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はじめに

　おはようございます。

　只今ご紹介いただきました石本でございます。

　慌て者なもので、今日は持ってくる資料を自宅に忘れてきたので、話が行ったり来たり、いい加減なこ

とになるかもしれませんけれども、よろしくお願い致します。

　非常に響きのいい「幸せを分かつ会」。「何か宗教団体違うか｣と、よく「オウム｣か｢幸福の科学｣か言わ

れましたけれども、正真正銘の今年36年を向かえたボランティアの会でございます。

　全国組織になっておりますけれども、そのきっかけは、今から17年前の阪神淡路大震災が起こったとき

に、大阪を含めた阪神間を中心にボランティアをしていたのですが、私は全国組織の草野球の関係とか

諸々の事で、全国にいろいろな友達・知人がおりましたもので、第一報、電話がついたのが三日くらい

でした。

　三日目ぐらいで、生まれが山口県なもので、山口と徳島の方から「生きてるか」という第一報がありまし

て、それから４月の20日位まで、約三ヶ月間ですか、阪神淡路の震災のボランティアをして、そのとき郷

里からも炊き出しの救援隊という事で、昔の大きなお酒屋の釜を積んだりしながら、燃料もないから薪を

割って、村が総出で阪神間に、鳥取とか山陰を通りまして、裏から阪神間に入ってきてくれたんです。

　尼崎・西宮・宝塚と炊き出しをしましたけれども、大変喜ばれて、一番二月の寒い時分に、今日の時点

くらいには少しずつ物が行き渡っていましたけれども、何もないときに獅子鍋というのをやりました。

　涙を流しながら、「ふつうでも食べたことがないのに、こうしてボランティアでいただいた」というので、五

千食をしたんですけど、その時に、いろんな所から、「一日でもいい。二日でもいい。何か手伝うことない

ですか」とか、「一週間いけます」とか「半月いけますから」ということで電話が入ってきて、その時に「して

いただくのはいいけれど、寝るところはないよ」と。

　そして公民館とか、そういう所の部屋はあるけれども、もちろん食べ物もない、そういう事を覚悟で来る

のだったら、来てください」と。

　でも、最後にひとつだけは守って欲しいのは、「来て不足を言わんといてくれ」と。

　ああいうボランティアをするときは、最初はいいんですが、途中からいろいろな不足が出るわけで、「もう

チョッと何とかならんか｣、「地元はどないしてんねや｣というようなことね。

　そうしたら、喧嘩になったらボランティアは終わりですから、そういう事を乗り越えて、４月の20日くらいま

でやったんですけれども、その時、皆さん地元に帰られたとき、これを今まで点の形で私の知り合い等が

おりましたけれども、「線の形でネットワーク作りをしてくれ」と、こういう事がありまして、実はそこから今の

「幸せを分つ会」の組織が広がっていったというのが現状です。
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ボランティアのきっかけと変遷

　この度の東日本大震災、あと１ヵ月弱になりますけれども、3月11日、私はちょうど長野県に行ってたん

です。

　9日の夜から長野県に入っていまして、10日泊まって11日ですけれども、帰るときに知り合いのドクター

から「もう１日泊まりなさいよ」と言われて、「どうしても11日、昼からこちらで用事があるから帰らんといか

ん」ということで、たまたま東雲の駅で、東雲線って、名古屋から長野に行くんですけれども、一時間に一

本出るんですけれども、早いのに乗ったんですよ。

　それが幸いしまして、大阪に着いたときは揺れたんです。まだ、そこでは新幹線動いていましたからね。

　もうひとつ幸運だったのは、長野の震度6が次の日に起こっているんですね。だから、あのまま１日泊ま

っていたら、それこそそこに2～3日居なんといかんというような、3月11日も、あれは2時10何ぼでしたか

ね、ちょうど一時過ぎぐらいの新幹線で大阪駅について、あの状況でしたんで、あのまま居れば途中の

長野から名古屋までの間、何処かでストップしたまま、まあ１日くらいはそこにおったんと違うかというよう

な、その時は幸運でしたが、あの駅で見たのは凄まじいですね。あの状況は。

　阪神淡路のご経験の方は、この中にたくさん居られると思いますけれども、あの阪神淡路のときは、我

々大阪、或いは阪神間に住んでいたら、地震はあってもさっと揺れて、電灯がついていたらそれが揺れ

るぐらいなんですけれども、とにかく未曾有の大震災やと言われて、マスコミも、そのとき居られたいろん

なボランティアが入ってくるわけですけれども、ボランティア元年だということをマスコミは、その時はじめ

て言ったんですけれども、私がはじめた昭和51年、以前からいろいろやっているんですけれども、ボラン

ティアって言うと、大体「奉仕」とか、宗教団体の方もそういう風な天理教のひのきしん(日の寄進)とか、キ

リスト教は年末に社会鍋とか、そういうような事で、奉仕という事で、あまりボランティアという言葉はなかっ

たんですけれども、私がはじめた昭和51年は、七名の仲間で「何かしたい」と。

　ちょうどその時、野球関係もやっていましたんで、怪我したときとか、交通事故でも一万人を超えるよう

な時代で、大変な時代でしたね。

　そういう時に何やと言えば、やっぱり輸血が要るわけですけれども、その前に昭和40年代のはじめ頃ま

では、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、輸血の血は売血がほとんどだったんですね。

　牛乳瓶一本が200cc入るわけですけれども、それが1500円で、その当時のお金ですから大きいですよ。

　西成っていう労働者が、東京は山野ですけれども、1500円あったら三日位生活できるんですよ。当時

は。

　それを売っていた。
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　だから、それで大きな問題になったのが、あのアメリカ大使のライシャワー大使、ご夫人がハル夫人と

いう日本の方なんです。

　ライシャワー大使が暴漢に襲われて輸血を受けるとき、大変な血をもらったということで国際問題にな

ったんですけれども、そこから日本政府も売血じゃなく献血をということで、それまでお金をもらっていた

のに、「何でただで血をやらなきゃいかんのか」というようなこともありましたけれど、それは皆がそれぞ

れ運動して、私たちも何かやろうということで、実ははじめたのが一番最初のボランティアのきっかけで

した。

　そして、それから10年過ぎるまでは、いろいろ試行錯誤しながら、と言うのは、野球やっていても、それ

ぞれ血液型を登録させるわけですけれども、家の誰々が怪我して入院したとか、或いは手術をしないと

いかんとか、そして「A型、何人集まって」というように、10人だったら10人、昔は病院に行ってたですから

ね。

　もちろん保存した血液もありまし

たけれど、血液は一週間、10日は

もちませんから、新しい血が要る

わけですから、そして行って、順

番で血を抜いてもらっていたという

ことなんです。

　そういう事でやっていたら、登録

していただくにもA型とか、そういう

多い血はいいですけど、AB型とか

少ない血はなかなか集まらないと

か、そんな事をしていて、ひとりふたりと櫛の歯が抜けるように抜けていくわけです。そしたら段々萎ん

でいくと。

　そしたら次は何やと、いろんな事をやりました。

　そして、10年過ぎた頃に、ひとつひとつに今はボランティアの団体がございますけれども、ひとつに限

らずに、オールマイティで請われたら何でもやろうと。

　「あれをして欲しい。これをして欲しい」と言われたらそれをやろうという事で考えたのが、皆さまのお手

元にあると思いますけれども、スローガンであります、「１年に３日間、あなたの側であなたに出来るボラン

ティア活動」というのをスローガンにあげてはじめたわけです。

スローガンを掲げて

　その時、今は亡くなりました野草市長という方が居られたんですけれども、「いいこと考えたなあ」と言っ
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て褒めていただけたのが今でも忘れませんし、そこから少しずつ人の輪が、１年に３日間、例えば、朝起

きて家を出てゴミが落ちていたらゴミを拾うと、これをカウントしたら１年に三回くらいは出来るだろうと。

　バス、或いは電車に乗って、お年寄りなり身障者の方に席を譲るとか、これもひとつのカウントにしたら

三回くらいは出来るだろうということで、皆さん「それだったら」という事で参加をしていただけるようになり

ました。

　やっぱりボランティアは、皆さんよく言われますけど、これをやってやろう、あれをやってやろうと肩に力

らを入れたら疲れるし、思うように出来ません。

　出来るときにして、肩の力をゆっくりと抜いてやれば、どんな小さなことでもボランティアって言うのは出

来ると思うんです。

　それと、中味は何をやっているかと言うと、これはペットボルトですね。2リットル入りの。何故これをもっ

て来たかというと、一本に2000個入っているんですよ。プルタブっていうのが。

　ジュースとかビールを飲むときについているプルタブっていうのを、実は集めています。

　これは2000個で約800グラム。そして、これが1250本で、実は車椅子一台いただけるんですよ。

　ドラム缶にして大体7本くらい要ります。それが1250本で、約1000キログラム、1トンになるわけですね。

　これ、実は私の事務所に全国から送ってきてくれます。

　何故こんなまどろっこしい事をするんやと言われますけれど、缶を集めたらいいんやないかと。

　確かにこのプルタブと缶の重さとは何百倍も違いますけれども、実は良い悪いは別ですけども、その缶

で、ブルーシートなんかで、公園とか河川敷で、その人たちが、生活をしている人たちが現実に居るわ

けですね。

　その人たちとトラブったらボランティアにならないわけです。

　トラブルないには、これを集めていく。

　まあ、気の遠くなるような事なんですけど、このスローガンの中に「10秒間の真心を大切にしよう」という

ことをあげております。

　それは、子どもでも10秒間あったら取れるわけですから、ご家庭で1日にこれだけと言うのはなかなか、

それこそ気の遠くなるような数ですけれども、ただ、そのプルタブを取る間に「あっ、これが少しは障害者

の方とか、そういう人たちに役に立っているんだなあ」と思ってもらえる瞬間が、私たちがやっている事に

意義があるんだろうということで、これも続けています。

　昨年、35周年のときは、少ないんですが全国に5台送らせていただきました。

　５台という事は大きなドラム缶が35本要るわけですが、そういう事で、尼崎でも連合婦人会の方とか小

学校とか、或いは四つの美容組合の方とか、いろいろな職場。
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　例えば隣の西宮でしたら、西宮の市役所の今の市長さんを部長時代から知っていますので、近所の

自治会から集めたものを月に１回、「集まっているで｣というような電話をいただいたり、例えば水道局と

か、そうところから寄せていただいています。

　それがひとつひとつ成果として、実っていっているということもやっています。

　今、世の中チョッと景気が悪くなったので低迷していますけれども、バブル期のいい時は、日本で有数

のいろいろなメーカーとか会社とか、賛助会員として参加していただいていました。

　このような今の世の中ですから、会費としては僅かですけれども、「石本さんのところだけ残して、他の

いろいろな会を辞めるのに、ここだけ残すわけにはいかんのや」ということがありまして、「それは、そうで

すね」という事で、それまでに入られたのは、ボランティア、社会貢献するのは、企業として或いはメーカ

ーとしても社会的な責任だということで、参加していただいていたんですけれども、規模も縮小したりと

か、いろいろな世の中の変転のなかで、実は今年は一番多いときの三分の一をきる、そういう賛助会員

の方、そういう厳しい状況になっていますけど、それはそれで、出来る限りのことはしていこうという事で、

それぞれの、秋田県にも支部がありますとか、私の郷里の山口県にもありました。

　全国的にあるんですけれども、そういう仲間たちが、「火だけは消さんといてよ」ということでやっており

ます。

　話は飛びますけれども、この3月11日が東日本大震災の一周年になるわけですけど、実は相馬市で、

私の友達が真言宗の醍醐寺派なんですけど、それと合わせて紫燈護摩という護摩焚きをするわけです

けど、中村城の跡のグラウンドで相馬の社会福祉協議会と相馬市が中心となってやっていただく。

　この生駒山からも行者さんとかも行くんですけど、私も来てくれという事で、それまで震災があったとき

に入れませんから、秋田の仲間が、三日後に、山を超えて相馬に入ったわけなんですけど、地獄という

ものを映画とかでは見たことあるけど、まず見たくないと言いましたね。

　何もないです。街が。丘から下へ。それまでは険しい山を渡って入っていくわけですけど、その後に輪

を掛けたのが原発なので、阪神淡路の場合は特に阪神間がひどかったですが、向こうは青森から茨城

まで500キロあるという。

　500キロといえば大阪から東京までの距離で、その沿岸側が殆どやられているということで、「それはも

う言葉では言えません」と、「とにかく見てください」ということで、今度そのグラウンドに2000人の人を呼ぶ

ということで、それにもまたいろいろなお手伝いを。その時紫燈護摩を。10万人の。

　阪神淡路は6343人ですか、お亡くなりになったのは。

　向こうはまだ行方不明を含めて、2万人を超す人がお亡くなりに、その人たちの鎮魂と平和を願う為に、

紫燈護摩をするわけですけど、中村城の跡のグラウンドで、あの辺の人で2000人集まるというのは、
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それはもう壮大なものだろうと思いますけれども、そういう活動を行っております。

災害復旧機構の立ち上げ

　このボランティアっていう事、先ほども言いましたが、押し付けて、そりゃあ押し付けてもいいんですけ

ど、会社なんかだったら、尼崎市の場合だったら、年に２回、春と秋に「10万人クリーン作戦」とかもやっ

たりもしますけれども、９月には防災の火といって、私は去年も災害復旧機構というボランティアの組織を

立ち上げまして、災害時に何故立ち上げたかと言うと、災害が起こったときに一番大事なのは導線を開

くという、言わば、その場所に行く為にはたくさんの瓦礫とか、道路が壊れたり溶かしています。

　そこで瓦礫の撤去、或いは人間生理現象で１日トイレを我慢したといえば、死には至らないかもしれな

いけれど、しかし、大変な体に。

　その為に何かと言えば、やっぱり屎尿の関係と瓦礫。これは大体一週間から10日、まあ2～3日で片付

くこともあるでしょうけど、大きな事になったら大体一週間から10日位かかるんですよ。

　それをその間だけ無料で、次の部隊が整えて入ってこれるまでの一週間なり10日、私たちの会員がボ

ランティアをする。

　現地に行って、そして導線を開くように、次の部隊の車両等が入ってこれるようにという事ではじめたの

が、災害復旧機構という。

　この会員さんは尼崎では、皆さんの日々に

あるゴミ収集されている方とか、そういう企業

さんに会員として参加していただいています。

　活動はどんな事をしているのかと言うと、月

に会費をいただいて、それを積み立てて、

そして兵庫県でも昨年の12号台風、15号台

風、大変でしたね。

　その前にも、豊岡の円山川とか西播の方

の揖保とか、或いは淡路島と。

　大変な状況の、災害っていうのは、よく言

いますけれども、忘れる頃にやってくると言いますけれども、違いますね。

　忘れないうちに災害っていうのはやってくるわけですから。

　だから、これからも災害は私のところには来ないだろうと。この地域には来ないだろうと。

　今は、気象学者に言わすとピンポイントで来るらしいですね。

　この阪神間でも、阪神間全部じゃなくて尼崎なら尼崎の周辺とか。神戸なら神戸の周辺だけボッと来る

というような災害も起こるというようなこと。
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　よく消防局の野草局長さんもお見えですけれども、災害というのはいつも「今来る」という事で準備はや

はり怠らないというようなことなんですけれども、私達もそういう意味で、災害復旧機構にしても、準備だ

けはしておこう。

　何があっても、請われたら、「来て下さい｣、「ここに入って」という事であれば、それは入っていって、そ

して次の部隊が入れるまでのことを無料で、そりゃあ行くまでは車で行くのでガソリンも要れば、いろいろ

要ります。

　それは会員が積み立てた会費でやっていきましょうということを、実は今の活動の中でやっています。

現在の活動など

　私の活動の中のひとつで、若い方はチョッと分からないですけど、ハンセン病ってあるんですよ。昔で

いうライ病ですね。

　これは日本の国でまだ15ヵ所あるんですけど、昔は一万人以上居りましたけど、今は3000人を切りまし

て、2300人ほどです。

　私たちは香川県の奥に大島清祥園という、大島という島があるんですけど、高速船で10分で行けます

けれども、いま平均年齢が84歳ですか。

　「あれは接触したり、空気感染するんや」とか、「その血筋は皆そうや」とかいうような、大きな誤ったこと

で、人生をすべて。

　昔、昭和20年代は肺結核が流行って、これも全部隔離されたわけですけれども、これは治ったら外に

出れるわけなんです。

　ハンセン病患者っていうのは、外にも出られないと。

　それは戦後すぐにアメリカからその薬、打ったらすぐ治る薬が出来たんですけど、例の悪法で、日本は

まだほんの小泉さんの時代まで、そういう事で外にも出られない。

　せめて死んだら自分の生まれ故郷の上空から見たいということで、千の風といって、あの人たちは死ん

でもお骨が郷里に帰れない、ずっとあの島に行くと。

　そういった亡くなった人のお骨が置いてあるわけですけど、そこに火葬場があります。その火葬場で焼

いた骨の灰を、瀬戸内海の海に向かって蒔いて下さいと。

　風に乗って、せめてもの故郷の空に帰っていきたいという。

　そういう人たちが、そこにも私たちは年に何回か行って、慰問という言葉は使いません。

　共に楽しみ、絶対にうつりませんからね。うつる条件があるんですよ。

　昔は栄養が足らないとか、精神的ストレス、皆さんが考えているストレスとは違います。

　精神的ストレスというと戦争とか。今まだ中近東にありますね、アフガンとかで戦争をやっている。

　インドとかパキスタンとかバングラディシュとか、たくさんまだハンセン病患者が居られますけれども、日
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本の中にはいま患者ひとりも居りません。

　回復した人がこの島から出られない、いや、今は出れるんですよ。法律が変わったから。

　だけど、故郷に帰っても受け入れていただけないというような、実はこういう現実もあります。

　こういう事も、私たちは声を掛けられ、何とか励ましたいということで、一番最初に、私は、そこが法が解

禁になって、外に出られるようになって甲子園球場に招待したんです。阪神ファンですから。

　その時に、80近いご婦人が、自分の旦那さんの遺影を抱えて、今はまだ改修ですが、蔦がまだあった

ので、蔦を触りながら、「お父さん、やっと来れたよ」と、遺影を見せながら。

　そして、それが終わって、実は阪神間のいろいろなところへ、二十数名のこういう患者さんが居られま

すと。ホテルに泊めさせていただけますかと言うと、やんわりと断られました。

　それはやっぱり偏見があるんですね。

　仕方がないから、大阪のホテルはどうぞと。中味はわかっていますと。絶対にうつらないということも分

っていますという事で、引き受けていただいた。

　そして連れて行ったのが、吉本に連れて行った。生の吉本を。

　それだけ「生きてきてよかった。人間として生まれてきてよかった」という、今までは人間以外の扱いをさ

れてたわけですから、だから、そういう人たちも自分の生きてきたということに対して、そういう事を感じて

いかれたと。

　語れば、いくらでも細かいボランティアがあるんですけど、あと、少しお願いします。

36周年を迎えて

　そういう事で、今年36年を向かえておるわけですけれども、今日お聞きの皆さんで、プルタブぐらいや

ったら協力できるわとか、これは、「貯まりましたよ」といっていただければ、お伺いしますし、鳥取県の米

子のある小学校は、PTAこぞって集めて送ってくれたりとかしていますし、そして私たちがやっている１日

の細やかなボランティアについて、ご興味のある方は、どうぞお声を掛けていただいたり、ご参加してい

ただければと思っています。

　最後に、「心の触れ合い」という我々の機関紙ですけれども、年に１回の正月号は、知事さんなりが登

場していただいているわけなんですけれども、これは皆それぞれの地域に支部があるところの、徳島県

の知事とか、山口県とか、そういう風な形にしています。

　今年は大阪、去年までは橋下さんでしたけれども、松井さんという事になっています。政治的には私た

ちは関係ないですよ。

　ただ、そこに本部があったり支部があったら、どうしても役所の公共のものを使わして頂くというようなこ
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とがありますので、そういう組長さんとは理解していただいたり、仲良くさせていただいていると。

　そういう事がボランティアを活動していく中でも一番早いので、そういう事で、いつまで続くか分かりませ

んけど、私もこの一月で古希になりまして、まだ50代の中ごろやと自分では思っているんだけど、「えらい

早いなぁ」と思いながら、まだ、これからも自分で続けられるまで、一生懸命やっていきたいと思っていま

す。

　ボランティアに関わらず、いろんな事をやっていますんで、チョッと１回話し聞いてみよかとか、或いは、

こんな事１回相談してみよかとかいう事がございましたら、お電話でもいいし、事務所は山幹のところの

裁判所の東隣に中塚ビルというのがあります。そこの一階に事務所があるんですけれども、そういう事

で、これからも何かにつけてこういうボランティアをやっていきたいと思いますし、この事、この事という風

に思っていたんですけど、あっち行ったりこっち行ったり、私の話はいつもそうなんですけれども。

　あっち行ったりこっち行ったりの話になりましたけれども、いま非常に厳しい状況ですけれども、共に助

け合っていく「共生」という言葉がよく言われますけれども、貝原さんが昔知事のときによくお使いになっ

た言葉ですけれども、いまの知事もそうですけれども、やっぱり人間ひとりでは生きていけませんから、

何処かで必ずお互いが共に手を差し伸べながら、共に生きていかないと未来も来ないし、あとにくる子

ども達も育っていけないと思いますので、そういう事でまとまりのない駄弁を排しましたけれども、本当に

貴重な時間をお聞きいただきまして、有難うございました。

　感謝いたします。

　有難うございます。
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