
第10号       想いを運ぶ、届ける

2面 ●あなたにもできる復興支援！
　　  ●読者プレゼント

3面 ●チャリティ通販
 ●読んで知る・備える

4面 ●未来の震災に備える情報
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現地
レポート

ボランティアは自己完結でなければいけない――。

　被災地内外でよく語られる忠告だ。現地に負担をかけない方がいいの

は、一面の真理ではある。ただ、絶対ではない。それが「足かせ」となって、

支援に行くべき人が行けず、続くべき活動が途絶えてもいいのだろうか。

「災害のプロ」たちが今、そんな問題提起とともに、遠隔地に駆けつけるボ

ランティアの交通費や宿泊費などの負担を軽減する「災害ボランティア

割引制度」の実現に向けた署名集めを展開している。

 「阪神・淡路大震災に見舞われた神戸はボランティアによって救われた。

あれからもうすぐ20年。今度はボランティアを社会全体で支える仕組み

があっていい。それを神戸から声を上げ、行動に移し、まだ支援を必要と

している東北の人たちにも勇気を与えたい」

　こう語るのは署名集めの世話人代表兼事務局を務める「ひょうごボラ

ンタリープラザ」の災害支援アドバイザー、高橋守雄さんだ。

　2002年6月、兵庫県がJR神戸駅前の神戸クリスタルタワービルにオー

プンさせた同プラザは、震災の経験も生かしてボランティア活動を支援

する公設民営の施設。約100億円の「ひょうごボランタリー基金」を運用

し、ボランティアグループの活動を助成するとともに、被災地へのボラン

ティアバスを派遣してきた。東日本大震災後は3年間でバス200台以上、

延べ約4800人のボランティアを神戸から東北へ送迎。14年度も約50台、

約1200人のボランティアバス運行を予定している。

　それでも、大都市圏の阪神・淡路に比べれば、東日本のボランティア活

動数は圧倒的に少ない。その大きな要因は、交通費や宿泊費がかさむか

らだという。「行きたいけれど行けない」ジレンマを少しでも解消する制度

の確立を、国などに働きかけたい。この考えに賛同し、東北大学の村松淳

司教授はじめ東北の関係者と神戸の学生ボランティアらが世話人となり、

今年の「1.17」から署名集めが始まった。

　1年間で100万人分を目標に掲げたものの、9月5日現在で集まった署

名はまだ3万6000人分弱。ネット上でのオンライン署名も受け付けてい

るが、街頭などで直接説明した方が反応はよい。そのための人手やネッ

トワークがまだまだ足りない。

 「実現すれば世界でも前例のないボランティア支援の仕組み、ボランティ

ア文化になる。災害の経験を教訓に、教訓を文化にする運動に、ぜひ協

力してほしい」と高橋さんは呼び掛ける。

署名集めの世話人代表を
務める高橋守雄さん(右)
と、ひょうごボランタリー
プラザ所長代理の鬼本英
太郎さん。現在の所長は
室﨑益輝・神戸大名誉教
授が務めている

オンライン署名は以下ウェブサイトから。企業や団体、学校単位での賛同も可。
街頭署名やファクス、メールでの署名と協力者も募っている。

ひょうごボランタリープラザ
Tel: 078-360-8845　Fax: 078-360-8848　

http://www.hyogo-vplaza.jp/　E-mail: volawari@hyogo-vplaza.jp

 100万人署名集め呼び掛け

災害ボランティア割引制度実現を 

 ひょうごボランタリープラザ「災害の教訓を文化に」
文＝関口威人
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2014年7月2日、宮城県女川町に「ステイイン鈴家」が開業し
た。震災前の「鈴家」は、旅館・ビジネスホテル・民宿・下宿を
経営。下宿以外は海近くの魚市場に囲まれ、客の注文が入っ
てから新鮮な魚介類を届けてもらえる恵まれた立地にあった。
旅館は観光客や学生、ホテルは仕事で女川を訪れる人々、民
宿にはダイバーをと、様々な顧客にきめ細かな対応で人気に。
二代目の鈴木哲也さんは厨房を預かり、女川らしさを大切に
した料理や親切な運営でリピーターを獲得してきた。
　しかし、震災と津波で漁港前にあった旅館、ホテル、民宿
は全壊した。それから3年4ヶ月。多くの方々の協力を得て、
女川町を見下ろす小高い岡の上に今夏ようやくオープンす
ることができた。

　全44室の部屋はシャワーブース完備、加えて大浴場も用
意されている。Wi-Fiにも対応した室内は広々快適だ。1階
の食堂からは女川町が一望できて眺め良く、テラス席もあ
る。60名ほど収容できるこの食堂は、日帰り団体客のラン
チにも対応可能で、メニューなどは応相談。女川を訪れる
際にはぜひ。短期・長期の滞在が可能。（相澤久美）

A B

C D

「かながわ東日本大震災ボランティアステーション」は、東日
本大震災当日の神奈川の帰宅困難者約300名のサポートに
始まり、時々刻々と変わっていく被災地の状況に応じ、救援
物資の搬送、避難者への援助などを行った。4月9日からは、
ボランティアバス（以下、ボラバス）を岩手の陸前高田市、大
船渡市に派遣。この時は、思い出の品々を回収、洗浄、整理す
る思い出探し隊を被災地まで運んだ。以後、ボラバスは2013

年3月までに宮城、岩手の両県に371台、延べ1万1333名の
ボランティアを被災地に運び続けた。被災地に行きたいが足
のない人、宿泊先などの目処が付けられず二の足を踏んでい
た人たちに、被災地支援のためのサポートを行ってきた。
　2013年3月末、この事業が規定の2年間の活動期間を終
えた後、ボラバスの活動を引き継いだのが「かながわ311ネッ
トワーク」だ。
　現在では月に1～2便と規模は縮小している。例外はある
ものの、金曜夜に東京、横浜を出発し、日曜朝に戻ってくる。
学校や会社を休む必要がないことから、参加者は高校生か

ら中高年まで広範にわたる。中には、修学旅行中に教師の許
可を取ってボラバスに参加した静岡の高校生や、教師が16

名の生徒とともに参加した例などもある。最近は「海辺の森
を作ろう」の活動に絞り、植樹のための苗木の植え替え、草
取りなどの作業を行う。同時に、被災者の話を聞いたり、復
興の状況を視察したりといった学びの時間を確保している。
参加者からは「気仙沼に来てみるまでは他人事だったし、自
分にできることがあるのかな、と思っていた」「自分にできる
ことを考えてみたい」といった声が聞かれるという。
　震災から4年目を迎え、世間から忘れ去られている、といっ
た寂寞感を持つ被災者の存在。報道ではまったく見えてこな
い被災地の実情を目の当たりにした若いボランティアたちの
学びは貴重なものだが「彼らが被災地で活動している姿、復興
商店街で食事をする姿から、私たちは忘れてはいない、というメッ
セージを伝えられれば」（かながわ311ネットワーク谷本恵子
さん）、被災地を励ます効果も大きいといえるだろう。（加藤久人）

 「…お人形は、私らの頃にはなかったです。自分の着た着物
でお手玉を作りました。山のフジの蔓や皮を、ずーっと長
くして色んな籠を編んだり。学校下がってきても遊ぶとこ
ろはないから、海へ行ったり…」
　震災直後、被災された方たちとどう接したらいいのか迷いな
がら活動を始めたRQ市民災害救援センター（現RQ災害教育
センター）。一つの答えが「お話をとことん聴く」ことだった。
特別な話ではない。一人ひとりがずっとその地で送ってきた
普通の日々の暮らしのこと。
 「そこにどんな豊かな風景や暮らしがあったのか、そしてそこ

からどんな恵みを受けているのか私自身も気づかされて、震災
の記憶だけでなく、その豊かな風景と暮らしのことを、子ども
たちや被災地を訪れる人たちにちゃんと伝えたいと思いました」
と、聞き書きプロジェクト代表の久

く

村
むら

美穂さんは語る。
　書きとめられたお話は、ウェブサイト（上記）で読むことが
できる。まるで平成版『忘れられた日本人』（宮本常一）のよ
うな読み応えのある内容で、改めて、東北の地から教えても
らえることの奥深さに驚くだろう。「忘れられた」、否、「忘れ
てはいけない」普通の人たちの本当の暮らしの行く末を見
守っていきたい。（中川哲雄）

伝えたいのは被災体験だけではなく…

女川町に震災後初の本設宿泊施設がオープン！

泊まりに
行く

今後のボランティアバス運行予定：
海辺の森20号（10月11～13日）、
海辺の森21号（11月14～16日）
申込・問合わせは上記連絡先へ。

活動全体を応援する一般寄付、
目的別の特定寄付など。
https://kanagawa311network.stores.jp/

「忘れていない」の想いを被災地に届け続ける
［かながわ311ネットワーク 復興応援ボランティアバス］ http://kanagawa311.net/

E-mail: info@kanagawa311.net

「この貴重な聞き書きを自分も」
と思う方に向け、下記ブログに
申し込みフォームがあります。
http://kikigaki-pj-memokko.

blogspot.jp/

料金はお問合せ下さい。（例：短期6,500
円／日　長期：5,500円／日　共に朝夕
食付き・税別）。団体ランチの予約も随時
受付中。マイクロバスでの送迎も可。

以下ご記載のうえ、この右ページ下に記載の編集部宛（ハガキ／Fax／e-mail）にご応募ください。
①希望プレゼント（A〜Dのいずれかを記入）　②郵便番号・住所・名前・電話番号・性別・年齢　③よかった記事のタイトル　④ご感想・ご意見　⑤本紙をどこで手に取りましたか？読者プレゼント

さんまふせん 8名 （提供：一般社団法人震災リゲイン）
女川観光協会オリジナルのさんまふせん。全4種類から一つをプレゼント！

防災用オーラルケアキット 5名  （提供：サンスター株式会社）
被災時も口腔ケアは大切。口腔ケア用品＋解説DVDセット

書籍『3.11　女たちが走った』 2名  （提供：株式会社ドメス出版）
被災した女性、支援活動を行う女性たちの活躍を記録した一冊（本紙記事参照）

LED懐中電灯 10名  （提供：プラス株式会社ジョインテックスカンパニー） 
単三乾電池1本で点灯、軽量・小型・防雨形で携帯にも便利

※2014年12月20日締切。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。　※個人情報は当選者への発送に使用させていただく以外は、第三者への提供等一切行いません。

Tel: 090-5316-7654
http://kikigaki.rq-center.jp/　

Tel: 0225-53-4110
http://marugosuzuki.com 
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［RQ聞き書きプロジェクト“MEMOKKO”］

[ステイイン鈴家]

聞き書きをする久村さん（右）



1袋（30g） 600円
ご注文は⇒ 山長 小野寺商店
Tel : 0226-22-1816（午前）／0226-22-9085（午後）
http://www.k-yamachou.com/

［マスカットサイダー］ (岩手県陸前高田市)  ［南三陸きりこワンカップ］ (宮城県南三陸町)  

［おつまみ板昆布］ （岩手県陸前高田市）  

［気仙沼海ごはん］ (宮城県気仙沼市)  

津波被害からの立て直しを目指す明治38年創業の葡萄園
で、40年以上も看板商品として人気のマスカットサイダー。
果汁風味の炭酸飲料が珍しかった時代に先駆けて開発さ
れて以来、地元で長く愛されています。懐かしの味をキン
キンに冷やしてご賞味あれ。

老舗鮮魚店が、復興の志を共に同県気仙沼の
蔵元・男山本店と協力した一品。繊細で凛とし
た味と、カップに広がる純白模様が印象的です。
この模様は南三陸の縁起物の切り紙＝きりこ
を元にしたもの。「笑顔絶やさず、海とともに生き
る」の力強い言葉も刻まれました。

仮設販売店舗「陸前高田物産センター」で全国から注文を受ける人気商品で
す。50cm以上の三陸産一枚昆布をそのまま封入。薄く柔らかい触感なので
手でちぎって食べられます。噛めば噛むほど美味しい海そのものの風味に、一
度食べたらやみつきになること間違いなしです。

三陸の旨い乾物を知り尽くした気仙沼の乾物卸屋
が、海藻をふんだんに使ったふりかけをつくり出しま
した。材料には三陸産のわかめ、ふのり、オキアミを
使用。あったかいご飯にのせ、ふんわり香る磯の香り
と優しい塩味、噛みしめる度に出てくる海の旨みを
楽しめます。

1缶（180g）  741円　ご注文は⇒ ディル・セ・おながわ株式会社
Te l:  0225-24-8747 （9:00～17:00／不定休）
Fax:  0225-24-8748　http://onagawacurry.shop-pro.jp/

1枚（30g）、420円　
ご注文は⇒ たがだ屋
Tel : 0192-54-3950 （9:00～18:00　年中無休）
Fax: 0192-47-4433
http://rikutaka.jp/?pid=54992755

震災リゲインプレスとは
震災復興の中間支援を行う（社）震災リゲインの発行するフリーペーパー。
被災地の産品を買う、イベントに参加する、支援金を送るといった普段でき
るちいさな復興支援の紹介と、いつ起こるかわからない次の震災に備える情
報を届けます。ウェブサイト〈http://shinsairegain.jp〉もあります！

ご意見、情報もお待ちしています
一般社団法人 震災リゲイン 震災リゲインプレス編集部　E-mail： info@shinsairegain.jp
〒106-0044 東京都港区東麻布2-28-6　Tel： 03-3584-3430　Fax： 03-3560-2047

巨大災害を前に、堤防や防潮堤などの構造物を信
用してはいけない。とにかく、少しでも早く安全な
場所に逃げること。本書は、地震、津波、火山噴火、
高潮、竜巻から原子力災害まで、災害ごとに逃げ方、
逃げる場所をイラスト入りで丁寧に説明する。一
家に一冊常備しよう。（佐々木晶二）

東日本大震災の被害者の過半数は女性たち。また、防
災・復興活動における女性の活動は報道されにくいが、
女性も頑張って活躍している。これをきちんと復興計
画に反映させるべきで、また避難時には女性ならではの
配慮が必要になる場面もある。本書は、男性が見落と
しがちなこうした視点を気付かせてくれる。（佐々木晶二）

『女川カレー』が人気の「ディル・セ・おながわ」から、カレー商品第二弾！　
女川産大粒ホタテとオリーブを、トマトベースのカレー煮込みに加えたピ
リッと辛い大人のおつまみです。石巻の缶詰会社「木の屋」協力のソース
は、白ワインとの相性抜群。保存期間は3年なので保存食にも。

ワインのお供にオシャレなカレー缶
［スパイスタパス］ (宮城県女川町)  

果実香る、懐かしの瓶入りサイダー

おやつ、おつまみに。
食べ始めたら止まらない！

噛めば噛むほど旨い海味ふりかけ

「にげる」=積極的に生きること 女性の目から見た災害復興と防災
にげましょう 
災害でいのちをなくさないために 
河田惠昭 著/共同通信社

1,404円  お買い求めは⇒ お近くの書店で

3.11 女たちが走った 
女性からはじまる復興への道
日本ＢＰＷ連合会編／ドメス出版

1,080円　お買い求めは⇒ お近くの書店で

さんまふせん 8名 （提供：一般社団法人震災リゲイン）
女川観光協会オリジナルのさんまふせん。全4種類から一つをプレゼント！

協力（五十音順）：NPO法人アートNPOリンク、株式会社R-pro、伊藤羊一、岩室晶子、今井宏之、宇野求、大塚梨佳、川嶋
直、日下部泰祐、栗山豊、小林唯史、小林奈央、佐々木豊志、秀巧社印刷株式会社、菅原さくら、杉浦裕樹、杉山昇太、高木
幹夫、鷹野秀征、鄭直樹、中尾悠、中野民夫、長谷川巧、株式会社フリックスタジオ、水野哲雄、山道雄太、吉田朋史、若松海

1本（340㎖） 160円　ご注文は⇒ 神田葡萄園
Tel :  フリーダイヤル 0120-55-0809
（8:00～17:00／土日定休　※季節による）

Fax: 0192-55-2777　http://0192-55-2222.jp

1本（180㎖）  334円　ご注文は⇒ 山内鮮魚店
Tel : 0226-46-4976 （8:00～17:00／土日定休）   
Fax: 0226-46-6665　http://www.yamauchi-f.com/

澄んだ味わいと想いを酌み交わす

―書評ほか―

読んで
知る・備える

購入で
 応援しよう！ 

— チャリティ通販 —

※表示価格はすべて税込です（送料別）。
※ここに掲載されている飲食品（日本産）
はすべて、放射性物質検査の結果が国
の定める基準値以下のものです
 （2014年9月20日）。



この夏、70人以上の尊い命が奪われた広島の土砂
災害。阪神・淡路大震災以来、西日本で起こった最
大級の都市型災害に、神戸を拠点とする「被災地
NGO恊働センター」は発生6日目の8月25日から
スタッフを現地に送り込んだ。
　800人以上が避難生活を余儀なくされる中、メン
バーは地元のボランティアセンターと連携し、避難
所などで「足湯ボランティア」を始めた。タライ一杯
の湯を用意して被災した人たちに足をつけてもらい、
手をさすり、軽くもみほぐしながら話を聞く。神戸
から始まり、10年前の新潟県中越地震で本格化し、
東日本大震災では全国各地の団体が被災者に寄り
添う活動の一つとして取り入れた。
　慌ただしい避難所の中で、ホッとできる空間の
提供がストレス緩和につながる。避難生活を続け
ている方々の口からは、さまざまな声が聞こえてく
る。 「避難所は集団生活だからしょうがないけど、
音がうるさくて」「自宅に帰って片付けをしようと
思ったけど、何にもできなかった。東北の方の気持

ちがわかった」「住宅の抽選に3回目で当たったん
だ。でもいつ引っ越せるかわからない……」
　こうした生の声は、マスメディアで継続的には大
きく取り上げられない。声なき声を丁寧に拾いな
がら、復興への手がかりを探っていく。スタッフの
頼政良太さん(26)は広島市安佐北区の出身。実家
は無事だったが、身近な地域が被災地となった。
 「今回の土砂災害は、山を削って造ってきた住宅地
で起こりました。復興には長い道のりが待っている
でしょう。それは広島の一地域の問題にとどまりま
せん。いま東北で進む高台移転でも同じリスクがあ
るのではないかと感じます。もう一度、私たちの暮
らし方を問い直すべきなのではないでしょうか。広
島の復興に関わりながら、自然と共に生きていくラ
イフスタイルを模索していきたいです」
　今年は兵庫県内の丹波市でも豪雨災害があり、広
島入り直前まで支援をしていた頼政さんは、各地の
状況を気に掛けつつ活動を続ける。
　センターのもう１つの取り組みの柱は「まけな
いぞう」と呼ばれるタオル製のぬいぐるみづくりだ。
神戸の仮設住宅で、支援物資として届けられた大

量のタオルを、手先の器用なおばあちゃんたちがゾ
ウのぬいぐるみに仕立て上げた。それを全国に販
売し、仕事と生きがいづくりにつなげる事業だ。東
北で盛んに行われた支援グッズづくりの先駆けと
言える。東北では岩手県大槌町などを中心に「まけ
ないぞう」づくりを進め、今回の広島ではその一部
を避難所の子どもたちに手渡し、喜ばれた。
　阪神から20年の節目を目前にした今回の広島
災害。震災の教訓と過去の被災地同士のつながり
を確認しつつ、一歩一歩復興に向けた活動が続く。

震災リゲインプレスは以下の協賛により発行しています。

発行継続のための寄付のお願い

［寄付先］ ゆうちょ銀行総合口座　記号番号：10000-82078551　口座名：震災リゲイン
 ジャパンネット銀行 すずめ支店　普通　口座番号：8283215　口座名：一般社団法人震災リゲイン

一人ひとりが震災に備え、復興を支え合う。そのための無料の震災専門紙である小紙をご支援願います。ご寄付者名は差
し支えなければウェブサイトでご紹介し、また編集部宛（３面記載）にご住所を頂ければ小紙を毎号お届けします。

以下いずれかにご入金ください　　個人：1口3,000円／年　法人・団体1口30,000円／年から。
寄付
する

編集後記
今号編集の最中に、広島で大規模な土砂災害が発生しま
した。2日目から現場に入りましたが、日本中どこにでも
ありそうな住宅地の変わり果てた姿に、言葉が出ません
でした。減災への思いをあらたにするとともに、犠牲者の
ご冥福をお祈りします。（関口威人）

株式会社FREEing
www.freeing.co.jp

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー
www.jointex.co.jp

つぎの
 震災に備えよう

— コラム—

それは10年前、新潟県中越地震の発生から５日後。

避難所の住民から缶ビールと漬け物の差し入れが

村の仮役場に届いた。

 「つらいときに希望を与えられる村長さんになって

ください」というメモ書きとともに。

「感動しました。でもさすがにまだお酒の飲める状況

ではなかったから、そのビールはずっと取っておき

ました。飲んだのはそれから『３年２カ月』がたって

から」

　当時の村長、現衆院議員の長島忠美さんは国会議

員会館内の事務所で、そんな記憶をたぐり寄せた。

　2004年に発生した新潟県中越地震。長島さんは

震度６強の揺れに襲われた同県山古志村の村長と

して「全村避難」などの対応に当たった。

　山あいの村の2000人足らずの村民は、土砂崩れな

どからの復旧のため、村を離れて散り散りになった。

長島さんが差し入れのビールを口にできるまでの「３

年２カ月」は、多くの村民が避難所や仮設住宅暮ら

しを耐え忍んだ時期だ。

「あの山の中の村民が避難所生活をするなんて、誰

も考えていなかった。災害大国の日本では何が起こ

るかわからない。備えの必要性を痛感しました」

　全村避難の間に村は長岡市に編入合併され、長

島さんは「最後の村長」を務めた後、05年8月の衆院

選で自民党から出馬し初当選。「被災地を知る国会

議員」として震災復興や防災・減災の法整備などに

駆け回り始めた。３期目の現在は超党派の全国災

害ボランティア議員連盟会長として、本紙１面で取

り上げた「災害ボランティア割引制度」の実現にも

尽力する。

「行きたいという気持ちのある人が駆け付けやすい

環境をつくるため、予算化を含めて国がサポートで

きれば。一方、被災地が地方であれば、東京方式の生

活再建では被災者が戸惑ってしまう。普段から全国

の防災活動の情報や地方の現場の思いを共有する

ことも議員連盟の役目」だという。

　現場の「当事者」だったからこその提言は温かく、

かつ鋭い。

「人は自立するものだから、被災した人を『助けすぎ

ない』『甘えられすぎない』ことも大切。長く心に寄

り添う支援で、ゴールのないマラソンのような復興

にゴールを見つけられるようにしてほしい」

　あの日の差し入れのメモにあった「希望」の言葉

を重ねるように、そう語った。　　 （聞き手＝関口威人）

被災地の村長だったから語れる「希望」
衆院議員、全国災害ボランティア議員連盟会長　長島忠

ただよし

美さんに聞く

国会議員会館の事
務所内での長島忠
美さん。右のカレ
ンダーの写真は旧
山古志村に伝わる
祭りの様子。取材
後の内閣改造で、
長島さんは復興副
大臣に就任した。

神戸から東北、そして広島へ。 
被災者に寄り添い、災害の原点を考える

被災地救援
レポート

被災地 NGO恊働センター
兵庫県神戸市兵庫区中道通 2-1-10　Tel. 078-574-0701
http://www.pure.ne.jp/~ngo/

広島市安佐南区の梅林小
学校で避難者に足湯を提
供するボランティア活動

❷

被災地 NGO 恊働センター

ゆうちょ銀行  記号番号：01180-6-68556
口座名：被災地NGO恊働センター
※通信欄に「2014、7月8月豪雨水害」と明記
※他銀からお振込みの場合　
一一九店　当座　口座番号　0068556

寄付
する


