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東日本大震災・続報
山形県米沢市・岩手県遠野市

　都市生活コミュニティセンター

（TCC）の福田が 3 月に訪問した山形

県米沢市と、活動を共にした被災地

NGO 恊働センター（神戸市）のその

後の動きをお伝えします。

　山形県米沢市・県外避難者

　米沢には、4 月末の時点でも福島か

ら避難された方々が仮住まいを続けて

います。

　ピーク時には市立体育館で 600 人

弱が過ごしていましたが、4 月下旬に

は 150 人ほどに。福島第一原発はい

まだ先が見えない状況ですが、それで

も自宅に戻ったり、あるいは米沢で住

居を探して、避難所を離れる人が増え

ています。また雇用促進住宅や温泉地

への斡旋も行われています。

　現在は神戸から足湯隊のメンバーが

一人残って、地元の生活クラブやまが

たの組合員・職員や、避難された中か

すまいるで足湯
ふれあい喫茶「すまいる」

　3 月 30 日のふれあい喫茶「すまい

る」に神戸大の学生足湯隊がやってき

ました。

　きっかけは 1 月 5 日の喫茶。訪問

ボランティアで立ち寄った学生が、生

活クラブ都市生活 ( 元きらり ) のコン

テナを見て、「きらりさんですか ? カ

ンパを頂き、ありがとうございます。

お陰様で僕たちはず~っと(被災地で)

足湯の活動をさせて頂いています」と

スタッフ全員にお礼を言って頂いたこ

と。この喫茶でも足湯をして活動を広

めて頂けたら嬉しい、という学生たち

の思いで今回の企画となりました。

　当日は外でお湯を沸かし、中では足

湯の桶をセッティング。先ずは子ども

たち、次いで私たちも足湯を体験。お

客様がいらしたら、順番待ちで足湯を

しながら、手のマッサージを行い、話

に花が咲き、ゆったりほっこり時間が

流れていきました。

　喫茶後のミーティングでは、都市生

活コミュニティセンターでも足湯がで

きるボランティアを沢山増やしていき

たいので、今後ともよろしく ! とお願

いをして閉店しました。（すまいる代

表・岡部眞紀子）

ら加わったボランティアとともに、活

動を続けています。

　これまで体育館で足湯を行ってきた

ボランティアは、避難者が移った住宅

等の訪問活動を始めています。人のつ

ながりが途絶え、避難者が孤立するこ

とを防ぐためです。また避難者による

「まけないぞう」（NGO 恊働センター

が神戸でつくってきた壁かけタオル）

づくりの企画も進めています。

　一方で、米沢を拠点に物資の搬送も

行っています。陸前高田・気仙沼・大

船渡・石巻・南相馬……現地からの要

請に応じて、米沢に集まった救援物資

をピンポイントに送り届けています。

モノと気持ちを届け、現地の声を聞き

ながら、次の展開を模索しています。

　岩手県遠野市・支援拠点

　NGO 恊働センターが次に支援を

行ったのは、岩手県遠野市。津波に襲

われた三陸沿岸は、ボランティアが拠

点を置ける施設が残っていません。そ

こで内陸の遠野に宿泊設備を含めた拠

点を設け、そこから車で一時間の距離

の大槌町や陸前高田市にボランティア

を派遣しています。

　地元の人と立ち上げた足湯隊が、被

災者の声を拾い、次の日にきめ細やか

に対応する。「遠野まごころネット」

と名付けられた支援組織も、神戸から

の応援を交えながら、遠野の人々が中

心になって運営しています。

　NGO 恊働センター代表の村井雅清

さんが気にかけているのが、被災者の

仕事づくり。家も仕事も失った人々に、

雇用の場を提供することが必要だと力

説します。例えば瓦礫の撤去を、市民

活動団体が被災者を雇用して行うこと

はできないか。遠野でもはじまってい

る「まけないぞう」づくりは、生きが

い・仕事づくりにもつながっています。

　東日本大震災の発生から間もなく

2 ヶ月、それぞれの現場や後方の支援

拠点で、今なお懸命の活動が続いてい

ます。（TCC 事務局長・福田和昭）



TCC News No.87 2011.5.1

垂水東日本大震災から 1 か月

半の時間が過ぎました。

引き続き余震が続く中、福島原発もま

だまだ予断を許さない状態で、どんよ

りと気持ちが暗くなっています。それ

は私だけでなく、他のヘルパーもそう

だと思いますし、私達が関わっている

利用者様も全く同じだと思います。テ

レビをつけても、新聞を開いても震災・

原発の字を見ない日はありませんから

…。地震速報のテロップを見ると釘づ

けになります。そんな中少しずつでも

Report 開けています。階段には紐がついてい

てそれを使って上がられています。「リ

ハビリよ」と言われ、「じっと座ってい

ると固まってきて動きにくくなるの、

だから、常に動くこと考えている」「そ

れにぶつぶつ言っているとお腹の中で

ぶつぶつと病気が住み付くらしい」と

いうのを本だったのか、聞かれたのか。

で、「思わないようにした !」と。「もうこ

の年になるとそう思えるの。生かさせ

てもらっているのだから。好きなもの

食べてね」とニコニコされている。さ

あ、わたしも頑張ろうと自転車をこぐ

のも力がはいりました。（立川マチ子）

日常が取り戻せたら…と心から祈る気

持ちで一杯です。4 月のあしすと会議

では「非常災害対応」の研修を行いま

した。今回の震災・原発を期に再度自

分達の周りを見直していこうと思いま

す。（廣瀬久美子）

武庫之荘利用者様に元気

を貰っています

▽ピンチヒッターで訪問した時のこ

とです。「あ、あなたが来てくれたの、

ありがとう ひさしぶりやね 元気して

た ?」と笑顔で迎えてくださいました。

一人住まいの足の不自由な方ですが、

天気の良い日は、いつも 2 階の窓を

　3 月 12 日、西宮市民交流センター

で開催された「NPO 等市民活動団体

in にしのみや文化祭」にハーモニー

も参加しました。11 日の東日本大震

災の直後で、中止も検討されました

が、義援金を少しでも集めたいとの思

いで、開催される事になりました。

　「さくらさくら」での指折りの後、

鳴子の音を聞きつけて会場に入って来

NPOにしのみや文化祭
ハーモニー

られ、珍しそうに鳴子を鳴らされてい

たり、ポニョの歌に合わせて、子供達

が楽しそうに白い布の上の紙風船を飛

ばしたり、早春賦ではお年寄りが懐か

しそうに歌われていました。

　そして子供達の参加が増えた為、子

供向けのプランを追加し、輪になって

踊ったりもして、子供からお年寄りま

で、皆さんに楽しんでいただけたよう

に思いました。

　また、お手玉遊びや手話を取り入

れたミュージカルなどのプログラムの
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2010 年度☆介護保険事業報告
●現在、「あ・し・す・と（垂水） 」「あしすと武庫之荘（尼

崎）」の 2 つの事業所を拠点に生活クラブ都市生活組合

員が中心となってヘルパー派遣事業、障害福祉サービス

事業を行っています。●武庫之荘では居宅介護支援事業 

（ケアプラン） も行っています。

他、食やバザーのコーナーなどでも、

多数の団体の参加があり、NPO と市

民とが触れ合える良い機会だと思いま

した。（ハーモニー・加藤裕子）

出石運動会

【いずれも申込み・問合せ先：都市生活コミュニティセンター tel：0798-36-6679

日時：6月 5日（日）
定員：15 名
参加費：無料（食事等実費はご負担ください）

行程：7：00 西宮出発・7：30 三宮出発→ 10：30 出石着・
運動会参加～ 14：30（終了後自由時間）→ 15：30
出石発→ 18：30 三宮着・19：00 西宮着（詳しい集
合場所については事務局にお問い合わせください）

その他：運動できる服装でお越しください。水筒・帽子等
は適宜ご用意ください。

参加者
募集

足湯講習会
　今回の震災でも足湯ボランティアの活躍が
伝えられています。地域の活動にも活かせる

この足湯をこの機会に学んでみませんか？

日時：5月 21日（土）14：00 ～ 16：00
会場：都市生活コミュニティセンター
持ち物 : 浴用タオル 2 枚（自足を拭く物です）
服装 : 膝まで足が出せる物（ストッキング・タイツ不可）
定員 :10 人（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 : 無料 2004 年水害被災地との

交流事業です


