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おおむ

ましたので、気仙沼市の地理は 概 ねわかっていたつもりですが、街は瓦礫の山とな
わず

って、どこがどこだかわからない状況でした。見覚えのある建物が所々に僅かに残
っており、それによって、「ここはどの辺だ」と判断することができました。
兄は港も見せてくれました。港にはたくさんの船が、あらぬ方向を向いて浮かんで
こ

いました。なかには、真っ黒焦げの船もありました。３００トンはあろうかという大
きな船です。津波で流された上、火災で燃え上がったのです。海に流れ込んだ油に火

うつつ

夢現

が れ き

瓦礫の野先に

キララ波

がついたのだそうです。港に接し、一時は東洋一大きいと言われた魚市場も見せても
らいましたが、辛うじて海面との区別がつくだけで、魚市場の面影はなくなっていま
した。

平成２３年３月２０日

青空浮世乃捨
一通り市街地を見せてもらった後、郊外を案内してもらいました。少し高い所に車
平成２３年（２０１１年）３月２０日（日）正午頃に、宮城県気仙沼市の兄の会社
じか

で兄夫婦に会いました。無事であることは確認できていましたが、直に会えてまた

を停めて四方を眺めましたところ、それまであった街がすっかり無くなっていまし
た。一面、瓦礫の野原になっていました。

嬉しさが込み上げてきました。会社は浸水しましたが、建物自体は残りました。た

街があった頃にはこの場所からは海など全く見えなかったのに、海が見えました。

だ、アスファルト状の泥が入り込み、社員が総出で後片付けをしていました。丁度昼

立っている場所から海まではかなりの距離がありますが、視界を 遮 るものは何もな

食時でしたので、社員の皆はカップラーメンなどを食べていました。水も電気もな

く、瓦礫の野原の先には、波がキラキラ光る海が丸見えでした。

さえぎ

これまで想像もしたことのない情景を見ているのですが、不思議と驚いていないの

く、気の毒な状況でした。
自宅にいた兄夫婦の長女にも会えました。自宅の方は、川の中に建っているような
がれき

です。絵や写真や映画やテレビでこのような情景を見たことがありますが、その時は

家ですが、ほとんど建物には被害がありませんでした。周りが瓦礫の山となっている

「恐ろしい」とびっくりしたのですが、現実に目の当たりにしても、意外と驚かない

情景からすると、奇跡的という他はありません。兄夫婦の長女、私から見れば姪は、

のです。夢を見ているような気もしました。反面、「これが現実なんだ」という思い

「津波の直後、この家から見える光景は、水に流された家々と火災で燃え上がる家々

もありました。このような情景と、このような思いを下手くそな句にしたのが、「夢

で、地獄絵図そのものだった」と、まだ興奮が冷めやらないという感じでした。

現

瓦礫の野先に

キララ波」です。

兄は、「こんな情景は二度と見ることはできないだろう。後学のため、見ておいた

瓦礫の野の先に、キラキラ波を光らせている海は穏やかで、大津波など嘘のようで

方が良い。案内するから被災状況を見に行こう」と言ってくれました。私達夫婦と長

した。だが、この海が、街ごと呑み込み、多くの人命を奪い、莫 大な財産を奪い去

女、そして２月１日に生まれたばかりの孫も同行していましたが、兄は「赤ちゃんと

ったのです。身内の命を奪われた方や、家を流されたり焼かれたりした方々のことを

お母さんは、空気が汚れているので自宅で待っていた方が良い」と気遣ってくれまし

思うと、胸が締めつけられます。海は、何食わぬ顔で穏やかな波に戻っています。だ

た。長女と孫を自宅に居た姪に託して、被災状況を見に、兄の運転する軽自動車に家

が、被害を受けた皆様にとっては、悔しい、悔しい海です。これから長い間、あるい

内と乗り込みました。

は一生、海を見るだけで悔しさが込み上がってくると思います。どんなに悔しい思い

ばくだい

をしているでしょうか。思っただけで胸が張り裂けるようです。これから長い時間が
その車の天井には、青色灯が取り付けてありましたので、一般車では乗り入れられ
ないような被災地にも入ることができました。一時間くらいかけて、気仙沼市のほぼ

かかると思いますが、いつか再び笑える日が来ることをただ祈るのみです。お掛けす
る言葉も見つかりません。ただ、ただ、心からお悔やみ申し上げます。合掌。

全域を見させてもらいました。私も以前、気仙沼市で１５年余にわたって開業してい

い な べ ん

●田舎弁護士・千田實

『田舎弁護士の大衆法律学』シリーズ、『黄色い本』シリーズは、

で購入可能です。

http://www.amazon.co.jp/

～「なか見！検索」でチェック♪～
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大震災

「つよさとやさしさ
もらった」の
兄の一言
琴線にふれる

ンの記事を持ってきてくれました。
それには 、『 買い占めよりも譲り合い 』というタイトルで、兄の記事が掲載されてい
ました。その記事を転載します。

き ん せ ん

平成２３年３月２０日

青空浮世乃捨
兄家族の無事が確認できたのは、３月１５日（火）の午後でした。すぐに駆け付け
たかったのですが、兄から「まず自分のことをせよ」との指示がありましたし、自分

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
気仙沼で三菱⾃動⾞の販売店を経営する千⽥満穂さん。以前、同僚の記者が取材さ
せて頂いたことがあり、状況を伺おうと⾜を運んだ。
「わざわざ遠いところを…。お疲れでしょう。電気も⽔道もガスも何もありません
が、どうぞ。すぐにストーブに⽕を⼊れますから」

の方も、２月に生まれたばかりの孫を抱え、ライフラインがストップしていましたの
で、不便を極めていました。その上、ガソリンが手に入らず、長距離を走ることは難

ライフラインは、何も復旧していなかった。その状況は事前に聞いていたので、防

しい状況になっていました。３月２０日（日）になって、何とかガソリンを入れられ

寒の準備をしてきた。物流網の整備が始まったとはいえ、ガソリンや灯油といった燃

たので、気仙沼に出向きました。

料は貴重なもの。「カイロも持っていますし、寒くないので結構ですよ」。そう断った

正午頃に兄の会社に着き、兄夫婦と会いました。会社は一階部分が浸水し、床はコ

が、千⽥さんがストーブをのぞき込む。そして⽕が灯る。

ールタール状の泥で、社員がその取り除き作業中でした。昼食の時間となりました
が、社員は皆、カップラーメンをすすり込んでいました。
「後学のため」という兄の勧めで、気仙沼の被災状況を見させてもらいました。一
時間ほどかけて、気仙沼市内の被災状況を案内してもらいました。テレビや新聞など

さらに、やかんで湯を沸かし、お茶を⼊れ始めた。⽔道も復旧していないので、⽔
もまた貴重品のはずだ。ペットボトルのお茶を持っているから⼤丈夫だと⾔っても、
「せっかく来てくださったんですから」と⾔って聞かない。

では、地獄絵図みたいな被災状況が映し出されていますが、現地で見る光景は、テレ
ビや新聞の写真のように一部分を切り取ったものではなく、スケールが大きく、夢を
見ているようでした。

そうこうしているうちに、⽇持ちのするクッキーなどのお菓⼦や、バナナまで出し
てくれた 。「腹が減ってはダメでしょう」と、まるで親のような優しい⽬つきで貴重
な⾷料品を分け与えて、もてなしてくれた。⼣闇に包まれ、ストーブのぼんやりとし

一通り気仙沼市内の被災状況を見させてもらい、帰路に着いたとき、兄は「大震災

た光しかない薄暗い空間で⾷べたバナナの味は、格別においしかった。

で、”つよさ”と”やさしさ”をもらった」と言いました。「これだけのことを体験し
たのだから、『少々のことでは負けない』という気持ちと、『誰に対してもやさしくし
てやりたい』という気持ちが強くなった」というのです。

「原発問題で、東京も⼤変でしょう。お⽔もないとか」

私も今度の震災で身近な人を大勢亡くし、「もっとやさしくしていればよかった」
と悔いてばかりいましたので、この兄の言葉は、私の琴線にふれました。

千⽥さんにそう声をかけられて、胸が詰まった。愛する⼈や⼤切な財産を失くすと
いう直接的なダメージを受けた気仙沼の⼈々が、なぜこうした気持ちになれるのだろ

その話を事務局に話したところ、情報収集を担当している泉洋美さんが、「お兄さ
んのことが 日経ビジネスオンラインに載っています」と言って、日経ビジネスオンライ

うか。多くの資産を失い、⼈⽣設計が⼤きく狂ったはずだ。その千⽥さんに⼼配され
ると、返す⾔葉がない。

【 3】
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ライフラインが⼨断され、物資も⼗分に⾏き届かない状況で、客をもてなす…。⼀
⽅、都⼼では計画停電こそあるが、物資は揃っている。それでも、買い占めが横⾏し

何だか身びいきで恥ずかしいのですが、私はこの兄に小さい頃から導かれ、今日に

ている。なぜこれほど違いがあるのだろう。逆の⽴場だったら、私は千⽥さんのよう

至っています。兄の生き方は、私の目標です。私が何を目指しているかを知ってもら

にもてなすことができただろうか。

うためには、この記事は格好のものです。そんな意味で、敢えて全文をそのまま紹介

「三菱で２店舗、スズキで１店舗の合計３店舗のディーラーを経営していました
が、２つは流されてしまった。私の損害はざっと２億円くらいかな。家内が経営する
書店も本が流され、１億円以上の在庫がなくなった。２⼈で３億円だよ。はっはっは」
「ないものはない」という開き直りに近い笑いに聞こえた。億単位の損失を出した
千⽥さんだが、経営者として、いや⼈として⼤切な⾏動を優先した。従業員３０⼈に
対して、３⽉⽀給の給料を現⾦・⼿渡しで⽀払ったのだ。

させていただきました。
テレビや新聞で連日報道される被災地の状況に驚き、事務局に、お付き合いのあっ
た方々の安否確認をしてもらいました。その報告を聞いて、病院のベットの中で一人
はかな

落ち込んでいました。諸行無常とはいえ、命の 儚 さを嫌というほど味わっていまし
た。正直なところ、やる気をなくすような気分になりました。
兄の「つよさとやさしさをもらった」という一言は、私の胸の奥に秘められていた
琴線に触れました。「情けないことを考えているときではない。生かされているうち
は、精一杯生きなければならない」という思いが湧いてきました。

「⾮常時で⼀番お⾦を必要としている時だから、何としても給料を払わねばと思っ
てね。⽣命保険が満期になった払戻⾦があったから、今⽉はなんとかそれで払えたよ」
総額は約１０００万円。地元の⾦融機関は壊滅状態で、⾦を引き出せない。事業の
ことを考えれば、存続のための資⾦を１円でも残したいはずだ。⻁の⼦の１０００万
円。それを、従業員の⽣活を考えて、迷いなく配ってしまった。

そう思った後 、「 これからどう生きたらいいか」ということを考えました。大震災
で突然亡くなった親しい方々を思い出すたびに、「あの人のためにもっと役に立って
いたかった。もっと優しく接していたかった」との悔いが残りました。そして、これ
からは 、「 これまでお付き合いのあった方々のために役立ちたい。恩を返したい 」と
いう思いに至りました。さらに 、「 誰に対しても優しく接したい」という思いが湧い

「お客さんから預かっていたクルマも流されてしまいました。問い合わせたら、こ
ちらに瑕疵がないので補償の義務は発⽣しないそうです。でも、何とかして半額でも
お客さんに返したい。気仙沼でまた、地元のお客さんに⽀えられて⽣きていくわけで
すから。やり直して⾒せます。その時には、気仙沼の美味しい⿂を⼀緒に⾷べましょうよ」

てきました。
たまたま、自分の入院生活と東日本大震災が重なってしまったので、生きることの
むな

空しさを感じたりしていたのですが、兄の一言で、「これからやらなければならない
ことがある」という気持ちになりました。いなべんは、この度の経験を踏まえて、よ
り強くなりましたし、より優しくなりました。これまでお付き合いのあった方々に対

別れ際の⾔葉だった。そこには、再⽣への道を歩き出そうとする⼒強さがあった。

しては、恩返しの意味も込めて、これまで以上に優しく接しさせていただくつもりで
す。特に、この事務所便りをお読み下さっている皆様に対しては、悔いを残さぬよ

～ 日経ビジネスオンライン http://business.nikkeibp.co.jp/ ～
シリーズ 『記者が語る 震災報道24ｈ』 平成２３年４月３日付記事
「それでも海のリスクと共に生きる
壊滅した漁港で感じた『三陸人の強さ』と『都会人の脆さ』」

より抜粋

う、お付き合いをさせていただくつもりです。皆様から「いなべんは強くなった、優
しくなった」と思われるように精進するつもりです。
これまで以上のご支援とご指導をお願い致します。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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めぢから

くなった」とか 、「目 力が出てきた」とか 、「勢いが出た」とか 、「声に張りが出た」

「若くなった！」
煽てと知りつつ
ミラー見る


等々と言われています。兄には、「髪の毛も増えたような気がする（笑）」などと言わ

おだ



れましたが、こうなるともう冷やかしで、からかわれているという気になります。で
も、兄の目にも「元気になった」と見えたことは間違いないようです。それほど快調です。
きんけいれん

人工透析に入りますと、 不均衡症候群 、 血圧低下 、筋 痙 攣 、 不整脈等 の 透析の副

平成２３年４月１４日

作用が出たりすることがあると言われています。不均衡症候群というのは、透析中か

青空浮世乃捨

おうと

ら透析終了後１２時間以内に起こる頭痛・吐き気・嘔吐などだそうです。永仁会病院
ともひと

２月１５日～４月９日まで、入院していました。時々、外泊許可をもらって戻った

の 腎センター長・松永智 仁先生 からも、何度か「不均衡症候群の症状が出ていない

りはしていました。３月１１日の東日本大震災のときは、自宅に戻っていました。４

か」と聞かれましたが、私の場合は、幸いなことに頭痛も吐き気も嘔吐も全くありま

月７日の余震のときは、病院のベッドの上にいました。

せんでした。血圧低下も筋痙攣も不整脈もありませんでした。

多くの方からお見舞いを頂戴したり、ご心配をいただきました。まず、このことに

私の勝手な解釈ですが、平成１７年（２００５年）７月１９日から続けてきた、横
いでうらてるくに

浜薬科大学薬学部教授・出 浦照 國先生 のご指導による食事療法が功を奏しているの

対して御礼を申し上げる次第です。
幸い４月９日に退院し、職場に復帰しました。これまでの経過をご報告させていた
だきます。

ではないかと考えています。透析に入っても、食事療法は大事だと思います。家内も
同じ意見で、「これからも食事療法は続ける」と張り切っています。振りきって言っ
てしまえば、生きている限り、食事療法は健康を保つための基本であるということに

人工透析を始めました。１回目は、３月３０日（水）、２回目は３月３１日（木）、
３回目は４月２日（土）、４回目は４月５日（火）、５回目は４月８日（金）です。
１回目から５回目までは入院先である宮城県大崎市の医療法人永仁会・永仁会病院
えいし

（理事長・宮下英士先生）において、毎回午前１１時頃～午後２時頃までの３時間、

なります。１日３度の食事が健康、不健康に大きな影響を与えるものですから、ここ
を大事にしなければ、元気で長生きすることはできません。透析に入って食事療法か
ら離れるのではなく、より進化させたいと考えています。ですから、これからも出浦
先生のご指導を受け続けたいと願っています。

透析を受けました。
４月９日（土）に永仁会病院を退院し、４月１１日（月）、４月１３日（水）と地

人工透析に入る前に、出浦先生から「病名・慢性腎不全（糖尿病性腎症）による症

元・一関市の岩手クリニック一関（院長・岩渕達志先生）で、午後４時３０分頃～８

状が現在高度に進行した状態にあり、自覚症状が強いため、当分の間業務を全て停止

時３０分頃までの４時間、透析を受けました。

し、安静を維持することが望ましい」との診断書を書いていただき、仕事を止めてい
ました。

体調が良いので、４月１４日（木）に孫を連れて、家内の運転する車で永仁会病院

７回目の透析を受けた翌日である４月１４日（木）には、前述のようにドライブに

まで片道１時間あまりのドライブをしました。車中で家内が、「 お父さん、若くなっ

出掛けましたが、本日、４月１５日（金）は、午前中は盛岡地方裁判所花巻支部に出

あいづち

おだ

た！ 」と言ったら、娘も「 ホント！若くなった！ 」と相槌を打ちました。煽てだと

張しました。花巻支部では３件の破産事件を担当してきました。その後、花巻支部の

はわかっていましたが、思わず車内のミラーを覗き込んでしまいました（笑 ）。それ

１室を借りて釜石から駆け付けたクライアントと３０分ほど打合せをしました。午後

をそのまま詠んだのが、「 『若くなった！』
という駄作です。

には事務所に戻り、２組のクライアントと打合せをしました。午後４時に打合せを終

のぞ

煽てと知りつつ

ミラー見る 」

え、準備をして、午後４時２０分から透析に入っています。この文章は、透析に入る
や、書き出しました。

透析を７回終えたところでの家内と娘の印象です。事務所の事務員の皆からも、

今は、午後５時頃です。これから透析をしながら、午後７時頃まで書き物を続ける

「顔色がよくなった」とか、「手の色が白くなった」とか、「顔に張りが出て、艶が良

つもりです。午後７時になったら、家内の手作り弁当を食べようと思います。透析を
しながら食べるのですが、今日で３回目の弁当です。なんと言っても、この弁当が楽
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しみです。時間をかけて、ゆっくりと味わわせてもらうつもりです。

第１回目の透析を終えた直後からそれがなくなり、今は吐き気も空吐きも全くあり
ません 。むかついた状態もなくなりました。ちょっとした匂いが気になったのです

りゅうのすけ

食事をゆっくり楽しんだ後は、 小池龍 之 介氏著 『 超訳 ブッダの言葉』（発行所：
ディスカヴァー・トゥエンティワン）を読もうと思っています。

が、それも全くなくなりました。
透析導入前は、少し動いただけでも息切れがしました。特に、階段を上るときには

こんな時間が来るのを、長い間待ち続けていたような気がします。「４時間も大変

それが激しくなりました。少し立ち作業などをしていると、腰や背中が痛み、息切れ

だよね」と言ってくれる人が大勢いますが、私にとっては至福の時 です。ずっと以
前から 、「仕事を離れ、やりたいことをやってみたい」と思っていたのですが、生ま

もしました。透析導入後は、それがなくなりました。体がひとりでに動くようになり
ました。
毎朝午前６時２５分からＮＨＫ教育テレビで「 ラジオ体操 」が放映されています

れ持っての貧乏性でそれができずにいました。
４時間の透析中は、針が刺さっている左腕が自由にならないことと、チューブで体

が、透析導入後は、毎日それに合わせて体操をしています。ウォーキングも止めてい

と透析機が連結されているため自由に歩き回ることはできませんが、リクライニング

ましたが、透析導入後は毎日少しずつ歩く時間を増やしています。息切れはありません。

式のベッドで書いたり、読んだり、食べたりは自由にできます。やってみたかったこ

一番大きな違いは、透析導入前は何事に対してもやる気が出なかったのですが、透

とは、書いたり、読んだりということでしたから、透析は願ってもない状況を創り出
してくれました。透析中の４時間は、電話もなく、打合せもなく、読み書きに集中で

析導入後は、何に対してもやる気が出てきました。
透析導入前は、歯を磨くのも顔を洗うのもギリギリの時間までやろうとしませんで
したが、透析導入後は、目が覚めると直ちに歯を磨き、顔を洗っています。その後、
ウォーキングをしたり、柔軟体操をして「ラジオ体操」の放映を待っているという状

きます。
「透析に入ったら自由な時間が持てる」と思うと、仕事にも集中力が出てきまし

態です。

た。仕事をしながら 、「 透析に入ったら好きなだけ読んだり書いたりできるんだ

やる気が、東日本大震災で被災した皆様のために「商売を離れてお役に立ちたい」

から、今は仕事に集中しなさい 」という 天の声 が聞こえてくるのです。お陰で、

という気持ちを強く強く湧き立てています。困っていることがあったら、ご遠慮なく

仕事の方も以前よりも集中できるようになった気がします。人の話をよく聞くように

お申し付け下さい。今まで以上に親身となって共に考えられると思います。

あせ

なった気がします 。「早く思い通りにしたい」と焦る気持ちがなくなったような気が
します 。「透析に入ると頭がスッキリする」と言う方が多いのですが、心がスッキリ
した気がします。「いい仕事ができそうだ」と自信が湧いてきました。

もっともっと詳しく報告したいのですが、紙面の都合もありますので、取り敢えず
はおおまかなところだけご報告します。
結論は、私の場合は「透析に入ったことが良い結果を生んでくれている」と思いま

最後になりましたが、今、８回目の透析を受けていますが、これまでのところ、透

す。ＱＯＬ（生活の質）が戻りました。いろいろとご心配をおかけしましたが、この

析導入前と透析導入後で体調にどのような変化があったかの「自覚症状」についてご

ような状態ですのでご安心下さい。そのことを、まず以てご報告したかったのです。
このような状態ができてきますと 、「ずっと透析でもいいかな」という思いも湧い

報告させてもらいます。
透析導入前、一番つらかったことは吐き気、空吐きでした。空腹時になると吐き気

てきますが 、『 腎臓病体験記』を完成させるためには、腎移植も体験したいと思って

を催し、それがひどくなると空吐きをしました。空吐きは５分か１０分で治まりまし

いますので、結果は気にしないで、駄目元で腎移植を受けてみたいとの考えは変わっ

たが、その間は身の置き所がないほど苦しみました。真っ青になり、冷や汗が出まし

ていません。

た。空腹時でなくても、絶えずムカムカしており、ちょっとした匂いでも吐き気を催

食事療法においても、全力を尽くさせていただきました。透析でも全力を尽くした

しました。空腹を解消しようと何かを摘んだりすると、食べる物によってはそれが

いと思います。そして、腎移植でも全力を尽くしてみたいと考えています。今後の経

空吐きの引き金となりました。印象としては、甘い物や酸味は引き金となり、味の濃

過は、まずこの『的外』で皆様にご報告させていただきます。

つま

い物はなりませんでした。最も空吐きの引き金となったのは、歯磨きです。歯磨きを
始めると吐き気がしてきて、２回に１回くらいは空吐きになりました。いつもすっき
りした気分にはなれず、むかついた状態が続いていました。

これからも、この事務所便りをお読み下さっている皆様にはご支援をお願いしたい
と思います。末永くお付き合い下さるよう、お願い申し上げます。

