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３月��日の東日本大震災は､ ���年に一度とい
う程度のものではなく､ ����年に一度といっても
いいほどの大災害でありました｡ 想定外のことが

起こってしまったのです｡ よもや自分が生きてい

る間にこのような悲惨な出来事を経験するなどと

は夢想だにしませんでした｡ 地震､ 津波は天災と

いえますが､ それに伴う福島原発の事故とそれに

引き続く風聞による被害などは､ まったくの人災

というべきものでありましょう｡������
阪神淡路大震災から��年経って､ それの何十倍
もの惨事を引き起こした今回の災害に接するとき､

私たちは一体神はおられるのか､ いるとすればど

うしてこのようなことが起こるのを許したのかと

疑問に思わざるをえないのであります｡ ドイツの

神学者ユルゲン・モルトマンは､ ｢アウシュヴィッ

ツ以後､ われわれはどうして神について語ること

ができようか｣ と言いましたが､ それにひきつづ

いて ｢アウシュヴィッツ以後､ われわれは神につ

いて語る以外に何を語ることができようか｣ と言

いました｡

そして����年にアウシュヴィッツ強制収容所で
死んでいった若いユダヤ系オランダ人女性エティ・

ヒレスムは ｢神さま､ あなたを助けてあげます｣

という祈りを日記に書いています｡

｢私の力がだんだん衰えていくのをとめようと

おもいます｡ しかし､ 一つのことがしだいにはっ

きりしてきました｡ あなたは私たちを助けること

ができないので､ 私たちは､ あなたをお助けする

ことによって己を守らねばならないということで

す｡ あなたにその責任があるとも思いません｡ あ

なたは私たちを助けてくださることはできません

が､ 私たちは最後の瞬間まであなたをお助けし､

私たちの心のなかにあるあなたの住み給う場所を

守らねばならないのです｡ あなたはきっと､ 私の

信仰がときどき少し弱まるときなど､ 私の沈滞期

を経験なさるでしょうが､ 私はつねにあなたのた

めに働き､ あなたに忠実であり､ 私のいる場所か

らは決してあなたを追い出すようなことはいたし

ませんので信じていてください｡｣ (大社淑子訳)��������
東日本大震災のあと､ 世界の各地から日本人の

態度に賞賛の声が寄せられていますし､ 多くのボ

ランティアが集まってきて奉仕している尊い姿を

毎日テレビで見ております｡ この不幸な出来事の

さなかに､ これほど善意に溢れた人々が少なから

ずいるのだということを知ったとき､ 不幸の中に

も希望がわいてくるのです｡

この災害の前と後では､ わが国は全く違った方

向､ 違った価値観において進んでいくことになる

でしょう｡ この日の前には人間がこの地上の支配

者であり､ この世界と自然は人間の繁栄のために

利用されるために存在しているのであって､ その

中で速いこと､ 便利なこと､ 豊かになるというこ

とを追求してきたのでありますが､ このたび､ 人

間はとうてい自然には勝てないのだということを

骨身に沁みて思い知らされたのであります｡ あの

日以降わたしたちは､ あたえられた日々のうちに

もっと謙虚に､ もっと感謝しつつ生きていくので

す｡ それが､ 尊い命を失った方々の犠牲を無にし

ないことではないかと思うのです｡ もう一度､ 自

分の生き方を考えてみて､ 自分が本当になすべき

ことは何かを考えてみたいと思います｡
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村上 進 (教育研究センター事務部 職員)

３月��日から�日間､ 民間��� ｢国際飢餓対
策機構 (����)｣ の緊急支援活動ボランティアと
して宮城県気仙沼市と岩手県陸前高田市に物資を

運んできました｡ そこには報道から想像していた

ことをはるかに超える､ 苦難と哀しみがありまし

た｡ 人づてでなく直接当事者の話を聞き､ 現場を

見て初めて知る事実に打ちのめされます｡ 被災の

状況も､ 必要とされる支援も､ 数キロメートル刻

みで全く異なっていました｡

私たちが ｢がれき｣ と呼んでいる物に近づいて

見れば､ それは子どもの靴の片っ方､ 洗濯籠､ グ

リム童話集｡ 一つ一つがついさっきまでの暮らし

の証なのです｡ そしてその泥の下にはまだ何千人

という安否不明の方々｡

善意で集まってきたボランティアの間でもスト

レスは極限に達し､ 支援の方法やとるべき態度に

ついて､ たびたび口論になりました｡ そのときに

私を支えたのは､ 聖書の言葉でした｡ 同行した

ボランティアの中に牧師がいて､ 毎朝 ｢日々の聖

句 ローズンゲン｣ を読んでくれたのです｡ ｢ロー

ズンゲン｣ とは ｢くじ｣ のことだそうで､ その日

にぴったりだと感じられる言葉もあれば､ ピンと

こない日もありますが､ この週のページを開いた

とき､ そこに記されていたみ言葉はこうでした｡��日 (水) 神はわたしの魂を滅亡から救い出され
た｡ わたしは命を得て光を仰ぐ｡��日 (木) 目の見えない人は見え､ 足の不自由な
人は歩き､ 重い皮膚病を患っている人

は清くなり､ 耳の聞こえない人は聞こ

え､ 死者は生き返り､ 貧しい人は福音

を告げ知らされている｡��日 (金) 主はその民の避け所､ イスラエルの人々
の砦である｡��日 (土) 主よ､ わたしを見捨てないでください｡
わたしの神よ､ 遠く離れないでくださ

い｡

これらの言葉が私たちを正しい立ち位置に引き

戻した､ その感覚を今も忘れることができません｡����������������
大井智香子 (社会福祉学科 准教授)����～���にかけて大槌町を中心に岩手県南部

の災害ボランティアセンター����運営に関わる機
会を得た｡ 災害ボランティア活動支援プロジェク

ト会議 (災害支援に関わるネットワーク組織､ 事

務局は中央共同募金に設置) からの要請により､

日本ボランティアコーディネーター協会のメンバー

として現地に入った｡

訪問した岩手県南部の�市�町では､ 行政をは
じめ生活を支える機関のほとんどが物的人的に深

刻な被害を受けており､ 職員の多くは近親者や同

僚､ 住む場所を失いながら職務に当たられている｡

災害��にはブロック担当制で全国各地の社会福
祉協議会 (社協) から職員が派遣されている｡ 大

槌町社協には､ 岐阜県､ 三重県､ 長野県､ 名古屋

市の社協職員が入っており､ 私にとっては懐かし

���������������������
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本学では�月��日の大地震発生直後から､ ｢東
日本大震災支援センター｣ を設置､ 東北地方出身

の学生やご家族の安否の確認から募金活動､ そし

て具体的かつ精神的な支援協力について考えてき

ました｡

そこで本号では､ これまでに実際に被災地を訪

れた４組の教職員・学生の方々に､ 被災地の様子

とそこでお感じになったことを書いていただき､

被災地の方々に思いを向けると共に､ 今後の私た

ちの取り組みについて示唆をいただきたいと思い

ます｡
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Ⅲ

い先輩や日頃お世話になっている方たちとご一緒

することができた｡ 受け入れてくださったみなさ

んに感謝したい｡

災害��にはボランティアでは対応困難な要求
も寄せられる｡ 相手の都合より自分の気持ちが先

行する場面も相変わらず多い｡ 剥き出しの思いが

衝突しがちな現場であるが､ 人間の素晴らしさに

感動することもまた数多い｡ とりわけ心に残って

いるのは､ 地元の方たちが ｢ボランティアのみな

さんで召し上がってください｣ と届けてくださっ

たおにぎりである｡ これほどの困難に直面しなが

ら見知らぬ誰かを気遣ってくださる姿に､ ボラン

ティア活動の本質を見た思いであった｡

こうして今回も現地に出向く機会を得たが､ 大

切なことは ｢どこで活動するか｣ ではなく､ 災害

の事実を忘れないことだ｡ ｢今そこでできること

を考えろ｡ 息の長い活動のためには後方がしっか

りしていないとダメだ｡ 必要ならば現地に行く機

会は必ず来る｣ むかし､ 最前線に出て行きたが

る私を叱ってくれた先輩の言葉は､ ずっと私の行

動基準であり続けている｡ この原稿を書いている����現在､ ７県に��を超える市町村災害��が
設置されており､ 現地入りしているメンバーから

毎日各地の報告がメーリングリストに流れる｡ 多

くの方たちとつながりながら､ これからも自分に

できることに取り組んでいきたい｡������ ������������
高野晃伸 (社会福祉学科 講師�
壬生尚美 (専攻科 准教授)

後藤真澄 (人間福祉学科 教授)

私達は､ ５月２日から５泊６日､ 宮城県から岩

手県の沿岸地域における被災地支援状況並びに要

介護者の状況把握を行った｡ ４日間は主に二次避

難所に生活している被災者への���支援を中心
に､ ��市民災害救援センターの活動の一環とし
て参加させていただいた｡ その避難所で生活して

いる被災者の被災地状況は､ ２カ月近く経つにも

かかわらず瓦礫の山が延々と続き､ 自然の脅威を

感じる状況にあった｡ しかし､ 避難所の人は､ 共

同生活する中で自主的に役割を決め前向きに生活

しており､ 皆で協力して必死に乗り越えようとし

ていた｡ 私達は避難所の人と一緒に時を過ごし

｢お茶っこ｣ する中で､ 当時の様子やここでの暮

らし､ 健康状態を窺い知ることができた｡ 東北の

人々の我慢強さと人の温かさに触れる日々だった｡

この避難所は､ ライフラインが通っており､ 入浴

の送迎サービスや足浴､ 音楽演奏など細やかなサー

ビスが提供されていた｡ 今でもライフラインが通

らず大変な避難所はいくつもある｡ ��の活動は､
住民ニーズ把握と支援､ 物資の運搬､ 瓦礫の撤去

など様々な災害支援を行っており､ ニーズと支援

のマッチングが重要課題となっていた｡ しかし､

ゴールデンウィークの６日からボランティアがめっ

きり減り人手不足を痛感した｡

また､ 要介護者は､ 福祉避難所や要介護者の専

門避難所で生活していた｡ 被災して�か月は乗り
切ったものの､ 職員が疲労感を訴え､ ボランティ

���������������
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Ⅳ

アを要請してもなかなか来てもらえない状況にあっ

た｡ 生活はこれからも続く｡ 今後の支援が重要と

なる｡

今回の支援活動を通し､ ボランティアの個性を

生かし､ 被災者の個々のニーズに合わせた適切な

支援をする必要があり､ ニーズに添った支援活動

を生み出し､ 創り上げていく重要性を改めて感じ

た｡ そして､ 身体面のみならず精神面も含めバラ

ンス良く支援していくことが重要である｡ 生活の

あらゆる場面に人の手が必要であり､ 誰もが支援

者として活動し得る｡ 要介護者の生活支援技術を

学ぶ介護福祉は､ すべての人の手になり得ること

を実感する６日間だった｡

�������������
村上 進 (教育研究センター事務部 職員)

５月��日 (金) 仙台市にある東北学院大学の呼
びかけにより､ 青山学院大学､ 関西学院大学など

全国のキリスト教系大学９校が集まり､ 被災地で

必要とされている情報を集約し､ 単独ではできな

い大きな支援につなげるためのワークショップが

開催された｡ それに本学から一人で参加すること

になっていた私は､ 直後の週末､ せっかくの機会

なので高野先生たちが連休の間滞在した��登米
本部まで足を伸ばすことにした｡

出発前日の木曜になって ｢中部学院大学の震災

支援センターの活動について話を聞きたい｣ と､

今年子ども学部を卒業した山根君が訪ねてきた｡

積極的に被災地を訪問するような支援活動が､ 本

学の中から始まっていないことに疑問をもった彼

は､ 学生の意識調査をするため､ かつて所属して

いた水野友有先生のゼミを訪ねてきたのだった｡

明日現地に一緒に行くか？ と誘ったところ ｢行

きます｣ と即答｡ 隣にいた堀田君を巻き込んでの

被災地訪問が､ 突然実現することになったのであ

る｡ 以下､ 二人の文章をお読みいただきたい｡�����
堀田明宏 (子ども学部�年�

とりあえず行ってみなければ現場の状況を感じ

ることは出来ない｡ そういった気持ちから木曜日

に受けた誘いに応じて翌日に東北地方に向かった｡

被災していない私たちと被災地との間にはボラン

ティアを行う事に対して大きな温度差があり､ そ

れは否定できない｡

では事実を受け入れるという事から始めたらど

うだろう｡ 温度差が生じるのは当たり前のことで

あり､ 自分が行って役に立つかどうかが気になる

のも間違いない｡ でも私は二日でとてもいろいろ

なことを見て､ それを感じて学びを得た｡ 確かに

��� ������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������



Ⅴ

これは今もボランティアを続けている人たちと比

べたら劣るものかもしれない｡ でも忘れてはいけ

ないのは､ ボランティアは勝負じゃないというこ

と｡ つまりあなたの困っている人を助けたいとい

う気持ちそのものであるということだと思う｡

そして被災地に行かない理由は数えればたくさ

んあるかも知れないが､ 少なくとも学校側は私た

ちが気持ちを見せれば資金的な援助をしてくれる

はずだ｡ 一日だって二日だっていい｡ 役に立ちた

いという気持ちがあれば役に立たなくたっていい｡

もう一度だけ自分の家や家族が急になくなってし

まったら､ ということについて考えてみてほしい｡

それが今､ 私とあなたが被災地の為に出来る最初

のことだろう｡�������������
山根大典 (子ども学部 卒業生�

私は学生に伝えたい事があります｡ それは､ あ

なたが少しでも被災者のために何かしたいと思っ

ているならば､ 一度現地を見るべきだ､ というこ

とです｡ そして､ 大学は被災地に行こうとしてい

る学生をサポートして欲しいということです｡ な

ぜそれを伝えるかというと､ 現地を見るというこ

とは､ 格段に問題意識が高くなるからです｡ 自分

自身も実際に見てそれを実感しました｡ この問題

意識の高まりを多くの学生にも感じて欲しいと思

います｡

しかし､ 現地を見るためには様々な事情が壁に

なると思います｡ 授業､ 進路､ お金､ そして自分

の心も壁になり得るものです｡ しかし､ きっと現

地を見た後はこれらの壁が大したものでなかった

ことが分かります｡ ひょっとしたら､ 壁だと思っ

ていたものは壁では無いのかもしれません｡ あな

たが ｢被災者のために何かしたい｣ と願うなら少

なからず被災地の役に立てます｡ そしてその活動

が後に､ 自分に大きな糧となります｡

大学は､ それらの壁を低くできる大きな力があ

ります｡ 特に､ 金銭面のサポートがあると良いの

ではないかと思います｡ 私も壁を小さくするお手

伝いをします｡

これを読んで､ ｢行きたいけれど…｣ と思う学

生が ｢行く｣ と決心できることを願います｡��������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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これまでのチャペルアワーの内容が､ 本学ホームページに掲載されておりますのでぜひご覧下さい｡
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