協進レター６３号
平成２３年３月２５日
いやー！驚きました。去る３月１１日金
曜日の午後、東日本を襲った大地震。皆さ
んもそれぞれの場所で体感なさったでしょ
う。社員と社員の家族に直接的な被害はな
く、まずは一安心でした。でも親戚・友人
知人が被災されたという話も聞きます。謹

CNN でも BBC でも絶賛されている
「有史以来最悪の地震が、世界で一番準
備され訓練された国民を襲った。犠牲は出
たが、他の国ではこんな正しい行動はとれ
ないだろう。日本人は文化的に感情を抑制
する力に優れている。」日本人であることを
誇りに、冷静に理性的に行動しよう！！

朝日新聞の記事より
中国メディアで、日本民衆の冷静さに感

んでお見舞い申し上げます。
そして通常の交通手段が大きく乱れ、タ
クシーに対する期待が空回りしているよう
な状況の中でのお仕事ご苦労様です。とに
もかくにも、こんな時に私たちにできる唯
一最大の社会貢献は、地域に発生した「交
通弱者のために活躍させていただく」こと
です。お困りの方が多く発生しています。
とても全部の要求には応え切れませんが、
より多くの方々への利便供与ということで、
安全確保を第一に、公平性を欠くことがな

動したという記事相次ぐ。普段は日本に厳
しい論調だが、
「地震後の東京は、男性が女
性を助け、ゴミ一つ落ちてない」と紹介。
中国中央テレビは、被災地に中国語案内が
ある事を紹介。
「外国人にも配慮する日本に、
とても感動した」と締めくくる。

いように、ご利用いただくお客様への快適
性を担保した運行をよろしくお願いいたし
ます。

地震で津波到達まで 5 分しか時間がない中、
信じられない対応だ。この国民には常に準
備がある。この国は常に事態に準備ができ
るのだ。」

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませ
んが、震災後の Twitter における素敵な話を
まとめたものがネット上に流れていました。
素敵な話ばかりで、わたくしは感動でボロ
ボロ泣いてしまいました。それぞれ震災直
後の呟きです。是非紹介したくて、ここに
書き写させていただきます。

国連からのコメント
日本は今まで、世界中に援助をしてきた
援助大国だ。今回は国連が全力で日本を援
助する。

ＣＮＮの専門家の言葉
「日本国民はミラクルだ。被害は確定し
ないが、他国だったら数倍の被害になって
いただろう。ハイチの 500 倍以上の威力の

外国人から見た地震災害の反応
物が散乱しているスーパーで、落ちてい
る物を律儀に拾い、そして黙って列に並ん
でお金を払って買い物をする。運転再開し
た電車で混んでいるのに、妊婦に席を譲る
お年寄り。こんな光景を見て外国人は絶句
したようだ。本当だろうこの話、すごいよ！
日本。

M9.0
世界最大級となったのか。じゃぁ、今後
復興のためのエネルギーも愛も、世界最大

級にしなくちゃ。

1 回の青信号で
1 台しか前に進めない中、譲り合い穏やか
に運転している姿に感動した。都心の道路
交通は完全に麻痺していたのに、10 時間以
上お礼以外のクラクションの音を耳にしな
かった。日本が益々好きになった。

千葉の友達から
避難所でおじいさんが「これからどうな
るんだろう」と漏らした時、横にいた高校
生くらいの男の子が、
「大丈夫、大人になる
僕らが絶対に元に戻します」って、背中を
さすって言っていたらしい。大丈夫、未来
はあるよ。

自衛隊の救助活動に感動！
福島の奴と話せた時に、自衛隊の無双ぶ
りを聞いた。マジで凄いらしい。背中に年
寄り 2 人背負って両腕に 1 人ずつ。計 4 人
の年寄りを抱えてダッシュとか、普通にし
てるらしい。それなのに、食事も睡眠もろ
くにとらずに、笑顔で頑張っているようだ。

知らない人もいるかもしれないので
自衛隊員は特別を除いて、自分が被災者
でも仕事を優先しなきゃならない。入隊時
にそういう同意書がある。だから自衛隊員
見かけたら、ありがとう、お疲れ様、頑張
ってって声をかけてあげて。彼らは家族の
安否も知らないで、私たちを助けてくれて
いる。

都心から 4 時間かけて歩いて思った
歩道は溢れんばかりの人だったが、皆整
然と黙々と歩いていた。コンビニはじめ各
店舗も淡々と仕事をしていた。ネットのイ

ンフラは、揺れに耐え抜き、各地では帰宅
困難者を受け入れる施設が開設され、鉄道
も復旧して終夜運行するという。凄い国だ
よ。ＧＤＰ何位とか関係ないね。

因みに
うちの母は保育園の園長なんですが、
「明
日から保育園を開ける」と言ってました。
「子供を預けるところが動いていれば、み
んな働いて早い復興につながるでしょ」と。

ディズニーランドでは
ショップのお菓子等も配給された。ちょ
っと派手目な女子高校生たちが、必要以上
にたくさんもらって「何だ！」って一瞬思
ったけど、その後その子たちが避難所の子
供たちにお菓子を配っているのを見て感動。
子供連れは動けない状況だったから、本当
にありがたい心配だった。

韓国人の友達から来たメール
「世界唯一の被爆国。大戦にも負けた。
毎年台風も来る。地震だってくる。津波も
来る・・・・小さな島国だけど、それでも
立ち上がってきたのが日本人なんじゃない
の。頑張れ！超がんばれ！！」ちなみに僕
は今泣いています。

ドイツ人の友達が地震時に渋谷にい
て
パニックになっていたところを日本人に
助けてもらったらしく、その時の毅然とし
た日本人の態度や、足並み乱さずに店の外
に出てやるべきことを淡々とこなす姿にひ
どく感動し、まるでアーミーのようだと言
っていた。

泉谷しげるが

北海道西南沖地震の時も、阪神淡路大震
災の時も「てめえら、募金しろ！」って、
一人でゲリラライブやってたよね。売名行
為だと言われて、
「売名？あーそうだよ、オ
レはよ、売名行為でやってんだよ。なぜな
らよ、有名じゃなきゃ金集まんねーだろ。
売名行為だ。一日一偽善だバカヤロー」っ
て。

暗すぎて
今まで見たことないくらい星が綺麗だよ。
仙台のみんな、上を向くんだ。

んいなかったし、みんな譲り合い精神。

母親より
今朝の横浜市営地下鉄・・・乗り込んだ
車内アナウンス。
「混み合っている中誠に申
し訳ございません。○号車は女性専用車両
となります。」女性たちも動揺していたが、
あれだけ混雑している中、文句一つ言わず
に男性たちが、外に出て次の電車を待った
らしい。侍魂。これが日本の男性です。

駅員さんに

「昨日は一生懸命電車を走らせてくれて
ありがとう」って、言ってる子どもたちを
とっくに閉店したパン屋のおばちゃんが、 見た。駅員さんは泣いていた。俺は号泣し
無料でパンを配給していた。こんな喧噪の
てた。
中でも自分のできる事を見つけて実践して
終夜運転のメトロの駅員に
いる人に感動。心温まった。東京も捨てた
もんじゃない。
大変ですねと声をかけたら、笑顔で、こ
んな時ですから！だって。捨てたもんじゃ
OPERATION TOMODACHI
ないね、感動した。
アメリカ軍の救援活動作戦名

大学から徒歩で帰宅する道すがら

ホームで待ちくたびれていたら

バイト先に若いお兄さんたちが
軍団でお酒を買いに来たんだけど、その
中の一人が「ヤッベー、酒買う金しか持っ
てねーから募金できん。ちょっとこれ買う
のやめるわ」と言って、商品返品してその
お金全部募金してた。お友達も続々と募金
しててすごい感動した。凄いよ！！！

実際日本凄いよ
昨日信号が一か所も機能していなかった
御殿場市でも、お互いにドライバー同士譲
り合ってたし、地元のおじいちゃんおばあ
ちゃんが手信号やってくれたりで、混乱も
なく本当感動した。9 時間も運転していたけ
ど、前車を煽るようなドライバーはもちろ

ホームレスの人たちが寒いから敷って、
段ボールをくれた。いつも私たちは、横目
で流しているのに。温かいです。

日本って本当に凄い国だ
ＮＨＫの人が Ust 認めたり、メトロが終
日運行決めたり、たくさんの人や企業や店
舗が場所とか食べ物を提供したり・・・こ
れが日本だ。嫌いなところもあるけれど、
こんな国なかなかない。今は大変だけど間
違えなく復興できる。

4 時間の道のりを歩いて帰る時に
トイレの利用どうぞ！と書いたスケッチ
をもって、自宅のお手洗いを開放していた

女性がいた。日本って、やはり世界一温か
い国だよね。あれ見たときは感動して泣け
てきた。

日本は強いです！
大阪難波の献血施設は、被災地の方の為
に超満員の順番待ちでした。私欲の無い列
を初めて見ました。感動しました。被災地
の方々、全国でその辛さを受け止めます。
諦めずに頑張って下さい。

電車で聞いたおばあちゃんの会話
「警察が電気足りないから電気（灯り）
消せって！」
「私たちはお国の為に、電気消
して過ごすのは慣れているのよ。今回は頭
の上に爆弾降って来るわけじゃないんだも
の、喜んで消すわよね。」周囲の人々一瞬シ
ーン・・・となる。涙が出そうになった。

米空母ロナルドレーガン
の発電能力は、今停止している原発並み。
病人搬入能力は都内の大病院以上。要は空
母がでかい街。あの国は、盟友の危機に 1
日運用して３億以上かかる一つの巨大な
「街」を持ってきちゃった。何のためらい
もなく。ありがとうアメリカ。

救出された 80 歳過ぎであろう男性
笑顔で、
「大丈夫！大丈夫！チリの津波も
体験してるし、再建しましょう！」と。悲
しみの声を聞き出そうと食い下がる記者に
「そんなこと言っても仕方ないでしょ」と
笑顔。隣にいたご婦人も「みっともない格
好撮らないで」と。日本を築いてきた方々
は凛々しい。

あらゆる方法で日本を助ける
全ての要請に応じる。米国務長官

日本の意地、見せてやろうぜ
原爆受けても敗戦しても、俺らの先輩は
ここまで日本を発展させてくれたんだ。俺
らが繋がないでどうする。有名人がやるこ
とじゃねえ。政治家がやることじゃねえ。
俺らがみんなでやるんだ。俺らが協力すれ
ば、絶対大丈夫だ。日本なめんなよ！！

いつもみてえに不安がっている奴に
すぐ返事ができなくなったのが悔しい。
いいか、自分を追い詰めるようなことはや
めろよ。自分には何も出来ねえって思いこ
むなよ。あんたが居るだけで救われる奴も
いるはずだ。自分一人だなんて思いこむな
よ。

一人っ子の皆さん大丈夫ですか？
不安になっていませんか？私も一人っ子
です。地震の不安をなかなか親御さんに話
せなくて一人困っていませんか？そんな時
は気軽に呟いて下さい。みんな味方です。
君は一人じゃない。

ＴＬ見て感動した
みんなが、一人ひとりが大変な状況にい
る人に笑顔を伝えようと、前向きになって
くれるような発言が一杯で。ＴＬが温かい。
みんなのコトバを見て、笑顔が少しずつで
も増えればいいな。被災地の方、頑張れ。
応援してくれる人がたくさんいます。

それにしても
電話もメールも繋がらなかった中での
Twitter の強さには感動した。171 より役に
立ったんじゃないだろうか。否定的な意見
も多いけど、垂れ流された RT のほとんどは、
きっと誰かの心を支えたと俺は思います。

必要不必要は選ぶ側で決めればいいだけ。

トルコが日本に 100 億円の支援
昔から親日国として有名なトルコが、今
回も私たちの国に彼らの温かい愛を注いで
くれています。ドイツＷ杯の戦いで日本に
負けたトルコが、翌朝の新聞で敗退のニュ
ースを「俺たちの分も頼むぞサムライ！」
と掲載した優しさは、今も変わっていない。

わずか 17 歳
ジャスティンビーバーが日本に
＄ 1million お よ そ 1 億 円 。 ガ ガ は
＄ 16million 、 な ん と プ リ ト ニ ー は
＄64million 寄付。3 人で 80 億円ほど、世
界中からこんなに支援されているんだから、
日本は大丈夫。世界的な支援国家であった
から、今返ってきているんだよね。

凄すぎる
ボランティア翻訳者ぞくぞく現れ、寄付
税制のことが昨日の続きのように凄い勢い
で全国を駆け巡る。政治家が何かをしてく
れることを待ってられない。官僚が何かを
してくれることを待ってられない。自分が
動く、と意思を持った人たちがとうとう動
き出した感じがしています。

客が来なくて潰れそうだった
ネパールカレー屋が 10 万円寄付。大好き日
本。
長くなりましたが、いかがでしたか？素
晴らく素敵な呟きばかりでしょう。それぞ
れの皆さんが人生初の大地震を体験し、未
曾有の災害をこのように受け止め、思いを
呟いています。
千葉県でも銚子市や旭市で津波の被害が

出ています。飯岡のある同業者さんでは、
営業所ごと津波でもっていかれています。
浦安市や千葉市湾岸部では、液状化現象が
発生し地盤沈下等の被害が出て、走行中だ
ったタクシーがまき込まれるといった事故
も聞いています。
幸いに私たちは大きな被害は回避でき、
日常生活もそれほど大きな支障をきたす事
もなく過ごせています。ありがたいことで
す。感謝を忘れてはいけません。と同時に、
自分達が何をすべきか、何ができるのかを
しっかり考えて、行動していかなければな
りません。
この甚大な災害は、私たちの将来に何を
もたらすでしょうか。是非前向きにとらえ
ていくべきです。
最後に、甚大な被害を受けた被災者の皆
様の、一日でも早い日常生活の回復を祈念
するとともに、復興に向けて私達にできる
お手伝いを約束させていただきましょう。
長文になりましたが、最後まで読んで下
さいましてありがとうございました。

