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長く岩沼市の竹駒神社
に職員として勤めてきました。そ

の傍ら、児童虐待防止に取り組む

市民団体「子ども虐待防止ネット

ワーク・みやぎ」の活動に携わり、

１３年。電話相談の相手は虐待を

している恐れがある親もいれば、

そこから逃れようとしている子ど

も、ご近所からの通報など様々で

す。すぐに警察への通報が必要な

緊急の案件もあり、冷静かつ素早

い判断が求められます。

その時、大事なのは電話してき

た人に「寄り添うこと」「共感す

ること」です。相手がいくら虐待

している母親であっても「何して

いるの！」などと怒鳴るのは論外。

「よく電話してきてくれたね。勇

気があるね」と相手に身になって

声を掛けます。

仮設住宅入居者の方々はいずれ

ここを出て、新たな暮らしの場に

移ります。その際忘れてならない

のは、依然残らざるを得ない人の

心情。不安や焦り、悔しさにしっ

かり向き合いたいと思っています。

【ここだけの話】

チェロとピアノの演奏が趣味で

す。パッチーワークも好きで、大

きなキルトを縫ったりします。た

だそれも、この仕事に就いてから

はお預けです。

震災から半年が過ぎ、仮設住宅
入居者のみなさんは暮らしが少し

ずつ安定してきたように見えます。

しかしその影で、震災による心の

傷やストレスは、より深刻化して

いると感じます。なぜ肉親を救え

なかったのか、仮設住宅を出た後

の暮らしはどうなるのか─。家の

中で１人いると、どうしてもそう

した不安や悩みで頭の中がいっぱ

いになります。

支援員が巡回しても「来ないで

ほしい」と邪魔にされることもあ

ります。しかし、これは人によっ

ては「引きこもりの予兆」。距離

を取りつつも、やはり見守りは必

要です。

長年ホームレス支援に携わって

きましたが、あらためて、「人は

１人では生きていけない」という

ことを教えられています。お節介

と言われても、１人１人に「あな

たが大切なんだ」というメッセー

ジをしっかり伝えていきたいです。

【ここだけの話】

趣味は旅行と絵を描くこと。で

も、忙しくてどちらもすっかりご

無沙汰。ストレスがたまっている

ので、誰かにケアしてもらわない

といけませんね。

暮らし再生プランナー

高木 ひろ子さん

月日が流れるのは早いもの
で、このかわら版も第３号。

みなさんの暮らしを日々見守
るＰＳＣ（パーソナルサポー

トセンター）の方々の紹介に
加え、今号は生活者の皆さん

の自主的な取り組みにも着目。
毎朝広場脇で行われている
「ラジオ体操」と、毎週水曜

に集会所で開かれている「囲
碁教室」。中心メンバーの共

通するメッセージは「まざら
いん！」「一緒に楽しみましょ

う！」です。
（巻末に大切なお知らせがあ

ります）

◇ ◇ ◇

《ラジオ体操》
毎朝６時３０分～
広場付近通路

中心となっている北村敏子さん

の話

「きっかけは、入居者仲間の男性

が『体を動かすきっかけが欲しい』

とつぶやくのを聞いたこと。以来、

６月半ばから自前のラジカセを持

ち込んで、毎朝総勢２０人前後で

一緒に汗を流しています。ラジオ

体操が終わった後は『雑談の時間』。

みんなで和気あい。気付くと８時

近くなんです。ここで出会って知

り合っても、いつかは立ち退いて

バラバラになってしまう。せめて

『あすと長町に住んでてよかった！』っ

て思えるように思い出作りがした

いんだよね。参加者はいつでも募

集中。小雨でもやっています。体

が不自由な方でも大歓迎。一緒に

思い出と健康を作りましょう！」

参加者の声 その１

「ラジオ体操に参加するようになっ

てから、毎日が劇的に変わりまし

た。肩こりは楽になったし、体が

軽くなりました。体を動かし、更

に楽しい話で盛り上がった後に食

べる朝食は格別です」

参加者の声 その２

「参加することが習慣になり、１

日の始まりにこれをやらないと、

なんかスッキリしないんです。既

にラジオ体操は生活の一部です」

皆さん、いつもよりちょっとだ

け早起きしてラジオ体操に参加し

てみませんか？

《囲碁教室》
毎週水曜１０時～
集会所

中心となっている斎藤末男さん

の話

「８月から続けています。ボラ

ンティアで来てくれている先生

が、親切丁寧に教えてくれます

ので、初心者の方も大歓迎。碁

盤は１０台ありますから、手ぶ

らでご参加ください。みんなで

集えば楽しいですよ！ 知的陣

取り合戦で頭の体操をしましょ

う！」

暮らし再生マネージャー

芳賀 ヒロ子さん
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素顔に迫れ！ 絆支援員紹介

●お知らせ このＡ３判裏表スタイルの「あすと長町かわら版」の発行は、
今号で終了します。仙台市の仮設住宅入居者らを対象に今秋から毎月１回発
行される新しいかわら版（Ａ４判８ページ）の取材・編集に合流するためで
す。業務を担うのは協同組合みやぎマルチメディア・マジックと河北新報社。
「情報ボランティア＠仙台」も取材の一端を担う予定ですので、引き続き取
材へのご協力、新しい媒体のご愛読をお願いします。
●このかわら版を発行する「情報ボランティア＠仙台」は、東北学院大、河
北新報社、㈱デュナミスの連携で運営しています。ボランティアの学生記者
は被災者支援の活動に汗する人たちなどを取材し、河北新報がインターネッ

ト上に開設している地域ＳＮＳのページ「ふらっと」の中の「絆」のコーナー
で記事を発信しています。携帯電話からも閲覧可能です。
●今号の記事は、岩崎真実＠東北学院大、嘉藤梨奈＠東北学院大、大泉大介
＠河北新報ネット事業部が執筆。紙面レイアウトは小出洋人＠河北新報ネッ
ト事業部が担当しました。

ご愛読ありがとうございました。

新しいかわら版をお楽しみに！

自分たちの見回り活動が本当に
必要なのか、自問自答する毎日で

す。入居者の方から「話を聞くば

かりで結局何もしてくれない」と

のおしかりを受けることもありま

す。確かに、いろいろ制約はあり

ますが、もっと入居者の方のため

になることがしたい。

例えば、今はＰＣＳの活動は土

日、祝日は休みですが、輪番を組

んで対応できるようにすればいい。

内輪の課題ですが、被災者の方に

もっと寄り添いたいと思っている

支援員がいることは分かってほし

いです。

震災による津波で、わたしは大

好きだった女川町と石巻市雄勝町

の叔父叔母夫婦２組を失いました。

毎晩泣いて暮らしましたが、この

仕事に巡り合えたのも何かの縁。

みなさんの力になることが、亡き

叔父叔母への恩返しと思い、努め

ます。

【ここだけの話】

ドライブと映画鑑賞が息抜きで

す。ドライブは方々の道の駅など

を訪ね、その土地の味に舌鼓を打

つのが楽しみです。映画はジャン

ルにこだわらず観ます。大画面の

前でストーリーに集中できる、あ

の時間が好きです。

出版社や損害保険会社に勤めま
したが、お金だけを得る生活に虚

しさを感じました。タイに渡って

働いたこともあります。帰国後、

仕事を求めたどり着いた仙台。震

災後、知人の紹介でこの仕事に就

きました。

海外では本当にお金に困ったこ

とがありました。でも現地の人た

ちが食べ物を分けてくれ、人の絆

の大切さを知りました。仮設入居

者の皆さんは多くのものを無くし

ていますが、私にもそんな経験が

あるので、共感できます。

私たちの仕事は入居者の方が自

ら語ってくれるのを「待つ」こと

です。昨日は話してくれない人が

今日は話してくれたり、人の心は

常に動いています。いかに信頼関

係を築くかが重要です。

この仕事に本当にやりがいを感

じています。何かあれば遠慮無く

頼ってほしいです。お役に立てる

経験が私にはあります。

【ここだけの話】

趣味は万年筆と手帳。３０年来

の研究の結果、現在愛用品は特注

です。タイ滞在中、手帳講座の講

師を務めたほど。仙台で家庭を築

くのが夢。現在５６歳。運命の人

を探しています。

この震災で、地元小学校に避難
しました。避難所は毛布や暖かい

食事などがそろっていると想像し

ていましたが、現実は全く足りな

い状態。それでも、みんなが支え

合い、励まし合ってしのぎました。

そんな経験から、自分も少しでも

人の役に立てないかと、支援員に

応募しました。これまで化粧品販

売や区画整理組合の事務職員など

を経験してきました。幅広い世代、

職業の人と接するのは、不得意で

はありません。その経験も生かせ

ると思いました。

この仕事に就いて１００日あま

り。入居者の方が困った時に、真っ

先に思い出してもらえる存在であ

りたいと願い続けています。７月

は扇町仮設住宅を受け持ち、長町

を留守にしましたが、戻った時に

名前を覚えていてくれた人が時は、

思わず涙が出ました。

【ここだけの話】

実はベガルタ仙台の熱烈なサポー

ターです。ホームゲームはもちろ

ん、時間が許せばアウェーにも応

援へ。サポーターの魅力は選手と

の一体感。ベガルタ話題なら、ど

んどん声を掛けてください！

２年ほど前までは、製造業のＯ
Ｌでした。絆支援員の仕事は、

「少しでも人の役に立てれば」と

応募しました。

働き始めて約２カ月。これといっ

た資格も特技もない私にとっては、

難しい仕事だと感じています。う

かがったお宅で、入居者の方の顔

を見て、どのタイミングで、どん

な話題を切り出すのか。とても気

を使います。

入居者の皆さんの暮らしに過剰

に入り込むことなく、かといって

離れすぎず、「距離感」が大事だ

といいますが、私はまだ手探りで

す。

そんな中でも、気を付けている

のは「笑顔」。にこやかに接する

ことで、少しでも気持ちが上向い

てほしい。だから、笑顔だけは絶

やさぬように心がけています。

【ここだけの話】

本当に趣味らしい趣味がないん

です。休日は掃除や洗濯など、家

事で精いっぱい。体を動かすので

も、文化的なものでも、何か趣味

を持ちたいので、どなたか「これ

は！」というのがあったら、ぜひ

教えてください！

絆支援員

渡辺 ひとみさん

絆支援員

森田 基さん
はじめ

絆支援員

佐藤 ゆかりさん

絆支援員

大木 玲子さん
れ い こ


