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巨大地震にどう備えるか
高知大学総合研究センター 特任教授

おかむら

岡村

まこと

眞

14 川柳『背伸び』
プレゼント

15 律子の玉手箱
読者の声

まこと

しみを経て作られてきたのです︒

いうのは１年間の地獄のような苦
どもを守るためには︑あなたたち

父さん︑お母さんになる︒その子

たちはやがて子どもが生まれてお
お父さんお母さんが賢くならない

東京に行こうがそれは同じです︒

住む︒君たちが高知を出て大阪︑

眞

毎日の生活の中で︑それを理解し
と次の世代の子どもたちは命を繋

ありますが︑その時こう伝えてい

中学︑高校に講演にいくことが
全でどこにもいく必要がなく︑津

宅を作れば逃げる必要はない︒安

以上のしっかりした地盤の上に住
でいる︑というのが基本です︒

も変動する地球の上に人間は住ん

逃げ方ももちろん大事です︒で

いでいけないんだよ﹂︒

たうえで将来を考えるのが全ての
ｍ

ます︒﹁私は今から逃げ方を教え
波がくるような低地を選ばず︑生

い︒津波は上限があり︑標高

るのではない︒日本列島はどうや
活の仕方自体を考えて日本列島に

基本です︒

がしっかりとしなければならな

高知大学総合研究センター 特任教授 岡 村

おか む ら

阪 神 淡 路 大 震 災 から 年 ︑ 東 日 本 大 震 災 か ら 4 年 が 経 過 し ま し た ︒ 東 北 の 震 災 は 原 発 事 故 を
伴い︑解決への道は遠いようです︒近い将来︑南海トラフ地震が起るといわれています︒地震
国日本に住んでいる我々にとって︑災害に備えてどう対応するのか︑どう考えて生きていくべ
きか︑高知大学の岡村 眞教授に伺いました︒

地震の国︑日本
日本列島は地殻変動や火山活動
により︑ユーラシア大陸から分離
してできた国です︒その恩恵でで
きた日本列島に私たちは住んでい
ます︒それなのに日本列島を生ん
だ地震そのものはイヤだというの
ってできたかを考えて欲しい︒君

m以上にしか大き

従来の想定震源域

年間の平和と

す︒海抜
な木はなく︑2〜300年経
っている︒その木は300年
間津波がこなかったことを教
えてくれている︒自然としっ
かり向き合い︑自分で考える
のが基本です︒
私たちが今ここにいるのは
ずっと先祖からの遺伝子を受
け継いできた結果なので︑そ
れを永らえること︑子孫へ伝
えること︑それが生存です︒
自分でその継続を断ち切って
はいけない︒そこに防災があ
ります︒なぜそこに住むの
か︑住んではいけないのか
を︑自分で考える︒

現象面より本質的なこ
とが大事ですね
千年続いた家の横に住むの
はいいですね︒そこに家があ
ること自体が安全であること
を教えている︒京都はそうい
うところが結構あるでしょ
う︒京都で﹁この間の戦争
は﹂といえば太平洋戦争では
なくて︑応仁の乱であったり

想定震度が高まり、地域が広がった
南海トラフ巨大地震想定震源域

は筋が通らない︒

歴史は何よりの
安全情報
自分がどんなところに住ん
でいるかが大事ですね︑広島の
土砂災害も起りました
谷の出口は最初からそこに斜面
があった訳でもない︒崩れたから
斜面になったのだということを理
解する︒地震と全く同じですね︒
数百年に一度位しか起らないでし
ょうが︑悪いことに私たちは自分
の生きている時間の100年くら
いで考えてしまう︒
代々︑その土地に住みついてい
る人は簡単に土地を変えられな
い︒でもそういうところはいいで
すよ︒数百年続いた神社などを見
てください︒そこにはちゃんとし
た地盤の上に建ち︑山も崩れず神
社も存続して︑樹齢何百年の巨大
な木があります︒少なくともそこ
には根木を枯らす潮水︑つまり津
波はきていない︒どこが崩れる

20

する︒そういうのが根付いて

100㎞
震度4相当以下だが、
場合によって
5弱〜5強相当以上になることがある

0
震度5弱〜5強

より「友好勲章」授与

巨大地震にどう備えるか

あれから４年
今なお続く復興支援

いる︒怨霊︑権力︑闘争の世

震度4以下

か︑崩れないか︑その予測は難し

猪熊 弦一郎
（1902−93）
は、
日々の
生活の中で見つけたさまざまな形
で構成される作品を、
1980年代に
数多く描いています。
《体操と水》
では、
形が黒く太い線で描かれる
ことで白い背景とのコントラストが
鮮明になり、
色彩は画面全体にみ
ずみずしい印象を与えています。
震度5弱〜5強相当だが、
場合によって
6弱相当以上になることがある

太平洋
震度6弱以上

11 服部医師にベトナム政府

いです︒しかし︑そこに数百年の

猪熊 弦一郎

津波の震源域

地球人だより
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今号の
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今回のテーマは「自然災害へ
の備え」
です。
阪神淡路大震災
から20年、
東日本大震災からは
まだ4年しか 経 過していません。
しかしながら、
喉元過ぎれば何
とやらで、
今や東京などではオリ
ンピックへの期待からか、
海岸
線のマンションが大人気です。
「天災は忘れた頃にやって来る」
とは寺田 寅彦博士の名言です
が、
多くの犠牲で得た経験を無
駄にしないよう、
後世に生き抜く
知恵を伝えていく事が、
今を生き
ている我々の勤めだと思います。
編集長 多根 幹雄

新たな想定震源域（M9.0）

Neu Vision Club No.233

太平洋
津波
隆起

界があり︑その結果︑京都の文化
が継承されている︒私は京都にノ
ーベル賞受賞者が多いのは理解で
きる気がします︒失礼ながら東京
の方と話すとせいぜい江戸時代か
らの４００年なんですね︒千年を
考えて自分の生きざまを考えるの
か︑４００年で考えるのか︑とい
うのは全然違います︒

海面の上昇と
人類の文明
古生代末や中生代末の大絶滅な
どは１００万年あたり１００万種
絶滅したといわれています︒しか
し今の方が時間あたりの絶滅種は
多い︒人間がそれをやってしまっ
て︑人間の生活自体にも影響を与
えている︒２万年前︑氷河期のピ
ークには今よりも海面が１３０ｍ
下がっていた︒そこから︑８００
０年前に今のレベルになった︒１
００年に約２ｍ上がっています︒
そして︑その間に池ができ８００
０年前からの歴史を我々は読むこ
とができるのです︒
逆に今の地球環境を地質学的に
見ると﹁地球はなぜ︑この８００
０年ほど安定しているか﹂という

の東日本
いう科学的推理がありました︒地

大震災は発生するかもしれないと

見えません︒ただ3・

河文明があり︑海の近くの

球物理学の方は

ことです︒ナイル文明︑黄
文明があり︑それは要する

％が物理屋さん

に海面がほぼ一定であると

11

フィリピン海プレートに引きずられて沈み
込んでいたユーラシアプレートも限界まで
来ると反発して元に還ろうとする。これが
南海地震、東海地震の発生メカニズムで、
この時津波を起こす。
フィリピン海プレートの沈み込む力に引き
ずられて、ユーラシアプレートの先端部は
沈降し内陸部は隆起する。
フィリピン海プレートは常に移動してユー
ラシアプレート（地殻）の下に潜り込んで
いる。

ート
海プレ
ピン
リ
フィ
元に戻る
ート
海プレ
ピン
リ
フィ

レート
ン海プ
リピ
ィ
フ

を襲いました︒１１００年前︑２

１１００年ぶりの大津波が東北

だから今を重視します︒歴史的な

地域ができた︒富やそれを

０００年前であろうと︑我々はそ

いう結果です︒長い間︑海

使う流通が生まれ︑権力者

の歴史を無視することはできませ

興味があるといっても︑データが

が生まれてきている︒気候

ん︒７０００年間位の地質データ

ある３００年くらいしか分からな

変動が穏やかであった時期

しかとれていませんが︑その中で

面上昇は︑わずかで安定し

を我々は享受してきまし

い︒それが限界だったのです︒

た︒その結果が今の文明で

宝永︑承平︑天武の大きな地震の

ているからこそ︑そこに定

す︒現在はバランスをとっ

ものもあります︒巨大津波のもの
mの相当なものでし

は宝永の津波の約４倍くらいで︑
〜

で︑いいモノを採らないと

です︒モノで勝負しますの

意味がない︑証拠そのもの

にあるモノで分からないと

地質学は理論でなく実際

ない︒一番知ってほしいのは１４

せん︒地震などの歴史は残ってい

明時代以降の歴史しか残っていま

た︒しかし︑中国は戦争が続き︑

昔から色々なできごとを記してき

年前に中国から入ってきた文字で

長い文化を持っていて︑１３００

起きていると考えます︒日本人は

回発生しており３００年に１回は

巨大地震は６０００年間で数十

考える時︑心に響くと思います︒

ょう︒圧倒的データは次の津波を

高さは

ている状態で︑海面がもっ

住し作物が作られ︑広大な

95

と上がると︑それが脅かさ
れていくのです︒

歴史を学んで
将来をみる

40

マン
ト

プレート
プレートの運動方向
図4

ユーラシア
プレ
ート

太平洋
沈没
ユーラシア
プレ
ート

太平洋
ユーラシア
プレ
ート

※（毎日新聞 発行「南海地震の碑を訪ねて」参照）

図3

■ 一般的な南海地震発生の仕組み

フィリピン海
プレート
ユーラシア
プレート
E

沈没
隆起
南海トラフ

沿岸部にある湖沼で
津波堆積物の調査を行っ
ておられますね

20

東海地震
想定 東海地震
20XX年
想定 東南海・南海地震

南海地震は単独で起こる場合は少な
く︑東海地震と同じ頃に起こってき
たことが図から分かる︒この場合の
東海地震は︑現在発生が危惧されて
いる東海地震と昭和南海地震の約二
年前に発生した東南海地震を合わせ
た地震を意味する︒その前の安政南
海地震の場合には 時間前に安政東
海地震が発生し︑さらに前の宝永の
場合東海地震と南海地震がほぼ同時
に起こり︑最大規模の地震と見られ
ている︒一般的に南海地震と東海地
震はほぼ同時か︑東海地震の方が早
く起こっている場合が殆どである︒

東南海地震（M7.9）1944年
南海地震（M8.0）1946年

東南海地震
南海地震

※（奥出雲多根自然博物館 発行「超大地震は必ず起こる」参照）

150年以上
死者1,251人
死者1,330人

図2

90年
死者2,685人
安政東海地震（M8.4）
1854年
安政南海地震（M8.4）

147年
死者5,038人
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D
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相 模 ト ラフ

ウ
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日本列島は巨大な太平洋プレートが、フィリピン海プレートと北アメリカプレートの下に沈み込む領域の上に乗っている。
これが日本列島に地震や火山の多い主な理由となっている。沈み込む太平洋プレートが陸側のプレートをも引っぱりこむ。
この時、引き込まれた方は元に返ろうとする反発力が蓄積される。この反発力が太平洋側で起きる地震の原因になっている。
また、沈み込むプレートは陸側のプレートを圧縮し、ひずみをつくる。このひずみが限界をこえるとき、地震によってその
エネルギーがとき放たれる。これが内陸部での
地震の原因となっている。

エ . 御前崎
ウ. 潮 岬
イ. 室戸岬
ア. 足摺岬

A

日本列島やその周辺では四つのプレートがぶつかり合っている
震源域の領域分けと南海地震・東海地震の発生年

９８年︑１６０５年︑１７０７
年︑１８５４年︑１９０９年︒要
するに百年単位で何かが動き︑誰
が考えても近いうちに何かがくる

これからの日本は
どうあるべきか

してもデータがなければ︑また︑

が全てです︒どのように今を観測

地球の将来は予測できない︒それ

現在までの変化をみることでしか

けない︒過去をしっかりと学び︑

本しかなく︑それを無視してはい

のであり︑こんなことは世界で日

将来起こると言うのが理解できる

を持っています︒だから私たちは

文章で書き残してきた歴史的資料

日本人は地震が起こるとそれを

分たちはして︑残った問題は次

気を多く使う︒楽しい生活を自

う︒ましてこれから私たちは電

いくことをしてはいけないと思

を人口の少ないところに持って

ていると思います︒厄介なモノ

くというのは道徳︑倫理に反し

い︒悪いモノを他所に持ってい

自分たちで作らないといけな

が欲しいモノがあれば︑それは

になったと思います︒自分たち

ないですね︒福島は東京の犠牲

原発も慎重にやらないといけ

法則性が分からなければ︑将来が
の世代へ置いていく︒それはや

ということです︒

見えないわけです︒最新のデータ
ってはいけないことです︒国際

いに有害なものを吐き散らさな

的にも同じです︒嫌なことは他

いのは︑日本人の衿持ではない

でやりました︑それで将来が見え

いい意味で科学者は幅広く事象
でしょうか︒そのためにいろい

るのか？いいえ︑全く見えない︒

を見る博物学者でないといけな

所へ持って行くのは︑国際的に

い︒何でそこにそれがあるのかを
ろなところで努力しているのだ

歴史を学ぶことでしか将来は見え

絶えず考えるのが基本ですね︒こ
から︑原発だけそれを例外とい

も許されない︒どこかの国みた

れは自分が専門だから︑というの
うのはやってはいけないです

てこないのです︒

は多いのですが︑それでは自分の
よ︒

もないからですね︒人口減少︑少

的に思っている国ありません︒何
金ではなく︑人々の満足感が重要

るのかが大切になってきます︒お

とった時に︑どのような社会を作

日本人ほど将来に対して悲観

立ち位置も見えなくなり︑視野も

子高齢化社会︒アメリカ︑ドイ
だと思います︒

狭くなります︒

ツ︑イタリアもそうですが︑彼ら
は決して悲観していない︒新しい
モノを次々に生み出して︑より綺

幸せを見つけていくのかが問われ

４位になっていく中で︑どういう

少し︑経済的に世界２位から３︑

したりしている︒日本は人口が減

まれ人口が減れば︑それを公園に

﹁またおじいちゃんそのこと言っ

ったんだよ︑と子どもに伝える︒

いく中で︑昔はこういう災害があ

かった︒日が暮れ家族と過ごして

いからです︒電気がない時代は長

れません︒圧倒的に現代人は忙し

僕たちはなかなか自分で考えら

自分で考えると仰ってい
るのは？

ている︒そのモデルがないから︑

麗で住みやすい街にし︑空間が生

みんな不安がっているのです︒中

てる﹂と孫に言われながらも︑子
それが今は︑﹁全て安全﹂が当

国に負けているなど考えず︑どう

然だと思っている︒だから突発的

孫に伝えてきた︒

す︒私は決して︑現在の日本が悪

な災害に思いいたることができな

やって希望を見出していくかで
いとは思いません︒若い人は年金

生かされているという実感も
ない︒繋がりが分らないので
す︒高度情報化時代︑情報が
関連なくブツ切れであふれて
いる状態で︑それを結合し自
分の考え方を持つことが非常
に難しく︑危険なところに入
地球は本来危険なものだか

っている︒
らこそ︑今のバランスをコン
トロールしながらうまく生き
ていく選択をするしかない︒

︵談︶

長い歴史の結果で私たちは生
きているのだから︒
インタビュー
編集員 久保 和夫

沿岸湖沼から得られた代表的なコア試料の写真とその模式図の対比（須賀利大地は写真のみ）
。試料の右側の縦線は、龍神池では1〜 8の8回、
ただす池ではＡ〜Ｊの10回、蟹ヶ池ではＩ〜Ｖの5回、蒲生田大地と須賀利大地ではそれぞれ1回の津波の範囲を示している。
※出典：
『津波堆積物からわかる南海地震の繰り返し』岡村 眞・松岡 裕美，岩波書店「科学」2012，Vol.82，No.2，PP.0182-0191,図8
津波堆積物を採取するプラットフォーム、池にクレーン付きトラックで搬入し現地で組み立てる。
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がもらえなくなるといいますが︑

外部委員経歴
地震防災関係：内閣府中央防災会議
「東北地方太平洋沖地震を教訓とし
た地震・津波対策に関する専門調査
会」
委員、
内閣府「南海トラフの巨大地
震モデル検討有識者会議」
委員、
原子
力規制委員会原子力規制庁外部有識
者（海底活断層）
、
文科省委託「南海
トラフ巨大地震連動性評価研究」
研究
推進委員会委員、
国土交通省高知空
港港湾事務所「南海地震津波検討委
員会」
委員、
など

図5

子どものころ伯父が満州で鉱山関
係の仕事をしており、
家にその資料
が多く、
興味を持ったのが始まり。
団塊の世代生まれで同級生の多く
が医学部、
工学部を目指す中、
理学
部の地学系を目指す。
鹿児島大に
入学後、
「地質からどのように現代
に蘇らせるか」
と語る先生の考えに
刺激を受ける。
今も世界中を飛び
回り湖沼調査を続けている。

南海トラフ沿いの津波堆積物の対比

昭和24年
（1949年）
2月5日佐賀県生まれ
昭和47年３月 鹿児島大学理学部地学
科卒業
（理学士）
昭和49年３月 東北大学大学院理学研究
科修士課程
（理学修士）
昭和51年12月 東北大学大学院理学研
究科博士課程
昭和52年１月 熊本大学助手教育学部
昭和54年10月 高知大学助手理学部
平成２年２月 理学博士
（東北大学）
平成６年４月〜 高知大学教授理学部
平成24年４月〜 高知大学総合研究セン
ター防災部門特任教授

い︒長い命の継承の中で︑自分が

高知大学総合研究センター特任教授
高知大学南海地震防災研究支援センタ
ー長
（兼任）
専門分野：地震地質学
長期地震予測研究
趣
味：アウトドア全般、
料理

その場合︑逆に若い人たちが歳を

■ 岡村 眞（おかむら まこと）

アンモナイトの集合ブロック

異常巻きアンモナイト

14

ポリプチコセラス
（Polyptychoceras）
中生代白亜紀後期
（約8700万年前）
産地：北海道
ブロックの高さ25cm
奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
アンモナイトは約4億年前の古生代にオウ
ムガイの仲間から発生した頭足類(タコやイ
カ・オウムガイの仲間)です。
中生代に非常に
早い進化をしつつ、
世界的に拡散していった
ものの、
中生代の終わり6600万年前に絶滅
しました。
この写真の化石ブロックは、
様々なアンモ
ナイト18個体分が頭を出した不思議な標本
です。
特に目立つのは、
殻が直線とUターン
を繰り返している、
まるでゼムクリップのよう
な形のポリプチコセラスです。
常識的なアン
モナイトの形を逸脱したようにも見え、
異常
巻きのアンモナイトに分類されますが、
約1億
年前にはこのような巻き方のアンモナイトが
多数生まれ始めました。
異常巻きという名称
が付いていますが、
それぞれ規則性を持っ
た巻き方をしていることが分かっており、
ま
た種類によっては広い範囲へ拡散していま
す。
様々な環境に適応していった結果、
この
ような形へ進化したと考えられています。
北海道からこのような異常巻きアンモナイ
トが多数発見されることは、
世界的にもよく
知られており、
進化の不思議さを研究する上
で重要なフィールドになっています。
ポリプチコセラス

宿泊できるミュージアム

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal
撮影／松田 庄司

自然災害に対する備え
誠
話を替える時代になりました︒Ｓ

水守
ＮＳ︵ソーシャルネットワーク︶で

日︑眼科医の

始めとする国会議員︑ベトナム研

グランドオープンし︑ベトナムに

連絡網の整備を欠かさないように
しています︒お客さま情報のアッ
プデートも非常に重要です︒緊急
時には﹁微笑みの国﹂の一員とし
て社員︑お客さまの関係を超え︑
日頃からお互いを思いやる間柄を
築いていきたいと思っています︒

© 1976, 2014 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No. G542769

パリミキ タイ
今回のテーマは﹁自然災害への
のやり取りも多くなり︑いつでも

月

日には︑ハノ

おける医療ボランティアの拠点が
には︑病院の１階に︑パリミキベ

★ミキティ スコープとは

倍
備え﹂ということで︑2011年

ミキとハローキティがコラボして誕生した「ミキティスコープ」。
「性格分析」
「今年の運勢」
「今月の運勢」
「今日の運勢」
が占えます。
ラッキーアイテムやカラーの他に、
ラッキー
メガネなどもわかります。
ミキティスコープ
4階の待合室からもチュックバック湖を望める

タイの国土面積は日本の約
です︒
地震や台風の心配も少なく︑

おりますが︑ひとたび電話番号が

比較的平野部が多く地形にも恵ま

変わりその告知を怠ると繫がりが

誰とでもつながっていると思って

7月末の台風上陸によるタイ北
解けてしまいます︒そこで︑
当たり

にそのタイ広域を襲った洪水の際

部︑東北部での大雨から始まり︑
前のことですが全社員の連絡先の

の話をしたいと思います︒

で︑バンコク郊外に出かけると︑
月にはバンコク都周辺地域への
アップデートを頻繁に行い︑緊急

れています︒人口は日本の約半分
まだまだ未開発の土地が余ってい
冠水が報道されるようになりまし

るなと感じることがよくあります︒
た︒日系企業が数多く入居する工
業団地も甚大な被害を受けまし
た︒このことは日本国内でもニュ
ースで大きく取り上げられたはず
です︒その間︑我々も法人として
非常用保存食の用意︑洪水被害で
通勤が困難な社員への仮住居の準
備などを進めてきました︒幸い社
員は全員無事で店舗への被害はな
かったのですが︑自身の経験︑社
員の話やお客さまからの話により︑
いくつかのことを学びました︒
その中で一番大切に感じたこと
は︑安否確認がいつでも誰とでも
できるように備えておくことで
す︒最近では気軽に新しい携帯電

２０１４年

月

究者︑友好団体など︑日越友好に
２ ０ １ ４年

尽力された方々が受章しています︒

生〟の夢﹂で紹介︶に︑ベトナム政
府より ﹁友好勲章﹂が授与され
服部医師は２００２年からベト

イに日本国際眼科病院︵
J
apan
︶を
International Eye Hospital

ナムで活動を始め︑これまでに１

日

で き ま し た ︒ ２ ０ １ ５ 年 １月

内では︑

援します︒

服部医師のさらなるご活躍を応

トナム店がオープンしました︒

17

で活躍し﹃日本﹄を発信する日本

恵 三 元 首 相 ︑村 山 富 市 元 首 相 を

のものであり︑これまで︑小渕

国人に対する勲章としては最高位

友好勲章は︑ベトナム政府の外

などと︑あいさつがありました︒

寂しいが︑非常にうれしいことだ﹂

なくてもいいくらいになったのは

多くの若手医師が育ち︑自分がい

に戸惑い︑けんかもした︒今では

授与式では﹁最初は風習の違い

います︒

も日本国外務大臣より表彰されて

年に

年に内閣府より﹁世界

万人以上の患者を無償で治療︒国

ました︒

12

頭 記 事 ﹁〝 ベ ト ナ ム の 赤 ひ げ 先

29

服部 匡志さん︵会報誌231号巻

12

人﹂として表彰され︑また

13

12
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18

最新機器を備えた手術室

授与される服部医師（写真左）とドゥク保健省褒賞局長（右）

2011年のタイ洪水により、
被害が差し迫った郊外のお店の様子

10

服部医師にベトナム政府より
﹁友好勲章﹂授与

日本国際病院屋上からのチュックバック湖の眺望

三城が創業時から取り組んでいるテーマ「お客様お一人おひとりに合わせる」ため
に「算命学」
「四柱推命学」を合体させて生まれたのが、ミキティ スコープです。
郵送での個別の占いのご相談は、お名前・郵便番号・ご住所を明 記 の上82円
切手を添えて巻末のぬうびじょん住所「久保」までお送りください。
パリミキ ベトナム店

占いサイト
「ミキティ スコープ」
オープン！

1.5

mamapapa

仮設住宅を訪問する三城の支援活動チーム

あれから４年
今なお続く復興支援
２０１１年３ 月 日に発生した東日本大震災︒あれから４年が経ち︑
復興が進む一方で︑今なお仮設住宅で生活されている方が︑岩手・宮城・
福島３県で８万人以上と言われています︒三城では︑震災直後から
各地の避難所で支援活動を続けてきました︒
今回は︑三城の被災地における復興支援活動をご紹介いたします︒

個を支援物資として︑被災者の方

２８個︑コンタクト用品３８６０

化粧品および健康ドリンク６０７
してくれたのは︑震災直後からず

設住宅めぐりを始めました﹂と話

のではないかという思いから︑仮

換﹂または﹁ミキが持参したフレ

持ちの緊急用メガネのレンズ交

多くおられました︒そこで﹁お手

急用メガネを使い続けている人が

震災直後の支援活動
三城は︑過去の支援活動の経験
っと支援活動を継続している佐藤
ームが気にいればそのレンズ代﹂

々へお渡しすることができました︒
政己さん︵パリミキ南光台店︶︒

から︑メガネを避難所に贈るだけ
では︑不自由な生活を強いられて

べく︑海岸の瓦礫の処理作業を始

震災後︑男性たちは漁を再開す

３７２４０本︑補聴器７３３台︑

０１３年５月まで︑緊急用メガネ

結果︑２０１１年３月

て避難所をほぼ毎日巡回しました︒

手・宮城・福島の３チームに分かれ

大震災の支援活動においては︑岩

支援チームを編成します︒東日本

たメガネをご提供するための災害

とりの視力を測り︑その方に合っ

おいてもできる限り︑お一人おひ

であると考えています︒被災地に

を依頼し︑クーリエ︵移動店舗︶

す︒三城ではグラスコードの製作

強さ﹂の思いが込められていま

身につけてくれる人たちとの絆の

ガネをお渡しした方たちに会える

ため︑仮設住宅に行けば緊急用メ

渡ししたかという控えがなかった

でした︒支援活動では︑どなたにお

はないかと気がかりでなりません

うに使われているのか︑お困りで

渡しした後︑そのメガネをどのよ

をお渡しすることが精一杯で︑お

た視力をもとに︑近似値のメガネ

中︑携帯型の簡易測定器で測定し

﹁避難所は十分な明かりがない

支援スケジュールの調整を担当し

震災直後は福島エリアの避難所

福島︶︒

れたのは斎藤 秀利さん︵クーリエ

しましたが︑１年が経過しても緊

避けください﹂と説明してお渡し

なので３ヵ月以上の継続使用はお

心配は的中し︑﹁緊急用メガネ

緊急用メガネのその後

だくこともあります︒これらが︑

で制作された手作りの作品をいた

す︒また︑仮設住宅での生活の中

子をいただいたり︑昼食を用意し

いがありました︒

をしているお母さんたちとの出会

振の仮設住宅では︑ミサンガ作り

そのような中︑石巻市雄勝町名

独立支援活動

をそれぞれ５千円程度負担してい

め︑女性たちも何かできることは

ていた斎藤さんは﹁当時から自治

みんな売り物のように素晴らしい

避難所から仮設住宅へ

ないかと模索し始めたときに︑ミ
で販売することで︑ささやかです

体によって支援活動への対応が大

ものばかりで︑とても和みます︒

いる方々の支援というのは不十分

サンガ作りの話があり︑被災した
が︑独立支援活動を応援させてい

きく違うと感じていた﹂と言いま

きました︒

ぶり

今後の活動

てくださる方もいらっしゃいま

おがつちょう な

を最適なものに交換することがで

ところ大反響︒多くの方のレンズ

ネをご提供します﹂とご案内した

ただくと﹁お客さまに合ったメガ

漁網の補修糸を拾い集め︑手編み
ただいております︒︵売上金の５

日から２

のミサンガづくりが始まりまし

す︒補償金目当ての業者が多数︑

一方︑
﹁福島は︑宮城・岩手とは

め︑県内の仮説住宅件数は大小合

限する自治体もあります︒そのた

ができなくなっている方も多くな

８割が高齢者︒部屋から出ること

︵一部除く︶と迫る中︑居住者の

とんどのところが平成

仮設住宅の入居期間が延びてほ

事情が変わる︒生まれ育った街に

わせて約２００件の中で︑一度も

より仮設住宅内での支援活動を制

仮設住宅に入り込んできたことに

％を石巻市に義援金として寄付︶

うと言われていますが︑名振のマ
ザーミサンガ

帰りたいが︑いつ帰ることができ

訪問出来ていない所が︑４割近く

年３月迄

るかわからない︒残してきた家

もあるのです︒

酷くなり︑避難が解除されてもラ
イフラインの関係も有り︑すぐに
住める状態ではない﹂と話してく

県内

と活動の場が変わっても︑定期的

今後︑仮設住宅から復興住宅へ

限りの訪問は支援活動とは言えま

に居ると︑自分

に訪問することで︑少しでも復興

せん︒また︑福島の支援活動は終

たちがお客さま

のお役に立てるよう︑さまざまな

に１度は訪問し

をもてなすのが

ヵ所の仮設住宅は３ヵ月

当たり前だと思

活動を行ってまいります︒

がもてなされま

だくと︑私たち

訪問させていた

が︑仮設住宅を

っていました

わりが見えないのが現状です︒

れる方も増えてきています︒１回

動から︑個人宅での訪問を希望さ

りました︒集会所へ集まっての活

29
ています︒店舗

仮設住宅でのおもてなし

は︑一時帰宅する度に家の傷みが

原発の街では

た︒ミサンガは切れたら願いが叶

パリミキ南光台店
佐藤 政己さん

す︒お茶やお菓

クーリエ福島
斎藤 秀利さん

60

富岡町社会福祉協議会運営「おだがいさまセンター」の
おひなさま。福島県内で最大の仮設住宅
（富岡町・川内村・
双葉町）
で住民の憩いの場や情報交換の場となっている。

は丈夫で﹁編
んだ人たちと

いつも集会所でマザーミサンガを制作しています
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11

25

仮設住宅で活動をするクーリエ号

川柳

岡山地区 理事

小野 真備雄 選

宿題﹃背伸び﹄

三光

谷口よしこ

︻天 ︼
背伸びやめ
いい人やめて
楽になる
備前市

孝

節子

﹇評﹈いい人ぶって背伸びしているのも結
構心身共に疲れるのである︒それに
気付いていい人ぶるのを止めた作者
のホッとした思いが︑下五﹁楽にな
る﹂によく出ている︒

萩原

︻地 ︼背伸びして
みてもやっぱり
蛙の子
倉敷市

圓尾

︻人 ︼背伸びする
こともなく咲く
山ざくら
帯広市

入選

背伸びして聞いた話が今わかる
岡山市 森本まさみ

雲南市 毛利

幸

身の程をわきまえないで背伸びする
くらし

背伸びした生活をやめて今の無事
姫路市 シ ゲ サ ン

天を指す古木は背伸び怠らぬ
心咲

律子

これ以上背伸びできないハイヒール
姫路市 宮本

和

クラス会背伸びのファッション大出費
狛江市 鈴木

光利

老いてなお背伸びをしては夢を追う
出雲市 木村

久保田良弘

無学だが背伸びしながら世を渡る
伊勢崎市

生 活 は 分 相 応で 背 伸 びせ ず

岡山市 永見

背伸びして母の姿を追ってた日
茨城県 久保田達男

千鶴

照男

勝亮

長谷川さつ子

﹃無駄﹄

あき

138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

8048

NVC事務局

宛

姫路市飾磨区三宅 1

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

︻締め切り︼ 月

入選者には賞状が贈られます︒

ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼

次回宿題

■投稿要領について

※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

東京都 吾妻

背伸びした大振る舞いのつけに泣く

松江市

背伸びして墓石撫でる孫がいる

節子

姫路市 桑名

宮宅比佐恵

まだ背伸び出来る幸せ青い空
瀬戸内市

背伸びしてはめを外した空財布
岡山市 新田すすむ

奈良市 林

思い切り背腰伸ばしにストレッチ

神原

背 伸びして息子 とならぶ背 比べ
伊勢崎市

鹿野久美子

見栄張った背伸び続かず自己嫌悪
美濃加茂市

寿子

再検査晴れて背伸びをするカルテ
岡山市 伊藤

土田

背伸びして大人の話聞いている
伊勢崎市

悦子

背の子が背伸びしている歩をゆるめ
岡山市 枝本

秀夫

もう一度かなわぬ夢に背伸びする
狛江市 山田

締め切り2015年5月15日
（必着）

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

-

時々︑

読者の声

日は何も買わずに家にあるものでやりく

﹁あるもので暮らしていく工夫﹂が大事だと思い︑

方 も ︑ ま だ ま だ た く さ ん い ら っ し ゃ い ま す ね︒

ろ﹂と思うのですが︑周りを見ると︑そうでない

スーパーで買うときは袋持参︒もう﹁当たり前や

フランスのエコの記事が心に残りました︒私も

下記ホームページにて公開いたしております。

奈良県 Ｔ・Ｔ さま

Ｓ・Ｕ さま

Ａ・Ｔ さま

Neu

こういった企業の取り組
…

とを考えていきたいと思います︒

香川県

Ｋ・Ｍ さま

に取り上げてもらえるような新しいこ
Vision Club

みの特集などぜひお願いします︒私の職場も

加・運営をしてもらう

供するのではなく︑お客さまに考えてもらい︑参

のコーナーを読んでしまいました︒こちらから提

まさに私も今の職場で考えていた事で︑何度もこ

様の趣味やサークル活動に使っていただくという︑

﹁三宮店コミュニティルーム﹂︒会議室をお客

埼玉県

します︒タネの話︑勉強になりました︒

です︒また︑自家採種での野菜の紹介もお願い致

いる様子をもっとたくさん紹介していただきたい

﹁無農薬﹂﹁無化学肥料﹂での野菜を栽培して

兵庫県

きっと猪熊ワールドに魅了されます︒

行きました︒ぜひ︑皆さんもお出かけください︒

かった︒数年前に香川県丸亀市にある同美術館に

私の大好きな猪熊 弦一郎さんの表紙たいへん良

それもまた楽しいですよ︒

りするぞ！などと心に決めて工夫して暮らします︒

10

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

応募方法

このグラスコードは、本誌でご紹介した、
石巻 市 雄 勝 町名 振 で仮 設住宅に住む お
母さんたちが、1本ずつ心を込めて手作り
しています。素材は100％漁網の補修糸
を使 用し、簡単には切れない絆を表現し
ています。

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を
記入しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８
（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888
10

石巻市名振のお母さんが作ったグラスコード
（ママンブークル）を 5名様にプレゼント！
！
【読者プレゼント】
-

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
328円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

に集めて眺めていたいのである︒
﹁そんなに気に入っているなら
一時間見てろ﹂と言われれば私
は見ていることができる︒とき
めいているその時間が幸せなの
だ︒
このボタンは︑どんな想いで
形づくられたのだろう︒どんな
想いで描かれた模様なんだろう︒
作者に逢ってみたい気がする︒
宮本 律子

撮影／松田 庄司

ボタン
これらのボタンは全て﹁必要﹂だ
から買ったものでは決してない︒
いわば出逢いだ︒見た瞬間︑自分
のものにしたいという衝動にから
れたものばかり︒
ブラウスに付けるでもなし︑布
袋に付けるでもなし︑無目的で
買った︒でも︑どこかに付けてし
まうのは︑やだな︒こうやって一堂

15
-

14
2015.4.1 Neu Vision Club 春号
2015.4.1 Neu Vision Club 春号

15

-

5

233号 二〇一五年 春号
発行／ぬうびじょんくらぶ
兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138

-

〒672 8048

-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

固定種野菜お試しコース
・ 野菜宅配…1回5,400円
（税送料込）
その他のコースもご用意しております。
※写真は一例。
季節によって内容が変わります。

固定種＋無農薬＋無化学肥料の安心
し

き

こん さい

株式会社四季根彩
ひ き ぐんらんざんまち

埼玉県比企郡嵐山町志賀１７９３‒1
TEL&FAX0493-81-5701
E-mail：shikikonsai@paris-miki.jp
Facebookも随時更新しております

