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私と東電勝俣会長と 3・11
元木 昌彦（編集者／元週刊現代編集長）

「昨年 3月 11日。iPadの画面上のニュースが
大地震発生を伝えていた。週刊現代の元編集
長・元木昌彦（66）は iPad をバス最後部の
（当時の）東京電力会長・勝俣恒久（72）と副
社長・皷（つづみ）紀男（66）に渡した。2人
は『じーと見ていた』という。 
この日、『愛華訪中団』と称する電力会社幹

部とマスコミ人ら約 20人は北京市内を移動し
ていた。今回で 10回目。旅程は 6～ 12日で、
団長の勝俣は 10日に合流。勝俣は震災を受け
てすぐに帰国しようとしたが、飛行機に乗れた
のは翌 12日早朝だった」
これは 2012年 9月 7日付、朝日新聞夕刊連
載「原発とメディア」からの引用である。
このことは「東電のマスコミ懐柔策」などと、

多くの新聞、雑誌、テレビが取り上げたから、
目にした方もいるかもしれない。
私はこの稿で、それに対する言い訳や反論を

するつもりはない。だが、これだけは言ってお
きたい。この「事実」は、私が帰国した翌日に
毎日新聞・朝比奈豊社長に話さなかったら、公
にならなかったかもしれないのである。
ある作家の偲ぶ会だった。旧知の朝比奈氏か

ら福島第一原発事故が報道されている以上に深
刻な事態だと聞いた私は、中国で勝俣氏と一緒
だったことを話した。一刻を争う事態に、東電

の最高責任者が日本におらず、電話連絡も十分
ではなかったはずだ。勝俣氏が東電に戻り陣頭
指揮をとったのは、事故から丸一日遅れたこと
になる。そのブランクが取り返しのつかない事
態に繫がりはしないか。それを調べてくれない
かと頼んだのだ。
後に、清水正孝社長まで妻同伴で関西にいた
ことが、毎日新聞の報道で明らかになった。
平和ボケした東電の危機管理体制のお粗末さ
が露呈し、こんな企業に万全な事故処理ができ
るはずはなかったのである。だが、私が知る限
り、こうした視点で東電の事故処理に疑問を
もって追及したメディアはなかった。
メディアは、自分たちも原発安全神話の片棒
を担いできたことを忘れてしまったかのように
“東電憎し ” と世論を煽り、私たちの中国旅行
を「接待漬け」「原発容認派」などと批判する
ことに終始した。
勝俣氏が記者会見でこの旅行の件を聞かれ、

「応分の負担をした」と答えたため、さらに騒
ぎは大きくなった。
私は、取材にきたメディアにはすべて会った。
旅行の目的は庶民レベルの日中友好で、東電が
全額を負担する接待旅行ではない。日程や主催
者についても詳しく話をしたが、取り上げるの
は、彼らにとって都合のいい部分だけであった。
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私は編集者だから、多くの東電の人間たちと
も付き合ってきたが、朝日新聞が連載の中で書
いているように、私は昔も今も「原発反対」で
揺るぎはない。だが反省はある。東電の人間に
「原発はやめるべきだ」といって口論になった
ことはあるが、それ以上のことをしなかったこ
とである。
私の世代には、アメリカの水爆実験で死の灰

（放射性降下物）を浴びた第五福竜丸事件や、
ソ連の核実験などで喧伝された “黒い雨 ”など
の記憶が色濃く残っている。
第五福竜丸事件をスクープしたのは読売新聞

だが、よく知られているように、読売の正力松
太郎社主は日本に原発を導入しようと考え、政
財界や文化人を巻き込み、原子力の平和利用な
どといいくるめて日本に原発を広めていった中
心人物である。
このように初めからメディアが原発を推し進

め、国と電力会社が、過疎地帯の住民を札束で
懐柔しながら基幹産業へと成長させていったの
である。
だが、福島第一原発事故後に明らかになった

政・財・官、それにマスメディアまで巻き込ん
だ原発コングロマリットの巨大さには、呆然と
せざるを得なかった。
東電を含めた原発推進派は、今回のような大

事故が起こらなければ、自分たちの帝国が揺ら
ぐことなど考えたこともなく、反原発派が何を
いってもニコニコと原発マネーをばらまき、鷹
揚なお大尽のごとく口も出さなかったのである。
吹けば飛ぶような週刊誌の編集長が原発批判

の特集を組もうと、犬の遠吠えに過ぎないと
思っていたはずだ。ましてや天下の朝日新聞が

社論を大転換して原発推進やむなしとなったの
だから、まさに「原発は国家なり」であった。
では、今回の大事故で原発コングロマリット
が少しでも崩れたのだろうか。薄皮がせいぜい
一枚剥がれたかもしれないが、その程度である。
本来なら倒産してしかるべき東電は、国民の税
金を湯水のように投入され、ゾンビのごとく生
き残ることが決まってしまった。
安倍晋三首相が率先して世界に原発を売り込
む “死の商人 ”となり、カネと賄賂を手土産に
動き出したことが原発コングロマリットの健在
ぶりを如実に示している。
外国に原発を売り込む前提として、安全性を
アピールするためには原発再稼働が絶対条件で
ある。また、被害がそれほどではないとアピー
ルするために、被災者への賠償額はできるだけ
低く抑える必要がある。ここへきて再除染を認
めないとまでいい出しているのも、これら一連
の動きと無縁ではないはずだ。
京都大学原子炉実験所 “熊取六人衆 ”の一人、
小出裕章氏と話していて、日本人は原発事故か
ら何も学ばなかったのではないかという点で一
致した。原発を稼働させないためには、命を賭
す覚悟も必要かもしれないと小出氏。
これからは、小出氏のような覚悟をもって、
原発事故が二度と起きないようにするために何
をやるかが、メディアに携わる一人ひとりに問
われているはずである。
原発事故直後の 4月初めに福島第一原発の正

門前まで行ってきた。小出氏をはじめ、東海村
の村上達也村長、ジャーナリストの斎藤貴男氏、
NHKを辞めた堀潤氏たちと対話を続け、私が
やらなくてはいけないことを考え続けている。

「非倫理的労働」をなくすために
岩崎 貞明（日本民間放送労働組合連合会）

嘘をつかないと成り立たない仕事

2013年 4月 23日、出版労連原発問題委員会
主催の「被ばく労働学習会第 2弾　被ばく労働

問題、労働組合は何をしているのか」に参加し
た。冒頭に元新聞労連委員長・元日本マスコミ
文化情報労組会議（ＭＩＣ）議長の東海林智・
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毎日新聞記者が、自らの取材体験に基づいた被
ばく労働の実態について報告した。東海林さん
は原発での下請労働の実態を「飯場の構造」と
喝破し、労働者を縛り付けるようにして働かせ
ている実態を告発した。求人に応募して現地に
連れられた労働者たちは、しばらく仕事が入ら
ない状態で留め置かれ、前借り状態で飯場代を
支払わせられる。収入がないどころか借金がか
さむので逃げることもできないまま、低賃金労
働に従事させられ、給料から借金を返済してい
く、というパターンだ。原発労働の場合にたち
が悪いのは、いきなり放射線量の高い現場に投
入される場合もあることだ。こうした実態は、
たとえばハローワークで「草刈り募集」に応募
したところ実は除染作業だった、ということが
あったという。
想起したのは、私が編集に携わっている雑誌

『放送レポート』で、小出裕章・京都大学原子
炉実験所助教とジャーナリストの今西憲之さん
にインタビューしたときのことだ。今西さんが
原子力の関係者から「原子力の世界は、原子力
ムラ以外の人には本当のことを話さないカル
チャーがある」と語ったので、私がその理由を
小出さんに尋ねたところ、小出さんは言下にこ
う言い放った。
〈基本的に、嘘をつかないと成り立たない仕
事だからです。「原子力は安全だ」という前提
―そんなことはあり得ないのに―で始まっ
ているから、嘘をつかざるを得ないのです〉
いのちと健康に重大な影響を及ぼすおそれの

強い被ばく労働が、小出さんの言うように「嘘
をつかないと成り立たない仕事」だとしたら、
こんなに非倫理的な労働というものがありうる
のだろうか。

「日本の国民誰もが責任を負っている」のか

続いて、木下武男昭和女子大学特任教授によ
る「福島原発事故の『労働問題』考」を聴いた。
木下さんは３・11東電福島第一原発事故につ
いて、地球上に大量の放射性物質を放出してし
まった（現在も放出し続けている）ことから、
諸外国に対して日本の国民は誰もが責任の一端

を負っている、と前置きして、労働問題研究の
立場から原発労働と、そこに労働組合が果たし
た役割（どちらかというと負の側面）について
解説した。
「電産型賃金体系」と今日でも呼び習わされ
ているとおり（最近は死語になりつつあるかも
しれないが）、産業別労働組合として強力な交
渉力を持っていた電産（日本電気産業労働組
合）は 1956年、企業別組織に解体され、それ
と並行して急激に労使一体化への道をたどるこ
とになる。労働運動の活動家は職場から排除さ
れ、また人事考課制度で極端な賃金・昇格差別
が行われた。結果的には、こうした体制が日本
の高度経済成長を支えていた、ということにな
るのだろう。
東電労組の組合員アンケートで「被ばく線量
が多い仕事を請負化してほしい」という声が
あったこともあり、原発の現場労働は 70年代
に急速に外部化・下請化していく。被ばく労働
は労働現場に身を置くこと自体が危険なため、
労働基準監督官の踏み込み調査も困難だという。
労働基準法 87条は「元請責任」を問うだけだ
から、発注側である東京電力には及ばない。こ
うした日本独特の重層的下請構造は労働市場の
二重化を生んでいるが、企業と企業内労組の癒
着もあって、この構造を壊すことは難しいと木
下さんは語る。
大企業労組が演じた役割は極めて責任重大で
あることをあらためて認識したが、木下さんの
主張にはいくつかの疑問が残った。失礼を顧み
ず思うところを記してみたい。
まず、「日本国民誰もが責任の一端を負って

いる」という言説に、私は与しない。こうした
いい方は、本来責任を取るべき立場にある者を
免責してしまう危険性があると考える。敗戦時、
「１億総懺悔」ということばが使われたが、「懺
悔」の対象は誰かという問題もさることながら、
戦争を遂行した責任とそれを止められなかった
責任を同列のように扱ったことは、結果として
日本人自身の手による戦争責任の追及を極めて
困難なものにしたと考えられる。同様に、原発
事故の責任が日本国民誰にもある、という言説
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2012年７月某日、国会議事堂周辺での脱原
発デモに参加し、その翌日には幕張メッセで開
催された脱原発音楽フェス「NO NUKES 2012」
を観に行った。前者は「友人に誘われて」、後
者は「好きなミュージシャンが出演するから」
という理由からで、むしろ「デモなんてやって
意味があるのだろうか」「一部の人たちの発散
の場じゃないか」といったネガティブな思いの
ほうが強かった。実際に参加してみて、そう
いった思いが 180度変わったわけではないけど、
「何が起きたのか／起きているのか」「何が問題
なのか」をもう一度、じっくり考えてみようと
いう心持ちにさせられた。それだけの熱気が、
確かにあの場にあった。対照的に、デモの様子
をほとんど報道しないメディアの姿勢は、どう
みても異様だった。
あれから１年が経とうとしているが、あれだ

け熱を帯びて溢れかえっていた「反原発」「脱

原発」などの言葉たちが、なかなか視界に入っ
てこなくなってしまったように思える。安倍政
権が成立してから議論の焦点が憲法・教育・経
済・外交などに移り、政治家の度重なる「失
言」が連日のようにメディアをにぎわすうちに、
3.11と原発の問題は急速に「風化」していって
いるのだろうか。いやそれ以上に、自分自身の
なかで急速に「風化」が進んでしまっているの
かもしれない（視界に入らないように情報を選
んでいる）。また、「風化」とは対照的にますま
す鮮明になりつつある日本の「右傾化」と閉塞
的な状況は、3.11による転換がもたらしたもの
なのだろうか。
そんなことを漠然と考えているなか、歴史家
の成田龍一先生による全５回のゼミナール
「3.11を経て、あらためて『戦後知』『戦後像』
を考える」に参加する機会をいただいた。ゼミ
のキーワードは「またぎ越し」。「またぎ越し」

見田宗介の思想についての雑感
―成田龍一先生のゼミナールに参加して

佐藤 庸介（実教出版労働組合）

も、敗戦直後と同じ過ちを繰り返すことにつな
がりかねない表現だと思う。
また私は、日本の重層的下請構造については、

いかに困難でもこの問題に立ち向かわない労働
組合はもはや存在意義を持たない、とすら考え
ている。民放労連では「構内労働者組織拡大プ
ロジェクト」を発足させ、放送局構内の未組織
労働者、とくに契約・派遣などのいわゆる非正
規労働者の組織化を単産内の各労組に働きかけ
ているところだが、正規・非正規を問わず労働
者の意識改革を進めていく努力を続けない限り、
重層的下請構造問題の解決は覚束ないと思って
いる。だから、この問題が「壊すのが難しい」
ことを踏まえたうえで、それを乗り越える道筋
を示してほしかった。今回の講演でその点への
言及がなかったことは残念の極みだった。これ
らの点が私の誤解に基づく非難だったらお詫び
したい。

これからの被ばく労働

さて、原発事故責任が追及されたとしても、
あれだけの過酷事故を引き起こしてしまった日
本は、事故の収束や核廃棄物の処理に向けて、
もはや被ばく労働が避けられない宿命となって
しまった、といえる。これからの被ばく労働に
は、高い付加価値をつけて優秀な人材を集める
―「原子力ムラ」が今後果たすべき役割があ
るとしたら、そんなことかもしれないとも思う。
それでも、原子力開発が前述のような非倫理的
な労働でなければ支えられないような技術であ
るなら、やはり「悪魔の技術」として永遠に封
印してしまうのも人類の叡智ではないだろうか、
とも考える。ただ、これからどうすればいいの
かという問題については自分でも現時点でこれ
という妙案も思いつかず、今後も学習を深めて
いきたい。
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とは、ある決定的な歴史的地点（8.15と 3.11）
を経た位置から、その地点以前の過去を読みな
おし、解釈することによって、新しい歴史像を
構想することである。このゼミは、3.11という
地点を経た〈いま〉から、戦後をあらためて検
証することにより、新しい戦後史像を構想し、
〈いま〉の構造と歴史的位相を探る試みだ。そ
れは 3.11を「風化」させないための試みでも
ある、と成田先生は言う。具体的な作業として、
大江健三郎、見田宗介、篠田正浩という３人の
作品を課題としてとりあげ、その解釈と再解釈
を行う。実はこの原稿を書いている現時点で、
ゼミはまだ終わっておらず（最終講義を残すの
み！）、「またぎ越し」によってどのような戦後
史像が見えてくるのか、十分に理解しきれてい
ない。ということで、ここではゼミで取り上げ
られた上記３人のうち、最も印象に残った見田
宗介氏の思想について書いてみたい。　　
課題テキストとなった見田宗介（真木悠介）

氏の作品『気流の鳴る音』（筑摩書房、1977
年）は、哲学や社会学の専門用語に最初は面食
らったが、読み進めていくうちに、著者の射程
の大きさ、「俯瞰力」のようなものに魅了され
た。『気流の鳴る音』は、人類学者カルロス・
カスタネダの著作を素材にしている。メキシ
コ・インディオの老人ドン・ファンとの体験と
対話から導かれたカスタネダの解釈を、見田氏
が再解釈していくという形をとる。本書は神秘
的で、難解なトーンで語られていく。だからこ
そ、心に訴えてくる。
●「呪術師の世界」は、「ふつうの人の世界」
の自明性をくずし、そこへの埋没からわれわ
れを解き放ってくれる翼だ。しかし一方「呪
術師の世界」を絶対化し、そこに入りきりに
なってしまうと、こんどはわれわれはその世
界の囚人となる。

●〈世界を止める〉、すなわち自己の生きる「世
界」の自明性を解体する…

● このことによってはじめて、Ⅰ 異世界を理
解すること、Ⅱ 自世界自体の存立を理解す
ること、Ⅲ 実践的に自己の「世界」を解放
し豊穣化することが可能となる。

ここで思考されるのは、近代・現代という文
明社会＝「世界」を、異文明＝異なる「世界」
によって相対化しつつ、並列化すること。現在
の人類学ではあたりまえの考え方（大前提）な
のかもしれないが、3.11を経た今、人類学者で
はない私たち一人ひとりも、それを考えてみる
必要があるように感じる。原発の存在があたり
まえになっている「世界」／原発のない「世
界」、といった大きなレベルだけでなく、普段
の自分自身の解釈や理解の仕方＝「世界」のあ
りかたについても、あらためて問い直してみる
べきではないだろうか。

3.11と原発事故は、「左」も「右」も立場を
超えて問題に向き合える機会であったと、よく
耳にする。しかし実際は、安倍政権の誕生や日
本維新の会の台頭が象徴するように、自分たち
の主義主張や論理を絶対化し、都合のいい
「敵」を作り、徹底的に攻撃する雰囲気が生ま
れているのではないだろうか。ネット上でも、
「disる（ディスる）」というスラングの浸透に
みられるように、「左」と「右」という対立だ
けでなく、自己の「世界」を絶対化・正当化し、
他者を罵る攻撃的な言葉があふれているように
思う。思想家の内田樹氏が言う「呪い」の言葉。
これは、現状を何とかしたい、揺らいでしまっ
た立ち位置をふたたび定めたい／元に戻したい、
そういった意思のあらわれであるようにも思え
る（人が好すぎる考え方もしれないが…）。
「いんちきな呪術師は世界のあらゆるものに
ついて、自分でも確かに知りもしない解釈で説
明しようとするものだ」と、ドン・ファンはカ
スタネダに言う。「いんちきな呪術師」になら
ないために、自己の「世界」と他者の「世界」、
どちらの「自明性の罠」にもとらわれず、「主
体性を保持する力」＝〈意志〉を発達させるこ
と。本当にそんなことが可能なのか、正直雲を
つかむような話にも思える。しかし、現在の閉
塞的な状況を解き放ち、3.11後の世界を私たち
一人ひとりが構想していくうえで、見田宗介氏
の思想は大きなヒントを与えてくれるように思
う。『気流の鳴る音』。今後、何度も読み返して
いく大事な１冊になりそうだ。
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原発にはなんとなく反対、という程度の認識
だった私も、3.11の直後は何かしなければと
焦った。早速、4月 10日に高円寺で「素人の
乱」によるデモがあり、これまで政治運動に興
味を持っていなかった層が多く参加したと聞い
た。今度は 5月 7日に渋谷でやるという。
私は友人たちとこのデモに参加し、反原発デ

モの「デビュー」を果たした。続けて 6月新宿、
8月銀座、9月新宿と参加した。異様な熱気で、
我々は多数派だと感じさせる雰囲気に満ちてい
たと記憶している。ところが、ドイツのような
脱原発の素早い英断はなかなか下りない。時間
が経つにつれ、当時一緒にデモに参加していた
友人たちはなんだかんだ忙しくなって今や現場
から消えてしまった……。
以上は 3.11直後 1年ほどの状況だが、今回

は、この時期のデモに一緒に参加していた友人
たちにアンケートを取ってみた。なぜ彼らに話
を聞こうと思ったのかというと、彼らは現在、
デモに参加するなどの行動を起こしていない。
しかし、行動しないからといって原発に賛成な
わけでもない。行動しない人の考えは見えにく
い。そこで、そういった人たちの考えを可視化
したいと思ったのである。
アンケートは、原発の問題だけでなく、気に

なることをいろいろ聞いてみた。質問は以下の
10項目である。一つだけ気をつけたのは、「ど
うしてデモに参加しないのか？」など決断を迫
るような質問は、私の考えを押しつけてしまう
恐れもあるので避けた。皆様も、「自分ならど
う答えるか？」と考えながらお読みください。
質問項目は以下の通り。
１．労働組合とは何か知っていますか？
２．反原発デモに参加した感想は？
３．原発についてわかりにくいことは？
４．被ばく労働についてどう思いますか？

５．核廃棄物についてどう思いますか？
６．日本で再び原発事故はあると思いますか？
７．震災以後の福島について、どのような認識
を持っていますか？
８．憲法改正についてはどう思いますか？
９．将来、日本はどんな国になってほしいです
か？

10．「経済」「政治」「倫理」、どれに重きを置い
て行動すべきでしょうか？

Ａさんの場合〔男性・既婚・この秋に第一子が
生まれる。「好きな本は？」との問いに『炎の転校
生』（島本和彦著のマンガ）〕

１．何も知りません。
２．楽しかった。
３．なにがホントでなにがウソなのかわかりま
せん。原発でしょうもない人間がテキトーな仕
事をしているのではないか？（※「しょうもな
い人間」というのは、現場の労働者等ではなく、
電力会社の上層部や規制機関など会見に出てく
るような責任的立場の人のことを言っています。
お粗末な地震対策を決定しているような人。誤
解無きよう）
４．やりたくないです。
５．どうにもならないみたいなので、やめたほ
うがいいと思います。
６．あると思います。今も起きています。しょ
うもないおっさんのテキトーな仕事のせいで。
（※「しょうもないおっさん」というのも３．
に同じ。誤解無きよう……）
７．となりの県に住んでいるので他人事ではな
いぞ！ という認識です。
８．よくわかりません。
９．ちゃんとした国になってほしいです。
10．倫理。

行動しない人の声、可視化の試み
米森 俊輔（出版情報関連ユニオン・合同支部）
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Ｂさんの場合〔女性・既婚・子ども一人。3.11

後に生まれた。「好きな本は？」との問いに佐野洋
子、姫野カオルコ〕

１．従業員の賃金等待遇改善のため、経営側と
交渉するところ。ちなみに私の勤務先には労組
がありません……。
２．デモの参加者以外の、通行人の反応が「す
ごい迷惑だしやめてほしい」みたいな感じで面
白かった。放射性物質が漏れてるほうが迷惑だ
と思うけど……。
３．原発事故の影響の有無がよくわからない。
食品の安全性など気になります。
４．原発事故が起きると隠ぺいされることが沢
山あるとわかりました。
５．廃棄物の安全な処理方法が確立していない
なら、原発は廃止するべきだと思います。
６．原発が存在している以上、大地震が発生す
ればまた起こると思います。
７．避難した家族も多いと思いますが、小さな
子どもがいても避難できなかった人たちも多い
と聞きます。子どもたちの健康が心配です。
８．日本が軍隊を持つようになったらイヤだな
あと思います。

９．安心して子育てができる社会になってほし
い。家族の形が多様化して、様々なマイノリ
ティでも安心して暮らせる社会になってほしい。
10．「倫理」。職業や立場によって色々あると思
いますが、私は一市民なので倫理を重んじます。
　　　　＊
以上、あえて細かい分析のようなことはしな
い。おそらく、反原発デモの現場でアンケート
を取っても、同じような回答が集まるのではな
いかと感じる。特にＢさんはしっかりしている
（ただし、現場で得られる回答は、もう少し
「怒り」というか、何とかしたいという「熱量」
が感じられるものであるような気もするが）。
また、彼らは年齢は私（35歳）とだいたい
同じで、今の官邸前抗議行動でも多いとされて
いる世代でもある。反原発運動の動員が減って
いる、と言われている（確かに一時期より人数
が減っている）。しかし、行動しない人が全て
反原発を「やめた」のかというとそう言い切れ
ないことが分かったと思う。福島事故が国民に
植え付けた原発への不信はやはり大きいのでは
ないか。人々は簡単には忘れない、と思いたい。
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　福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑨

継続性のある暮らしを求めて
菅野 久美子（自主的避難・移住者　福島→東京→岡山）

私は今、新しい巣作りを始めたところです。
元々の巣は福島県伊達市にあります。
その巣には私たち親子と両親、祖父母の四世代が暮らして、他の枝には弟家族、妹家族も巣を作

り住んでいました。祖父母が作り、父母が守り、私たち兄弟が育った巣で私は娘を産み育てていま
した。私たちの巣がある木は元気な葉が生い茂り、おいしい実もたくさんなる美しい木でした。
ところがそんな木が原発事故で放射能まみれになりました。私たちも被ばくしました。
最初はそんなことになっているなんて知りませんでした。それでも、何がどう危ないのかわから

ないけど、漠然とした不安が襲ってきました。
「今この時、福島にいたという事実が娘の体と心を傷つけてはならない。」
そんな想いから娘を連れて東京に避難したのは 3月 21日。友人宅、ボランティアさん宅と転々
とし、何とか 6月末には仮の巣箱を見つけ、しばらくそこでがんばってみることにしました。幸い、
近くの保育園に娘も入園でき、私も巣箱代を払い親子 2人が食べていけるだけの仕事を見つけました。
それから 1年半、私はたくさんの出会いに恵まれ、これまで知らなかったことをいろいろ学びま

した。
その中で、私が子どもにとって最低限大事なことと思ったのが、夜安心して眠れることと、家族

や大切な人たちと共に、温かな食卓を囲めること。この 2つです。
この 2つがとりあえずちゃんとしていると子どもは集中して遊び学んでいくと思ったのです。で

も残念ながら、この 2つがかなわない子どもたちもたくさんいる世界です。
だから私はこの 2つをまず大事にしようと、あらためて思いました。それは東京での仮の巣箱の
見つめ直しでもありました。
そして私が子育ての中で大事にしていることが、いつか娘が巣立っていく時、その先迷ってもい

い、休み休みでもいいから、しっかりと自分の羽で飛び立っていけるようになること。だから、生
き抜く力を育むような巣作りをしようと決めました。
たまたま良い風が吹き、岡山に新たな巣箱を見つけることができました。ここでたくさんのこと

を学びながら、ゆっくり私たちらしい巣を作っていこうと思っています。
そして巣作りの中で大地にいくつも種を落とし、そのどれかが芽を出し、いつか次の世代が巣を

作る大樹となってくれたらと妄想も膨らませています。
まだまだ暗中模索ですが、避難後に何度か開催した物々交換会などを今後も開き、できるだけ買

わず、そしてゴミを出さず、作れるものは手作りして、継続性のある暮らしを求めていきたいと思
います。嬉しいことに移住先の岡山で同じような志を持つ仲間とも出会えました。

3.11以降、社会はゆっくりと、でも確実に変わっていくはずと信じて、そのために自分自身も震
災前・原発事故前の価値観から脱皮したいと思っていましたが、どう変わってよいのか分からず、
一日を終えることだけで精一杯。ようやく自分がどう変わっていきたいか見えてきた今年の 3.11、
「生きていて良かった」と思えた自分がいました。生きていて良かった。そう思えるということが
とても嬉しくて幸せでありがたいと感じました。そして、子どもたちに将来そう思える瞬間が訪れ
るように、自分のできることから始めようと思います。
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