【どんな援助があったらよかっ
たですか？】

千葉県鋸南町（朝日新聞デジタル）

＊ 大き な災害 を経 験す ると、
人 は自 分の被 害を 話し たくな
る もの だなと 感じ た。 被害後
に 顔を 合わせ ると 誰も が必ず
最 初に 被害状 況を 話さ ずには
始 まら ないと いう 感じ だった。
Ｉ Ｈの 我が家 はカ セッ トコン
ロ が必 須。水 保存 容器 も必須。
隣 近所 のつな がり はあ りがた
い。

＊ 久し ぶりに 原始 的な 生活を
し た。 夜は網 戸に した まま寝
た り、 うちわ を活 用し たり、
洗 濯は お風呂 に水 を張 って踏
み 洗い したり と、 文明 の享受
を 受け た生活 をし てい たんだ
と 改め て思っ た。 また 隣近所

＊私 たち の生活 が電 気に 支え
られ てい ること を痛 感し た。
今回 は被 害なし でし たが 、万
一に 備え 、必要 なも のを 用意
しようと思います。

＊大 型で 強い台 風が 日本 に上
陸す る回 数が増 えて いる のが
心配 だ。 近くで 停電 ・断 水・
家屋 の損 壊が起 き、 様々 な備
蓄品 につ いて考 え直 さな いと
いけないと思った。

＊ 何気 ない日 常に とて も感 謝
を する と共に 、自 然の 怖さ を
感 じま した。 明日 は我 が身 と
い うこ とをと ても 感じ 、日 々
の 備え をしな くて は・ ・と 思
い まし た。子 供が 小さ な時 に
家 族で キャン プに よく 出か け
て いま したが 、そ んな 経験 が
と ても 役にた つの では ない の
かなと感じました。

＊ 被害 にあっ た人 に声 をか け
た い。 おせっ かい かと 躊躇 っ
て しま うこと が多 いが 、押 し
つ けに ならな いよ うに 気を つ
けて言えたらいいなと思う。

2 0 1 9 .1 1 .3 0

3

N U K U M O RI H O T P RES S

◆テレビも携帯 も使えないの
で 、情報 （電 気の 復旧な ど）
が 得られ ず、 一体 いつま で我
慢 すれば 良い のか 分らず 困っ
た 。情報 を得 られ る態勢 が欲
しい。
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◆正 しい情 報が 入る こと。 い 【 今回 の台風 を体 験し て思う と助 け合 ったり 、支 援物 資を ＊ 身近 なぬく もり の人 の話 を
つごろ、どんな状態なのか。
こと】
頂い たり と、人 情の あり がた 聞 くま でテレ ビで 観て 気の 毒
みを痛感した。
と 思う くらい だっ たが 、知 り
◆前 日にテ レビ で災 害時の こ ＊ 関心 を持つ こと が大 切です。
合 いが 被害に あっ たと 直接 聞
とを 放送し てい て参 考にな っ ボ ラン ティア セン ター で働い ＊親 切に しても らっ て、 自分 い て、 何かで きる こと があ る
た。
て いま すが、 そこ には 全国か も出 来る ひとに なり たい と思 か と考 えだし た。 自分 の身 近
ら の関 心のあ る方 が支 援に来 いま した 。食料 品、 水、 電池 な 人が 被害に あっ て、 やっ と
◆情 報は伝 えら れな いとこ ろ て くれ ている 。そ の横 を被害 の備 蓄が 必要だ と思 いま した。 考えるんだな・・私は。
ほど 、被害 が大 きい という こ のなかった市民が何事もなかっ 経験 して 被害者 の気 持ち が少
とを 行政に は改 めて 認識し て た かの ように 通り すぎ る状況。 しは分かりました。
＊火災保険に入っていて良かっ
ほし いと思 いま した 。高齢 化 関 心を 持つ、 感じ るこ との大
た 。こ んな恐 ろし い台 風を 経
が進 む地域 に住 んで いるの で、 切さを痛感しました。
＊先 ずは 自分た ちの 事、 安全 験 した のは初 めて だっ た。 今
孤立の怖さを知りました。
確認 など 。それ から 近所 の人 後 もま たこの レベ ルの 台風 が
＊ 夜は 暗くな った ので 、テレ への 声掛 け、親 せき など の知 来ると思うと恐ろしい。
ビ のな い生活 もあ りか と思い 人の 様子 。いざ とい うと きは
ま した 。ガス で土 鍋で 炊いた 家族 のこ とが一 番先 に頭 に浮 ＊ 停電 や通信 障害 など に備 え
ご 飯が おいし いと 思い ました。 かぶ こと 。落ち 着い てく ると る 日頃 の準備 の大 切さ を感 じ
周り の人 への心 使い が出 来ま ました。
す。 ご近 所の付 き合 いは 大切
だと 思い ました 。ま た日 頃か
らの 電池 の補充 など して おく
といいと思いました。
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◆ 停電の 復旧 の見 通しを 明ら
か にして 欲し かっ た。水 を個
別 に配達 にし て欲 しかっ た。
（贅沢か・・）
◆ 公共の 放送 が数 時間で 入る
よ うにな りま した 。しか し、
い つも思 うの です が『こ ちら
は ○○市 役所 です 』はハ ッキ
リ 聞き取 れる ので すが、 肝心
な 事は方 向も 変わ るから か、
何を言 っているか聞き 取れず、
隣 人同士 でも 電気 、水？ どっ
ち がいつ から 使え るの？ と話
がわれました。
◆ 天災な ので 、市 の低価 格の
修 理対応 （す ぐや る課な ど）
要 請出来 れば 良い のにと 思い
ました。
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◆ 被害の ない 人の ところ へ、
少しの 間遊びに行きた かった。 台風 号 による強風 で壊れた 住
コ インラ ンド リー の情報 など 宅の屋根にブルーシートが張られ
が欲しかった。
ていた 月 日午後 時 分
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