満足している︒

おりの行動を取った場合︑何人かの人に迷惑

二月での参加を希望していたが︑私が希望ど

がいることも決して忘れてはならないとも思

をかけることになるのでそれはやめた︒

います︒そして差別というものは長年続いて
いることと言われており︑今すぐにやめるこ

決まっており︑三月の後半なら年次休暇を使

たまたま九五年四月から大学に戻ることが

とはできないとも思います︒しかし私たちは
差別をする理由もないし︑差別される側はさ
れる原因もないはずです︒

４
3８

が出張扱いにしてくれた︒

ならないことを思い知った︒

マンパワーでは仕方ないなと思いつつあてに

帽●困ったボランティア⁝︾いない︒

頭が下がります︒

幅●役に立たなかったもの⁝︾なし︒

の︶︑お金︒

●役に立ったもの⁝︾自転車︵ネットワーク

お●友達はできたか⁝︾できた︒

うことができた︒最終的には前の病院の院長
二月一四日夕刊に︑ながた支援ネットワー
クの記事が載る︒その日のうちに電話をし︑

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾五万円︵五万円︶︒

６●費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

三月後半からの参加を申し入れた︒

⑲●持っていけばよかったもの⁝︾なし︒

９●被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

罰●ながた支援ネットワークへの批判・注文

てはいけないと思った︒

釦●食事の感想：．︾豪華︑食べた分は働かなく

たｌ見た目には想像していたとおりであっ

◎神戸に藩いて

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾神戸

は私の母が生まれた街︒また関西生まれの私
にとって非常になじみの濃い街でもある︒そ
ったのだ︒その日の夜に私は絶対にボランテ

できたらと思っていました︒私の場合一日四

⁝︾ミーティングの時間と回数がもう少し短縮

して何より神戸の雰囲気が私はとても好きだ
ィアに行こうと思った︒動機は簡単である︒

た︵情報の嵐によって洗脳されていたから︶︒ただ

回︑一回につき平均三○〜六○分もあった︒

﹁神戸に行かないかん︒今は神戸に行かなあ

くにつれ︑﹁ここは普通の状態ではない﹂と

あった︵途中で慣れましたけど︶︒

社会人の私にとってこの能率の悪さは苦痛で

被災者の人たちと話をしながらその体験を聞
強く感じた︒だって自分自身は名古屋に帰れ

その次の日の朝からできるだけ周囲に迷惑
をかけない方法でのボランティアへの参加を︑

ｍ③主な活動内容⁝︾サルビアでの医師として

ば平穏な生活が待っているのだから︒

かんのや﹂︒

８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず一月一

の仕事︒

その他ｌ神戸でやりたいことをやってきた

私は模索し始めた︒

八日電話で神戸市役所に医療ボランティアの

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

という充実感を持った反面︑それを人に言え
幅・すべきでなかったこと：皇ないｌそんな

がほとんどであり︑自分の属している組織に

気持ちがあった︒まあ自分にとっては充実感

狸●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾充実感︑

⑥神戸を発って

登録をした︒一月二九日大阪に行き妹と会う︒

ｌそれは私の職業でもあるから．
ね︒できなかったこと⁝あるＩ避難所での

ない遠慮というか︑うまく言えないが複雑な

た︒

そこで妹の大学でのボランティア情報を調べ

思っている︵少しはしましたが⁝︶︒

医療活動をもう少しできればよかったなあと

二月一○︑一一日神戸市内に入る︒神戸市

ことは自分では判断できない︒神戸の人が判

役所に行って驚いた︒なんと医療ボランティ
アの係は机二個に電話一本︑そして係員が一

断するのだろう︒

うか︒

対して少し遠慮があったというところでしょ

けないなと思った︒係員の人にどうなってい

稗●理想のボランティア：．︾皆すばらしい仲間

人︒これではいつまでたっても連絡がくるわ

であり同志であった︒中辻さんや梁さんには

率●考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

ので︑また後日電話します﹂とのこと︒この

るか尋ねると﹁今のところ足りているような

おとしよりのお世話をする●老人介護
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特に妻とゆっくり話しました︒

型・家族︒友人に話したか⁝話したｌ家族
率︒関西弁の印象⁝変わらないＩ昔から関
西弁は大好きだし︑私はネイティブ︒スピー

と考えますが︑なかなか難しいとは思います︒

給休暇の定着はそういう意味でも非常に重要

⑥あなたが神戸で出会ったこと

てもらった︒二日目︑三日目はそういったゆ

らとゆっくり一人ずついろいろな話を聞かせ

一一一月一二日のセレモニーの頃から︑私はす

ったりとした時間の流れの中で過ぎていった︒

私は医師の資格を持ったボランティアとし

一日四回のミーティングでも必ず意見を求め

っていた︒毎日あまりの長さに辞易していた

でにベテランボランティアのような立場にな

率●再度行くならいつ⁝︾六月頃ｌサルビア

ての参加であったので︑さしあたって施設の

カーだ︒

でいっしょになったお年寄りの方々との再会

入居者とのコミュニケーションも徐々に深

られ︑黙っているわけにもいかなかった︒

伝いをするつもりでいた︒もちろん当方が希

医師としての職が与えられたが︑あらゆる手

●自己採点⁝︾七○点ぐらいでしょう︒

が楽しみであるから︒

頚●ボランティアと呼ばれて⁝︾うれしい︒

麺●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

しての仕事はあまり多くなさそうであった︒

要とする方は一人もいらっしゃらず︑医師と

一四人︑男性三人の計一七人︒入院措置を必

いる方の健康状態はまずまずであった︒女性

三月も半ばを過ぎていたので︑入居されて

るらしいのだ︒このような話は一七人の方々

下に埋まっていたとか︒そのときの痛みであ

よくよく聞いてみるとその方は六時間自宅の

していた︒震災前にはなかった症状である︒

ったが︵独居老人である︶︑腰痛で湿布を使用

七三歳の在日朝鮮人の女性が一人いらっしゃ

の方の驚嘆すべき体験も少しずつ耳に入る︒

釦●今後のボランティア活動⁝︾ボランティア

二日目の時点で私は﹁俺は単なる重しやな︒

まっているような気にもなっていた︒入居者

としてではなく︑職業として社会に対して大

とにかくいっしょに生活しよ﹂と腹を決めた︒

いるから何か歌えとからかう︒私も乗って

てくるとのことであった︒

きく貢献できる人物たるよう努力をしたい︒

市営の在宅福祉センターを間借りしている

﹁傷だらけのローラ﹂を歌う︒周りで笑い︒

望しなくても︑他の仕事はいくらでもまわっ

訓○ボランティアのイメージ⁝変わったｌ

われわれの施設は︑狭いスペースにベッド一

③ボランティアについて思うこと

ボランティアに来た人を見て︑とても親近感

七個︑男女同室で︑日中はスタッフが一○人

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾や

発ｌファッションとしてやっている︒

銅●ボランティア批判⁝︾正当ｌ自己満足反

して自分に対する無料奉仕︒

掴むことができない︒まあ二週間あるのだか

までの経緯や一人ひとりの背景までなかなか

入居者の顔を覚えるだけでもひと苦労︒これ

かさに包まれた場所と思えた︒初めのうちは

はいえない状態ではあったが︑どことなく温

余り︒かなり人口密度が高く︑快適な環境と

いとの話になり︑三月二二日銭湯に行くこと

私も趣味がお風呂だと言うと︑風呂に入りた

五歳のおじいさん︑この方は大のお風呂好き︒

った︒もう一つの楽しみがその日あった︒八

このようにしてなんとなく壁が低くなってい

一人のおばあちゃんは私が西城秀樹に似て

のどの人からも聞くことができた︒

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾社会そ

を覚えました︒それまでは食わず嫌いでした︒

っぱり企業に勤めているサラリーマンが動員

になっていたのだ︒

されて初めて大きな力になると思います︒有

3ラｃ

かるのは久しぶり︒おじいさんにいたっては
ことを決め︑送別会をやっていると言う︒そ

壊滅的な被害を受けたので大阪でやり直す

少の疑問も感じていた︒

避難所に土足で上がり込む自分の行動に︑多

だと思った︒と同時にボランティアであれ︑

私は自分が幸福であることをありがたいこと

震災後初めての風呂︒﹁自分は風呂が長いか
こでこんな話をされた︒

った日︑私は事務局から呼び出された︒﹁先

はもともと当地で商売していたとのこと︒

らなあ﹂とやたら気になさるが︑その点につ

﹁わしな︑避難所でな−度死んだんや︒つま

生︑ＮＨＫから電話ですよ﹂︒私は全然心当

宿舎ではシャワーを浴びていたが風呂につ

いては心配ご無用︒長風呂にかけてはこの私︑

てた人がなあ医者やってな︑すぐに心臓マッ

り心臓が止まったんや︒たまたま隣に避難し

設に戻るとスタッフの一人が﹁二時間も大変

けどな︑そのときの後遺症で肋骨二本折れて

サージしてくれたんや︒ほんで助かったんや

シーンをカメラに収めたいとのこと︒つい二

話器をとった︒私と前述のおじいさんの入浴

たりがなかったのでちょっと用心しながら受

神戸にいるのもあと残すところ三日間とな

までの二時間︑二人でたっぷり楽しんだ︒施

多少の自信がありまっせ︒午後三時から五時

やったね﹂と皮肉たっぷり︒おじいさんの喜

もっぱら病気の説明︑今後の注意︑もちろん

を訪問した︒病院へは通院されているので︑

たいとのこと︒私にはあまり口に出して喜ん

いっしょに風呂屋に行くところを取材してみ

そのときの表情が印象的であったので︑一度

分がよかったということを聞かされたらしい︒

うで︑あるとき彼から風呂に入れてとても気

に入所されてからずっと取材を続けていたそ

先方の話によるとそのおじいさんが当施設

言葉を濁してしまった︒

本人の承諾を得ないことには﹂とその場では

日前に入浴を済ませたばかりだったので﹁ご

ってみい﹂

そしてすし屋の大将と同じ避難所で︑炊き

もうてな︑今コルセットしてんねん︒どや触

三月二三日は午前中休暇をもらった︒そし

出しに精を出した話で︑目に涙を浮かべてい

とになる︒

て姫路城まで足を伸ばした︒この日で家を出

た︒﹁やっぱり俺今︑神戸にいんねんなあ﹂︒

びもことのほか大きかったことを後で知るこ

てからちょうど一週間︒とても長いものに感

そのときの私の実感である︒

路で︑そんなことを考えながら心が開放され

身の上話も含めて一人一時間以上は話し込ん

でいるところをお見せにならなかったので

明けて次の日は避難所にいる体調の悪い方

じられた︒﹁まだ一週間か︒もっといたよう

ていくのを肌で感じていた︒と同時にあと一

だ︒避難所の環境はテレビで伝え聞く部分と︑

な気すんなぁ﹂︒あまり被害の爪跡のない姫

週間あることに︑誰とはなしに感謝を伝えた

人並みの想像力があればある程度理解しても

三月二四日になり長田区内を初めて見て歩

い気持ちになった︒

こに住んでいた人のことを思わずにはいられ

で生活をすることになれば：．︒冷静にいられ

は心が痛んだ︒私がもし二か月以上もこの中

そこらじゅうで口論するのを見かけたのに

いて︑中辻氏から話があった︒四月六日にこ

その日の昼に当施設の具体的な撤収案につ

がついた︒

三月三○日に取材ということで話の折り合い

なかった︒次の日六甲アイランドに住む友人

るか全く自信はない︒一日二日︑目にするの

少々面食らったが︑ちょっとうれしかった︒

と会った︒彼もまさしく被災者の一人である︒

の施設を神戸市に返還︒現在入所している人

らえるはずだ︒

その友人と行った三宮のすし屋で︑ある初老

と︑実際に生活するのとでは大違いであろう︒

く︒ＪＲ際取駅周辺は特に被害がひどく︑そ

の男性客と話す機会があったのだが︑その方

おとしよりのお世話をする◆老人介護
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て三月三一日から順次引越しをしてもらい︑

老人ホームのほうで引きとるとのこと︒そし

のうち︑行くところのない人については彼の

になってしまった︒ああこんなことまでやっ

べてくれた︒私はとうとう探偵までやること

あんまし無理せんでええで﹂と涙を目に浮か

を教えてくれたうえで︑﹁ほな先生頼むわ︒

ったが︑私に免許証を渡し︑より詳細な情報

終わりか﹂漠然とそんなことを考えていた︒

戸に来た日が雨だった︒﹁雨で始まり︑雨で

その日はあいにくの雨︒そういえば私が神

不思議とさびしさをあまり感じていなかった︒

と聞かれ﹁夕方までおるで﹂と答えながら︑

ことも付け加えられた︒実際仮設住宅に当た

入所者の引越しは四月三日で終了してしまう

昼からＮＨＫの取材の予定がはいっていたが︑

雨の中無理に銭湯に行くのもいかがなものか

てほんまにええんやろか︒

翌日︑中辻氏から話があった︒いつもと変

った人はその時点で一人しかおらず︑また家
族の方が面倒を見られる人もごくわずかであ

れるとのこと︒﹁やらせやなあ﹂とは思いつ

るらしい︒そして移動にタクシーを出してく

つ︑おじいさんも私もＮＨＫに同意の旨を伝

と思っていたところに︑電話︒やはり撮影す

ていたようである︒文句を言う人は一人もい

わらぬ平静さの中で入居者の方々は何も言わ

なかった︒﹁出ていけ言われるかと思うた︒

り︑大半の人がまた別のところに移動となり
このことは私と看護の責任者の二人だけに

えた︒

ず耳を傾けていた︒皆さんなんとなく気づい

伝えられ︑他には公表しないこと︑明日中辻

また皆といっしょでよかったわ﹂︒そういっ

そうである︒

氏本人が入所されている方々に直接お話をさ

た声があちらこちらで聞かれた︒

ここにいる人たちにとって今日の話は自分

になんともなく終わったと思っていたが︑後

かいつもと全然変わったところなし︒私も別

ょに帰るシーン︒おじいさんは慣れているの

撮影は風呂につかっているシーンといっし

れるということで話が締めくくられた︒﹁そ
うか︑ここはもうなくなるんか﹂たかだか一

たちの大問題だ︒私の想像以上にアンテナを

と言われた︒ああ恥ずかし︑恥ずかし・．

○日余りいただけなのに︑私は少なからず︑

ことを︑私は素直に喜んだ︒午後になって引

着︒息子を皆さんに紹介してまわった︒いっ

でカメラマンに﹁先生︑緊張してましたよ﹂

それから一時間もたたないうちに当施設最

越しの用意が始まる︒にわかに施設内の雰囲

張りめぐらせて空気の変化を観察していたに

年少六七歳の男性とゆっくり話し込むことに

気がせわしいものになった︒﹁もうすぐ終わ

違いない︒皆さんの動揺が少なそうに見えた

なる︒どうも機会を伺っていたようだ︒ご自

しょに生活した方々と写真も撮らせていただ

さびしさを感じていた︒

分の別れた子どもさんたちの話をしはじめ︑

りなんやなぁ﹂︒思わず口に出していた︒

を事細かに聞かせてもらい︑とても気の毒に

から私の妻子︑そして私の母がここ﹁なが

ついに三月三○日を迎えた︒この日名古屋

菓子屋のおばあちゃんのところにお別れの挨

いた︒ふだんから仲よくしてもらっていたお

ちょうど撮影が終わった頃に私の家族が到

写真まで私に見せてくれた︒いろいろな事情
思った私は︑そのお子さんたちが岐阜の大垣

びしさがこみ上げてきた︒

拶をしに行こうと思ったとき︑たまらなくさ

﹁元気でなぁ︒必ずまた会いにくるしな︒す

で最後との実感があまりなく︑いつもと同じ

き焼きの約束忘れんといてや︑肉は僕が持つ

た﹂に来ることになっていた︒私自身は今日

る︒﹁先生今日で最後やろ︒いつ頃帰るの﹂

朝をこれまでどおり過ごす気分だったのであ

にいるということを聞き︑﹁私がお子さんの
してきましょか﹂とおせっかいを申し出た︒

ところに行って一度神戸に来てもらうよう話
本人は私の意外な申し出に最初当惑気味であ

ううｚ

﹁先生おおき
きに
になな
︒＠ほんまあんたにはようし

ていくからな﹂

子ど
どもも隆はちゃんと三人つくるんや
てもうた︒子
あれだけ気丈なところをみせていた人なの

で︒わかってんな﹂

に︑私のために涙を見せてくれている︒ほか
にも何人か同じように︒私は絶対に別れの涙
を流すまいと思っていた︒笑顔で再会を約束
ふれんばかりの涙が︒この瞬間になって私は︑

しようと考えていたのだ︒ところが目にはあ

だった︒

別れの悲しみの海で完全に溺れてしまいそう

施設を出て国道二号線沿いを家族で歩く私
を︑スタッフの皆といっしょに老人たちが見
えなくなるまで手を振ってくれた︒私は母に
つちやつらいわ﹂

言った︒﹁ほんま︑うしろ髪引かれるわ︒め
私は今︑母校の大学院生としての新生活が
で︑多少無力感にも襲われている︒神戸での

始まったばかりだ︒毎日慣れないことの連続
二週間はもう遠いところにあって︑私の周り
にはその残像すらないかのようだ︒どうにか
こうにか三○年健康に恵まれ︑家族の愛情に
は相変わらずであり︑暇を見つけてはぽ−つ

支えられながら時を刻んできた︒怠惰な性分

ることはなかったのである︒

おとしよりのお世話をするも老人介護
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としている︒神戸での経験が私の本質を変え

も'

もう決まったやろ﹂と︒どういうことなのか

打ちをするのだ︒﹁雄一郎︑お前の生き方は

ただ内なる私が︑見えないところで私に耳

物欲が弱い×物欲が強い

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

見栄を張らない×見栄っ張り

ガスと水か出るようになって生活が落ちつき

３・家族︒友人の反応：相談しなかったｌ

自己ＰＲ︑ラグビーを現在もやっております︒

だした頃から︑どこかへお手伝いに行きたい

２●何人で行ったか⁝︾一人︒

間止まった︒

はっきりはしない︒しかし内なる声は日に日
私は確かにボランティアであった︒たった

４●行くにあたっての障害．：︾仕事︑その他

ろにしたら﹂と言われた︒

にその音色をはっきりとしたものにしていく︒

ランスのとれている人︑できれば見た目もよ

ｌ職場も家も被災地にあって忙しく休みが

っていなかったようで︑﹁家から通えるとこ

ければ言うことありませんが⁝︒

とは話していた︒しかしまさか長田区とは思

てそれがどういう意味を持っていたのか︒そ

今の生活に満足か︑あまり満足していない

理想の異性のタイプ⑰思いやりのある人︑バ

れはこれからわかってくるのだろう︒日常の

とれなかったが︑地震のため職場の一部を改

頭より体を使うヤブ医者というところです︒

中であたりまえに生活していきながら︑私は

ｌまだまだひよっこです．何もできない自

出かけた︒

修することになり少し手がすいたので神戸に

一四日間ではあったが神戸にいた︒私にとっ

時々﹁ながた﹂のことを思い出したいと思う︒
せん︒

分に無力感すらあります︒前進せねばなりま

私の財布の中には新大阪までの新幹線の回

○○円︶︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四○○○円︵四○

６●費用の捻出方法⁝︾貯金・小遣いから︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾とに

スも二月末には復活した︒芦屋でも一番早く

では行動範囲は広げられなかった︒水道もガ

かく自分の住居のライフラインが元に戻るま
二九歳／女／兵庫県芦屋市

ボランティアの方々の活躍は新聞やテレビ︑

ガスが戻った場所だった︒

そして自分の目でもよく見てきた︒芦屋は比

１●地震の被害⁝受けたｌ家屋自体は壁に

ころには︑近くに住んでいる人間が行くべき

私は﹁被災地の中心で一番交通が不便なと

③神戸に着くまで

三月二○日〜三月二七日︵八日間︶

三人暮らし︵父︑母︶

嘱託指導員

匿名

そしてあの老人たちのことを考えよう︒

数券が入っている︒五月の連休までにはきっ
となくなっているはずだ︒今日は四月一七日︒

粘り強い×あきっぽい

あの日からちょうど三か月が経過していた︒

⁝
自己像

ｌ
明るい×暗い

体力に自信がある×体力に自信がない
まじめ×ふまじめ

ヒビが入る程度だが︑塀が倒れ液状化のため

いるようだった︒

気長×短気

家屋と土地が傾いている︒ガスと水は一か月

較的大阪に近く︑多くの方に来ていただいて

流行に敏感×流行に鈍感

受容的×攻撃的

責任感強い×責任感弱い

うう４

だ﹂と考えた︒また同じ被災者として話がで
きると思い︑神戸の中心へ向かった︒しばら
８●どのようにアクセスしたか⁝︾まず仕事の

くは市内や東灘などで活動していた︒

休暇がとれる日を調整した︒新聞・広報など

った︒

しい感覚で食べてしまうことは納得できなか

③神戸を発って

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

という意味なので特に何も思わない︒

記●ボランティア批判⁝︸正当ｌ自己満足反

発ｌ日本人はボランティアには向いていない︒

③あなたが神戸で出会ったこと

一︲お年寄りのために何かができる﹂と思い︑

配●考え方への影響⁝︾与えている︒

サルビアに参加したつもりはない︒だがあま

空●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾むなしさ︒

聖・家族︒友人に話したか：話したｌ家旋

りにも状況がひどすぎて自分の無力さをつく

を読んで︑どこでどのような人を集めている
年寄りの介護︒専門職を求めているながた支

友人︑職場の方に神戸の状況のひどさ︑焼け

づく感じた︒芦屋に住んでいる私が知ってい

か記事を収集していた︒私にできることはお
援ネットワークの記事を見て決めたが︑記事

率●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

跡の様子を話しました︒

地震直後から︑アパートが全壊し市役所に

る地区よりも状況はかなり厳しかった︒

避難している友人の所に行ったり︑足の不自

を届けたりと自分の知っている人のことはい

由な一人暮らしのお年寄りの方のところに水

かわらずそこを離れようとしない老夫婦の所

ろいろとしてきた︒ほとんど全壊状態にもか

なってもおかしくないという雰囲気・状況に

もあった︒水や食料が手に入らずパニックに

に電話連絡を取り次ぎ︑食料を調達したこと

記●過去のボランティア経験皇あるｌ精薄

③ボランティアについて思うこと

●自己採点⁝︾三○点︒

た︒

だいたが︑都合がつかず前日に顔を出してき

四月九日のお別れ会にお声をかけていた

躯●再度行くならいつ⁝︾四月八日に行った

を見てから参加するまで一か月以上かかった︒

◎神戸に藩いて
９②被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

きたが︑焼け野原となった商店街はあまりに

たｌ倒壊した家屋︑落ちた阪神高速は見て
も悲しすぎた︒イベントのお昼の部にお年寄
りと参加したが涙が止まらなかった︒

児施設での行事ボランティア︒肢体不自由者

陥ったこともあった︒

加＠主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護︒

い

洞●活動の向き︒不向き・・・︾どちらとも言えな

の介護︑ガイド︑運転ボランティア︒

お●友達はできたか⁝︾どちらとも言えない︒

ランティア﹂とは呼ばれることには抵抗があ

く友人︑知り合いとして動いているので﹁ボ

ではボランティアとして動いているのではな

●ボランティアと呼ばれて⁝︾日常生活の中

旧し︑職場の人と感情や考え方がかみ合わず

ある職場では比較的早くにライフラインが復

いという気持ちになっていた︒実際︑尼崎に

や京都︑そして東京の人にはわかるはずもな

地震を受けた不安︑あせり︑心細さは大阪

ね︑持っていけばよかったもの⁝︾エプロン︑

●食事の感想⁝雫豪華ｌどこの地区でもそ

る︒しかし今回は役割としてのボランティア

上靴︒

ており︑全国・全世界の方々の気持ちを物珍

うですが三月の末にもなると救援物資が余っ

おとしよりのお世話をする◆老人介護

おう

私にとってはやはりボランティアは自己満足

ってしまった︒そう決断した︒むなしかった︒

れないこともわかっていたが⁝︒結局割り切

被災者の気持ちは被災者にしかわからない︒

イライラした日々を過ごしていた︒
よそもんにはわかるわけがないと思っていた︒
でしかなかった︒

岩本千尋一ぃわもともひろ︶

はなく︑被災の軽い地区から来た家の残って

行って結局何もお役に立てなかったことをす

活も元に戻りつつある︒けれども私が長田に

方が全国から来てくださり︑おかげで私の生

日本介護福祉士会からの派遣

三月二三日〜三月二九日︵七日間︶

三人暮らし︵夫︑娘︶

四一歳／女／山口県本郷村

ホームヘルパー本郷村社会福祉協議会

いるよそもんだった︒

ごく情けなく感じます︒そして地元芦屋でも

今回の震災ではたくさんのボランティアの

そんなことを考えて長田に向かったのだが︑

﹁ここは避難所です︒病院でも施設でもな

状況がひどすぎて長田では私は同じ被災者で

い﹂と言われ︑そのようにお年寄りとかかわ

思うように何もできず⁝︒そういう意味では

１︐地震の被害⁝︾受けない︒

◎神戸に魁くまで

っていく︒だがあまりにも管理的のような気

相変わらず歯がゆい毎日です︒

２●何人で行ったか⁝︾二人ｌ同じく日本介
です︒

護福祉士会の会員と行きました︒初対面の方
明るい×暗い

﹁おまえは今まで人の世話になって四○年生

い！﹂︑娘は﹁二〜三日の間ぐらいならどう

きてきたんじゃから行ってお役にたってこ

３●家族︒友人の反応⁝︾肯定的ｌ主人は
まじめ×ふまじめ

にかなるからいいよ﹂︑友人は﹁私の分まで

同僚は﹁バカじゃね！行きんさんな﹂と

がんばってきて！﹂とせん別︒

物欲弱い×物欲強い

開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四万五○○○円

訪問してもらった︒家事は主人と娘に依頼︒

に障害はなかったｌ仕事は他のヘルパーに

４●行くにあたっての障害．．︾仕事︑家事︑特

否定的︒

今の生活に満足か⑰ほぼ満足している︒

見栄を張らない×見栄っ張り

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

受容的×攻撃的

体力に自信がある×体力に自信がない

粘り強い×あきっぽい

ｌ

がした︒糖尿病の方︑透析を受けている方︑

し看護や介護の﹁専門職﹂であるだけに︑ボ

食事の管理は本人に任せるのが当然だ︒しか
ランティアでありながら制限的に口を出して
地震直後︑近所の方の水汲みや食料調達を

しまう︒

ボランティアは︑そのように食事のことにま
で干渉できただろうか︒専門職によるボラン
ティアによって避難所での生活でかなり衰弱
にも管理される立場になっていたように思う︒

された方はやはり身体的だけでなく︑精神的
だとすれば私はサルビアで何をすればよか
ったのか︒私の感じたことを他のボランティ
アの方に伝えればよかったのかもしれない︒

が︑お年寄りの以前の状況を知らず︑たった
一○日足らずのお手伝いではやはり何も言え
ない︒何も言わないことが無責任なのかもし

篭

ラ
3６

ら特別休暇にするから安心して行っておい

と思ったら︑とうとう焼け落ちた建て物にな

えていた青いシートがだんだん多くなったか

田まで行きましたが︑最初ところどころに見

︵一万五○○○円︶︒

で﹂とのこと︒あとは会から︑いつ︑どこへ
私も何かできるだろうと思っていたけれど︑

一六名の入所があり︑その方たちの身の

ね●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

行くのかという連絡を待つだけになった︒

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾結婚

ほんとうに役に立てるだろうか？体力には

まわりのお世話でした︒話し相手︑食事の準

ってきて！﹂ともらったお金から︒

して少しの間︑高砂市に住んでいた︒知人も

自信があるけれど寮母さんの仕事には自信が

６●費用の捻出方法⁝マ友人や親から﹁がんば

長田区に住んでいる︒そんなわけで他人事で

るのではないだろうか⁝︑簡単に考えすぎた

ない⁝︑足手まといになって逆にじゃまをす

８●どのようにアクセスしたか⁝︾山口県の場

う！﹂という気になった︒

とにかく行って自分なりにがんばってみよ

行き先や日程が決まったときから﹁よし︑

ｌ仕事の延長のような感じがしましたので

洞●活動の向き・不向き⁝︾向いていたと思う

れしそうに買い物をしておられました︒

人がびっくりするほど元気そうに見えて︑う

人も参加できるのだろうか？﹂と思っていた

ァー﹂︒サルビアでの様子とは違って﹁あの

一番思い出に残っていることは﹁買い物ツ

りました︒じっと見ているのがつらかった︒

口の駐屯地にいる息子から今から神戸へ行く

のではないだろうか⁝︑そんなことがいつも

はなかった︒それに一月一八日の朝早く︑山
ことになったという電話があった︒その後テ
頭の中にあった︒

備︑爪切り︑補修︑洗濯など︒

レビや新聞でボランティアが必要ということ

合︑介護福祉士会の事務所が社会福祉研修所

旭●できなかったこと⁝︾ない︒

〃向いている″のだろうと思います︒

を知ったとき︑私にも何かできるかもしれな

ことはないし︑今訪問先の人が二人入院中で

休をかなり使ったけれど今年はそんなに使う

の中にあります︒そこの担当の方と連絡をと

昨年は三人の子どもの卒業や入学などで年

いと思った︒

あり仕事もどうにかなりそうだった︒家には

っていました︒仕事場の社協へ連絡してもら

超＠すべきでなかったこと⁝︾ない︒

く留守をしても大丈夫だろう⁝︒

主人と︑通勤している娘だけなので︑しばら

おｏ友達はできたか参できたｌ同県から参

っていたような親しみを感じました︒よく考

加した人で初対面なのに︑ずいぶん前から知

得ていたと思います︒

うようにしておりましたので︑上司の了解も
最初年休をとって参加する気でいましたが︑

そんなことを考えているとき︑日本介護福

祉士会から﹁ボランティアに参加できる

し︶になりました︒

研修所などの計らいで出張扱い︵旅費などは無

９．被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

濯バサミ︑ビニール袋︑ラジオ︑はがき︑傘︑

●役に立ったもの⁝︾物干し用のロープと洗

できました︒

帰ってから三週間後︑研修会で出会うことが

ょにいるととても楽しくて安心もできました︒

えてみると私の娘より三歳上とか⁝︒いっし

か？﹂との文書がきた︒主人と娘に相談する

たｌ姫路まで新幹線でそれからＪＲで新長

⑨神戸に藩いて

と賛成してくれた︒土︑日を入れて四〜五日
なら年休を三日とればどうにかなりそう︒こ

れから先一年間ぐらいは続くだろうから二
そう思って﹁参加できる﹂と報告︒そして

〜三回行っても大丈夫だろう︒

上司にも告げた︒﹁ボランティアで行くのな

おとしよりのお世話をする◆老人介謹
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ね③持っていけばよかったもの⁝マハンドクリ

幅●役に立たなかったもの⁝︾上ぱき︒

テレホンカード︒

れて︑まだ神戸にいるような気がしてわれに

朝使っていました︒﹁何しよるん？﹂と言わ

訓●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

急事態が発生すればやりたい︒

釦③今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

の一般の避難所での食事は朝・昼がパンとジ

ｍ●食事の感想：一こんなものだろう

れた人には話した︒神戸を発つとき︑まだ来

型・家族・友人に話したか⁝話したｌ聞か

きはまたそれを探して使っていたんです︒

割り箸︵名前入り︶を洗って︑次の食事のと

動内容を少し小さく分けて︑目的や活動先を

認●ボランティアを活発化するシステム⁝︾活

としてやっている︒

詔●ボランティア批判⁝︾反発Ｉファッション

できることで行動を起こす︒

錘●﹁ボランティア﹂を別の三葉で⁝︾自分で

返ったような気がしました︒

ュース︒夕食がお弁当とのことでした︒サル

たばかりのような気がするのに︑家や仕事は

サルビアでの食事のとき︑その都度容器や

ビアの方たちは温かい食事や冷たいデザート

くなると思うのですが︒

決めれば動きをとりやすくなり︑活動しやす

ーム︑ウェストバッグ︒

などがあり︑恵まれていると思いました︒メ

てまるで浦島太郎になったように感じた︒

何か月もあけているような︑おかしな気がし

二階

ニューも豊富で工夫もされており︑果物の切

率・関西弁の印象賢変わらないｌ関西弁を

けてやる﹂︒そう聞いたとき︑いったい私は

﹁ボランティアというのは自分で仕事を見つ

⑥あなたが神戸で出会ったこと

り方にしても﹁さすがコックさんだけのこと
はあるな︲｜と感心しておりました︒

聞くと〃復興できる″という気がする︒元気
躯●再度行くならいつ⁝雫秋頃ｌ入所してい

そうで人なっっこそうで温かみさえ感じた︒

た方や知人に会ったり︑どのように復興して

③神戸を発って
型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾うしろめ

どでの仕事の流れがよくわからず︑どうすれ

動いている︒ホームヘルパーの私には特養な

私以外のボランティアはみんな忙しそうに

何をすればいいのかわからなくなった︒

がんばって働いてくる予定だったのに現実は

●自己採点：素八五点ｌ少し細くなるほど

いるかなど見たいので主人と行きます︒

方たちの行き先はだいたい決まっているとの

あるとか︒それを聞いてガッカリしました︒

きびしい︒﹁ボランティア太り﹂というのが

ルビアを閉じることを聞きました︒入所者の

たさ︑さびしさｌ帰る日四月の初めでサ

ことなので少し安心して立つことができまし

ただ他の人たちの仕事ぶりを見ているだけ

ったくわからなくなった︒

ばよいのか︑何から手をつけたらよいのかま

たが︑残っているボランティアの方たちや入
所者の方たちに少し〃うしろめたさ″を感じ

の⁝﹂﹁私だけ動きがとれない⁝﹂︒そんなこ

しに来たんだろう⁝﹂﹁私は何をすればよい

で︑自分だけとり残された感じがして﹁何を
記●過去のボランティア経験⁝言あるＩ身体

◎ボランティアについて思うこと

障害者の体育大会︵準備や誘導︶︒

した︒

ました︒それと同時に〃さびしさ〃も感じま

麺・考え方への影響⁝与えていると思うｌ

空●ボランティアと呼ばれて⁝︾別に抵抗ない︒

とが頭の中でいつぱいになり︑宿泊所に帰っ

たときのこと︒夕食で使った割り箸を洗って

先日︑引っ越したばかりの友達の家で泊まっ

万８

四一歳のいいおばさんが動きがとれなくな
始めた︒

るんですけど：．﹂といって仕事のことを話し

ばかりの若いボランティア二人が﹁相談があ

加した人とロビーで休んでいると入ってきた

そして数日たった夜のこと︑いっしょに参

ながらにしてくれ﹁明日帰るそうだが︑こん

に会えるかもしれないという︒そんな話を涙

いるお医者さんの計らいで別れている子ども

とがある﹂と呼ばれた︒ボランティアに来て

消灯の少し前Ａさんから﹁話しておきたいこ

てから拭っても拭っても止まらない涙になっ

って泣くなんて︑なんというありさまだろう︒

しい時間があった︒そしてその夜ふとんの中

次から次へとこみ上げてくる︒そんな恥ずか

ど︑涙が出てきて﹂という︒﹁泣きたいとき

なだめていたが︑﹁どうしてかわからないけ

泣き始めた︒もう一人はびっくりしたらしく

しばらく四人で話していると︑その一人が

ますように⁝そう祈っている︒

た︒いつかきっと子どもさんに会える日がき

の心の隅にでも覚えとってほしい﹂と言われ

な怪物みたいなやつがおったことを︑あんた

てしまった︒

でもどうしようもなく胸が苦しくて苦しくて︑

でずっと考えた︒困った事態の延長はもちろ

は自信を持ってそう言った︵私は経験者であ

んだが︑少し落ち着いてきたらしく︑一六人

る︶︒あの娘はきっと明日︑楽になるだろう

はガマンしないで泣いたほうがいいよ！﹂私

私たちボランティアは期間を終えると帰っ

の入所者の方たちのことを考え始めた⁝︒

ていくけれど︑この人たちは入れ替わり立ち

外に話し好きらしく︑話しだしたら自分の過

うでとつつきにくそうなＡさん︒ところが意

サルビアの入所者Ａさんのこと︒気難しそ

⁝そう思った︒

を考えているうち︑そんなに気を張らなくて

る︒大変なこともあるだろうに︒そんなこと

替わり来るボランティアを相手に生活してい

も︑ゆっくり構えてみようか：．やっとそうい

去の話をどんどんするらしい︒わけがあって

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい

ｌ

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

気長×短気

受容的×攻撃的

して焼け落ちた商店街などを案内してくれる︒

ついて行くことになった︒わざわざ遠回りを

見栄を張らない×見栄っ張り

流行に敏感×流行に鈍感

たけれど︑最終的には出張扱いになったこと

好奇心強い×好奇心弱い

た様子︒何日目かに郵便局へ行くというので︑

若い頃家族と離れ︑ずっと病気や苦労と闘っ

う気分になった︒

ガマンせずに泣いたのがよかったかもしれ

が︑責任を感じることになったのではないか

Ａさんは気をつけてくれており︑車が通ると

車が通るので私が車道側を歩くようにしたが︑

ない︒自分は年休をとってこようと思ってい

と思う︒サルビアでの初日は﹁何かしなけれ

き手でかばってくれていた︒そんなとき︑こ

てジョギングを始め元気になりました︒その

自己ＰＲ︑体調が悪かった頃︑友達に誘われ

開放的×閉鎖的

責任感強い×責任感弱い

ば︑何かしなければ﹂そればかり思っていた︒

二日目ちょっと余裕ができ︑ゆっくり仕事の

の人は気難しそうだけどやさしいのかもしれ

うち欲が出てきて︑フルマラソンや駅伝に参

物欲が弱い×物欲が強い

ことを聞かれると﹁あっこれはネ﹂なんて説

私の最後の仕事の日がきた︒夜勤だった︒

ないと思った︒

ることに気づいた︒

明したりして︒まったくへんなおばさんであ

おとしよりのお世話をする●老人介護

ヨラ９

篭

も抵抗なくなりました︒留学生のホームステ

加しています︒知り合いもでき初対面の人で
ックを受けました︒

と共に死者がどんどん増えていくことにショ

気持ちがすごく落ち込みました︒時間の経過

８●どのようにアクセスしたか⁝︾前記︒

⑨神戸に藩いて

９③被災地の第一印象⁝︾想像以上の被害だっ

イも何度か引き受けました︒ひょっとしたら

○ちゃん安らかに″と書いてある立て札のよ

た１町の焼け野原を見たとき︑そこに織○

から派遣されたホームヘルパー︒

３．家族︒友人の反応⁝︾肯定的ｌ家族から

２○何人で行ったか⁝．二人ｌ介護福祉士会

は﹁体に気をつけて﹂と︑職場の寮母長から

に抵抗なかったのではないかと思っています︒

理想の異性のタイプ⑰私自身まともな女じゃ

こんなことが背景にあったから︑今回の参加

ないから︑えらそうなことは言えません︒い

幻●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

うなものが置いてあり︑涙がこみあげてきた︒

ｌお年寄りの方々との会話排池介助食

は﹁行ってらっしゃい﹂と︒

った︒

洞●活動の向き︒不向き⁝︾向いていたと思う

事の搬送など︒

っしょにいて心が休まる人ならそれでいいで

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾三万円︵なし︶︒

ｌ活動のメインは︑緒年寄りとのふれ合い

４●行くにあたっての障害⁝︾特に障害はなか

ども三人のうち二人は社会人︒一番下は高校

担︒

６●費用の捻出方法⁝マ県の介護福祉士会が負

す︒

二年生︒主人も元気で仕事が趣味とか︒金銭

だったように思います︒話し相手としての役

今の生活に満足か．ほぼ満足しているｌ子

的には楽じゃないけど︑少しの﹁自由﹂があ

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾ボラ

でした︒

割は話しべたな私にとっては︑苦手なところ

る︒

ンティアをしたというより︑職場の出張とい
︵おかむら・かずみ︶

うかたちであり︑仕事をしに行くという気持

岡村和美

幅○すべきでなかったこと⁝︾あるＩ具体的

に現地に行きました︒

にはよく覚えていませんが︑自分勝手な行動

氾○できなかったこと：亀ないｌ何も考えず
もし︑こういうかたちでなけれは︑今回参

ちでした︒出張扱いなので自分の身の保障が

加していたかどうかはわかりません︒自ら行

をとった時にしまったと反省︒

あるという心強さがありました︒

寮母寿海荘特別養護老人ホーム

動を起こす勇気が自分にはあったろうか？

懸命になって情熱をかたむけて︑取り組んで

鯉●理想のボランティア⁝︾他人のことに一生

二五歳／女／山口県下関市

いる人︒サルビアのボランティアの方はそん

テレビを見て何かお役にたてることがあれ
ばしたいと心を動かされ︑募金をする程度︒

な方の集まりだったように思います︒

三人暮らし︵父︑母︶

三月二三日〜三月二九日︵七日間︶

うものの︑仕事の都合で休みはとれないし︑

する人︒

幅●困ったボランティア⁝︾自分勝手なことを

現地にボランティアとして行ってみたいと思

というのが正直な気持ちでした︒

また実際に行って余震などにあったらこわい

日本介護福祉士会からの派遣
◎神戸に着くまで

１．地震の被害臭けたｌニュースをみて︑

３
６
ｏ

ね︑持っていけばよかったもの⁝︾ボランティ

ていろんなことを学べました︒

との出会いがあり︑宿泊所では毎晩語り合っ

脂ｏ友達はできたか⁝毒できたｌいろんな方

ようになりました︒

人を尊ぶ気持ちを今まで以上に強く心に抱く

胃考え方への影響畠与えていると思う１

あいができればと思いました︒

人たちのことを忘れずに︑これからもおつき

聖●ボランティアを活発化するシステム⁝︾職

発Ｉすることがないからしているだけ︒

銅●ボランティア批判⁝︾正当Ｉ自己満足反

役に立ちたいと願い︑行動を起こすこと︒

⑥あなたが神戸で出会ったこと

場でのボランティア休暇の導入︒

アの方が抹茶セットを持参し︑お年寄りの方

や友人︑職場の人たちに︑長田町の焼け野原
の様子とサルビアのお年寄り︑町の人︑ボラ

せていただき︑自分としてはボランティアと

聖︒家族︒友人に話したか⁝話したｌ家族

ンティアの方々とのふれあいについて︒

ｍ●食事の感想⁝︾何も考えずにおいしく食べ

たｌ食事づくりをしてくださっている人が

西●関西弁の印象書変わらないｌ印象は変

いうより仕事にきているという感覚でした︒

にふるまっていて︑とても好評でした︒

﹁家は大丈夫だったけど︑働き場が被害を受

わりませんでしたが︑活動中いつの間にか︑

ィアに来ているのだから︑もっと自由に行動

ボランティアの一人が﹁自分たちはボランテ

介護福祉士会からの派遣でサルビアに行か

いてはとってもありがたくいただいておりま

けてしまった﹂と話していました︒食事につ

ました︒

自分のしゃべり方が関西弁調になりつつあり
率●再度行くならいつ⁝︾五〜六月頃ｌサル

いうようなことを言っていました︒

して︑自分で活動をみつけてやっていく﹂と

お年寄りの病状に応じたきざみ食︑塩分ひ

した︒味付けも良かったです︒

かえめなどと細やかな心遣いをなされた食事

私はふだんの職場では︑日勤八時四五分か

ビアのお年寄りの方々にお会いして話がした

か行動をする時も上司に聞いて行います︒そ

ら一七時半の間は拘束された時間だから︑何

んなやり方をここでもそのままやろうとして

る程度︒

たときに︑散らかっているゴミをひろってい

の役に立てること﹂と考えている︒山に登っ

たいｌ自分の中ではボランティアを﹁何か

●今後のボランティア活動⁝白常的にやり

問を感じました︒﹁サルビアは何か﹂の質問

りました︒そのなかのあるやりとりに少し疑

とりの処遇方針やらいろいろな話し合いがあ

てからミーティングを行い︑お年寄り一人ひ

サルビアでの日勤が終わり︑宿泊所に帰っ

をしにきたのだという心の転換ができました︒

いて︑初めて仕事ではなくボランティア活動

いました︒しかし︑その人の言った言葉を聞

亜●﹁ボランティア﹂を別の言葉で・・・︾何かの

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わらない︒

記●過去のボランティア経験⁝︾ない︒

⑨ボランティアについて思うこと

い︒

でした︒

幻●ながた支援ネットワークへの批判︒注文
．：マサルピアでやっていたことをそのまま特養

ムはめったにないと思います︒一人ひとりの

ホームでできれば︑これほどすばらしいホー

ていた活動だったと思います︒

お年寄りのことを心身になって考えて行動し

③神戸を発って
型●ふだんの生活に戻った気持ち⁝︾安堵感

一週間の活動期間を終えたとき︑ホッと
しました︒それと同時にいつまでも出会った

おとしよりのお世話をする◆老人介護

３
６
Ｉ

に一︲ここは避難所です﹂との答えがありまし
た︒

明るい×暗い

の特養ホームがあれば︑これはすばらしいこ

みていませんが︑サルビアのような活動内容

責任感強い×責任感弱い

流行に敏感×流行に鈍感

気長×短気

受容的×攻撃的

まじめ×ふまじめ

体力に自信がある×体力に自信がない

とだと思いました︒個別処遇方針に基づき︑

見栄を張らない×見栄っ張り

私は自分の参加した三月下旬の一週間しか

き︑次への展開につながっていく︒お年寄り
開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い

毎晩その人にかかわりをもった人から話を聞
の方々に対して心身になって活動している︒
そして人権が尊重されている︒

匿名

二七歳／女／滋賀県守山市

無職︵ホームヘルパー︶

三月二七日〜三月三○日︵四日間︶

四人暮らし︵父︑母︑姉︶

滋賀県介護福祉士会からの派遣

仕事を辞めてここに来たという人が結構いま

ボランティアの人たちと話をしていると︑

いたいと思っています︒

どんなに仕事が忙しくても常に人を尊重して

方をしている特養は数少なくないのでは？

ムッを嫌がっているが︑させる︒そんなやり

理想の異性のタイプ⑰前向きに人生を楽しん

を体験しました︒

あわてて皆そそくさと下山︒自然の恐ろしさ

て大笑い︒次の瞬間︑雷が約一ｍ先に落ちて︑

毛が立ってハリネズミのような頭になってい

撮影したとき︑カメラをもっている人の髪の

十種ケ峰に登って︑山頂に着いて記念写真を

自己ＰＲ︑山登りが好きです︒六人ぐらいで

飛び入りで参加するようなボランティアは両

３・家族・友人の反応：肯定的ｌただし︑

２●何人で行ったか：．二人︒

が落下して壊れ︑破片が飛び散っていました︒

乗せてあった︑石膏製のマリア像︵一一○ｍ大︶

で恐縮なのですが︑スチール製の本棚の上に

でした︒被害といっても︑ほんの些細なこと

１●地震の被害：雲受けたｌ滋賀県は震度四

②神戸に藩くまで

した︒自分の強い意志で活動されている人た

親が不安がったので︑何らかの団体に所属し︑

物欲が弱い×物欲が強い

ちに頭の下がる思いです︒愛することは人を

でいる人︒

尿失禁をたびたびする人がいて︑本人はオ

強く優しくするものなのかなあと思いました︒

そこからの派遣というかたちをとるようにし

月三○日にボランティア終了︒四月三日から就職︶︑

ティア終了後には就職も控えていたので︵三

少し前ぐらいから風邪をひきました︒ボラン

を決めたときは元気だったのですが︑出発の

４●行くにあたっての障害⁝︾神戸に行く日程

ました︒

今の生活に満足か︒ほぼ満足している︒

サルビアでの一週間︑いろんなことを学び
す︒そして皆様の幸せを願っています︒

ました︒心からこの出会いを感謝しておりま

粘り強い×あきっぽい

謂

３
６
２

すが︑うれしいことに父が﹁これを使え﹂と

ので︑少ない貯金から出すつもりでいたので

６●費用の捻出方法⁝︾無職で収入がなかった

○○円︶︒

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾七○○○円︵四○

とにかく体調を整えるのが大変でした︒

８●どのようにアクセスしたか．：マ私は宝塚が

み合っての参加でした︒

は思えませんでした︒そういったことがから

震災にあっていたと思うと︑とても他人事と

なければ私は間違いなく阪神地域に住みこの

した︑というわけで︑もし親に反対されてい

画を立てていたのですが︑親に反対され断念

就職したいと考えていました︒密かにその計

した︒

レビを見て情報を得ていたので想像どおりで

ている期間が長く︑その間に毎日のようにテ

ｌ神戸へボランティアに行くまでの待機し

９●被災地の第一印象⁝︾想像どおりだった

気がっかへんし︑真っ暗やねん︒きっと部屋

分ごろ︶その子にまず電話を入れました︒﹁電

の垂水区に友達がいて︑地震直後︵五時五○

ったけど︑お役に立てるならどこでもいいや

西宮になっており︑希望どおりには行けなか

申し込みました︒しかし社協からの派遣先は

思い︑滋賀県社協のボランティアセンターに

大好きなので︑ぜひ宝塚でお役に立ちたいと

かったような気がしました︒

どうかという問題よりも︑あまり役に立てな

像していたよりも少なく︑私に向いているか

いｌ特に介護を必要とされる方が自分が想

価●活動の向き︒不向き⁝︾どちらとも言えな

ね︑主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護︒

⑨神戸に着いて

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾神戸

出してくれました︒

の中ぐちゃぐちゃやわ︒今まで一人暮らしし

に︑滋賀県介護福祉士会の会長からお声をか

ずっとそこで活動しようと思っているとき

ほど整った所とは知らずに持っていった防寒

幅●役に立たなかったもの：．︾宿泊施設があれ

指●友達はできたか⁝︶できない︒

てきて︵七年目︶︑初めてこわいと感じたわ﹂

とにかく︑その子のことが心配で︑最初は

婚⑳持っていけばよかったもの⁝︾傘︒自分の

用の多くの服︒

と思い︑最初は西宮へ行きました︒

〃ボランティアに行く″ということも頭に浮

ったので︑長田区でのボランティアに参加さ

けていただき︑神戸のほうの様子を知りたか

と不安を話してくれました︒

かばないほどでした︒その子が何日か後に守

もともと老人介護のボランティアがしたく

けて大変助かりました︒ありがとうございま

だった︒救援物資用の余っていた傘をいただ

気予報だったのに︑一番最後の帰る日は大雨

行く日程では︑雨は降りそうにないという天

山市まで帰ってくることができ︑再会してや

て社協に申し込んだのですが︑西宮では介護

せていただくことになったのです︒

部門はなく︑巡回訪問・救援物資の配達など

した︒

その頃に見たテレビや新聞が︑﹁老人介護
いるのに気づき︑そこで初めて︑私も何かお

のボランティア不足﹂をたくさん取り上げて

をしていました︒お役に立てるならどんな内

た︒

加●食事の感想︒：︾何も考えずにおいしく食べ

っと安心しました︒

役に立ちたい！と思った次第です︒それが︑

容でもいいと思い活動していましたが︑正直

一月の二四︑五日頃でした︒

を言うと物足りなさを感じていたので︑長田

⁝︾新しくボランティアに来た人への説明不足︒

郡●ながた支援ネットワークへの批判︒注文

また︑宝塚が好きなのと︑神戸という街全

区への派遣の話がきたときはうれしかったで

地区へ一人で引っ越し︑そちらの福祉施設に

す︒

体にあこがれを持っていて︑一年前から阪神

おとしよりのお世話をする◆老人介護

６
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﹁気がついた人が気がついたときに︑気がつ
いたことをしてくれたらいい﹂と誰もが言っ
てくださったのですが︑人を介護︒看護する

●自己採点⁝二○点︒

⑨あなたが神戸で出会ったこと

ボランティア活動に参加して︑どうしても

麺●過去のボランティア経験⁝あるＩ高校

ワークで活躍︵それもさりげなく︶している他

という焦りの心がぬぐいきれず︑軽いフット

﹁何か役に立ちたい！何かしなければ！﹂
時代に﹁身障児と遊ぼう﹂という催しがあっ

のボランティアさんをうらやましく思いまし

⑨ボランティアについて思うこと

必要だと思います︒また︑それまでの流れが

た︒ボランティアとは必要な所へ必要な人が

からには︑やはりしっかりとした申し送りが
誰にでもわかるようにして︑役割を決めてム
て︑それに参加しました︒

う考えると︑自分は別に必要なかったんじゃ

行くべきだと私は今でも思っていますが︑そ

詔●ボランティアと呼ばれて⁝︾神戸に行くま

ボランティアは仕事ではないけれど︑その

では﹁うれしい﹂や﹁誇りに思う﹂だったの

ダのないようにしたいなあと思いました︒

活動内容によっては︑ある程度の秩序が必要

滞在予定は三泊四日で︑三日目は夜勤でし

た︒

ないだろうか⁝と︑ずっと落ちこんでいまし

ですが︑ボランティアってどういうことをい

︑今後のボランティア活動⁝︾わからない︒

な気持ちです︒

うのか︑わからなくなってしまった今は複雑

だと思います︒

②神戸を発って

ーランドを見てきました︒本屋でふと手にし

た雑誌に今回の震災のボランティア特集が載

た︒午前中の空き時間に神戸へ行き︑ハーバ

っていて何気なく︑パラパラとめくってみま

副●ボランティアのイメージ⁝︾変わった︒

心︒

した︒

聖●ふだんの生活に戻った気持ち：．︾虚脱感

記●ボランティア批判⁝︾正当１目己満足反

て︑﹁何をしにボランティアに参加したの？﹂

聖●﹁ボランティア﹂を別の言葉で⁝︾〃目己満

ボランティアって何だろうと真剣に悩んでし

発Ｉファッションとしてやっている︒

という質問にその人は﹁ブラブラしに来たの︒

足で終わってしまいたくない︑純粋な奉仕の

まいました︒

評●ボランティアを活発化するシステム⁝︾ボ

う︒いったい何をしに行ってきたのだろう︒

率・考え方への影響⁝︾与えていると思う︒

ランティアを管理し︑統括できる機関︒変な

ｌ自分はいったい何のために行ったのだろ

型・家族︒友人に話したか⁝︾話した︒

かけやすいだろうと思って﹂というふうに答

ブラブラしてたら︑誰でも︑必要な時に声を

んやろう．：︒ボランティアって一生懸命︑何

自分は何を焦ってるんやろう︑何をしに来た

それを見て︑私は泣きそうになりました︒

えていたんです︒

そこに︑ある一人の女性の記事が載ってい

率●関西弁の印象⁝︾変わらない︒

当は社協のボランティアセンターの人たちが︑

全国組織︑全国レベルで調整しあい︑こうい

言い方だけど︑ボランティアのプロ集団︒本

う災害のときには︑臨機応変にリーダーシッ

神戸の垂水区にいるのですが︑先日電話でハ
ーパーランドが復興したと聞いて︑見に行き

プをとってくれるといいのになあと思いまし

記・再度いくならい？孟月末頃ｌ友人が

たくなりました︵ボランティアに行っているとき

た︒

には︑モザイクへ行く渡り廊下が︑モザイクの手前だ
けなくなっていたので︑ショックだったんです︶︒

６
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かをしていなければ意味がないように思って
いた︒その考えがガラガラと崩れていって︑

ンティアはつとまらへんのやわ︒私のような

﹁これぐらい気持ちにゆとりがないと︑ボラ
性格の者にはできひんことやわ﹂と思いまし
福祉の仕事をして七年以上たちます︒私に

た︒

です︒でも︑今回のハーバーランドで読んだ

とっては︑福祉Ⅱ仕事になってしまったよう

要なんだなぁということが︑わかりました︒

雑誌のボランティアさんのような気持ちも必

ンティアってどういうものか︑福祉って何か

実際には何の役にも立てなかったけど︑ボラ
ということを︑もっとゆとりをもって考える
コツを教えてもらえたようで︑私にとっては
それと︑仕事をしていても思うことですが︑

有意義だったと思います︒

とですね︒なぜなら︑その人の望んでいるこ

人を援助するということは︑本当に難しいこ
とはやっぱりその人にしかわからないことで︑
から︒でしゃばりすぎず︑物足りなさすぎず︑

私たちはそれを推察するしかできないのです

いです︒

その人の流れに添って援助する︒本当に難し
被災された方々に︑おだやかな日常が早く
戻ってくることを︑心よりお祈りしています︒

おとしよりのお世話をする◆老人介護

３
６
ラ

⁝
自己像

ｌ

粘り強い×あきっぽい
明るい×暗い

菊池由布子一きく：うこ︶
ケアワーカー有料老人ホームカルムコー

残念ながら私はその中には含まれておらず︑

どちらかというと︑その声に動かされていま

になり︑心の中ではボランティアに行きたい

した︒地震が起こった日からテレビに釘づけ

て迷惑にならないだろうか﹂とか﹁私にでき

ることはなんだろう？﹂などと考えてしまう

という気持ちはありました︒しかし﹁かえっ

と︑実際に実行に移すことは難しく︑﹁私に

ト武蔵野
一人暮らし

二二歳／女／東京都保谷市
四月二日〜四月七日︵六日間︶

体力に自信がある×体力に自信がない
まじめ×ふまじめ
気長×短気

受容的×攻撃的

て︑その人に﹁あなたもやってみない？﹂と

た支援ネットワークのことを調べてきてくれ

会社のボランティア希望者の一人が︑なが

はできない﹂とあきらめていました︒

１●地震の被害⁝︾受けない︒

③神戸に藩くまで

責任感強い×責任感弱い

２●何人で行ったか⁝二人︒

流行に敏感×流行に鈍感
見栄を張らない×見栄っ張り
好奇心強い×好奇心弱い

てこい﹂といい︑会社は長期の休みをとるに

﹁他人事ではないことなので︑一生懸命やっ

ｓｏ家族︒友人の反応：一肯定的ｌ家族は

ら︑きっと行けなかったと思います︒ボラン

移すことができました︒この人がいなかった

その人に動かされてやっと心の思いを実行に

誘われました︒一人では尻込みしていた私は︑

Ｉ

開放的×閉鎖的

もかかわらずカンパなどをしてくれて︑﹁自

いっぱいでした︒

ティアに行くことが決まってからも︑不安で

物欲が弱い×物欲が強い
自己ＰＲ⑰趣味は観劇と旅行︒特技は打楽器

分たちの分までがんばってきてくれ﹂といっ

８●どのようにアクセスしたか：．︾自分では︑

全般かな︒

われてボランティアをすることを決めました︒

行動を起こしませんでした︒会社の友人に誘

てくれた︒

一番の障害だった︒自分に何ができるのかと

４●行くにあたっての障害⁝︾自分の気持ちが
いう不安があった︒

て︑前向きな人︒

今の生活に満足か○ほぼ満足しているｌ恋

５●総費用︵自己負担分︶⁝︾四万円︵一万円︶︒

理想の異性のタイプ︑私より世間を知ってい

とは満足です︒

でケアワーカーの何人かがケアマネージャー

被害の様子を映し出していても︑どこか現実

たｌテレビというのはこわいと思いました．

９●被災地の第一印象⁝マ想像以上の被害だっ

③神戸に着いて

人がいないことだけが物足りないだけで︑あ

６③費用の捻出方法：．︾貯金・小遣いから︒

に︑ボランティアをしたいと要望したことが

７●なぜボランティア活動を始めたか⁝︾会社

きっかけとなりました︒

６
3６

ちが
がう
う世
世界
界の
のよ
よう
うに
に見
見て
てい
いたた︲んだ
味がなく︑ち
加●主な活動内容⁝︾サルビアでの老人介護

な︑と実際に見てはじめて気づきました︒

ｌ実際サルビアで活動したのは二日間です．
体が終わろうとしていたのです︒ですから︑

私が行った頃には︑もうボランティア活動自
私の活動はサルビアから長田ケアホームヘの
介護といっても︑もう引き継ぎの段階で︑

引っ越しから始まりました︒

主に話し相手をしていたと思います︒まだま
ったりとかかわらないように︑世話しすぎな

だやれることはあったかもしれませんが︑べ
いように気をつけてはいました︒
Ⅷ●活動の向き・不向き⁝︾どちらとも言えな

かったです︒精神面のケアは難しいし︑六日

いｌ正直にいえば︑身体介護のほうがした

りました︒

間で自分は何をしたのだろうという疑問が残
堰●できなかったこと⁝言あるＩもっとお年
寄りといろいろなことを話したかった︒特に
地震のことは聞きにくく︑望んでいることな
幅⑳すべきでなかったこと⁝︾ない︒

どももっと話してもらいたかったです︒
郷●理想のボランティア⁝︾私が知りあったど

のボランティアの人も皆﹁ボランティアとは
一生懸命でとても刺激を受けました︒

何か﹂をしっかり考え︑探していました︒皆︑

おとしよりのお世話をする◆老人介謹

６
3７

幅︒友達はできたか鳥︶できたｌ皆とても楽

高級マンションが立ちならぶ中にポッンとあ

詔●過去のボランティア経験：一あるｌ視覚

③ボランティアについて思うこと

障害者への﹁声の新聞づくり︵テープの吹き込

の二〜三日後ＮＨＫが取材をさせてほしいと

という言い分もよくわかりますが︑その説明

行きたくない気持ちもわかります︒その説明

釦●今後のボランティア活動⁝︾災害などの緊

ただでさえショックを受けているのに︑そ

く泣くあきらめたそうです︒

︑●食事の感想⁝マ豪華︑何も考えずにおいし

み︶﹂︒身体障害者の買い物の付き添い︒

ても入れない人がいることをアピールしたい︑

Ｋさんに申し出ました︒仮設住宅に入りたく

りました︒家の中に段差もあり︑その人は泣

く食べたｌとてもおいしかったです．一回
麺●ボランティアと呼ばれて⁝︾恥ずかしい

しくていい人でした！

しか食べられなかったのが残念︒

ｌまだ人の目が気になってしまう．

⑥神戸を発って

自分では偽善っぽいとは思っていませんでし

のときは﹁断る﹂といっていたＫさんですが︑

めた所になぜまた︑行かなくてはいけないの

れなかったけれど︑マンネリに陥りそうだっ

てました︒でも︑そうじゃないように思えて

たが︑人からそう見られているような気がし

結局は協力することになり︑再び現地へ向か

をされてもＫさんにとっては︑﹁一度見てや

た現在の老人ホームでの仕事をもう少しがん
きました︒

訓●ボランティアのイメージ⁝︾変わったｌ

ばってみようと思うようになった︒知り合っ

記●ボランティア批判⁝︾正当Ｉ自己満足反

いました︒

急事態が発生すればやりたい・

と思う︒

たボランティアの人たちからも刺激を受けた

発ｌ日本人はボランティアには向いていない

をみて︑﹁いいところなんやけど⁝﹂といい

率・考え方への影響⁝与えていると思うｌ

聖＠家族︒友人に話したか⁝話したｌ会社

ｌ自己満足でもいいと思います．自分が満

ながら︑明るい笑顔をみせるＫさんが何かと

ボランティアとは何かという答えはみつけら

では報告会を開いてもらい︑活動や被害のこ

いと思うから︒

足と思わなければ︑他人も満足と感じられな

れたのではないか︑と疑問を感じます︒

コミによってＫさんは〃追いうち″をかけら

も大切だと思います︒でもそのときは︑マス

真実を伝えるために︑マスコミの力はとて

ても痛ましく感じました︒

私も同行したんですが︑その仮設住宅の中

一度喜んで︑そして哀しんだ場所なだけに

か？﹂と思うだけです︒

こと︑してきたことを伝えた︒

サルビアで会ったＫさんというお年寄りに

③あなたが神戸で出会ったこと

とを話した︒友人にも手紙や電話で見てきた

率●関西弁の印象⁝良くなったｌ関西弁は
きついイメージがありあまり好きではなかっ
たのですが︑お年寄りと話してみると︑とて

んで︑ボランティアの人とさっそく見にいっ

仮設住宅があたりました︒Ｋさんはとても喜

も優しく温かく聞こえました︒すぐに影響を
受けました︒

から遠く︑近くに買い物ができる所がなく︑

たそうです︒しかし︑行ってみると︑長田区

自己像

⁝

お●再度行くならい？書一年後ぐらいｌど
●自己採点⁝︾五○点︒

のくらい復興したかを知りたい︒

６
3８

明るい×暗い

粘り強い×あきっぽい
体力に自信がある×体力に自信がない
まじめ×ふまじめ

ｌ

気長×短気

受容的×攻撃的

流行に敏感×流行に鈍感
責任感強い×責任感弱い
見栄を張らない×見栄っ張り
開放的×閉鎖的

好奇心強い×好奇心弱い
物欲が弱い×物欲が強い
トライアスロンやってます︒とてもハードな

自己ＰＲ︑くそまじめにはやってませんが︑

スポーツですが︑すごく楽しいです︒友情も
深まります︒

ている人︒

理想の異性のタイプ⑰優しくてスポーツやつ
今の生活に満足か︑ほぼ満足している︒

おとしよりのお世話をするや老人介謹

６
3９

１０代

函'２１(10.6％）

74(37.4％）

２０代
３０代

劃38(19.2％）

４０代

封42(1.%）
︲匪圃

６０代
無回答

１
'８
％
1.9(）

く３

５０代

％
0.1）

％
5.1(）

￨地域別参加者数｜
可６(3.0％）

北海道

7(38,9％）
1W璽認辱司Ｉ

関東
中部
兵庫・大阪以外の近畿

I崖，鱗＝'13(６６%）｜

兵庫
大阪

中国
四国
九州

灘…Ⅷ

￨参加者の職種｜
１５０(25.3％）

学生
会社員

主婦
指導員
ホームヘルパー

､蕊蕊…;'１３(6.6％）
％
6.5(1）
Ｉ １７(8.6％）
134(17.2％）

唖電

寮母(ケアワーカー）
看護婦・保健婦
医師(歯科医師）

霊
繍
｜
)

教員・教諭

且１１(5.6％）

20%）Ｉ
７
％
5.3(）

無職

その他

％
2.61(3'）
一﹄一

無回答

6(3.0％）

￨参加期間
１日 L
塾

5(2.5％）

124(12.1％）

２−３日

7(38.9％）

４−７日

８−１４日

54(27.3％）

'２１(10.6％）

１５−３０日
３１日以上
日以上１９(4.5％）

蕊簡渇捌
人人人人人人人人答
１２８４５６７８回

'何人暮らしか

全回答の築計

￨参加者の年齢

ながた支援ネットワークの活動に参加した四一八人にアンケート用紙を郵送し︑回答のあった一九八人分について︑集計・掲載しました︒

複数回答の設問については︑合計が一○○％を超える場合があります︒

●基礎データ

覇

−−当座磯

一一＝三一一重一一一−麺蝋'45(22.7％）
％
1‐
.1(2￨）
.

ー12(6.1％）

鍍墾

蝋Ｉ

0

凶ロ

4０

EMU

８０(人）

4ｊ４

副０設問への回答

'１地震の被害｜
１４５(2.7％）

受けた

１１４７

受けない

(742％）

無 回 答 ‐ ６(3.0％）

２−型人で行ったか
'１１１(56.1％）

１人￨一

２ 人 三 一 一 一 一i鐘
一
副３７(18.7％）
３人１１２'
１
26(13.1％）

・
繰
鶏
鴨
，
３家族｡友人の反応
１１４３(７ 2.％）

肯定的
否定的

』ご１７(8.6％）

相談しない
その他

五１６(8.1％）
刃１５(7.6％）

無回答

％
5.3(7）

４行〈にあたっての障害
７４(37.4％）

仕事Ｉ

学業；119(96%）
家事画１６(8.1％）
旅行・遊び■■９(4.5％）
時間がない−１２４(12.1％）

家蝋蹴鰯息%'｜
特にない
その他

７２(36.4％）

'２３(1.6％）

無回答 】４(20％）

5‑1総費用
０円 ､２(1.0％）

Ｂ２４(12.1％）

１万円未満

％
1.）
0'(02

１万−2万円未満

]２１(10.6％）

２万−3万円未満
３万−4万円未満
４万−5万円未満

。２９(14.6％）
豆ｑ２８(14.1％）

５万円以上

1５８

(29.3％）

その他 ロ３(1.5％
無回答 畷蕊諏詞１３％
6.6(）

5‑2自己負担分
０円 E目琴寂、１２５(12.6％）

ｉ
ｌ
３
０
％
2.51(）

１万円未満

１万−2万円未満 −−．‐･ ２６(13.1％）
２万−3万円未満
３万−4万円未満
４万−5万円未満

２
'２
％
1.1(）

−灘霧識'21(0.6%）
一一一」21(1Q6%）

５万円以上

無回答

138(19.2％）
罰 ＝ 密

１５(7.6％）

０ ２ ０ ４ ０ ６ ０ ８ ０ １ ０ ０ １ ２ ０ １ ４ ０ １ ６ ０

4うう

全回答の集計

1８０

200(人）

●設問への回答

'６費用の捻出方法｜｜

139(70.2％）

貯金・小遣いから−

＊
幾
淵
を
鎧
噺
鼠
{豊
熟
）
%息
｜
)%

その他一瞳蕊箪'２６(13.1％）
幽蕊蕊'２６(13.％）
、 ２７(13.6％）
無回答一一・． ２７(13.6％）

'９被災地の第一印象｜
136(68.7％）

想像以上の被害だったドー一

想
像
し
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
竺
1一
｜
)%'z(4'

想像どおりだった‐．｜３０(15.2％）
その他１． １５(7.6％）

無回答回３('5%）

'０主な活動内容｜｜

事務局爵 17(8.6%）

メンテナンス・物資膜謹猛悪､114(7.1％）

水
道
部
隊
函
０
a(6）
%

調理霞…ｉｌｌ８(9.1％）

相談業務−１３４(17.2％）
老人介謹

183(41.9％）

安
否
調
査
伽
）
%o'(2

セレモニー」１５(7.6％）

難
罵
瀞
K）

j'…向き･不向誉￨｜

'129(65.2％）

向いていたと思うＬ−−‐

７(3,5％）
向いていなかったと思う露7(3麗5罰
%）
一１５７(28.8％）

どちらとも言えない

無
回
答
函
）
%52(

で
2'き
な
か
っ
た
こ
ど
｜
｜

１１１９(60.1％）

ある１−−二一

ない憲二‑54(27.3％）

麺
誉
…
…
.郷
｜
耐すべ誉で
な
ヵ
窯
｜
Ｌ雲
…%｝
ないｉ‑−−１−−‐

無回答捧譲

Ｌ

106(53.5％）

４１(20.7％）
！１１４１(20.7%）

''6友達ほ言で唇たか'ｌｌｌｌ

できたり…彊園一一一一一

罰109(55.1％）

…
い
ト
｜
ー
)%･…
a2１
2'%(，
'25

どちらとも言えない

ここでは言えない罰４(2.0％）
無回答I■■Ｂ(4.0％）

'２０食事の感想｜
貧弱図３(1.5％）

こんなものだろう；．

￨Ｅ１３３(16.7％）

】106(53,5％）

豪華一一｢一一一一

鯉
阜胤こ轄鷺労力をI鍵垂愚画'15(7.6%）
使ってほしかった
食べた分は働かなくては
いけないと思った

３５(17.7％）

何も考えずおいしく食べ

53(26.8％）

た

28(14.％）

その他

無回答函５(2.5％）
０２０4０６０８０1００120140160180200(人）

４
３
６

●設問への回答

'２２ふだんの生活 に戻った気持ち
46(23.2％）

充実感

安堵感

４７(23.7％）

虚脱感

46(23.2％）

焦燥感 高麗懲司１４(7.1％）
４３(21.7％）

うしろめたさ

４
』４５
５(22.7％）

さびしさＩ一一−

その他Ｅ

Ｉ

４１(20.7％）

；
無
(回
５
ル
'答
(６
)4解
f%,
ｌ２３考え方への影響｜
与えていると思う

15(78.3％）

与えているとは思わないロ3('5%）｜
わからないロ−

２８(14.1％）

雛鳥弾，
２４家族･友人に話したか
話 し た ‐ − ‐ ‐ …
一

（
381

…鯉蝋

＝

92.4％）

l25関西弁の印象｜
良 く な っ た ｜ − 一 一 ̲ … ｜ ＃５９(29.8％）

悪くなった１２('p%〉｜

120(60.6％）

変わらない４;,三一一一一一

無回答鐸W垂謂'１７(8.6％）

'再
度
行
《
な
ら
い
う｜
春(3‑5月）,季二N1Ｆ(76%）

夏(6‑8月）．一一−−３１(15.7％）

秋
月
1‑9(函
)）
%5(49

１２月以降、１年以上一一一一雫'３７(18.7％）

復興後いつでも［‐ 127(も6%）
その他一一

％
2.51(03）

無回答告 二三一

悪b弓47(２

％
7.3）

わからないｈ２(1.0%）

…
!蕊
聯
.

#

I

61‑70点睡溌譲一；135(17.7％）

％
7.5）
1<1

２
８
ある

１１１３(57.1％）

‐‐‐̲…

７０(35.4％）

ない１−目軍議雷一ラー；

魚篭罵鮒%
０２０４０６０８０１００１２０１４０１６０１８０２００(人）

４３７

全回答の集計

q､設問への回答

'２９ポﾗﾝﾃｨｱと呼ばれて￨｜
う
れ
し
い
［
一
一
三
・
．
.,２
￨３
％
6.1(）
恥ずかしい一二二．￨３２(16.2％）

誇りに思う＝13(6.6%）｜
呼んでほしくない‐

２６(13.1％）
198(4９

その他隷wH識哩譲癖簿0毒畠識職鰯舜蕊撫､綴Ｉ

5％）

無
回
答
Ｉ
)%0.3(6'

'３０今後のボﾗﾝﾃｨｱ活動
８７(43.9％）
159(2.8％）

緊急事態が発生すればやる 一一一一−

も
う
や
り
た
く
な
｜
)い
%5Q('

'２７(13.6％）
両３２(16.2％）
8

無回答■４(2.0％）

…
,霧
…
雲
̲Ｉ
１９０(45.5％）

変わった‐一

.￨８２(41.％）

変わらない

その他１１６(8.1％）

無回答Ｐ■口１０(5.1％）

'33‑1ポﾗﾝﾃｨｱ批判で正当と思えるもの
偽善１１３(6.6％）
いる
るこ
だ
け
す
と
が
な
い
か
ら
）
し
%p'て
(2]￨

ファッションとしてやつ.■■８(4.0％）

ている

日本人にはボランティア■５(2.5％）

は向いていない

.￨８６(43.4％）

自己満足
そんなに役に立っていない

７(3.5％）

そ の 他 ．１１(5.6％）

鐙
…
議
論
に
は
霧

14(2.2％）

はない

'２２(1.1％）

'33‑2ポﾗﾝﾃｨｱ批判で反発を感じるもの
副４７(23.7％）

偽善
することがないからして
いるだけ

.１２４(12.1％）

ファッションとしてやっ

'３１(15.7％）

ている

日本人にはボランティア
は向いていない

２８(14.1％）

自己満足囚５(2,5％）
そんなに役に立っていない

9(4.5％）
I■■

'４８(24.％）

なし

その他 画 ５
(2.5％）
無回答 １
5,0(）
1 ％
０２０40６０80１００1201４０1６０１８０２００(人）

３
4８

(お自己評価

粘
り
強
い
騒
￨騒
鶏
鰯｜
I

議調'９８(49.5％）

l

霊§…'79(3.9%）

あきっぽい恩鍵驚蕊一二一Ｌ二

無回答'譲蕊霊'2,(,０６%）
明るいI蕊

140(70.7％）

暗い1蕊蕊識識'36(182%）
無回答頚鍛鍵麺劉22('１.'％）
体力に自信がある…

124(62.6％）

俸力に盲信鯉麗

156(28.3％）

鴎識'１８(9.1％）

まじめ陸〃

150(75.8％）

ふまじめ璽蕊鍵錘蕊震霊､31(15.7%）
無回答蕊議蕊鍵'17(8.6％）
攻撃的ー喜一一一一二;霊'４７(23.7％）

受容的'錘蕊
無回答騨蕊鍵灘錘'2('.,'%）

129(65.2％）

気長謹蕊一一ご‑罵二

謹蕊i89(4.9％）
癖８９( .9％）

短気Ii蕊鶴識鑑識r二軍雪輝警
無回答'…で蕊i2O(,Q,％）

1

流行に敏感麟議鍵蕊蕊

]５７(28.％）

流行に鈍感￨識蕊鰯騨

120(6.％）

いい蓉壷

鑑識麺

一一呉一輿

§

無回答'蕊

蕊雷'２１(10.6％）

159(80.3％）

一癖'２０(10.1％）
謹鍵
鍵
躍
羅
騒
蝿
％
6.9(1'）

見栄っ張り

−

璽麺９２(46.5％）
185(42.9％）

、１．

U

見栄を張らない 息−．=ー‐.‐‐‐鐸
無回答 嘩
一
一
農
即
）
%6Q1(2'
いい︲答

強弱回
心心無
浩浩

１
1６
１

％
3.18(）

％
1.)9(§
81'
一二鱗'19(.6％）

閉鎖的蕊一一一鍵
議
騨灘
'４４(22.2％）

開放的'霞一旦三雲且岩

副134(67.7％）

無
回
答
Ｌ
堂
些
鍵
￨鐸
§
％
1.0(2'）
物欲が強い１．：．−

蕊蕊調７０(35.4％）

物欲が弱い￨鐸:悪−８

無回答

105(3.0％）
３２３(1.6％）

ほぼ満足している

120(60.6％）

…馬鰻零噸↑：
０ ２ ０ 4 ０ 6 ０

４３９

全回答の集計

8０1００１２０１４０１６０

1８０２００(人）

