中継を始めたものが�定禅寺ジ��ナル

ウ

できてしま�たからなんです�書けない内容

がたくさんあ�たんですが�とりあえず面倒

デ� ベ�ト
�ブ版�です�

なので全部書いてみたんです�お前は岡留安

ウ� ブ版

編�
今回��３がつ１１にちをわすれないためにセ

則�※注�元�噂の眞相�編集長・発行人�

�定 禅寺ジ� �ナル
第一回 震災カフ��１�
�それぞれの震災体験

ンタ��のご協力を得て�せんだいメデ�ア

��が５月から開設されました�今日は定禅

�３がつ１１にちをわすれないためにセンタ

メデ�アテ�ク２Ｆに来ています�ここでは

今�仙台市青葉区定禅寺通りにあるせんだい

す�みなさん�いかがお過ごしですか�私は

門脇�
�定禅寺ジ��ナル ウ�ブ版�の時間で

うのが私の基本なんで�それを盛り込んだも

波的な内容かもしれませんけれど�実践とい

ツを変えないといけないと考え�ほとんど 電

なりました�違う内容で攻めるにはコンテン

れとは別のものが必要だな�と考えるように

しいものをと書いてきたのですが�どうもこ

があ�て�これはお客さんとのふれあいや楽

れて配�ている�ハ�ピ�通信�というもの

鈴木�どうも�鈴木です�ビ�グイシ��に入

らきちんと全部やらないといけないのに�ど

が�実際相当やられている�本当にやるんな

て�七�浜や亘理は全然報道されていない�

若林区や宮城野区はクロ�ズア�プされてい

いところを中心にや�ているわけですけれど�

るようなかたちでや�てる�宮城県でもひど

にくるんですよね�結局�一部分だけ切り取

回の報道でも�新聞やテレビを見ていると頭

メデ�ア含めて責任があると思うんです�今

私はタブ�をつく�てきたのにはマスコミ�

ジ��ナリスト�じ�ないかとか言われまし
て�

年 月
日 18
� 00
� 19
� 45
2011
6 14
せんだいメデ�アテ�ク２Ｆ�３がつ１１にち

テ�ク２Ｆを会場に隔週火曜日の 18
時から
定期開催するに至�たというわけです�

寺通りのストリ�トを離れてここから�定禅

のを�定禅寺ジ��ナル�として出していま

こかで妥協してしま�ているんですよ�亘理

をわすれないためにセンタ��

寺ジ��ナル�お送りしたいと思います�

す�読んだ人も少しは感じてくれたんじ�な

あたりになると放射能の問題もあり�上やい

震災で何が変わり何が変わらなか�たのか

�定禅寺ジ��ナル�というのは鈴木太さん

いかなと�
門脇�とうとう�定禅寺ジ��ナル�アナログ

ブ�をつくり過ぎている�

が昨年から始めた�仙台を斬る�現代を斬る

版�今月�
年 月�に入�て�創刊準備
2011
6
第３号が出ましたね�会場から拍手�
�なんと

衛星版なり�子どもが視聴しない時間に流す

そこで有り余る時間を使�て�日々�世界に
ついて�生きるということについて�日本に
ついて考えました�その結果生まれたのが�定

ろいろなところからスト�プがかか�ている

批評紙です�鈴木さんは昨年�八戸で派遣切

テイク 31
�鈴木さんのもつ�評議会�の�査
問�を受けながらの発行です�

そうした努力をしていない�ならば実際見て

禅寺ジ��ナル�です�これを現在進行形�
Ustream

なりして�できるだけ正確な報道をするべき�

子どもに見せたくないのならＣＳ放送なり�

のかもしれないですが�そういうこと含めタ

りにあり�沿岸部を仙台まで徒歩で移動�８

鈴木�テイク 31
というのは�内容があまりに
危なすぎたので�そのまま全部ズバリ書いち

きた自分がある程度のことを書いたほうがは

月からビ�グイシ��販売員を始めました�

�うと�おめ�殺されるぞ�というところま

ナマのかたちで見せたいと�路上で

自分が見たものを確信をも�て語りたい�そ

な被災地がある�一律に報道できないならば�

かと考えるよりは�とことん自分の本音を出

すけど�正直言�て�売�てその先何やるの

念すれば�今の倍くらい売る自信はあるんで

いう毒を出さない方が売れる�売るだけに専

に�それで墓穴堀まく�てきてますけど�

すけど�待�てるとダメなんですよ�性格的

たらゲ�トしに行くのは当たり前だと思いま

鈴木�なんで驚くんですか�欲しいものがあ�

門脇�え��！

に行�たんです�

ういう思いで�定禅寺ジ��ナル�ができて

してい�た方が�自分らしくて�それでパ�

門脇�このエピソ�ドが鈴木さんを物語�てい

鈴木�売るということだけ考えれば�俺のこう

きたということですね�

にな�たんならまた路上からやり直せばとい

ると思います�路頭に迷�た気の毒なホ�ム

るかにいいんじ�ないかと書きました�

気になる内容に移る前にもうひと方�ゲスト

う感じ�こうや�て電波な話や�ち�うと�

レスを支援するための雑誌を売�ているはず

門脇�被災地にもメジ��な被災地とマイナ�

をご紹介します�太田一彦さんです�

明日��ビ�グイシ��の�新刊初日ですから�

込み�面白い場をつく�てい�てしまう�鈴

太田�はじめまして太田一彦と申します�

太田�もはやビ�グイシ��販売員じ�ない方

木さんはビ�グイシ��を利用して自己表現

の鈴木さんが�仙台はじめいろいろな場所で

が中心にな�てきている�

を行�ているわけですね�

売れなくなるかもしれないけど�どうでもい

イツに行�てました�鈴木さんの客で�今日

鈴木�金にならないことば�かりや�てるから�

門脇�太田さんはつい最近ドイツに行�てらし

はなぜかまぎれこんでいるという状態です�

最近�金ください�

も支援目的でお客さんが来ますけれど�売り

面白いことにアンテナをは�ている人を巻き

去年下旬にお店�ハ�ピ�パニ�ク�
�※注�

門脇�ここで�ビ�グイシ���という言葉が

たくなくなるんですよね�どうにかして転が

いです�

仙台一番町四丁目商店街と定禅寺通りが交差

頻繁に出てきますが�知らない方のために解

して�支援とか言わずに�ただ本を買いたい�

たんですよね�

する路上にある鈴木さんのビ�グイシ��販

説しておきますと�ホ�ムレス支援のための

という風にできないかなと�失敗も多いです�

太田�そうなんです�４月下旬に２週間ほどド

売場所�で話をしてみるとすごく面白い�で�

雑誌です�

そういう人は二度と来ません�

鈴木�当たらずとも遠からず�ですね�うちに

通�ていたらいつの間にかこんなところまで

円で販売され�
300

円が販売
160

巻き込まれている状態です�

う気持ちで来るとみんな粉砕されてしまうと�

門脇�鈴木さんのために本を買�てあげるとい
ます�

鈴木�それはち��と極端過ぎます�

鈴木�面白い�とかじ�なくて�危ね�オヤジ
とか思�たんでね�の？

鈴木さんはなんと創刊号からのデ��プなフ

者に入ります�イギリスで 91
年に生まれた
雑誌で�日本では 2003
年から販売されてい

太田�危なさはありましたね�しかし何かやろ

鈴木�去年の

月
8

日から販売を始めたんで
12

自体がおこがましいですよね�

太田�ホ�ムレスを�かわいそう�と思うこと
私山形に住んでいたんですが�大阪まで買い

鈴木�どうやら出るらしいと聞きまして�当時�

�ンだとか�

うとしているエネルギ�を感じて面白いなと�
見逃しているのはも�たいなさ過ぎる�とい
うのが正直な感想です�

かしげながら売りました�

悪いし�よくこんな人間から買うなと�首を

やるくらいの気持ちで始めました�目つきは

すが�初日から仙台市民なんて全部転がして

私も未読なのですが？

容の方に戻�てみたいと思います�第１号は

ここで�定禅寺ジ��ナル�創刊準備号の内

ではないか�と思うわけです�

今回の震災後を生きる上でのヒントになるの

が取材しているんじ�ないのかというぐらい

かないから書くのか�ものが見えない人たち

ないから書くのか�あるいはそれだけの頭し

れがわか�ていて書くのなら�書く相手がい

ないんですかね�ていうことが言いたい�そ

から売れるだろうとは踏んでいました�八戸

鈴木� 20
冊くらいかな�なくな�ち�て�仕入
れの人にまた持�て来てもら�て�でも最初

ンを設置するイベント�のときの混乱につい

り・青葉通りのけやき並木にイルミネ�シ�

鈴木�� SENDAI
光のペ�ジ�ント��※注� 1986
年から行われている仙台市中心部の定禅寺通

などの障がいはケアが早ければ早いほど軽減

がそこまでのつなぎをすればいい�ＰＴＳＤ

期で動き出しができないというのなら�誰か

官はうまく使うべきだと思うんです�官が初

太田�初日の売り上げは？

から８日間かけて歩いて来たんですが�八戸

て書きました�各方面からいろいろ来ました�

おかしさを感じています�

で派遣パンクして�ホ�ムレス決定だなと思

いるもので�現物を点灯��８時間照射可能で

もしくはなくすことが可能なんです�真�暗

門脇�そうですね�２号３号が震災関連なので�

す�こういうものを持�ていれば子どもやお

あんなところでちんけなことや�てるくそお

これを参照しながら鈴木さんの震災体験をた

年寄りが真�暗な中でトイレに行く不安をど

�たとき�ビ�グイシ��売ろうと�そこで

思わなくて�ひとりで�経営戦略会議�をや

どり�
�震災体験�とは何なのかについて議論

れだけ軽減できます�こうした予防も含め�

な時間を現代社会の人間が長時間経験したら�

りまして�どうしたら売れるかなと�仙台で

を深めていけたらと思います�２号�これは

知識を備えたしがらみのない人間が被災地に

やじに突�込みいれるなんていいかげんにし

はビ�グイシ��の知名度は１％ないだろう

衝撃的でしたね��
�ひとり災害派遣隊�！

札幌か仙台だなと�しかし札幌ではさすがに

と考えました� 103
万の都市で１万人弱�売
場は４箇所だから�とあれこれ考えました�

鈴木�官やでかいＮＰＯ団体は動き出しは悪い�

私は元自衛隊でもあり�郵便局にいたことも

相当の人がおかしくなります�私が常に携帯

ヒマですから�何かやろうと考えるのと�何

それに対し弱いものいじめをしているマスコ

あります�今は単なる自営業ですけど�一度

ろと思いましたね�ま�ペ�ジ�ントはペ�

も見込みがないと考えるのとでは全然違うわ

ミに文句があります�私はここで官に対し�

でも国の仕事をした人間というのは�一生も

津軽海峡は歩いて渡れないんで�仙台だなと

けです�ホ�ムレスにな�たことを絶望的と

擁護したいところがあります�官というのは

のだと思うんです�国のことについては常に

している小型ＬＥＤは百円シ��プで売�て

は全然思�てなくて��絶望して来る人はた

でかい団体ですから�大型戦艦がボタンひと

考えないといけない�人はひとりでは生きて

ジ�ントで別にやりまし�う�

くさんいるんですが��販売４日目に�何年

つですぐ動けるか�ということを考えればす

はいけませんから�動けるんならそういう人

決めたんです�歩いて来る間はたいへんとは

くらい売�てるんですか�と言われました�

ぐわかることです�マスコミはそれがわから

行くのは当然のことです�

門脇�こうした鈴木さんの姿勢というものが�

た一冊くらい売れました�

て�２時半に売場に戻�て来て�それからま

展示をや�ているというのでそれを見に行�

�て売場をあけ�それからお客さんが写真の

した�１時ち��と過ぎに区役所に用事があ

鈴木� 月
日は金曜日でしたが�金曜日は一
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番売れる日なんで�かなり気合が入�ていま

んか�

太田�当日からのうごきをおさらいしてみませ

たいんです�

んてできません�その分他人にやさしくもし

上で商売なんてできないし�これから自立な

れ以上に自分に対して厳しくいかないと�路

私は世間に批判的なことを書きますけど�そ

日暗闇の状態を経験させてしまいました�

うのは正直言�て失敗です�つまり�まる１

２日目にな�てからしか動けなか�た�とい

中に動いてしかるべきはずだ�たのにそれを

反省だと思�てます�私の能力だ�たら当日

鈴木�いや�遅い�
�定禅寺ジ��ナル�は私の

たですよね�

太田�鈴木さん�当日以後の動き�相当早か�

を呼びました�タクシ�には�鈴木さん�覚

ところが救急車もダメ�知り合いのタクシ�

く病院へ連れて行くことにしました�

糖尿病など既往症もあるせいなのか�とにか

まわりの携帯がい�せいに使�たせいなのか�

した�ペ�スメ�カ�が入�ているそうで�

私は看護士なものですから�すぐに問診しま

思�ていた矢先� 60
代くらいの女性が頭をお
さえ�顔色を悪くしてうずくま�ていました�

んだからも�と違うこと考えればいいのにと

いるのかと�どうせパンクするに決ま�てる

の状況下でこの人たち�まだこんなことして

�ぱいいるなと白けてしまいました�今�こ

です�機械に操られているアンドロイドがい

％の人間が携帯見てるんですよね�まわ
99.9
り見てるんじ�ないんです�携帯見ているん

ＩＣビルだけだなと�

一箇所�三越は閉鎖にな�てしま�たのでＴ

ＥＤは付近に二箇所あるものの�そのうちの

おさま�てきてからひとまわりしました�Ａ

同様�車はすごい状態にな�てます�ゆれが

ると消えていました�信号など公共の電気も

ンときた�驚いたのは 0.7
秒�周りの状況を
チ��クしました�市役所の電光掲示板を見

か�

ンなんだろうと�今�何時くらいの話なんです

会場Ａ�話が濃すぎてどれくらいのタイムスパ

看護士やれないんですよ�

そうとうむち�くち�やりました�だから私

とない患者には�市販の薬で十分だ�とか�

早くやれこのボケ！�

けど�無料奉仕ですから�医師には�てめ��

言うこと聞いてちまちまやらないといけない

金もらう気はなか�たし��これは私の中で

し�うがないなと�

ですか？�と聞くと�午前１時くらいまで�
�

いします�と�
�ち�こ�と�て�どれくらい

のですが�医師に�このままち�こ�とお願

連れて行�たご婦人の件で終わりかと思�た

あわててかけつけた人がわけわかんないほど�

�てる�医師２人�看護士２�３人に対して�

も医師も看護士も病棟の方にみんな行�ち�

�飛んでいるし�救命救急センタ�に行�て

病院に行�たところ�外来などはもちろん吹

画か？というぐらいでした�

ノ�ズ�サイドバイサイドで�ハリウ�ド映

瀬通りです�すさまじい状況で�テ�ルツ�

報道などで読むのとは違�ていて�私の感覚

悟してくれ�と言われました�
�信号もないし

門脇�
�米国ドラマの�
� �
�
24ト�ンテ�フ���

間が動くべきなんじ�ないかなと�

では一気にドンではなか�た�最初は波乗り

無法地帯だ�と�一番怖い思いをしたのは広

とか�たいしたこ

はけ�こう重要なんです�金もら�ち�うと

外来で処方箋を待つ人も相当いたり�

にな�たようにふわ�ときて�次の瞬間ドカ

少し冷静にな�ていれば沿岸部の状況はどう

�たんですよ�それが反省の第一です�もう

間�どうな�ているのか全然状況わからなか

なと�医師のひとりはトロトロや�てるので

おい�空気読めよと突�込みいれてやろうか

鈴木�おたふく風邪にはひ�くり返りました�

太田�あとおたふく風邪�

かめ�ち�かで�緊急オペとか�

鈴木�４時前かな�結局午前１時までひ�ち�

太田�病院に着いたのは何時頃だ�たんですか�

見てるみたいですよね�

２号�に私の備蓄状況が書いてあるんですが

いうのは�
�定禅寺ジ��ナル��創刊準備第

初から人数が多い避難所ははずしました�と

取りました�この状況だと 30
� 50
人の避難
所が書いてあるはずだと考えました�私は最

たでし�うね�市役所で避難所の地図を受け

で市役所へ�気がふれた人間が来たと思われ

まず区役所に行�たもののらちがあかないの

行動を開始しました�

るものを準備�寝ずに夜が明けるのを待�て

むと脅し�家に戻�て備蓄や自分の生命を守

時半に来るから�そのときまでに地図をたの

も誰もわからない�知り合いがいたので朝６

は！�と�避難所の場所を教えてもらおうに

鈴木�阪神大震災もそうだし�御巣鷹やその他�

太田�過去の経験というのは？

です�

考えないとたいへんなことにな�てしまうん

は�死者は除外です�生きている人を基本に

�うと支援というよりは遺体しかないだろう

向こうだろう�そこから先�浜の方にな�ち

ではないだろうと�勝負はおそらく霞の目の

ました�ただそのへんは避難所どうのこうの

と比べるとだんだんおかしなものが見えてき

みに車もなく�車道を移動しました�青葉区

こうとしたら無理でした�ゴ�ストタウン並

ロ�クが波打�ているんですよ�自転車で行

市民病院から荒町へ入�たとたん�歩道のブ

けして�夜の町に一度出たんです�市役所�

と�家に帰�てから備蓄していたものを仕分

るみたいだよ�というのでこれはまずいな�

鈴木�一緒に帰�た人が�すごい状況にな�て

会場Ａ�そのあと一度家に帰�て？

そういや�制服まだ返してね�や�

鈴木�それまで仙台にいるかわかりませんけど

門脇�将来的には出版も考えているんですよね�

ます�

鈴木�ケチなことは言いません�会�たらあげ

らわないと��

門脇�鈴木さんからビ�グイシ��を買�ても

れるんですか�

太田�
�定禅寺ジ��ナル�は今ネ�ト上で見ら

と�

ところで警官に止められました�危ないから

４号線をこえて霞の目のバス停を少し行�た

れを間違えるととんでもないことになるんで�

い�たら生きてる人を救うことなんです�そ

ての経験です�何をやらなき�ならないかと

官の一員として�あるいはボランテ�アとし

と�自分の場合は�過去の災害派遣の基本線

な�ているのか聞くことなどできたんでし�

��

区役所�県庁など回�たのですが�役所の人

しくは言いません�この放送見た人などが私

脛を 20
回くらい蹴�飛ばしてやりました�
タバコは吸えないし�飯は食えないし�その

うが�何しろそれどころではなくて�

がけ�こう出てるんですけど何をしたらいい

ね�話をもとに戻すと� 30
� 50
人に対処でき
る物資を私は持�ていたわけではないので�

にお礼に来たりすると困ります�自分が陥�

看護士が３人くらい来たところで帰りました�

のかわからないような状態で�号外なのか新

地図で確認したのは�はずす場所です��仙台�

鈴木�ち��と入�たところですが�あまり詳

門脇�仙台東部道路の手前でし�うか�

聞の早版なのか�はられていて�
�なんだこれ

うのはフラ�シ�バ�クです�これはいつい

�ています�ＰＴＳＤの一番ひどい状態とい

�たことだからです�私はＰＴＳＤに２回な

た状態にな�てほしくないという思いからや

ています�とか�一番多いところで 20
数人�
これは少しきつか�たです�戻�てひとりで

です� 12
箇所くらい�避難所とはいえないよ
うな�一般宅にダンボ�ルで�ここに避難し

鈴木�私が行�たところはみんな小さいところ

�う�

太田�明かせる範囲でどんな活動をしたんでし

や�てます�

りのビルにはだいたい入りました�どういう

できません�怖いですから�定禅寺通りでビ

らないで生活してますから�私はそんなこと

�と勇気があると思います�備えもろくにや

も立ち上げられるようにと同じ志をも�た人

活動というのを�いついかなる状況にな�て

ですが�スペシ�リストによるスペシ�ルな

鈴木�これもあまり明かすわけにはいかないの

を非常に悔やんでいます�

のかと�それで２日目にな�てしま�たこと

たと思いました�わずか１日でこんなに違う

てました�行�たときに�ああ行�てよか�

この真�暗な状況の中で完全に打ちのめされ

�と違うと思うんです�私が行�たところは�

が�真�暗な状況を何日も経験するのはち�

人間が生き残�てるんですよね�勇猛果敢で

んですが�ベトナム帰還兵の中では臆病型の

機管理に関するレポ�トを書いたことがある

しておかないと�現役自衛官だ�たときに危

ないじ�ないですか�備えというのは十分に

門脇�
�ゴルゴ 13
�みたいですね�
鈴木�だ�て�どういうことがわかるかわから

し��

状況がわからないところに住むこともできない

鈴木�当たり前です�私は非常に臆病な人間で�

門脇�それがすごいですよね�

鈴木�そうです� 月
日にアパ�トに入�た
2 20
んです�すぐ備蓄品をそろえました�

の２月？

門脇�鈴木さんが生活保護に入られたのは今年

鈴木�驚くことじ�ないですよ�何回か死にか

すら覚えるわけですが��

援助を行�てい�たという事実に我々は驚愕

ていない方が�備蓄まで行�て被災者に対し

路上からアパ�トに入�てまだ一�月も入�

失敗であ�たと評価されているわけですが�

門脇�鈴木さんはこのス�パ�マン的大活躍を

鈴木�御巣鷹の件です�ただ�これについては

太田�具体的な経験でいうと？

真剣にや�た方がいいと思います�

備え過ぎということはないです�それぐらい

ゆえにいろんな意味で 20
数年間苦しんでし
ま�たということがありました�備えには�

鈴木�怖い経験です�十分な備蓄をしなか�た

んですか�

会場Ａ�何の経験から備蓄をするようにな�た

構造で何があるのか�それをや�た上で商売

�グイシ��販売店を始めるときにも�まわ

んで苦しんできました�家族がいる方はお互

持�ていくのがたいへんでした�

間が何人かでや�ていこうと�今後は年２回

先陣を切�て乗り込んでい�た人はだいたい

けてるし�ホ�ムレスにな�たらだいたいは

かなるときに来るかわからず�私は 20
数年
間�今でも苦しんでいます�ひとりきりで悩
いになんとか乗り切�ていけると思うんです�

ほど会合をも�たり�平時のときだからこそ

�地獄の黙示録�みたいにな�ち��てる�

シ��クで落ち込むケ�スが多いですが�私

幕僚小隊�を結成��

�ひとり災害派遣隊�につづいて�汎用災害

門脇�その後も鈴木さんの大活躍はつづきます�

できる情報などを研究しながら有事に備える

私は臆病でビビリ屋です�みなさん私よりず

あまり触れたくありません�

ものです�

言うと�携帯あるからいいんです�と言う�

げたらいいのかわからない�そういうことを

でおかないと�余震が来たときにど�ちに逃

えば海がどこに位置にあるかを正確につかん

いですよね�と�その程度なんですよね�例

知�ていますか�と聞くと�牛タンがおいし

ない人がけ�こういます��仙台について何を

今回ボランテ�アに来てる人で�地図を持た

こともボランテ�アだと思います�

ンテ�アしなくていいと思います�やらない

�アについてもそうですけど�無理してボラ

はやらなくていいんですよ�例えばボランテ

鈴木�できる人間がやればいい�できない人間

いよ�という話もあると思うんですね�

ン的な動きがある一方で�そんなことできな

門脇�逆に言うと鈴木さんのようなス�パ�マ

のは自分には当てはまらないですね�

て一�月もしないのにどうのこうの�という

も�と強烈な経験をしてますし�路上から出

しても�
�また次行�てみよう！�みたいな�

んなことができると�仮に今回家を失�たと

は全然そうは思わなくて�勉強できるしいろ

し�そこまでできなか�たら

たらち�んとした準備をして出かければいい

とができるのかを考え�それでも行きたか�

�ぱい聞きます�だ�たら自分がどういうこ

何かやりたくてうずうずしている人の話はい

ことはないんです�

ればいい�でもやれない人間が無理してやる

ていた�動くのは当然です�やれる人間がや

と�しがらみもなく�家族もなく�備蓄もし

たけど�こういうときは動くべきじ�ないか

ば公務員です�私は公務員ではなくなりまし

いうときには一番で行きます�と�今でいえ

ときに�
�今はこんな状況ですが�いざ鎌倉と

大切にしていた鉢をくべてもてなした�その

借りたときに�御家人が飯のかわりに自分が

す�鎌倉幕府５代執権北条時頼が一夜の宿を

りませんでした�心の中では�いざ鎌倉�で

私は今回�ボランテ�アという気持ちではあ

能力�お金など深く考えて行動すべきです�

されてやるものでもない�自分がやれる時間�

んなら 500
円の募金をするとか�そういうこ
とでいいと思うんです�ボランテ�アは強制

�うと思うんです�そこまでできないという

い関係なく顔を出して実名でやるような大人

じています�というのは�正々堂々といい悪

た気持ちとおんなじなんじ�ないかな�と感

言動に失望していたんですけど�その時感じ

ちは 30
� 50
代の大人がどういう言動をして
いるのか見てます�私も若か�た頃�大人の

私� 45
なんですけど� 10
代

しれないし�若い人たちなのかもしれない��

間なのかもしれないし�知らない人なのかも

鈴木�誰でし�うね�もしかしたらト�プの人

に向けて書いているんですか�

会場Ｂ�鈴木さんは�定禅寺ジ��ナル�を誰

いいと思います�

いですけど�がんばろう�は少し考えた方が

ないんですよ�誰がや�たか問うつもりはな

いのに�ト�プギアでそんなにやれるわけが

から�も�と長いスパンで考えないといけな

あれから 20
年近くた�てもまだ終わ�てま
せん�それより規模が格段に大きいわけです

阪神大震災の爪あとはいまだに残�ています�

燃やしてやろうかな�て考えてるくらい頭に

円でも募金すればいい�

�たこともあ�たり�恥ずかしいと思うんで

回も人生ひ�くりかえ�て�ホ�ムレスにな

があんまりいないと思います�しかも私は何

代の若い人た
20

きてます�何にがんばるんですか�い�たい�

携帯のナビは小さいし使い勝手が悪いんです�
右も左もわからない人がボランテ�アなんて�

�がんばろう�とかいうけど�がんばんなく

すよ�でもあそこで商売始めたときに�すべ

500

私が主催者だ�たら即刻帰します�ボランテ

�てもいいんですよ�看板とか全部破壊して

円でも
300

�アなのか迷惑行為なのかという話にな�ち

を恥ずかしがります�でも若い頃にかく恥�

ですよ�でも若い人と話すと�いろんなこと

くためには恥ずかしいとか言�てられないん

てぶん投げました�なぜかというと�生きて

災の影響を受けていないとお聞きしています

います�遠藤さんの住む北海道はほとんど震

に殴りこみをかけるようなタイトルにな�て

かざす�
�あたかも鈴木さんの�ハ�ピ�通信�

ア�ト新聞�です�タブロイド版の報告書を

いのかなと�

ないで�ないよと言�て楽にしてあげてもい

くてできることがあるのかどうか�なければ

ような感じで悩んでいて�直接行くんじ�な

遠藤�まわりが何かしたいけどできないという

て�たいしたことじ�ないと思うんです�そ
が�そのへんいかがでし�う�

うした彼らが勇気を出せるために�自分は動

恥に意味があるんじ�ないかと思います�そ

門脇�震災時の岩見沢の状況は？

ます�

遠藤�岩見沢は寒いので今スト�ブをたいてい

シ�クな衣装で�雪椿�を歌�たんですよ�

んがいつものギンギラギンの衣装ではなくて

あ�た年の紅白で�トリに立�た小林幸子さ

鈴木�ヒントをあげたいんですが�中越地震が

れにみんなでかくのではなく�ひとりでかく

きたいなと�ネ�トでは匿名で若い人が意見

それを聞いてそれまで抑えてきていた人たち

同じ雪国の人間として琴線にふれたというか�

遠藤�震度４くらいでしたが�ものが壊れると

さんたち北海道のみなさんがよせ書きをして

歌や音楽�ア�トというのは�計り知れない

したりしてますけど�お互い顔をあわせて違

贈�てくださ�て震災応援Ｔシ�ツです�立

くらいの力があると思うんですよ�人間がわ

がその瞬間ぱ�と�私もそれを聞いて泣いた

ち上が�て見せる�
�これのすばらしさは��が

��と来る�それもある意味必要なことかも

かいうこともなく�節電も関係ありません�

んばろう�
�震災復興�
�応援�とい�たコメ

しれないんですが�ア�トで表現したり�絵

う年代どうしで話をしていくき�かけになれ

北 海道 岩見 沢市 の遠 藤歌 奈子 さん �弱 冠 20
代ですが�数年前から衰退する商店街をどう

ントはい�さいなく�書かれているのは怪し

を贈�てもらうなども効果があると思うんで

んです�私は中越地震とは関係ないですが�

にかしたいとア�ト･プロジ�クトを立ち上

いブランド名ばかり�そして�門脇さん好き�

すね�人が来るにはあ�た場所が必要ですし�

門脇�実は私が今日着ているＴシ�ツが�遠藤

げ取り組んでいます�

みたいな�非常に癒されます�そんな遠藤さ

金銭的にも相当かかります�ボランテ�アは

ばと思�ています�石ころをぶん投げるくら

私も含め�鈴木さんが今言われたようなこと

んが震災エリアでないからこそ鈴木さんに質

やれる範囲内で�無理しないことが次のボラ

いにはなればと�

を�ア�トによ�てや�ていきたいと震災前

問があると�

こちらが遠藤さんが昨年度の報告書として発

ころです�

たりしているのかなども議論していきたいと

今回の震災によ�てどんな風に変わ�て言�

対して何ができるか悩んでるんですと�

話をいただきました�毎日�私たち�震災に

門脇�実はひと月ほど前に私�遠藤さんから電

遠藤�こんばんは�遠藤です�はじめまして�

鈴木�こんばんは�鈴木です�

やることで被災地の方に気持ちが届いている

行われているんですが�実際そういうことを

遠藤�こちらでもチ�リテ�イベントが盛んに

参考にな�たかどうか�

ンテ�アにつながるんじ�ないかと思います�

門脇�今�スカイプゲストにつなが�ています�

から取り組んでいたところがあるのですが�

行したもので�なんとタイトルが�ハ�ピ�

しいのかどうかわからないところもあります�

私もさ�きからガンガン言�てますけど�正

え�て�たぶんないんじ�ないかと思います�

がりにな�ていくんじ�ないでし�うか�答

ち��とや�ていくことが�人と人とのつな

ういうわけでもないし�やれることをほんの

じ�ないでし�うか�自己満足かと言えばそ

せてません�納得というのはなくてもいいん

ついても正直�よか�たのかどうか答えは出

れるわけでもないですし�私がや�たことに

鈴木�届く届かないというのは�心の内面を見

くら治�てきたからとい�たも歩けなくなる

怪我をしても�リハビリをしないでいたらい

よ�だからだんだんやれることも出てきたり�

いろ手伝�てもらいながらや�ていたんです

ていくべきじ�ないかなと�私の場合�いろ

になるんですよね�こういう方法も少し考え

たくなくなるんですよね�どんどんわがまま

１日３回つづけてい�たらもうなんにもやり

もえんえんと�
�食事です�はい並びなさいを

�て��手厚くするのはいいんですよ��で

た原因のひとつに�官なり民間のＮＰＯが入

と�ただ�その人たちがそこまで来てしま�

言�てきたりしたので�ここまで来てるのか

らなき�ならなくなるからです�

は簡単です�入�た瞬間�全部自分たちでや

だほとんど入�ていないんだそうです�理由

です�全員避難してもＯＫなんです�でもま

仙台市内で避難している人よりも戸数が多い

仮設住宅がだいたいできあが�たんですが�

昨日�仙台市の職員と少し話をしたんですが�

る�

を食べたことがないという話にな�ち��て

るし�ないところはいまだにあ�たかいもの

手厚くい�ているところはものがあま�てい

鈴木�そうです�格差が激し過ぎるんですよ�

らないという人もいるでし�うしね�

門脇�反対にま�たくお金が手元にないし�入

のかなと�

いかがでし�うか�

じ�ないですか�やらなか�たらどんどんや

門脇�最近�一点�違和感を感じることに�現
話があるんですよね�ボランテ�アがそこま

しいですよね�悲惨な避難所もあれば�お膳

門脇�そのへんの匙かげんというのは非常に難

います�いつまでた�ても発展途上国は支援

レスもしくは発展途上国に対する支援と似て

鈴木�ま��そういうことです�これはホ�ム

太田�入ることで支援が断ち切られると？

であてにされるのか�
�も�とほしい�という

で３食出て来る避難所もあり�格差は千差万

を受けなければや�ていけない�や�ていけ

れなくな�ていきます�

のはわかるが�足りない�というのはどうな

別で�それをどうするのか�ま��どうもで

ないのではなく�それだけ手厚くやられたら�

地ではボランテ�アが足りないんだ�という

のか�

きないわけですけど�

いような人たちが出てきたりとか�この間行

わがままになり�モンスタ�ペアレントに近

ら�ていた人たちがだんだんエゴが出てきて�

食べに行�たり�あんまりひどくて�一度現

きだけお金がないふりをして�その後焼肉を

はたくさんあります�物資を持�てい�たと

常に多いですけど�その裏で相当ひどいこと

鈴木�新聞やマスコミ通じて美談的なものが非

で 365
日�何もしないでも食べていけます�
蛇の道は蛇で�そういうノウハウはあります

いるのか�ということです�正直�私は仙台

すが�緊急避難というものを本当に認識して

レス支援も全部悪いというわけではないんで

みんなやらなくな�ち�うんですよ�ホ�ム

鈴木�私が避難所に行�て感じたことなんです

�たときに思い�きり暴れたりしたんですけ

場をおさえて暴れたことがあります�

が�最初は本当にありがたいという感じでも

ど�あまりにも聞くに堪えないようなことを

つく�ていけるような裏側のサポ�トが必要

送るのではなく�その後の生活を自分たちで

のが主旨�被災している方にもただ食べ物を

場所ではなく�本を売る仕事を与えるという

太田�ビ�グイシ��のやり方は食べ物や住む

が重要なんじ�ないかなと�

アメとムチを使い分けながらや�ていくこと

なくなると思うんです�そうしないためには

月
日からほぼ �
3 11
3 月間�ず��と支援を
受けてくると�避難所にいる人も何もしたく

りたいからなんです�

ういうことをしたくないからです�自分でや

から�ですがそれをやらないというのは�そ

こともあるんで�男がし�かりしないといけ

のかと�私は 21
世紀は女性の時代だなとず
�と思�てたんです�でもや�ぱりこういう

縮するようなところがあ�て�こんなに違う

く�動きが違いますね�非常時には女性は萎

時には男手が必要だなと�力があるだけでな

いらないとか思われがちな男ですけど�非常

とか言われている壮年�定年なんかになると

平常時は女性が活躍しますけど�濡れ落ち葉

日
度�揺れの�角度が違うん
7 の余震も� 90
ですね�一生懸命手伝いました�

倒れましたね� 月
3

マンシ�ンの４階以上のうちの家具はすべて

民会館のまわりに縁があ�て�このあたりの

くて今回�現実問題として本当の意味でセ�

う感じがあ�たと思うんですが�そうではな

にきれいごとで残さないといけないんだとい

門脇�今までだと商店街は文化的な意味がある

会場Ｃ�それはうちの近くもそうでしたね�

の商店なども大活躍でしたね�

はあまり使いませんけれど�今回うちの近く

えは悪いしすぐ閉ま�てしまうので平常時に

きですね�個人商店というのは�高いし品揃

ども�私が今回目を見張�たのは商店街の動

女性よりも非常時に何かをやれる素質がある

を忘れないでいないといけない�男性の方が

フテ�ネ�トなんじ�ないのかと�

んだとか�地域の絆がどうこうとか�要する

門脇�男性／女性という話が出てきましたけれ

ように思えます�

なのかなと今の話をうかが�ていて思いまし

ないなと思いました�

日もそうですし� 月
11
4

た�

門脇�役割があるということですよね�
会場Ｃ�平常時にはそれを忘れてしまうんです

さ�きの男性の話も男性のもつ本質が非常時

鈴木�大なた振るわなき�ならないところは振
るわなき�ならないんだけど�それと同時に

よね�女性は元気で�男は元気がない�ていう�

に出てきている�商店街も普通は大型店とか

会場Ｃ�おそらく本質が出てきたんだと思う�

きめ細やかなフ�ロ�をしていかなき�なら

鈴木�男性�て�大石内蔵助でいいんですよ�

役割とか力みたいなものが出てきた�震災に

が便利だけれども�非常時に個人商店のもつ
た振るうと�よくマスコミなんかで草食系と

よ�て本質が見えてきたんだから�も�とひ

昼行灯でいいんです�何かがあ�たとき大な
か言われますけど�嘘です�あんなの�マス

とつひとつ考えていきなさいという教訓�そ

らく東北にそういう使命があるんじ�ないか

コミ�て発想が貧困過ぎます�もう少し勉強
会場Ｃ�大事なのは男が�平常時にこそ非常時

なと�東北の使命は重いですし�いろんな人

してそれが東北で起きたということも�おそ
のために何をするのかと考え磨くということ

しなさい�て言いたい�

ないんだと思う� 50
点くらいのところからい
かに 100
点に近づけていく�ていうか�そう
いうことをや�ていかないと� 点
0 以下にな
りますよ�
門脇�このへんでご参加いただいているみなさ
んにも�震災体験など語�ていただいてもよ
ろしいでし�うか�
会場Ｃ�うちは大丈夫だ�たんですが�仙台市

と�自分勝手で自分はひとりで生きてるんだ

去年から定禅寺通りに立�て商売や�てます

災のあとふれあいがあ�たとか言いますよね�

いました�

たのが今回の震災だ�たんじ�ないかなと思

材がいるのも東北�いろんな本質が見えてき

いです�

きませんよ�たぶん�ていうことを私言いた

たらまた復活できますけど�
�みなさんは�で

いにな�ち��たら�どうしますか�俺だ�

いととんでもないことになりますよ�俺みた

いますけど�本当に自分のことだしか考えな

�とたいへんなことになるから私�あえて言

ないけど�ち�んと言�とかないとあとでも

んですよ�そのためには自分勝手な人たちが

ですよ�も�と自分の町を大事にしてほしい

せんが�だから私を失望させないでほしいん

��山形生まれなんでベガルタは応援できま

通り含め�仙台の町が好きにな�てきました

嫌いでしたけれど�去年からや�て�定禅寺

爆テロをするようなものです�私�仙台大�

鈴木�自ら望んで自分たちの住んでいる町で自

んですよ�もともと私は仙台の人間じ�ない

仙台�て�そこまできちんとしたものがない

ないと思います�

です�俺はだからセ�フテ�ネ�トもくそも

んなが何かを学んだなんてあれはおそらく嘘

ころでも乗る�前よりひどくなりました�み

してゴミぶん投げる�自転車は乗�て悪いと

の地震のことを忘れ切�たように路上で喫煙

も�と悪くなりました�は�きり言�て�あ

で�変わ�た変わ�た�ていうけど�いえ�

�込みいれたくな�たんですよ�

うときだけ�避難所に�
�行くのか�と相当突

普段は勝手なことば�かりや�てて�そうい

�たら�みんな避難所に行�てるんですよ�

�たときにひとりで生きていけるのかなと思

んですよ�で�そういう人たちが�震災にな

の例をあげたんですが�震災後のマナ�につ

思うんですよ�そういう意味で先ほど商店街

が必要なんだということが気づかれたんだと

がりとかいうものではなく�本当に食料確保

たのかというと�人と人とのあたたかいつな

とではないと思うんですよね�何が気づかれ

震災によ�てマナ�がア�プした�というこ

ゴミの量�マナ�が悪くなる�

いたものとか�国分町に近くなるにしたがい

量が増えてきていますね�ゴミだけでなく吐

昨年 11
月から行�ているんですね�私も２
回ほど参加したんですが�だんだんとゴミの

てをボランテ�アでゴミ拾いするというのを

第一土曜日朝７時から仙台のア�ケ�ドすべ

リ�ツア��というのを開催していて�毎月

のは�月に一度�
�仙台ダストスポ�トミステ

門脇�鈴木さんがそこまで確証を持�ていえる

続き会場からのご意見をいただきまし�う�

が�
�これはペンデ�ングにしておいて�引き

けで愛称とかあるとイメ�ジしやすいのです

称とかないのですか�世の中�鈴木さんだら

リクエストが届いています�
�鈴木さんて�愛

んから鈴木さんの愛称を考えてほしいという

されている他�横浜のア�ト･
ラボ･
オ�バさ

くださ�ているツイ�トを中心に何件かＲＴ

すれないためにセンタ��さんがつぶやいて

ころ�ツイ�タ�では�３がつ１１にちをわ

ネ�ト上からも参加できます�ここまでのと

門脇�
�定禅寺ジ��ナル ウ�ブ版�はみなさ

直い�てあんまりないんですよ�

んだけど本当に自分の心に響くもの�て�正

思います�ハコはあるしいろんな企画はある

減�ていかないといい町にな�ていかないと

鈴木�私がどうしても違和感を感じるのは�震

というようなタイプの人間が非常に多か�た

から�これはよく見えます�これを言�ち�

いて鈴木さんから指摘が来ました�

会場Ｄ�マナ�違反�て�それは悪いことだと

んが出演者です�生で来ていただくほかにも

うと俺の店はあんまり売れなくなるかもしれ

あるわけじ�ないし�盲点にな�ているとこ

あたりと違�て仙台は監視カメラがあちこち

えて意外とそうでもないんですよね�秋葉原

ころは人の目もあるし�治安が悪いように見

ないじ�ないですか�どんち�んや�てると

そ怖いというか�強姦未遂とか表面に出て来

実際あるないというよりも�出てないからこ

鈴木�私�パトロ�ルもしてるんですけども�

会場Ｄ�実際�事件があ�たりするんですか�

は通らせたくないです�

町含めて裏通りがありますよね�子ども女性

い�国分町は意外と治安がいいんですよ�立

は�治安も悪くな�てるんですよ�これが怖

いうのはあると思います�自分が言いたいの

をやることで�いろいろなことを取り戻すと

鈴木�気持ちはわかります�普段や�てること

会場Ｄ�自分にはそういうのがあるんですね�

鈴木�なかなか面白いですね�

できていて�今回の震災をき�かけにうまく

はもともとは泉市でした�本当に寄せ集めで

青葉区も元宮城町だ�たところがある�泉区

太白区も元は秋保町だ�たところもあるし�

差がすごい�

被害の出ているところとそうでないところの

くないんだ�という話を聞いたりもするし�

なのかな��て�嫌になるから青葉区に来た

ち�くち�なのを見ると�ホントに同じ仙台

ね�い�たい何ナノかな�俺の家の周りがめ

けらかんとしてるね�何もなか�たみたいだ

で話をすると�
�このへんの人たち�て�あ�

城野区や若林区の人たちと定禅寺通りの売場

常に乖離している�青葉区を除く�例えば宮

仙台には５つの区がありますが�それらが非

台が似ていると思います�

人の心も乱れてくるんですよ�それに今の仙

ことなんです�町中の汚れが目立�てくると

箇所に共通するの�て�汚れが目立�てきた

年 もし ない うち に内 戦が 起こ �て 国が め
10
ち�くち�にな�た�旧ソ連も解体�この二

年 に冬 季オ リン ピ� クを や� たく らい き
84
れいな国だ�たユ�ゴスラビアが�それから

ですけど�せ�かく普段じ�ない生活があ�

はあ�て�中心部はもうほとんど戻�てるん

活は続けられない状態にとりあえずしばらく

たじ�ないですか�それこそ今まで通りの生

ら思�たことがあ�て�今まで異常事態だ�

太田�話が変わるんですが�平常時という話か

いし�

鈴木�戦争やれるほどヒマがあるのかもしれな

あるんでし�うかね�

け自由で豊かでタガがはずせるという見方も

ま�たんですね�つまりゴミを捨てられるだ

和だな！�と�思わず不謹慎ながら思�てし

や�ているのを見て�一瞬�リビア�て�平

に瓦礫の映像が流れる一方でリビアで戦争を

るんだという話もあるわけですが�震災の時

ですよね�そんな�自由�にどんな価値があ

はそれだけ�自由�だという発想もあるわけ

お話を聞くと�例えば�ゴミを捨てられるの

さんの社会主義崩壊前後のユ�ゴスラビアの

�て震災前の生活を取り戻すとか�今の鈴木

門脇�先ほど会場の方が言われたポイ捨てによ

過ぎなのかもしれないです�だからあえて違

とで落ち着く�ていうことがあると思うんで
す�もちろんポイ捨てとか悪いことですけど�

私の考えが極端過ぎるかもしれないし�考え

ろがたくさんあります�私はそういうところ

ビタ�とすることが可能だと思うんですよね�

て�それこそここらへんは夜もち�んと暗く

は思うんですけど�地震とかがあ�て�不安

を逐一チ��クしいて�これも�定禅寺ジ�

だけどこのままいくとおかしくなるんじ�な

な�たりして�で�夜暗い生活も意外といい

があ�て�自分が以前していた行為をするこ

�ナル�で書いていこうと思�ています�

いか�と�

う人の意見も聞いてみたいなと思うんですよ�

ゴミうんぬんになぜ私がこだわるかというと�

もできたんじ�ないかなと�自分の家自体は

たも�といいものというのを探すということ

ま�たんだから�逆にその中で今までなか�

せ�かく違う生活を強制的にせよ味わ�てし

よな�という風に思えたりしないのかなと�

い状況だとみんな寝れなくなるし�寝れない

の吉原じ�ないんだけど�めち�くち�明る

鈴木�暗くなると�人間�寝るんですよね�昔

か�そういうのはありましたね�

会場Ｄ�町の明かりもこんなにいらないかなと

いな�

ああそうか�違う客層が来るな�とか�不便

そういう健全じ�ない人の方が好きなんで�

とか�そういう怪しげな人が来るとこ�ちも
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ガあたりを�こいつよ��ノ�ブラでよ��

だ�けかな�とか�健全な本のはずなのに�

太田�何でもできち�うとそこまでしかやんな

あまり被害はなか�たんですけど�震災を経

太田�身体と心を休める時間というのを�これ

くて�不便だと考えるからも�と先までいける�

さを楽しむというか�

それこそみんな家もめち�くち�だ�たりし

をき�かけに考え直したらいいんじ�ないかな

鈴木�ま�そうです�不便も悪くない�

と疲れてくるし�不眠につなが�たりもする

て会社に来ることもできない�でもインタ�
と�

会場Ｄ�地震の日�近くの小学校に行�たんで

過してもし元に戻�ち��たんなら�それ�

ネ�トの技術もあるし�そこに行�て仕事す

鈴木�生活に工夫を持たせるというか�工場な

すね�そこには周辺の住民の方もい�ぱい集

太田�ち��と不便でいいじ�ん�その分何か

るだけが仕事のやり方じ�ないはずだから�

どの電力を削減することは国際競争力という

ま�ていて�大人は疲れてくるんですよ�し

し�ただでさえストレスが多い社会の中で少

て�こういう機会を使�て新しいやり方を考

ことを考えればこれ以上は無理なんですよ�

かめ�面になるし�下向いて回復を待つみた

て残念なことだな�と�自分が関わ�ている

えたりしたらいいんじ�ないかなと思い�考

ということは�一般市民の生活というところ

いになる�小学生の子たちは友達同士�夜に

ができるという考え方にシフトできないかなと�

えたりひとりで調べたりしていたんですけど�

である程度やりくりしていけばいいんだけれ

集ま�てるからテンシ�ン高いんでし�うけ

なくとも暗い�ているのは�悪くないと思う

意外にも早く元に戻�てきち��たせいで普

ど�例えば公共交通機関を使�て自家用車を

ど�
�星がすごい�と駆け出してい�て楽しん

会社があるんですけど��私はフリ�ランス

通にな�ち�たという�が�かりしている部

使わないとか�電気を消すとか�うちのお店

鈴木�不便な方がいい部分てい�ぱいある�

分もあります�

でいる�僕もそれを聞いて見に行�たんです

んですよね�

会場Ｄ�戻らなくていい部分も確かにありまし

時まで電気がついていたんですけ
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に他の人と語り合うということはないんです

のカメラマンで�社員ではないんですが��

たね�あこれでも別にいいんだなという�両

ど�今は 時
9 で完全に消えち�うんで� 時
9
にな�たらこういうのをつけて�とい�て小

が�子どもは素直にその状況を楽しんでいた

も前は

方ありました�戻�て安心する部分と�変え

型ＬＥＤライトをつける�
�少し怪しいアダル

のが印象に残�ています�
買いに来るわけですよ�
�あれ�ここエロ本屋

太田�僕も３日間ほど避難所にいたんですが�

けど�きれいだなと思�てもそいうのを素直

られるチ�ンスがあ�たという�

トな感じにすると�それに見合うような人が

太田�コンビニ 24
時間あけなくてもいいんで
すよね�ち�んと日曜日休めばいいじ�んみた

がないので歩いて行�たんですよ�夕方４時

らまだち��と無理だと言われたのでし�う

し�だ�たら山形だなと�タクシ�に言�た

んですね�なぜかというと並んでるし�ない

内で物資を手に入れるつもりは全くなか�た

の手元に物資がなくな�たんですよ�仙台市

目の第一回目の災害派遣が終わ�てから�俺

もたちだけは無邪気にはし�いでいたりして�

そんな感じでした�沈んだ空気の中でも子ど

敗したこと�て�そういうことから優先的に

きなんで�や�ぱり恥ずかしいこととか�失

ち��たとか�俺�自分の暴露話するの大好

るし�不倫してないのに結果的に不倫にな�

とこれが�仙台がらみでも女で一回失敗して

ですよ�ところが女難の相とかに入�ち�う

鈴木�女性がらみ以外だと�俺�意外と強いん

太田�そこ�笑�

�笑�

ころまでいかないです�女性がらみじ�ないと

自分の基本�て�完全に落ち込み�ていうと

か�たです�

ん発展させていきたいと思�ています�今日

��ナル ウ�ブ版 デ�ベ�ト編�どんど

イ�タ�ゲストの方お呼びしつつ��定禅寺ジ

またネ�ト上でも素敵なスカイプゲストやツ

どんどんとメンバ�を増やしながら�そして

送りしていきたいと思います�

日�火�
�震災カフ��２�
�震災から見え
28
てきたもの�ということでまた鈴木さんとお

だと思うんです�これに関しては再来週

�た新しい状況が震災後生まれてきているん

本当にこうじ�なき�ダメにな�た�こうい

とか�根拠がいまひとつ薄弱だ�たものが�

これはダメ�あるいは以前はム�ド的なもの

鈴木�３日目�て�俺�山形にいたんで�２日

に出て夜 10
時くらいに笹谷のて�ぺんくら
いまで行�たんで�そのとき�てもう親の敵

言�ていくと�世界観変わります�話せる話

はみなさん�どうもありがとうございました�
がない�て�すんごく楽なんですよね�悪い

という評価もあるかもしれませんけど�秘密

つなが�ていたそうです�

門脇�あ�スカイプまだ�北海道の遠藤さんと�

一同�ありがとうございました�

月
6

みたいな感じで�歩くのか走るのかわからな

が増えます�確かにあいつバカじ�ないのか

話とか全部や�ち�うともう怖いもんね�な�

鈴木�放置プレイだ�一同�笑�
�

いくらい�自衛隊では
キロ行軍とかある
100
んですけど�装備品がでかいんですよ� 50
キ
ロとか 60
キロとか�軽い状態だと本領発揮
して歩いたこと今まであまりないな�と�八

なんて�ち�こ�とはありますけど�
門脇�震災という外部的な条件によ�て�我々

戸から来る途中というのは飢餓との戦いとい
うのもあ�たのでパワ�全開で来たわけでは

は以前の生活を制限されて�それによ�て見

ロから 50
キロを６時間だからほとんど走る
並みに行�たのかなと�身体がめち�くち�

しむような部分もあると�とはいえ�震災を

は元に戻りつつあり�それをあたかもなつか

なか�たんですよ�笹谷までおそらく

軽くて�
�なんだ楽勝じ�ん�と�釜房ダムに

実にあるわけですよね�もうこの震災を通�

えてきたものがあ�たにも関わらず�現在で

キ
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時
8 半くらいに着いて�あれ？俺�こんなに
速いのかな�と�俺�てけ�こうおじさんの

てものを見てしま�たのでこれはできない�

経てしま�た以上�決して戻れない部分も確

割りに動けるなと�笑�
�だからけ�こう楽し

