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8.20 豪雨災害を体験して
私たちが体験したこと・・・
私たちが感じたこと・・・
私たちの暮らすまち広島市安佐南区で、大きな災害が起きてしまいました。
そして、3 か月が経とうとしています。 はじめに、このたびの豪雨災害によりお亡くな
りになられた方々に、心からご冥福をお祈りします。また被害を受けられた多くの
方々には、心からお見舞い申し上げます。
また、災害時には、広島県内、県外・・・ MaMa ぽっけの活動をご縁に、つながりの
ある多くの皆さまより、お見舞いのお言葉をいただき、本当にありがとうございました。
身近で大きな災害にはじめて遭遇し、その時感じた思いを、母親として、ボランティア
活動している一人として、通信に報告を載せようということになりました。
ただ単に活動報告を行うのではなく、この貴重な体験が、これからの子育て応援
活動やまちづくりの活動に活かしていけるように、メンバー一同活動への思いをあら
たにしております。
子育て・サークル応援グループ 代表 坂本 牧子

＜ あの日の朝 ＞
◆ 衝撃の光景が…
その晩は今までの人生で経験したことのない雷鳴がとどろいていました。いつも爆睡している娘
たちも「ちょっと異常よね」と寝付けない様子でした。朝、普通に目覚め、普通に朝食やお弁当
の準備をしようといつものように TV をつけ…広島市安佐南区上空のアナウンスとともに衝撃の
光景が画面に広がっていました。エ～ッ！！急に胸がドキドキして、しばらく何も手につかない、
そわそわふわふわした感覚でした。とりあえず朝食やお弁当を作り終え、親戚の住所や学校の
名簿などで住所を確認し、大丈夫だろうか…と思いを巡らせました。TV では屋根の上から手
を振る人影が…状況を知らせてくれるのも大事だけど今すぐ助けてあげられんのん？苦しい思
いで画面を見つめました。 （大塚在住メンバー）
◆ 1 時間ほど停電しました。懐中電灯どこだっけ？と慌てていると息子が泣き出しました。その
日は夫が帰ってきていたけれど、もし私一人だったら・・・と思うと不安になりました。
災害後テレビや友達から被害の様子を聞くたびに、「何かあったら私が子どもを守らなきゃいけ
ない」と感じ、そう思えば思うほど不安が強くなる感じでした。 同じマンションや近所に住む友
達も同じように不安になっていて、一緒に防災グッズの準備や避難所の事、「避難するときには
必ず声をかけあおうね」と話しあうことで少し不安が軽くなりました。 （祇園在住メンバー）

◆ 前夜から降り続く雨となりやまない雷に怯えながら眠りにつきました。早朝、ヘリコプターと消防車や
救急車のサイレンの音で、ただならぬ予感がした。TV をつけると、いつも見ている景色の悲惨な状態
どうしょう？誰か知り合いがいたっけ？何ができるだろう？と考え、携帯電話を片手に Facebook やメ
ールで知り合いに連絡をし始めました。でも、考えるだけで何もできず 1 日が終わりました。
（川内在住メンバー）
◆ ８月２０日の日、私は丁度、帰省から帰る１日前でした。朝、家族に言われテレビを見て、心臓が
ドキドキしたのを覚えています。その後は、夫に連絡を取り、友人にもメールをし、でも、テレビからの
情報が詳細になるにつれ、愕然としました。次の日、緑井駅からの帰り道、土ほこりで真っ白になっ
た道、そして、梅林・八木地区の山の様子を見た時のショックは忘れられません。夜の雨の怖さを知
り、音におびえながら洋服を着て寝る毎日でした。（緑井在住メンバー）
◆ 可部南根の谷川の土手沿いに住んでいます。 当日夜中、雨と雷で怖くて子ども達と引っ付いて
寝ていました。もちろん寝られるわけでもなく、窓から何度も川が氾濫しないか確認しながら夜中を過
ごしました。私の所は、幸い被害はなかったのですが、川向こうの景色が土砂崩れで家が崩れて無く
なっていたり、根の谷川 300～400ｍ上は反乱して、車も流されていました。朝からヘリコプターの音と
救急車の音をずっと聞いてばかりでした。川の水がひいて来た頃には、何時もの川(木や草だらけ)で
はなく、砂一色に変わっていました。私の周辺は、被害はなかったものの、ＴＶで災害の酷さを知り何
かしたいけど、どうしたらいいのかもどかしい気持ちにかられました。
（安佐北区可部南在住メンバー）

＜ そして、私に何ができるのかな？ ＞
◆ 私の住む地域では大規模な被害はなかったようで、重苦しい空気はあるもののいつもと変わらな
い生活が続いていました。一方、グループのメーリングリストには緊急の物資応援の依頼が入りま
す。自宅にあるものを探して持っていける状態にして揃えます。準備のできないものもありました。ニ
ーズにこたえられない…ってやつですね。また時々刻々と必要なことも変わっていきました。タイミン
グ良く動くことができませんでした。…これが非常時なんだ…じたばたしても仕方ない。家族の介護
がある現状ではタイムリーに行動できない、割り切ってこの度は他のメンバーにお願いしよう。これか
らも何か役に立てることはきっとある。学ぶこともある。自分の思いを整理しながら、同じ思いのメン
バーもいるだろうな～と思っていました。
◆ 地域がとても大変な状況になっている中、私はどうしたらよいのか・・。多くのボランティア活動を
テレビ等で知るたびに、私も何かしなきゃ！と思うけど現実として子どももいるし難しい・・、とても悩
みました。
◆ 災害から 10 日が過ぎた。何ができるか考えるよりまずは行動することを心掛けたいと思った。
しかし、実際には何をしていたのかわからない。 普段通り生活していていいのだろうか？罪悪感で
苦しい。何もしないことが悪いことのような気がした。 メンバーの呼びかけで、ニーズに合わせて、
自分ができることからはじめた。 メンバーの言葉で心に残っているのは、一番苦しいのは被災され
た方なのだから。友人のご実家の泥かきに参加したが、実際にその場に行くと、五感が感じ取る。
テレビで見るのとは違う風景、一生忘れないと思う。

◆ ８月 20 日から もう少しで２ヶ月経ちます。 八木地区の職場への通勤風景もだいぶん慌ただしさ
がなくなり、あえて通らなかった 旧道も 今は通らせてもらっています。けれども、当日の緊迫した風
景は今も昨日のように思い出せます。まだまだ 先は長い復興作業。
自分に出来るコトが少ない現実…いや、生活を言い訳にやらないだけ…自問自答しながら もどか
しさをずっと実感しています。MaMa ぽっけを通して 少しでも関わっていけることで心を落ち着かせて
いる状態です。
◆ ＭａＭａぽっけやママ友が出来ることで動いてるのを知り、私も出来ることがあればと動きだしまし
た。日頃のネットワークってすごいなと思ったのは、制服が９月から欲しいとの要望に友達が繋がって
制服があつまったりすることでした。 また、ママ友と週１程、土砂運びに行かせてもらった時土砂の
重さ、そこで暮らしている方たちの大変さに心が痛むばかりでした。まだ、大変な方たちもいらっしゃる
ので、できる範囲で長くお手伝いをしていきたいと思います。
◆ 復旧作業に行ったり、MaMa ぽっけで出来る事をやらせてもらってます。今でも、まだまだ復旧には
時がかかります。出来る事をやって行きたいと思ってます。
◆ 恐怖と不安で眠れなかったあの夜のことは忘れられません。しかしあれほどの災害になるとは…。
翌朝からニュースを見るたび涙が溢れ、ヘリコプターやサイレンの音を聞くたびに心が押しつぶされそ
うになる毎日。自分に何かできることはないか考えてみるものの、現地へ足を踏み入れる勇気が持
てない。夏休み中の子どもたちとの生活をしっかり守ることで精いっぱい…。重苦しい気持ちで過ご
す中、メンバーからの災害支援の呼びかけが。微力ながら私でもできることがある！と動きだすうち
に、気持ちもほんの少し軽くなってきました。ただし、ボランティアやりたいけど無理は禁物。自分や
家族もまずは元気でいなきゃ！焦りすぎずマイペースでの支援を考えるきっかけにもなりました。
そして、「無事か？」と案じてくれる家族、親戚、友人に感謝。命あることに改めて感謝。いろいろ
なことを忘れないで、一つ一つできることをがんばろうと思います。

＜ 思い続けること ＞
◆ 8・20 以外にも他の地域でも大雨による被害がたくさんあった夏でした。御嶽山の噴火もありまし
た。当然のことながら「報道の量」は減ってきます。忘れられる…感覚はこういうところからくるのかな
と思います。大変な思いをされている方々に思いを寄せること、行動をすることを忘れてはならない
と同時に、私自身が、自分自身に降りかかることに対して備えることを忘れない、今できることは実
行することが大事だと痛感しています。出来るところからやっていこう…
◆ こういう理不尽な死があるたびに、以前新聞か何かで読んだ文章を思い出します。
「あなたがつまらないと思っている今日は、誰かがどうしても生きたかった一日かもしれない。
今日はかけがえのない一日だよ」
◆ 今までは日常を普通に送ることを当たり前だと思っていましたが今は日常を普通に送れることがと
ても幸せなことなんだと実感しています。１日１日を大切に生きていきたいです。

私たちの活動の足跡
これまでのつながりのおかげで、災害という緊急時にも、日常活動の延長線上で、下
記のように活動を行うことができました。もちろんパーフェクトではありません。こうして報告
させて頂くことが、これからの子育て支援活動や、いつどこで起きるかわからない自然災
害時に、活かすことができるといいなと思っています。
8 月 20 日

まずは、メンバーの安否をメーリングリストで確認。同時に近隣での被害状
況の情報を収集し、区社協へ報告。

8 月 21 日

ボランティアセンター運営委員会メンバーより、佐東老人いこいの家の入浴
サービスで、シャンプー、タオルが足りないと協力依頼。
また、ボランティア連絡会メンバー（梅林地区在住）より、避難所となって
いる佐東公民館では、紙おむつが足りないと協力依頼。
ボランティア連絡会として、水を通したタオルやぞうきんを集めることに。

8 月 22 日

佐東老人いこいの家に集まったシャンプー、タオル、肌の弱い方用のボディ
ソープを届ける。
（山本地区子育てサークルさん、毘沙門台学区社協さん、
NPO 法人 e 子育てセンターさんも協力してくださる。）また、子育てサーク
ルグリーンキッズさんの協力で、様々なサイズの紙オムツが集まり、佐東公
民館へ届ける。

8 月 23 日

災害ボランティアセンター設置準備へ参加。避難所で子ども達があそびスペ
ースを必要としていること、体育館避難所では暑くて過ごしにくいこととい
うニーズ入る。早速メッセージを入れたうちわをメンバーで作成を始める。

8 月 27 日

NPO 法人 e 子育てセンター、安佐南保健センター、MaMa ぽっけ 3 者で、
災害時の子育て支援事業情報共有の場をもつ。あそびスペースづくりを担当
することになる。出来上がったメッセージ入りうちわを届ける。

8 月 28 日

ボランティアまつり実行委員会への参加。まつりの取りやめと、このつなが
りを災害支援活動に活かしていくことを決定。

8 月 30 日

佐東公民館で、公民館職員さんと連携して、あそびスペース支援を行う。
（2
日間実施） メンバーからの声かけで、被災した地域の中学校の制服集めに
協力。

9月 4日

定例会を実施。区内子育てサークル活動への影響、必要な支援活動を行える
ようアンケートを実施することを決める。また、おもちゃの貸出など、区社
協職員に代わって、子育てサークル支援業務を活動として行うこととした。

9月 8日

3 者連携の活動として、八木小学校でのあそびスペース支援「ほうかご教室」
をスタートする。NPO 法人これからのまなびネットワーク、広島経済大学
興動館子ども達を守ろうプロジェクト等と協力して実施。（1 か月間実施）

9 月 26 日

ボランティアまつり実行委員会より、あさみなみ元気づけ隊に移行。賛同参
加。また、災害ボランティアセンター運営支援スタッフとしての活動協力ス
タート（ボランティア参加名簿の入力作業等）

10 月 22 日

佐東公民館で活動している３つの子育てサークルさんと交流会を実施。
３つのサークルが休止状態だったので、代わりの活動場所の調整を行う。

10 月 23 日

あさみなみ元気づけ隊支援活動「おそうじ隊」として、メンバー初参加。

11 月～

NPO 法人 e 子育てセンターと協力して、佐東地区で臨時のおやこひろばを
スタート（2 か月間実施）。

八木小学校ほうかご教室
災害後、避難所等で聞き取り調査を行った保健センターより、夏休みが終わり
小学校再開時における放課後の子ども達の居場所（あそびのスペース）が課題
としてあがった。これまでの子育て支援事業での連携を活かし、MaMa ぽっけが
中心となり、あそびスペースづくりがスタートした。9 年間継続してきた“子育て応援イベント実
行委員会”でのつながりを活かし、短い準備時間でスタートできたのは、これまでの活動の大
きな成果であったと思います。小学生の我が子をもつメンバー中心で、取り組みました。
＜活動期間＞ 平成 26 年 9 月 8 日（月）～9 月 30 日（火）15 時から 17 時まで。
※15 日間実施、利用登録 24 組。述べ小学生 181 名が利用。
＜活動場所＞ 広島市立八木小学校 教室、図書室、校庭にて
＜運営団体＞ 広島市立八木小学校、子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけ、NPO 法人
これからのまなびネットワーク、RQ 広島 （協力：安佐南区 PTA 連合会）
＜参加学生＞ 広島経済大学興動館 子ども達を守ろうプロジェクト、広島経済大学興動館東北支
援プロジェクト、広島修道大学 西村ゼミ、広島大学、広島女学院大学、安田女子
大学ボランティア部
＜お楽しみタイム協力団体、グループ＞
9 月 11 日 みゅーじっくあむ 松本智恵美さん（レクリエーション）
9 月 18 日 けんだま協会 砂原さん（けんだま教室）
9 月 25 日 どれみママ 廣田さん、山崎さん（コンサート）

メンバーより
「いつもの活動とはちょっと違うので、大丈
夫かなぁ？と思いながら参加してみる
と、子ども達の元気いっぱいの笑顔をみ
たら不安もどこへやら！一緒に遊んで楽
しかったです。安心して過ごすことができ
る学校で、放課後に宿題を済ませ、大
学生たちと思いきり遊んで過ごせるという
こと・・・ その中で、みんなでルールを決
めて、折り紙をしたり校庭でドッジボール
をしたりと、子どもたちの笑顔がたくさん
見ることができて、本当によかったです。
このつながりは、大切にしていきたいです

保護者の方より
「いつもありがとうございます。この１ヶ月、た
くさんの方たちに支えられ、楽しく充実した
日を過ごしたように思います。楽しかったこ
とや、教わったことなどを一生懸命話して
くれました。今日で最後ということもあり、
息子は寂しい思いがあるようです。勝手
な願いですが、これからも何かしらの形で
子ども達と関わっていただけたら嬉しい限
りです。」というお声も頂きました。

佐東公民館 3 サークル交流会
私たちは、9 月半ば区内 34 サークルの皆さんに、「豪雨災害以降のサークルの活動状況に
ついて」アンケートを実施しました。18 サークルの皆さんから、回答を頂きました。そこで、わ
かったことは、大きな被害のあった佐東地区佐東公民館で活動している３つの子育てサーク
ルさんが、活動に支障がでているということでした。それは、ただ、活動が出来ないということ
だけではなく、「このままの状況が続き、サークルをやめてしまうメンバーが出たりなど、サー
クルそのものが消滅したらどうしよう…」というお母さんたちの不安いっぱいの声を聞かせても
らうことができました。 まず、みんなで集まり、おしゃべりをしたり、あそんだりできる機会を作
ろう！と、たくさんの方に協力をして頂き、この交流会を開催することができました。
＜日時＞ 平成 26 年 10 月 22 日（水）10 時から 13 時まで。
＜場所＞ 古市公民館 2 階大集会室にて
＜参加サークル＞ こぶたランド、ニョロニョロクラブ、タッチケアもみじ（佐東公）
＜開催協力＞ 古市公民館、安佐南区社会福祉協議会（開催準備や会場手配の協力）安佐南区ボ
ランティアセンター登録ボランティアさん（子ども達の見守り協力）JA 全農ひろ
しま「とりたて元気市」
（参加者の皆さんの駐車場の提供）広島ママブラス peace
（フルートアンサンブルコンサートタイムの協力）NPO 法人あいあいネット、ユ
アーズ庚午店、気仙沼市有限会社マツイ(松井恵美子さま)（お菓子やお絵かき帳、
また、気仙沼の美味しいふりかけなどお土産の提供）
たくさんの皆さんの温かいお気持ちをいっぱい！
ありがとうございました。

＜メンバーからの報告＞
ママブラスさんのフルート演奏で始まり、大人も子どもも楽しめる曲ばかり、子ども達とママが一緒
に演奏を聞いたり、歌ったりして、素敵な癒やしの時間を過ごせました 。
ハロウィンイベントではニョロニョロクラブさんが事前準備してくださった簡単工作があり子どもたちの
仮装もとても可愛かったです！
ママたちのおしゃべりタイムのときには、子守りボランティアさんが子どもたちと遊んでくれたので、ママ
たちはお茶を飲みながらゆっくりお話ができたかな（＾＾）と思います。やはり場所が確保出来ないの
で、サークル自体が存続の危機と言うおはなしがありました。
当日はあいにくの雨ふりでしたが、18 組の親子さんが参加してくださり笑顔いっぱいの楽しい交流
会でした(^^)♪ きっとママたちも気分転換になったと思います。交流会をまたやりたいね！という嬉し
い声もあがりました。また、みんなで子ども達が楽しめる時間を、一緒に作りましょうね。

水あそびカフェの報告
夏休みの恒例行事となりました“水あそびカフェ”です。
広島経済大学興動館カフェ運営プロジェクトさんとのコラボ企画で
す。 1 年目は、私たちが企画し、賛同してくれるサークルさんと一
緒に実施。2 年目は、計画からサークルさんと一緒に実施。そして、
3 年目である今年は、多胎児さんの子育て応援活動として「ふたりっ
こ」さんと一緒に計画を進めました。 豪雨災害の影響もありましたが、この活動の意義の大
きさを思い、日程を延期して開催をすることとしました。 開催に協力してくださった興動館職
員の皆さん、広島文化学園短期大学保育学科堀田先生、古市公民館の皆さん、安佐南区社
会福祉協議会の皆さんにこの場をかりてお礼申し上げます。

８/７
“カフェ P メンバーと MaMa ぽっけメンバーの交流会”
「いつも進行に忙しく、カフェのみんなとゆっくり話すことできないのが残念！」そんな昨年
の反省を活かし、今年はメンバー同士で、ゆっくりワークショップ形式で交流会を持ちました。
夏休みであるので、幼稚園や小学生であるメンバーの子ども達は、
遊びで開こう未来の扉プロジェクトの皆さんが楽しい計画を
たて、担当して下さいました。メンバーの交流会のテーマは
「子育て世代が利用しやすいカフェって？」美味しいスィーツ
セットを頂ながら、楽しい交流会となりました。
（写真は 「見て！お兄ちゃんとお姉ちゃんにもらったよ」
）

９/１１
“ふたりっこさん赤ちゃんメンバーと一緒に！”
「まだ、うちの子小さいから水あそびは出来ないから、行きたいけど無理
かな？」そんなお母さんたちの声をキャッチしてくれたメンバーの提案で、
この企画が誕生。カフェで新聞紙あそびを楽しみ、その後、ママたちにランチを楽しんで頂きま
した。子ども達は、文化短大の 11 名の学生さんが 1 対 1 で担当します。
「ずっと泣いていてど
うしてよいかわからなくなったけど、寝てくれた時はうれしかった。」
「思った以上に動きまわる
のでびっくり、かわいかった。」と、秋から保育実習が始まる学生さんにとっては、貴重な体験
の場になったようで、よかったです。（写真は、お姉ちゃんに抱っこしてねんね！）

９/１８
“ふたりっこさん大きい子メンバーと水あそび”
プールには入れないけど、さかなつりあそびなど、お天気にも
恵まれ水遊びを体験することができました。「ゆっくりランチが
したいなぁ～」そんなママたちの願いをかなえてあげるために、
文化短大の皆さんとメンバーで、子どもさんたちのお世話を
しました。（写真は、みんなで水あそび！）

安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業 （平成２６年１２月～平成２７年２月）

日

時：

第１・２・３ 火曜日 10 時～12 時（時間内出入り自由）

12 月
１月
２月
場

２日、 ９日、１６日
６日、１３日、２０日
３日、１０日、１７日

所：

「私も子育てサークルに
行ってみたいなぁ～」
そんな親子さんも
大歓迎！

安佐南区総合福祉センター６階
第３会議室にて
問い合わせ： 安佐南区社会福祉協議会
＜電話＞０８２－８３１－５０１１

★ 子育てサークルやおうちで楽しめる
あそびを紹介しています！
★ 子育てサークルの紹介、
サークル運営の相談をしています！
★ サークル体験会のお知らせです ★
日時： １月 29 日（木） 10 時から 11 時半まで。
場所： 祇園公民館にて
※ 事前申込制、詳細は祇園公民館だより 1 月号を見てね！！

《 “MaMa ぽっけ”って な～んだ？ 》
子育てサークルの出身の母親を中心に、自分たちの経験を活かして 子育てサークル活動の
おもしろさや、子育て仲間のすばらしさを伝えていこう！というボランティアグループです。

《

活動内容の紹介 》
① 通信の発行 （年に 4 回、子育てサークルについての情報を発信します。）
② MaMa ぽっけの あそびネタサロン & 出張あそびネタサロン
③ おもちゃなどの貸出 （サークル活動がより楽しくなるように願って、貸出を行います。）
④ 安佐南区内子育て支援機関と一緒に、子育てサークル交流会の開催
⑤ その他…サークル訪問や、あさみなみ元気づけ隊、あさみなみ子育てしやすいまちづくり委員
会への参加、東日本大震災被災地支援などできることを楽しく ゆっくり！じっくり！活動して
います。
♥ サークル活動で困ったことがあったら、
遠慮なくいつでも！お気軽に声をかけてくださいね。 ♥

