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都市生活コミュニティセンター総会特別企画
東日本大震災活動報告

　東日本大震災の発生から 3 ヶ月半

が経過した6月25日、都市生活コミュ

ニティセンター（TCC）の通常総会の

特別企画として、震災と支援活動につ

いてのパネル討論会を開催しました。

パネリスト（敬称略）：

井上 肇（ボランティア山形）

綾部 誠（山形大学大学院理工学研究

科准教授）

岡本千明（被災地NGO恊働センター）

司会：池田啓一（TCC）

　パネリストから、それぞれの活動が

報告され、あわせて多くの事例やエピ

ソードが紹介されました。また討論の

過程で、いくつかの課題が浮き彫りと

なり、たいへん有意義な討論会となり

ました。内容をすべてお伝えすること

はできませが、以下にかいつまんで報

告します。

◆井上 肇さん・ボランティア山形
　生活クラブ山形（米沢市）の前理事

長でもある井上肇さんは、阪神・淡路

大震災での支援活動の経験から、いち

早く 10 年前に米沢市行政と災害時の

協定を結んでいました。協定締結の場

には TCC と被災地 NGO 恊働センター

も招待されており、現 TCC 事務局長

の福田和昭は、当時は被災地 NGO 恊

働センターのスタッフとして立ちあっ

ています。

　そうした縁もあって、今回の大震災

では TCC の先遣隊として派遣された

福田が拠り所としたのが生活クラブ山

形が運営するグループホーム「結いの

き」（ゆいのき = 米沢市）でした。福

田が結いのきに到着した頃、米沢市の

体育館などには福島方面からの被災

者が続々と避難してきていました。結

いのきには地元のボランティアが集ま

り、支援物資が届き始めていました。

こうして避難所支援の活動が始まり、

避難所の運営サポートの経験をもつ福

田はノウハウをボランティアスタッフ

に伝えました。また大震災発生当日に

米沢市から連絡を受け、生活クラブ山

形がただちに福島方面に救援物資を届

けることができたのも生協と行政との

協定が生かされたからだと井上さんは

語ります。

　結いのきや「たくろう所」の運営な

ど高齢者福祉に早くから先進的な取り

組みを行っていた生活クラブ山形でし

たが、こうした行政や地域や NPO と

のネットワークが結いのきを軸に「中

間支援組織」として機能し、被災者支

援活動に大いに役立ったと井上さんは

報告してくれました。

◆綾部 誠さん・山形大学准教授
　行動する学者というイメージがぴっ

たりの綾部誠さんは、生活クラブ山形

の福祉の取り組み、特に結いのきの存

在に注目し、以前から井上さんの「知

恵袋」のような存在だったそうですが、

震災翌日から井上さんたちの活動をサ

ポートし、自治体や国への提言をまと

めたり、ボランティア団体へ助成金申

請書の書き方をアドバイスしたり、と

コーディネーター役を買ってでました。

　綾部さんは、東日本大震災が阪神と

異なるのは津波と原発であり、完全な

元通りというのは難しく、新しいもの

をつくることが必要と訴えました。1

次・2 次・3 次産業のすべてを地域で

まかなう「6 次産業」をめざす仕事づ

くりと、脱原発を射程に入れた代替エ

ネルギーとがクローズアップされるこ

とになるだろうと指摘しつつ、綾部さ

んは、生活クラブのような政策提言力

のある成熟した組織なら、政治の混迷

を打開しながら、そうしたことを実現

する可能性をもっているだろうと語っ

てくれました。

◆岡本千明さん・NGO恊働センター
　足湯隊や「まけないぞう」の活動で

知られる被災地 NGO 恊働センターの

岡本千明さんからは、被災地と被災地

をつなぐ新しい取り組みが報告されま

した。名付けて「野菜プロジェクト」。

東日本大震災の 2 ヶ月前に宮崎県の

新燃岳が噴火しました。現在は小康状

態ですが、噴火の終息はいまだ見通せ

ない状況のなか、火山灰をかぶって市

場に出荷できなくなった麓の野菜を、

野菜不足が深刻な東北の被災地に、募

金を集めて送ろうと呼びかけたとこ

ろ、全国的に大きな反響があり、ぞく

ぞくとカンパが届けられたということ

です。「小さなことから始めよう」と

あちこちの被災地で地道な活動を継続

しながら、一方で大胆なアイディアを

得てすぐに実践に移す、というダイナ

ミックな力をもつ被災地 NGO 恊働セ
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役員改選と新理事挨拶
新理事長に林佳子氏

 　今年も 6 月 1 日の水曜日、トライ

やる・ウイークで中学生 7 人（男子 5

女子 2）を受け入れました。学年主任

の先生の意気込みがいつもと違い、東

日本大震災があったからこそ、生徒た

ちに有意義な体験をさせたい ! という

熱い想いが伝わってきました。

　生徒たちは男女はもちろん、特別支

援学級の自閉症の子も普通に接し、ど

う対処するかを誰もがわきまえてい

る、そんな風に感じるくらい、さり気

なくみんなが自然体でした。

　まずはオリエンテーションで 16 年

前の震災からのすまいるの歴史を伝

え、その後、特別養護老人ホーム「ケ

アポート」からも震災からの成り立ち

を聞き、施設内を見学をさせて頂きま

した。そして車椅子をお借りし、3 グ

ループに分かれて、押す側、乗る側の

実践体験を行いました。

　昼食を済ませた後は、喫茶の開店準

備。7 人も来てくれたので準備はサッ

サと終わり、お客様が来られるのを

待っていました。なぜかこの日に限っ

て出足が悪く、生徒の中には外からお

客様をお誘いして来る、という事も

やってくれる子もいたり、仕事を自分

で探しながらする、とても気配りの出

来る子ども達でした。

　中盤のミュージックセラピーの時

間、生徒たちは初め、恥ずかしそうに

テレていましたが、お客様とちゃんと

一緒に歌ったり、身体を動かしたりし

て楽しんでいました（左写真）。最後

に喫茶の紅茶とお菓子でティータイム

した後、反省会をして終了しました。  

（すまいる代表・岡部眞紀子）

トライやる・ウィーク
ふれあい喫茶・すまいる

　6 月 26 日の第 10 回総会で都市生活

コミュニティセンター（TCC）の役員

の選任を行いました。林佳子氏（上写

真・右）と小副川久代氏（上写真・左）

の 2 人を新たに理事に迎え、松井初

代氏が理事を退任しました。

　7 月 16 日の理事会で，林佳子氏を

理事長に、佐々木京子氏を副理事長（介

護福祉事業部長兼任）に選出しました。

今期の役員は以下の体制となります。

◎都市生活コミュニティセンター役員
理事長：林 佳子、副理事長：佐々木 

京子、理事：池田 啓一、石川 雅可年、

岡部 眞紀子、角田 学、高岡 敦子、福

田 和昭、監事：井上 肇、王隠堂 政見

◆ TCCの使命を着実に
理事長・林佳子

　この度の東日本大震災により被災さ

れた方々に心よりお見舞い申し上げま

すと共に、お亡くなりになられた方々

のご冥福をお祈り申し上げます。

　16 年前都市生活コミュニティーセ

ンターが多くの方々のお力で立ち上が

り現在に至っております。

　その時の経験のある TCC の役割が

ますます求められている状況の中、前

任の佐々木京子さんと力を合わせなが

らそのような TCC の使命を着実に遂

行していく所存でございます。

　介護保険事業も 10 年目に入り、ま

すますの発展を目指して参りますの

で、会員の皆様一層の御協力を宜しく

お願いいたします。

◆初心に帰り、原点に戻り
理事・小副川久代

　TCC と関わりを持つようになり 10

年が過ぎようとしています。「TCC と

は ?」と考えている時に「3・11 東日本

の震災」が起こり、「1・17 阪神淡路大

震災」で全国生協の支援で、TCC が誕

生した事を思い出させてくれました。

　「ミュジックセラピーグループハー

モニー」も震災から生まれました。

　初心に帰り「ボランティアの原点」

に戻り「これから続く長い支援」をど

のように続ける事ができるのか ? 皆様

と考えて参りたいと思います。

ンターに私たちはあらためて感嘆しま

した。

　さて、現在、被災地は避難所から仮

設住宅への移行期に当たっています。

食料配給（弁当）が終わり、文字通り

「喰っていく」ことが問題になってい

ます。また原発災害においては非常に

広範囲にわたって放射能が降り注いだ

ことが誰の目にも明らかになってきて

おり、こちらも「食べること、暮らす

こと」が危機に瀕しています。新しい

発想をもって、新しいつながりをつく

り、新しい生活を創りだす実践的な道

筋を見つけていくことが、いま私たち

に問われていると強く感じるこのごろ

です。

（TCC 理事・池田啓一）


