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～被災者と支援者がともにきり拓く一歩～

2/11 学習会「広げよう、家族保養」
2017 年 2 月 11 日（土・祝）13 時 30 分より参加者 19 人（会員 11 他 8）
。WithYou さいたまで、学習会をおこないました。
講師は早尾貴紀さん（東経大准教授「311 受け入れ全国」共同代表）吉田千亜さん（「ルポ

母子避難」の著者）です。

＊講演記録は YouTube「カラッポのおうちの会」にアップしました。ぜひご覧ください。

早尾貴紀さんからは自らの避難の経緯、受入全国の活動にいたるまでの経過や各地の受け入れの活動について、
また原発事故をとおして国とは何か、ディアスポラ（離散民族）の思想にも触れながら、これからの保養の活動に
何が必要なのかについて示唆していただいたと思います。
「そもそもの問題（国策としての原発とその事故、このよ
うな事態を招いた遠因）
」にも思いをはせるための材料をいただきました。
また昨年の総会にもお話をいただいた吉田千亜さんからは、今年３月末に向けての避難の協同センターの取り組
みや、現在、避難のご家族が置かれている状況、さかのぼって 2011 年 3 月以降、原発事故により避難するに至った
状況（だれもその時点で子どもと家族の命を守りたいと選択したことが、後に自主避難と呼ばれるとは想像できな
い、ひっ迫していた）など、データーを参照しながらお話しいただきました。そして今年、2017 年の３月という期
限を示した、苦しい現状にさらにご丁寧にも追い打ちをかける避難支援の打ち切りや、実質的に、強制的な帰還政
策の影響下にある方々の現在をうかがうことができました。参加者は１９名で少なめでしたが、講師の話す内容に
引き付けられ、会場内には一体感が感じられました。
カラッポのおうちの会の「家族保養」の視点、強風にぶっ飛ばされそうな逆風ですが、支援の意思の表明である
「できることをやり続ける」ためには頭を低くして地道に続けるしかない。
。。親子が心身ともに成長する必要不可
欠なものはなんでしょうか。家族の紐帯をつよめていくためには物量の力のみではむりです。長く続く被災の被害
について理解を深めていきたいものです。
会場アンケートには時間が足りなかったのではとか、会場討論の時間をと
ってほしかったという希望のほかに、―放射能、原発事故、原発難民、母子
避難、棄民、帰還政策、３・１１、ディアスポラ、オリンピック、ヘイトス

家族との楽しい時間
をたいせつに！

ピーチ、基地、沖縄、etc その関係がわかった―と書かれた方もいました。
最後に上坂戸で１週間後に予定の「小さき声のカノン」の上映会実行委員長
のお母さんから映画会の紹介と講演内容について発言がありました。当事者
の一言の感想は会場を緊張感で引き締めました。
“原発事故“をそれぞれの日常に持ち帰る、次回の学習会もお楽しみに！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

保養のための交通費 7 月以降もおうちの利用家族へ支給予定
助成金を今後も申請し、ご自宅からカラッポのおうちまでの交通費は支給の予定。どこにお住まい
でも、放射線心配から少しでも離れ、保養においでになるときに利用してください。
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（２０１７年５月）

■ ３１１受入全国加盟団体交流会
2017 年 1 月 22 日(日)10:00～16:00 渋谷勤労福祉会館
カラッポのおうちの会が加盟する受入全国の交流会に参加しました。避難の協同
センター、瀬戸事務局長、「いわき放射能市民測定室たらちね」事務局長から活動に
ついて聞きました。特に瀬戸事務局長からは３月末に住宅支援が打ち切られる状況
下で県外避難者の皆さんの状況をお話しいただきました。毎年、住宅へ住み続けら
れるか不安な１年ごとを過ごしながら６年が経過し、その間に子どもたちは育ち、いろ

屋外トイレの着工 1

いろなケースがあるもののすでに避難先での生活に何とか溶け込んでいっている例
もある。各自治体独自の支援にばらつきがあることや、継続が決まった自治体でも再
入居の形になるため敷金など金銭的に厳しい。また引っ越しをする場合も費用が重く
のしかかってくること。新しい入居基準で家族がバラバラになることで、今まで家族が
持ち寄っていた生活費が足りなくなるなどひっ迫した状況がわかりました。

■ 原発問題を考える埼玉の会
2017 年 2 月 5 日
カラッポのおうちと倉庫

さいたま市

下落合コミュニティセンター

おもに除染作業を請け負っている下請け会社や作業員の実態や労働環境のお話
を聞きました。あまり聞くことのできない労働現場のお話で、新聞でも東電が
支出しているという危険手当が作業員にほとんどわたっていず、地方から除染
の作業に来ても待機に要する宿泊費、食費を下請け企業から借り入れ借金が膨
らんでいく様子などから、無責任な東電や政府の仕事ぶりが想像できました。
原発に直接作業員としてかかわっている方々の健康も心配。

５月 屋外トイレの着工 2

野外トイレ着工２

■ 白河市「ままっぷ ぷち茶会」
始まったばかりのママの会に参加させていただき、白河市の状況（原発からの距
離があるため市民に線量の高いことへの関心が薄い）や、全国でキャンプやシェア
ハウス、一戸建て保養はいろいろなタイプが活動しるにもかかわらず、保養すること
の困難さを聞かせていただきました。参加者が１名の時には、あるお母さんが事故当
時３歳（？）くらいだった大変活発だった娘さんが話をしなくなり、笑わなくなったが、
保養を繰り返し外遊びの機会が増え表情が出てきたそうです。大変心配され、保養
に熱心に参加していたそうで、保養体験から正直なお話を聞くことができました。支
援にはとても感謝されているそうですが、同時に応募、落選など繰り返して疲れてき

カラッポのおうちの部屋

ているとのことです。
○子どもだけや母子を対象としたキャンプは多いがお父さんは行かれない。○リピ
ーターは後ろに回されるためなかなか順番が来ない。○部屋の収容人数が多く狭い
ことがある。○保養の場所の線量が高い。
お話を聞く中で「支援を受ける」というだけで、すでに「上から」見られていると感じ
こともあるということを忘れないようにしたいと思いました。カラッポのおうちからとし
て、何時でも利用できる滑り止め的な保養場所に利用してださい、お父さんも巻き込
んで保養してくださいとお願いしてきました。

カラッポのおうちの背景
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3 月 14 日埼玉新聞に「カラッポのおうち」が紹介されました
丁寧な聞き取りで、会の活動を正確に伝えています。住宅支援打ち切りをはじめとする国行政を挙げての「帰還」
政策が保養や避難継続を続けている被災者にとって大きな打撃となっていることが、柔らかい表現で読み取れます。
とても、良い記事にしていただいて、私たち自身が自分たちのやっていることの意味をかみしめることができました。

＝カラッポのおうち利用のおかあさんより＝
平成 29 年 3 月 28 日～3 月 31 日まで、大人 2 人、子ども 2 人でお世話になりました。3 泊ゆっくりと休ませていただき、
また秩父や長瀞の周りをみせていただき、心があらわれました。子供達の喜びようがハンパでなかったです。
原発が水素爆発して汚れてしまった私たちの住まい。一年二年と無我夢中で子供達と生活してきたのですが、時が経つ
につれ、福島のおうちには帰れないんだなあ、辛いなあと日々思いがつのってきて、ウツウツとしてしまうことが増えた
ようです。
2015 年夏休みから保養に行ってみようと、2 度程親子保養に参加して、子どもといっしょに行ってみたりもしたのです
が、私の性格から、とても気づかれしてしまって、10 日間の日程が終わるころにはヘトヘトでした。子どもは楽しくて楽
しくて最高なのですが、私がついていけず…。今回のようなカラッポのおうちでだれにもきがねせずのんびりできる保養
は、心のつかれた人には最高だと思います。デトックスや線量の低いところで被爆のリスクを減らすということも大切で
すが、避難者たちの心の疲れを取るということも大切だと思います。私たち子どものいる世代だけではなく、避難で畑や
田んぼをうばわれた高齢者の方達にも、カラッポのおうちのような所で土にさわったり、のんびりさせてあげたいという
のが今の保養には必要になってくるのではないかなと思います。
私も将来必ずこういう人のお力になりたいと思います。今回東京から離れて子どもたちの姿を見てやっぱり子育てする
にはこういうところがいいなあとしみじみ実感いたしました。ありがとうございました。
＊デトックス：解毒、毒だし
（大熊町から避難後、今は新宿区にお住まいのご家族。お母さんが休めることは家族みんなもしあわせになります。そして、自分のこ
とだけではなく自然と周りの人への思い、すてきな感想をいただきました。その後、連休中に郡山市、千葉県鎌ケ谷市から、2 家族が
カラッポのおうちを利用しています）
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❃人と人のつながりを（運営委員会から）

前年まで、あるおうち管理・整備、被災者支援を除いては事務局体制を中心としたものでした。今まで、保養相談会な
どによる宣伝に頼ってきましたが、現在、関東各県に避難されているご家族に、
「福玉便り」や裁判傍聴、カラッポの会
総会、学習会を広く案内することを通じて少しずつ広く知られてきています。しかし、被災されたご家族との接点はまだ
多くはありません。一戸建て、家族保養の必要がある家族に利用していただくために、積極的に被災者のコミュニティに
働きかけたり、また横のつながりを持てないでいるご家族がもっと利用できるようお手伝いが必要だと思います。そこで
放射線被害に会っている地域や関東各都県で避難している家族の横のつながりを作ることに尽力されている団体や個人
に、直接カラッポのおうちを紹介したり、声をかけることによってほっとしてもらえるような役割りもはたしていきたい
と思います。当面は開かれているママの会などへ参加させていただきたいです。

カラッポのおうち会計からお願い

現在、残金が４万円ほどになりました。今回、会報発送に合わせて会費のお願いを早めにさせていただきました。７年
目に入り、支援を必要とされるご家族同様、支援する側もいろいろな状況の変化があり、カンパも減りつつあります。で
も、放射線被害は複雑に変容しながら続いています。保養の場を提供し、多くのご家族に利用していただくため、物心両
面から息の長いご支援をよろしくお願いいたします。

脱原発市民会議かながわ＆ハーベストムーン LIVE

６月 11 日（日）14:00～19:45 新横浜スペースオルタ 各企画 1000 円 通し 2500 円（前売 2200 円）

14:00 おしどりマコ・ケンの横浜白熱実験室「ドイツから帰って-脱原発のいまを問う」 15:10 脱原発シンポ「さあ、脱原発

長瀞やなせ「カラッポのおうちの会」事務局

★ 大人の気持ち

記者会 見 で復興大臣が 「
出 て いけ」発言を した映像が流 れま した。幸

い、言われた記者 が 「
黙 りません」と応 じ 「
自主避難 は自 己責任 か ？」

と質問を繰 り返 しま した。怒鳴 って大臣 は会 見場 から立ち去 ろうとす

る。付き人がぞろぞろ付 いて いく、片や 記者 のみなさ んからも 「
待 って

▼こ の国 はど
……

くださ い、大臣 ！」の声がな い。逆ギ レ事件が報道 さ れ ると、引き下が
らず質問 した記者 を 「ニセ記者」と中傷 す るツイート

こも かしこも ひど いこと にな って いると思 いま した。 「
顧 みて他を い

う」は王道 を説 いた儒家 孟子 の言葉 と聞きます。こ の復興大臣 は答え に

窮 し関係 のな い話を家 臣たちと始 めるダ メ王を超え て、対話 の場所そ の

も のを お開き にしてしまう ▼前後 して、内 閣官房長が教育 勅語 の教材使

用を認める閣議決定 のあと 「
勅語 の徳 目には、いいと ころがあ る」と記

者質問 に堂 々と こたえ た のにも驚 きま した。教育 勅語 は、国家 の王 （
朕）

が臣 民 （
家来）の道 を述 べた儒教徳 目を、明治国家 が学校 に持ち 込んだ

も の。天皇 の家 臣たら んと した当時 の大 人たち の生き方 を、子どもたち

の育ち の世界 であ る 「
学校」に押 し付けた。これ は大 人が 子ども に与え

た 「
学校」と いう場所 で のいち じるし い逸脱だ った 私 はそう考え てき

ま した ▼ 「
原発災害 にあ った友だちを いじめ ては いけな い」と いう 子ど

もたち の世界 のルー ルは、い った いどう したら つくられ て いく のか ？ い

ま、大 人たち のして いる ことが必ず しも正しく はな いと いう洞察 力を子

どもたちが学校 で身 に付け る こと によ って 私 はそ のよう に思 います。

学校 は 「
徳 目」の暗唱や刷 り込みを行う修養場 でなく、社会 に開 かれた

場所 であ ってほし い▼相 馬高校放送 局元顧問渡部先生と練 馬上映会 で

お会 いしま した。会場発言 の機会 があ り 「
保養」に ついて学校 では、ど

のよう に取 り上げ て いる のか質問 しま した。先生 から は 「
私 の知 る限り

被災地学校現場 では皆さ ん の活動情報 は子どもたち にま ったく届 いて

いな い」と のお答えがあ りま した。子どもたちと家族 に対す る 「
情報遮

断」があ ると理解 しま した。私たち は、子どもたち に、大 人たちが被災

した人 々に心を寄 せ、助け合 って生きようと して いる姿 があ ると、も っ
と、 し っかり伝え る義務 があ ると思 いま した。
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杉村葉子

◆ゆう貯口座１０２１０－３５１１２４１

◆郵便振り込み講座００２５０－９－１３６０２２

Book コミュニティ「カラッポのおうち」もあります

◆Face

◆ホームページは「カラッポのおうち」で検索

karapponouti＠gmail.com

◆メール

杉村（Fax 兼）

◆電話０４５－９３３－１７９２

お問合せ；事務局
の哲学を問おう」 18:15 脱原発コンサート「津軽三味線“はやぶさ”・李政美 with 武田由美子」

