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◆ 第２次署名集計作業に埼玉県内外から 50 名が集結！！。 １次、２次集計で 232，017 筆達成
桜 の季節 もソ メイヨ シノ から八 重桜 へと移 り、 震災に より 絶望的 な被 害を受 けた 東北地 方に も、桜 の便 り
が 届き始 めた とニュ ース で伝え てい ました 。被 災され た人 々のこ ころ にも春 が早 く来る よう にと祈 るば かり
で す。
大 地震で 揺れ た日か ら時 が止ま った ように 感じ ていま した が、少 しず つ日常 を取 り戻し 、4 月 16 日 (土 )
に は、予 定通 りにさ いた ま市の やど かり情 報館 で、 100 万 人署名 の第 2 次 集計作 業が行 われ ました 。埼 玉県
精 神障害 者家 族会連 合会 では、 事前 に署名 用紙 の確認 作業 を予定 して いまし たが 、地震 の影 響で実 施で きな
か ったた め、 この日は 10 時 30 分か ら作業 に取 り組み まし た。遠 くは 秩父か
ら 、川越 ・富 士見・ 上尾 ・さい たま 市など の家族 17 名が 集まり まし た。中
に は、入 会間 もない ため 100 万 人署 名のこ とも 良く知 らな いとい う家 族も参
加 し、こ の活 動を知 って もらう 良い 機会と なり ました 。午 後には 、都 内から
も ご家族 の方 々を始 め、 伊勢田 先生 ご夫妻 、代 々木病 院の スタッ フ、 やどか
り 情報館 関係 者など が加 わり、 総勢 50 名 が、 最終時刻 17 時 30 分ま で集計
作 業に取 り組 みまし た。 作業ご とに 3 つ のグル ープに 分か れまし た。 署名の
有 効性を 確認 するグ ルー プは、 「〃 」や「 同上 」、鉛 筆書 きの有 無、 どの一
筆 も無駄 にし ないよ うに 、心を 込め ての確 認作 業でし た。 10 人 に満た ない署
名 用紙を 振り 分ける グル ープは 、空 欄のチ ェッ クはも ちろ んです が、 「これ はコ ピーし たも のかし ら」 「町
名 まで書 いて あるの に番 地がな いか ら残念 だけ れど無 効」 など、 お隣 の人と 確認 しなが ら慎 重に作 業を 進め
ま した。 10 人 分が書 き込 まれた 署名 用紙を 200 枚１ 束に綴 じるグ ルー プは、 何枚 か重ね た署 名用紙 にパ ン
チ で穴を あけ 、 200 枚を 紐で綴 じて いきま した 。少し ずつ 少しず つ、 署名用 紙の 束が増 えて いきま した 。
署 名用紙 を手 に取り なが ら、こ れだ けの署 名を 集める のは 大変で あっ ただろ
う な、ど のよ うな方 がど のよう な表 情で誰 に署 名をお 願い したの だろ う…な
ど、様々に想像が膨らみ、顔も知らない方々とのつながりを感じていました。
中 でも、 東北 地方の 住所 を目に する と、思 わず 「この 方は 今、ど うし ていら
っ しゃる のだ ろうか 」と 安否が 気に なりま した 。被災 した 地域の 皆さ まの復
興のためにも、これまで集めた署名は大切な意味を持つものだと確信します。
署 名用紙 を埋 めてい る一 筆一筆 に、 言葉に はな らない 思い が込め られ ている
こ とを感 じ、 しっか りと この署 名を 国会に 届け て、き ちん とした 実効 性のあ
る ものに して いくた めに できる こと を、今 後も 継続し て取 り組ん でい かなけ
ればならないと思います。今回 の集計結果は、２次集計 136，600 筆(4 月 16 日)、12 月 25 日の１次集計
95， 417 筆と 合わせ ると 、合計 232， 017 筆 にな ります 。時 間切れ で集 計でき てい ない多 くの 署名用 紙が 山
と ありま すの で、お およそ 30 万筆 になる かと 思われ ます 。今後 の活 動も期 待で きます ので 、 50 万筆突 破の
可 能性が 高く なって きて います 。大 震災で 全国 一斉街 頭署 名活動 が一 旦延期 にな りまし たが 、これ で終 わら
せ ること なく 、また 新し いスタ ート ライン に立 った気 持ち で、力 を合 わせて 100 万筆 達成ま で署名 活動 をさ
ら に展開 して いきま しょ う。

◆ 女優の音無美紀子さんから応援メ ッセージをいただきました
私 自身 20 数 年前う つと なり、 大変 つらい 時期 を過ご しま した。 当時 、身の 周り に何ら
情 報のな い中 でどこ でど うやっ て治 したら よい のか何 もわ からな かっ たので す。
家 族・友 人た ちの支 えで 治療の 第一 歩を踏 み出 すまで 中に ひきこ もっ ていま した 。おか
げ で現在 は回 復し仕 事（ 女優） に復 帰して おり ますが あの 頃の苦 しさ 、辛さ はな んだっ た
の か？！ と思 うこと があ ります 。経 験した 者と して“ ここ ろの病 ”に 対して 色々 な取り 組
み で頑張 って おいで の当 事者や みな さん達 のお 力にな りお 手伝い をし たいも ので す。

