地震発生時の状況
上田●熊本地震から３カ月という月日が
経とうとしていますが、いまだに多くの
方が避難生活をされています。同志社ゆ
かりのジェーンズ邸が全壊し、徳富記念
園も被害を受けている状況です。同志社
にとって関わりの深い熊本に何ができる
のかについて、本日は探っていければと
思います。まず、地震発生時の状況と現
在の状況を、校友会熊本県支部長の木下
さんよりご説明をお願いします。
木下●今回の地震に際しまして、多くの
皆さん方からお見舞いの連絡をいただき
日と

日に熊

ました。特に同志社創立１４０周年の記
念イベントとして、１月
30

関係の方々にお越しいただきました。

日の地震、

間がかかり、アッと思いながらも動けま

瓦のおうちは瓦が落ちていました。

日

帰宅した直後、柱にもたれながら靴下を

いぬ い やぐら

隣接する益城町でした。１時間後には、

ませんでした。震源は、熊本市の東側に

いで、書棚もタンスも倒れることはあり

るんですが、台所で鍋などが落ちたぐら

しみました。揺れは結構長かった気はす

木下●そうですね。いきなり家全体がき

上田●縦にドーンときた感じですか。

木下●ずっと続いているんです。後で分

か。

上田●その間もずっと揺れていたのです

四本柱で。

耐えていました。二本柱では厳しいので、

られず、女房とお互いに抱き合ったまま

ているんですよ。自分一人じゃ立ってお

ました。停電でした。まだ道路が波打っ

る中で揺れが少し静まった時に家から出

タウンの役割りも果たしている町です。

年で人口も大きく増加。熊本市のベッド

関係の工業団地もあります。この

カやメロンの特産地です。現在はテクノ

城町は熊本市に隣接した田園地帯。スイ

べていたようです。大きな被害の出た益

飛び交い、ライトを付けて被害状況を調

それと同時に自衛隊のヘリと思いますが

は電灯も１時間半ぐらいでつきましたが、

日

暗闇の中で消防や救急隊が動くといった

かったんですが、午前１時台の本震の後、

未だに民家の崩壊現場は手つかずの状況
です。ジェーンズ邸は、

、

日の段階では
は２００回程です。夜が明けて家に帰る

後の写真が載っていました。

日の新聞には崩壊直
と家の中はタンスも書棚も全て倒れ、着

れたのですね。

上田●前震よりも、かなりきつく感じら

ったのか分かりませんでした。

在り、大雨による水害すら考える必要の

です。自宅は熊本城の北側の丘陵地区に

木下●いや、全く考えたことはなかった

上田●避難先は認識されていたのですか。

た。

ンと崩壊したようです。

の上にあった建物が浮き上がって、ドー

木下●はい。典型的な直下型地震、台座

寝ていたのですが、瞬間的に、何が起こ

木下●眠りの中で激しい音と大きな揺れ。
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目が覚めても何か揺れている。何だこれ
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ない地域です。ただ、自宅周辺でも日本

17

は？と、自分自身が認識するのに相当時

心したんですが、

でも逃げ出せるようにと準備していまし

若干壁が落ちているだけと聞いて少し安

14

た。 日の本震の時は、たまたま早目に

日だけで余震の数

40

16
30

部が落ち、石垣が崩れていました。

ニュース映像がぼんぼん出てきました。

立て続けに震度５、６の揺れが続きまし

こうとしたところ、熊本城の戌亥櫓の一

そのひどさというものは自分たちも経験

た。震度７が

日。過去に例のな

がなく、大変な状態になっていました。

い地震だそうです。

16 16

上田●２度目の地震で全壊したのですね。

14

物や本が部屋いっぱいに散乱していまし

15

日と

ただ余震があるという予測も出ていたの

「もうだめか」とそういう気持ちもよぎ

15

で、 日、 日の夜はまだ我が家でいつ

した。

は、熊本城内を抜けて自分の事務所に行

後に前震と云われ地震のときは仕事から

きな地震に遭遇しました。

だきましたが…。３カ月後にこういう大

葉町教会などのゆかりの地を巡っていた

富記念園、熊本バンドを継承する熊本草

日は早天祈祷会の後、ジェーンズ邸と徳

30

には、九州域外からも約１３０名の校友、

本市で開かれた「同志社フェアｉｎ熊本」

29
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うえ だ まさひろ

（大学ボランティア支援室長、大学商学部教授）

上田雅弘

●司会
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こしかわひろひで
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みずたによしひろ

（Jパックス株式会社

水谷嘉浩

理事・熊本県支部長）

木下智夫

（同志社校友会
きのしたとし お

●出席者

せんでした。あまりにも強烈過ぎました。
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脱いでいる時、いきなりガァーンときま
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ん中には入れず、ブルーシートが全体に

はジェーンズ邸を見学しました。もちろ

状況は全然存じ上げておりません。最初

おりませんでしたので、益城町など他の

熊本へ参りました。本当に短い時間しか

越川●私は２カ月ほど経った６月９日に

たいと思います。

谷さんにも当時の状況についてお伺いし

避難所に段ボールベッドを届けられた水

上田●熊本へ実際に行かれた越川先生や、

の難波牧師から震災の様子を伺ったとこ

こに今おられる、同志社大学神学部卒業

深い教会に伺わせていただきました。そ

町教会という、これも同志社にゆかりの

越川●ジェーンズ邸見学の後、熊本草葉

しては最古のものです。

が、熊本県内における木造洋風建築物と

当時の部材を持って回っているわけです

洋学校教官宿舎として建てられました。

います。最初は１８７１年に熊本城内に

木下●ジェーンズ邸は既に３回移築して

なのかなとも思いました。

立てては分解することを繰り返した結果

は何度も移設されているんですね。組み

震災から

時は、嘘だろうと思いました。東日本大

水谷●私は、いわゆる前震の話を聞いた

せいただければと思います。

泊まりに関わるところでの状況をお聞か

ドを届けられたということで、まさに寝

上田●水谷さんは被災地へ段ボールベッ

れているのかなと感じました。

震災直後の現実はそういうところにも現

ため、建築関係の方たちが泊まられる。

内のホテルは満杯と聞きました。復興の

越川●そうですね。それから今、熊本市

同志社ゆかりの
ジェーンズ邸崩壊

かかっていました。ところどころから梁、
ろ、教会そのものは大きな被害はなかっ
年は来ないだろうと思ってい

避難所の状況

柱、瓦などが整理されているのが見えま

水谷●ゴーッという音とともにシェイク

上田●宙に浮いた感じですか。

ように揺れました。

ズ邸だけでした。もともとジェーンズ邸

全体が潰れてしまっているのはジェーン

が崩落している所もありましたが、建物

いました。周りの民家も確かに壁の一部

ていて、一部崩壊して公園の中が見えて

越川●すぐ横が水前寺公園の裏壁になっ

たか。

上田●周りの建物はどのような状況でし

だようでした。

したが、その一角だけが、ぽかっと沈ん

まらず、睡眠が取れないという状況だっ

したけれども、その後はなかなか気が休

っとします。皆さんは、まず命の保全を

も気になるところですね。

ちますと、心に蓄積した悩み、ストレス

上田●そういった意味では、何カ月もた

おられるのだろうと想像します。

張り過ぎているような方たちもたくさん

をしておられました。頑張っている、頑

たら結構被害がすごかった」というお話

す』と答えられますが、実際に行ってみ

たちに安否を問うと、皆さん『大丈夫で

た そ う で す。 た だ 牧 師 は、
「教会員の方

がありました。恐らく想定外の地震でし

ち込まれた荷物が下ろせないということ

とうまくつながっていなかったため、持

としましたが、受ける側の行政側の体制

ら、部屋がくじ引きの抽せんの箱を振る

が、今回の本震は上下左右で、例えるな

いでした。起震車の揺れは左右だけです

いう装置で起こす震度７の揺れとは桁違

ました。地震を体験できる「起震車」と

ジネスホテルで寝ていたら本震が起こり

に入っていました。そして熊本城前のビ

に出張の用意をして、翌日には熊本市内

た。ところが震度７ということで、すぐ

たので、誤報ではないかと思っていまし

一晩でなくなりました。

たから。熊本市の場合は３日分の備蓄が

たと思います。

頭の上の窓ガラスが割れ、停電になり、
テレビが飛んできて、挙げ句の果てに水
道管が破裂しました。ホテルを放棄して
分に１回ぐら

があるだけで、大勢の方が床の上に土足

設が開放されているのですが、防災毛布

あと避難所へ行くと、体育館や学校の施

支援者として少し反省しました。本震の

入ってしまい、身の危険を感じました。

行く者としてあまりにも軽々しく現地に

いました。しかし、今回被災地へ支援に

うと、簡易ベッドを配給する活動をして

ら環境改善をして二次災害を防いでいこ

大震災以降、雑魚寝の避難所は危険だか

ても揺さぶられる感覚です。私は東日本

い震度６の揺れがありました。走ってい

ラフ等の問題を含めて、空港などが九州

木下●熊本は地震がないことや、南海ト

配給はどうされたのですか。

上田●地震後、一番初めの段階で食料の

した。

に地域の指定の小学校の体育館へ行きま

木下●私も２晩は車中泊をして、３日目

ので、一旦は大阪に戻りました。

などの対応がこれからという段階でした

で、調査を兼ねて入ったのですが、行政

ました。雑魚寝という問題がありますの

水谷●いいえ。そのときは私一人で行き

ドはもうお持ちだったのですか。

上田●最初行かれた時は、段ボールベッ

社のボランティア支援室の学生を８名送

１６年４月１日にできた組織である同志

しょうか。それから４、５日後には２０

きたのは、４月

木下●熊本にボランティアセンターがで

ったのはいつ頃でしたか。

上田●実際にボランティア団体などが入

レンタカーで移動中も、

のままでした。約５００名の方がおられ、

における避難用地の指定を受けようと動

ボランティア活動で
重要なことと
学生ボランティアの意義

地震の直前に５００名分の携帯の警報鳴

いていたわけですが、このようなことに

日じゃなかったで

り、ビビビビーッと音を聞いたら、ガガ

27

28
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、

ガガガガーと揺れるという異様な状況で

なりました。自衛隊が支援物資を運ぼう
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した。本当に震え上がるというか、びく

想定外規模の災害に対して
遅れをとった行政

される感じです。状況を把握した頃には、

10
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ろへ物資を輸送するトラックなどが入っ

というのは、交通が遮断されているとこ

すけど、熊本は少し時間がかかりました。

ティアセンターというのを開設するんで

水谷●社会福祉協議会などでは、ボラン

り込んでいただきました。

住民を支援しないといけない。そもそも

自分たちも大変なのに、自分たちの市民、

もあり、かつ支援者でもあるんですよ。

づく思うのは、行政というのは被災者で

いろなところを見てきたのですが、つく

島の噴火の時も現地に行きました。いろ

土砂災害の時も、昨年の常総の水害、桜

たか。

今回のケースはどのように感じられまし

上田●実際に熊本におられて、運営面で

ね。

ことができないという問題はありますよ

ますので、外部の力を効果的に配置する

ないといけないというのがベースにあり

誘導等です。

受付であるとか、活動先とのマッチング、

が、実際に活動したのはボランティアの

が熊本市に行かせていただいたわけです

ンティア支援室から学生８名、職員２名

ーが一番大事だと思います。今回、ボラ

思いで行くわけですが、運営するセンタ

上田●ボランティアは何かしたいという

います。

では、少し遅めのスタートだったかと思

ージがあります。マンパワーという意味

かと。全て外に任せて、被災地の職員の

ましょうということはできないのだろう

益城町は京都府、熊本市は大阪府がやり

は外から入った人がすべきだと。例えば

援に回るべきじゃないと思います。支援

応できません。私は、本当は被災者が支

ーズはあるのですが、それになかなか対

い、トイレがないという状況があり、ニ

ります。一方で避難所には、食べ物がな

型で来ると、たちまち対応し切れなくな

ボランティアなり、物資なりがプッシュ

と言っているのと一緒で、そこに例えば

マンパワーの必要性は反省点としてあり

末端まで届くのに苦労した。そのための

どんどん物は押し込んでいった。しかし、

がプッシュ型の支援などを言い始めて、

と見られたのではないでしょうか。政府

は言っても今回は、東日本の教訓もわり

ことをやっている印象があります。そう

めてで、初めての対応として、毎回同じ

広島も初めて、常総も初めて、東北も初

災害対応という意味ではどこも一緒です。

スタンスだったようですが、実は行政の

うに、熊本では大きな災害はないという

水谷●先ほど木下さんがおっしゃったよ

て人が殺到するとまずいということで、
そこに無理があります。１日

時間働け

開設を遅らせたのではないかというイメ

木下●熊本市が受け持つのは熊本市内だ

ウハウなどは当然行政でさらに検討、準

くということだと思います。そういうノ

づける組織をなるべく早く立ち上げてい

中間に入ってくる人たちをきちっと関係

り込んでいくとすれば、同志社側と先方、

られました。同志社がボランティアを送

ろな活動が当然必要である」と言ってお

マネージしてくれる人といった、いろい

それを生かしていく、中間点で働き手を

な方たちがボランティアに来てくれた。

チ、ミスマッチが結構ある。今回いろん

水谷●東日本大震災以降、例えば広島の

のかなと思いました。

を改めて確認させていただきたいと思い

が、同志社と熊本とのそもそもの関わり

す。さて、少し話が戻るかもしれません

常に意義深いものであると感じておりま

束ね、運営していくという意味では、非

をしたいという学生の思いを受けとめて

ア支援室という形で開設したのは、何か

いかなと感じています。今回ボランティ

学生ボランティアの意味があるんじゃな

よって社会性を得ていく。そのあたりに

をしたり、長期間つながっていくことに

活動で知り合った人たちといろいろな話

が芽生えます。最終的に、ボランティア

水谷●そうです。被災地には自ら支援し

て重要な役割ですね。

新設テレビ局に初出社した翌日、開局支

しています。大学卒業後に入社した地元

いないといけません。私も少しずつ勉強

うな歴史なども校友がしっかり分かって

ント、学校行事を地方で行う時、そのよ

本に戻った校友がいます。いろんなイベ

その他にも相当な数の熊本出身者や、熊

数名が同志社の社長、総長になられた。

いに寄与された方でした。その中にいた

で改善されました。近代熊本の発展に大

が、それを、乳製品や肉類を食べること

学生もほとんどが脚気だったらしいです

ドとしては、当時の人々、熊本バンドの

貢献度の高い方のお一人です。エピソー

少し分かってきました。熊本近代化への

ィアで行きたい人と受け入れる側のマッ

越 川 ● 先 ほ ど の 難 波 牧 師 は、「 ボ ラ ン テ

上田●越川先生は事後にご覧になってい

備してくださると思いますが、同志社大

ます。木下さん、少し解説をお願いしま

かがでしょうか。

学全体としても、支援室だけではなくて

す。

ない、と思います。

私たちの意識づくりをもう少し広く、学

木下●解説できるようなものを持ち合わ

そのあたりはもう少しどうにかできない

校で培っておく必要はあるのかなと思い
ます。

余名の前で「お前か？

あるとか、言ってみれば利己的な思いで

いく動機は、最初は人とつながりたいで

上田●学生がボランティア活動に入って

本バンドです。彼らを熊本で教えたジェ

同志社に入った。第１回卒業生は全て熊

者たちが花岡山で結盟して、京都に上り

きました。熊本バンドと後々言われる若

年にあたって同志社と熊本との関係を書

入っています。以前、同志社創立１４０

Ｏ』という総合文化誌を出して４年目に

そこから、改めて４年間を取り戻さなけ

回 言 う と、「 も う え え 」 と 言 わ れ ま し た。

木下●「良心の、良心の…」と、３、４

上田●テストされたんですね。

た。

の文言、何と書いてある」と問われまし

同やんは！大学正門にある新島先生の碑

締役に、同期の

あることも多いです。しかしボランティ

同志社と熊本の深い関係

アに携わっていくことで実際に人と触れ

熊本地震─同志社はいま何ができるか─

ればいけないと思いました。カタルパ鑑
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ーンズ先生については、この１、２年で

10

合い、何が必要かを考えることで利他性

せていませんが、私は『ＫＵＭＡＭＯＴ

援で熊本に滞在中の関西テレビの常務取

上田●そういった意味では、運営も極め

ますね。

48

負担は思いきり下げてあげなければなら

けで、ボランティアセンターから車で
～ 分先の益城町には踏み込めません。
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賞会も、この 年５月になると行ってい
ますが、校友のみんなも少しずつ由来を

れると私は思っております。キリスト教
ですが、校友を含めて参加しています。

っています。教会会員の皆さんがメイン

ドを作れば、凍死は予防できるんじゃな

うことで、寒いだけなら段ボールでベッ

志社と熊本をつなぐ生きたパイプがおら

校とのつながりもあります。本当に、同

長も同志社出身といった、いろいろな学

中学校の校長先生が、前校長、現在の校

張っておられたり、九州学院高等学校・

事柄以外にも、同志社出身の先輩方が頑

ども教えています。このような歴史的な

んでいます。当然、熊本バンドの影響な

００人程度、１学年分ぐらいの学生が学

ト教」があります。これを１年間で６０

同志社科目の中に「建学の精神とキリス

越川●現在、同志社の自校教育の一環で、

川先生はいかがですか。

日頃には作っ

をつないでいただきたいと思います。越

のＯＢ・ＯＧの方々には、そういうこと

ドが必要だということで、すぐ動きまし

地震が起こると長期化しますので、ベッ

す。同じように熊本でも、この規模の大

にも行きましたが、やはり雑魚寝なんで

長野、宇治市、紀伊半島の豪雨の被災地

も来ていただき、前夜祭で講演してもら

本草葉町教会で行っています。大学から

木下●偶数年には早天祈祷会前夜祭を熊

っております。

現実的にも相当深いものがあると私は思

このように熊本との関係は、歴史的にも

教職員も結構行かれる方がおられます。

という体験をする。学生だけではなくて

そこが一つのスタートになっているんだ

バンドが奉教趣意書に署名し、結盟して、

行き、花岡山に実際に登り、ここで熊本

鮮な驚きがあるようです。徳富記念館に

あ、こうなっているのかというふうに新

こに新島襄の写真があったりすると、あ

訪ねて館長さんのレクチャーを聴き、そ

いるわけですが、例えばジェーンズ邸を

なかったり頭の中でしか知らない学生も

５名です。熊本バンドについて全然知ら

があって、私も何回も行っている中で感

ランティアというのはなかなか難しい面

かき立てられると思います。ところがボ

特に若い人は「さあ何かをしないと」と、

ショナルな情報が入ってきます。学生、

た。聞きますと寒さが非常に厳しいとい

こでなぜ亡くなるんだと疑問に思いまし

というのは助かった人がいるはずで、そ

というニュースを見たんですね。避難所

温症で亡くなった、要は凍死されていた

水谷●東日本大震災の時、避難所で低体

何だったのでしょうか。

ンティアをしようと思われたきっかけは

ア関連に話を戻します。水谷さんはボラ

は大切だと思いますね。少しボランティ

学生が意識する機会をうまく増やすこと

上田●同志社と熊本のつながりを現役の

て、ツイッターで写真を流して呼びかけ

いかと思いました。３月

学生への「熊本教育」

たんです。それが石巻の赤十字病院のお

３２００名、阪神大震災でも９００人が

わけです。例えば東日本大震災の場合は

害はなくならないということが分かった

だったので、これをなくさないと二次災

寝なんです。２カ月も床に寝ている状態

ところが、どこの避難所へ行っても雑魚

がどうしても要るということなんです。

になってしまうということで簡易ベッド

りませんでしたが、何かをしなければと

した。何をすればいいのかなかなか分か

分はそうありたいと、ずっと考えていま

中のお役に立てる会社にしたい、また自

ぐらい前から、経営や仕事を通じて世の

の製造販売をしています。実はもう

水谷●私は段ボールのパッキングケース

のお仕事だったのですね。

すね。水谷さんの場合は、それがご自身

辺で何が力になれるかということなんで

きるかと考えたときに、それは自分の周

上田●学生でもそうなんですが、何がで

家庭教師のようなことをするといったこ

お手伝いする。学生なら、１週間単位で

強できるスペースを作り、または勉強を

りませんし、試験もあります。そこで勉

当然、子どもたちは宿題もしなければな

ト空間のない避難所で、学校が始まれば

中学生も、高校生もいます。プライベー

うか。

上田●では学生たちは何をすべきでしょ

います。

プロの仕事が必要とされるかなと思って

見た支援というのは、そういう意味では

す。的を射て、しかも被災者の立場から

償であろうと、被災者のために手を尽く

しく見えるんですね。有償であろうと無

事屋さんなど、プロの活躍が非常に頼も

だけじゃなく、水道工事屋さん、電気工

じたのは、看護師、自衛隊、レスキュー

た。

０台をトラックで運びました。いろいろ
話を聞くと、実は低体温症だけではなく、

できるんですよ。地震は防げないが、避

いう思いがあったので、東日本大震災の

エコノミークラス症候群、つまり血栓症

難所での被害は止められる。それに気づ

時にもすぐ動けたと思います。災害が起

％から ％は関連死なので、この予防は

座談会

熊本地震─同志社はいま何ができるか─

水谷●一例ですが、避難所には小学生も

き、避難所の環境改善をしていかないと

とは意外と喜ばれるんじゃないかなと思

10

年

いけないと考えて、東日本大震災の避難

こった時は、ショッキングな、センセー

災害関連死されています。直接死の約

所に何回も行きましたし、その間、広島、

学生だからこそできる
ボランティアとは

医者さんらにつながって、「ぜひ欲しい」

10

災害関連死を防ぐ
段ボールベッド

年以上前か

文化センターの企画では、
ら「 Doshisha Spirit Tour
」という名称
で、熊本キャンプを隔年で行っています。

理解し出しました。素晴らしい学校で学
べたことを理解しつつあるのかなと思い
て、同志社や熊本バンドゆかりの土地を

学生たちを連れて、ジェーンズ邸も含め

すし。
訪ねています。参加者は毎年

名から１

上田●そうですね。特に校友会、同窓会

ます。理解してもらわないとまた困りま

10

10

というニーズがあり、４月１日には２０

20
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被災地の方たちの痛みを和らげることが

全ての人が思いを寄せて支えることで、

もしくはリスクも抱えた痛み分けの中で、

汗を流してもいい。この時間も労力も、

を出すでもいいし、熊本に実際に行って

みの分かち合いだと思うんですよ。お金

我々でも痛いじゃないですか。これも痛

遣 い の 中 か ら １ 万 円 出 す。 １ 万 円 っ て

ランティアだと思うんですね。例えば小

で分かち合おうというのが、支援とかボ

いろな痛みを感じて、その痛みをみんな

寄せることで、その痛みを感じる。いろ

す。気の毒だな、大変だろうなと思いを

ず、思いを寄せるということだと思いま

配事を支えてあげる。支援というのはま

すよ。その中で抱えているいろいろな心

ども、日々の生活が当然あるわけなんで

水谷●そうですね。非常時ではあるけれ

こそできることですね。

上田●プライベートな空間じゃないから

います。

に立ちたいのか確固とした信念を持って

るのか、何をしたいのか、どういうお役

水谷●そうなんです。自分は何をしてい

もんね。

上田●現実を見ると、いろいろあります

場面もあります。

腹が立ってきますし、やっていられない

大きく見ないと。個人をその都度見ると

のではなくて、被災してしまった人々を

らないと思います。それと、個人を見る

見返りを求めない気持ちで行かないとな

す。しかし、やはりワンウェイというか、

より、見返りをついつい求めがちなんで

あります。やはり人間なのでワンウェイ

「何をしに来た」と言われることも多々

中で、言われのない批判もされますし、

水谷●一方、私も何回も被災地に行った

なるのかなと考えます。

まさに学生にとって社会性を育むことに

て痛みを分かち合う。このような段階が、

持ちになる、利他性が芽生えます。そし

ランティアに行くことによって他者の気

木下●先週の土曜日も

できることは何だとお考えですか。

いと思うんです。実際に同志社が熊本で

そこで社会を見る目を養っていければい

思いをすることもあります。学生たちに

何しに来たんだという目で見られて嫌な

と、現実的にいろいろなことがあります。

という部分もあります。ただ現場へ行く

良心教育に基づく徳育からの教育の一環

開設に当たっても、そういった意味で、

のかなと思います。ボランティア支援室

りを求めないというところにも帰着する

かもしれませんが、一つは、やはり見返

良心とは何なのかというのは難しいこと

上田●そもそも同志社は良心教育です。

なと思います。

を持って現地に行くという姿勢は必要か

そこも踏まえて、やっぱりある程度覚悟

人ばかり幹事が

日常に役立つ学問を結集させて
災害後の長期ケアに役立てる

できるんじゃないかなと思うんですね。

とですが、やはり日本の避難所を変えて

水谷●一つは、私が今取り組んでいるこ

した。水谷さん、いかがでしょうか。

る余地があるかなと、今のお話で感じま

動、あるいは体育活動が、関わっていけ

かなと感じます。例えば同志社の文化活

精神的なストレスを和らげるために必要

常とは違う関わりや楽しみというのも、

りませんので、いろんな意味で、少し日

切なんですが、現状が日常の状態ではあ

戻っていくための支援をしていくのは大

上田●復興という意味では、日常生活に

か。

けていただくというのはいかがでしょう

感じていただくための、接触の機会を設

災者に対して何らかの精神的な安らぎを

震が起こるであろうと想定するとき、被

揺れているようです。この後にもまだ余

だ続いています。南側の日奈久断層側が

が、この１週間、震度３や４の地震がま

木下●今は地震から約３カ月経ちました

うか。

ボランティアができることとは何でしょ

一般的なボランティアとして、同志社の

最初、自分の中に発生します。実際にボ

いですけれども、自分の気持ちとして、

上田●思いを寄せるのは自己利益ではな

です。私も最近
「避難所と避難生活学会」

水谷●そうです。学生も教職員も含めて

なく、教職員を含めたチームですね。

上田●そういった意味では、学生だけで

思います。

らげる方向に導くことはできないかなと

だろうか、その結果先ほどの、痛みを和

めに取り組むチームみたいなのができる

志社として、いろんな専門家が熊本のた

きないかなと思います。例えばオール同

らのうち有事で活用できる部分を集結で

野。社会福祉、栄養、経済、法律。これ

ではなく、どちらかといえば人文的な分

んです。災害というと自然科学系ばかり

る部分が、各分野の中で必ずあると思う

けど、災害時という非常時にお役に立て

な学問があって、その学問は日常なんだ

点がたくさんあります。その中でいろん

んですね。日常の中に例えば改善すべき

というのは衣食住なので、まさに日常な

ています。それだけではなくて、避難所

成果を出していかないといけないと思っ

を減らそうという取り組みです。これは

ドに変えていき、二次災害や災害関連死

所を変えたい。床に寝る現状を簡易ベッ

不良を起こすことがあるのも現実です。

自分も納得いかないというような、消化

いないと、行ったはいいけど、かえって

し、これまでの経験を蓄積する場にもな

に尋ねに行く情報集約の場でもあります

ら、どうしたらいいのか分からないとき

生が何かしたいという気持ちを持ちなが

れたボランティア支援室というのも、学

ためには蓄積が大事ですね。今回設置さ

ておくことは大切だと思いますし、その

上田●思わぬことに対して心の準備をし

すね。

そこをクローズアップして支援したいで

的な苦しみも抱えてしまうのですから。

す。ある日突然、精神的な苦しみも肉体

された方はその部分に苦しんでおられま

しみ、トンネルが始まっています。被災

るのではなく、実はそこから長い長い苦

水谷●ああ助かった、よかったねで終わ

切ですね。

上田●災害があった場合、その事後が大

学びを始めました。

てもらって、避難所を良くしようという

を立ち上げ、いろんな分野の方に集まっ

上田●確かに、それは難しいと思います。

を出せる人というのはいないんですよね。

集まって話し合いましたが、即座に意見

熊本地震─同志社はいま何ができるか─

キリスト教文化センターの
取り組み

いきたいということです。雑魚寝の避難

座談会
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ティア支援室が立ち上がりましたので、

しても中心になります。今回は、ボラン

越川●私どもの場合は学内のことがどう

がですか。

教文化センターの取り組みとしてはいか

ると考えています。越川先生、キリスト

す。

広い意味での取り組みの一つだと思いま

いくことは、私どものセンターの中でも

ことを忘れないようにする努力を行って

でしょうか。そういう意味では、熊本の

も し れ ま せ ん。
「忘れない」ということ

ましたけれども、そうしたことになるか

日まで行い

上田●ありがとうございます。今回も募

一つの定番の活動になっていました。

ト教文化センターで募金活動をするのが

のような大きな災害が起きると、キリス

いをさせていただきました。今まではこ

るという形でセンターとして少しお手伝

祈りの機会があります。ものすごいスピ

それを聞いていますので、それを通して

まっている１００名、２００名の学生は

は牧師のお祈りがありました。そこに集

ーが毎週行われています。震災直後など

思っています。例えば、チャペル・アワ

か、気持ちの面での支援も行えるかなと

やはりそれを支えていく精神的なものと

手法は当然、大事になってくるんですが、

か知的なものとどう結びつけていくか。

の中で働いてこられた方を、学問という

で、良心学と実践みたいな問題で、現実

つだろうと思います。あとは同志社の中

のは、これはとても大事な取り組みの一

会を企画して、読んでいただけるという

事かなと思います。例えばこういう座談

教職員がそうしたことを覚えることは大

かもしれませんが、学生だけではなく、

あとは、うちのセンターと少し離れる

そこを通じてのさまざまな活動に協力す

ました。キリスト教文化センターにもお
ードで私たちの社会は次々と動いていき

金活動を４月 日から５月
万６９５８円が集ま

り、赤十字へ送りました。
のことも忘れてしまうし熊本のことも忘

ます。残念ながら距離が遠いと、東日本
るし、行うべきことだろうと思います。

これはやはり大学という場では十分行え

手伝いいただき、
越川●キリスト教文化センターの学生ス
れてしまうということがあります。そう

ったら、約 名が手を挙げてくれました。

学内での募金活動をやってくれるかと言
か、あるいはチャペル・アワーでお祈り

したとき、募金をしている学生がいると

しては、熊本で起きた震災が人々の心の

的でした。京都でできる活動といたしま

らも活動を続けたいという声が大変印象

方であり、復興を支えるつもりでこれか

か、復興していくのはまさにその現地の

がら活動されていたということであると

際に被災地では、現地の方々は協力しな

長していると感じているところです。実

実的な捉え方ができるように、学生も成

は、復興支援ということに対しまして現

に言っておりました。そういった意味で

主体的に捉えることができたというふう

のこと、それから災害についても自分が

ボランティアをすることによって、他者

バックを受け、学生が自ら進んで現地で

地活動をいたしました学生からフィード

活動があることを伺いました。今回、現

からは実際に今できることとして様々な

生からは忘れないということ、木下さん

からは熊本にとどまらない支援、越川先

う直接的で本当に物質的なものを含めた

してもらい、今回実施しました。こうい

そこでボランティア支援室にレクチャー

身は、自分の経験したことを戻すという

にも多くの学生が聴きに来ます。学生自

ティアの学生に話をしてもらって、それ

アワーでも、やはり実際に行ったボラン

非常に大事だと思いました。チャペル・

学生に自分たちで報告するというのは、

学生、関わった学生たちが、学内にいる

りました。今回も、熊本に実際に行った

るんです。聴講する学生がたくさん集ま

援するような形で公開で行ったことがあ

ティア報告会」を、うちのセンターが後

てきた段階で「東日本大震災学生ボラン

発的にボランティアに行きました。戻っ

大震災の時、いろんな学生たちが結構自

越川●少し付け足しておきます。東日本

いければと感じています。

ネートして、これからの活動を蓄積して

ィア支援室でも、学生の思いをコーディ

今後も大切かと感じています。ボランテ

学生の成長にも目を向けたプログラムが

本と同志社の関係を大切に守りながら、

先ほど思いを寄せるというお言葉があり

少しでも覚えているということですね。

するとか、何らかの形でそうしたものを

費用だけでも１０００万から１５００万

出してクリーニングが必要ですが、その

ここの書物類や部材をできるだけ早く救

ンズ邸は崩壊したままになっています。

ゆかりの地としてあります。現在ジェー

ざいません。もちろん熊本草葉町教会も

れています。花岡山はまったく指定はご

す。ジェーンズ邸は県の文化財に指定さ

本市の文化財であり、熊本市が所有者で

花兄弟の記念園があります。記念園は熊

地には、ジェーンズ邸と、徳富蘇峰・蘆

１７年３月まで行っています。ゆかりの

社ゆかりの地

木下●校友会としては「熊本地震

えていきたいと思います。

を増やしていくことも、今後積極的に考

啓発にもなると思います。そういう機会

なります。何かをしたい学生に対しての

上田●そうですね。他の学生にも刺激に

同志社ゆかりの地の
復興に向けて

す。その部分に特化した目標金額を１５

円かかると市の文化振興課は言っていま

基金」の募金活動を２０

同志

上田●ありがとうございます。水谷さん

中から消えないように、熊本のことを知

のはすごく有効だと思っています。

本のものを学内で売るなどのお話も出て

熊本地震─同志社はいま何ができるか─

００万円に設定して、当初、校友会では

座談会

いました。そういう声を大切にして、熊

たちがそれを伝えたいから、例えば、熊

ってもらう必要がある。学生たちは自分

被災地を覚え
現地で活動した思いを
分かち合う

名が名を連ねていて、その学生たちに
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タッフが、最近結構増えてきました。約
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いできるということです。

しての控除、企業の場合でしたら損金扱

たら、２，０００円を引いた残り分に対

は控除対象になります。個人の場合でし

修復基金」に入れるということで、これ

額を、熊本市が持つ「熊本市文化財保存

ここで集めた来年３月末終了時点での金

社のできることの一つかもしれません。

少しでも早まるように、というのは同志

によって、ジェーンズ邸の復旧の順番が

特化した形でこのような活動をすること

でしょうが、まず、同志社ゆかりの地に

は、恐らく熊本城の復旧が最優先になる

熊本銀行に口座を開きました。熊本市で

しながら、地元の銀行２行、肥後銀行と

後、国税や当該税務署とキャッチボール

ゆうちょ銀行に口座を作りました。その

上田●ありがとうございます。皆様、今

とは思っています。

にも一緒に入ってきてほしいなというこ

ています。そんなこともあって、同志社

も今、実は大学院生で、その研究をやっ

お借りできたらと思っています。私自身

思っています。そこを同志社からも力を

期避難をいろんな角度から改善したいと

今までクローズアップしてこなかった長

「 避 難 所 と 避 難 生 活 学 会 」 を 立 ち 上 げ、

なで支えようということで、私の場合は

の瓦解」という意味がある。そこをみん

と は 言 わ な い。 そ こ に は や は り、
「生活

山奥で土砂崩れになっても、それは災害

がいるから「災害」なんですね。例えば

災害が起きると避難所ができますが、人

水谷●先ほども少しお話ししましたが、

らお願いします。

（２０１６年７月

日）

日はお忙しいところ本当にありがとうご

上田●水谷さんも、他に何かありました

ざいました。


12

20

