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自分ができる範囲で
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き︑イントロが流れるとふい
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じていました︒けれど被災地
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さんいますが︑みんな不眠不

しかったと思います︒でもそ

ていて動けなかった人は悔

に動ける人間と違って︑勤め

あったから︒僕のように自由

い︒ただマズイのは︑ボラン
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ら力を引き出します︒

――ボランティア活動を続
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日本人はボランティアを

そこで全国のラジオ局に呼

ティアを﹁やってあげてい

ためらいはなかったです

人間の幸せの最低条件は

うことを忘れないように︒ボ

もしその相手が友だちや親

る﹂と上から目線的に考える

験しているので︑まず被災者

ね︒仲間たちと﹁とにかく行

三つだと僕は思っています︒
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電池を集め︑被災地へ届けに
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こう！﹂と︒阪神・淡路大震

①生きていけるだけの食べ
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行きました︒

ことが大切だと考えました︒

災のときに﹁もっと行動すれ

なるチャンスだとも感じて
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大会も開いたそうですね。

ラジオＤＪなので被災地の

物︑②理解者＝家族や仲間︑

お前

ばよかった﹂という後悔が

――仮設住宅ではカラオケ

動できると思いますよ︒
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ラジオ局に知り合いがたく

僕は阪神・淡路大震災を経

この人に
聴きたい

び掛けてラジオとライトと︑

ラジオＤＪ︑テレビ番組の司会として活躍中の山本シュウさん︒
﹁ We are
シンセキ！﹂を合言葉に︑人とのつながりを大切にしながら
さまざまな活動やボランティアに取り組んでおられます︒

ラジオＤＪ
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ボランティアは自分が幸せになるチャンスです。
基本は
「できることを、
できる範囲で、
諦めないで！」
から︑人のつながりの大切さ

戚のように心配してくれた

世話をしてくれた︒本当の親

おっちゃんやおばちゃんが

した︒その代わりに近所の

て︑ほとんど家にいませんで

親は毎日一生懸命働いてい

僕は大阪の長屋育ちで︑両

のは 歳のときです︒

幸福に戻る︒これに気付いた

が楽になる︑つまり不幸から

わりますよね︒何より気持ち

間を犠牲にして学校のお手

ちは仕事をしつつ︑自分の時

ＰＴＡ役員のお母さんた

引き受けることにしました︒

いて︑こりゃいかんと思い︑

誰も引き受けないの？﹂と驚

どものためのＰＴＡ活動を

来たんです︒正直﹁自分の子

てまた僕のところに頼みに

し﹂って︒でも全員に断られ

し︑ＰＴＡって柄でもない

ケジュールが定まりにくい

断ったんですよ︒
﹁仕事柄ス

そうですね︒でも最初は

こそ楽しくやらないとね︒会

シンドイことをやるとき

した︒

第に親たちも認めてくれま

〜﹂と思ったみたいです︒次

ちでした︒
﹁コイツ︑本気や

を受け入れたのは子どもた

でもね︑最初にレモンさん

う親もいたでしょう︒

ツ︒ふざけてんのか！﹂と思

ンのかぶり物︒
﹁なんだアイ

も卒 業 式もスーツ姿にレモ

ターをつくりました︒入学式

モンさん ﹂というキャラク

つ系のレモンをかぶった﹁レ

やかさが足りないのでかんき

ない人︑さまざまです︒でも

えの悪い人︑段取りがうまく

くりにされていますが︑物覚

う名のもとに僕らはひとく

じだと思います︒健常者とい

職場で人を育てるのも同

近道なんです︒

心﹂を増やすことが実は一番

﹁理解されてる﹂という﹁安

るには︑一人ひとりの心に

うに見えますが︑組織を固め

いていきました︒遠回りのよ

ね︒そうやって個別に話を聴

話す︒嫌な気はしませんよ

﹁Ａさんが感謝してたよ﹂と

かせるのです︒Ｂさんには

の気持ちがあることに気付

言う︒憎しみだけでなく感謝

うね︑頑張ってるわよね﹂と

ＣＲ︶は記入しにくいので︑

ね︒ただ︑﹁紙の注文用紙︵Ｏ

で安心して食べられますし

よ︒安全に気を配っているの

重宝すると話していました

とても便利な商品があって

は﹁あと１品欲しい﹂ときに

も変えていきませんか？

に︑今できることから少しで

の連鎖は断ち切って︑諦めず

んです︒今の社会にある憎悪

れて生きているシンセキな

のです︒みんな誰かに支えら

かっこいい大人は優しい

心してついていくでしょう︒

い︒そんな上司なら誰もが安

かあ！ 危なかったで〜﹂っ

や愛情︑優しさを学ぶことが

伝いをしています︒それを子

議でも︑とにかく硬い雰囲気

失敗して責められたらチャ

改善してほしい﹂そうです︒

にフレンドリーな態度に変

――ＰＴＡ会長として活動

できました︒それに︑自分の

どもたちに知らせたかった︒

にならないようにみんなを

レンジできなくなります︒だ

妻に代わってお願いします

て︑身内やと思った瞬間︑急

命のバトンをさかのぼって

子どもたちが大人になった

笑わせていました︒
﹁お︑髪

から人を指導する立場の人

していたのはその影響？

考えると︑みんなどこかでつ

ときにＰＴＡや地域活動の

切ったの？ 似合うわ〜︒で

は部下と対話して︑各々に適

あとはとにかく１対１で

︵笑︶
︒

長年利用していますが︑妻

をお願いします。

――最後に生協へのご要望

ながっているはず︒だから人

大切さが分かる

もイマドキ聖子ちゃんカッ

したやり方をつくってほし

―― まとめ役は大変ですね。

はみなシンセキなんですね︒

ようにね︒

トってないわ﹂と突っ込んで

でもそのため
ちにとって〝身

話をしました︒ＡさんとＢさ

みたり︵笑︶
︒
近な存在〟にな

んがうまくいっていなけれ

山本シュウさんの著書
『 PTA会長レモンさんの子
育てビタミン標語 』
（ 小学
館、1,260円・税込み ）を、
サイン入りで3人の読者に
プレゼントします。
ご希望
の方はご応募ください。
締
め切りは3月21日（ 当日消
印有効 ）です。当選の発表
は発送をもって代えさせ
ていただきます。

には︑子どもた

らないといけな

聴く︒
﹁そうか︒それは腹立

ば︑まずＡさんを誘って話を
サングラスに茶

つな︒でもあの人も頑張って

い︒僕は度付き
髪︒まるで不審

るやん﹂と水を向けると﹁そ
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者です︵笑︶
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