
№ ツイート内容 

1 

阪神淡路大震災当時、私は京都市内のワンルームマンションに住んでました。今までこんな揺れに

遭ったことがなく、慌ててテレビをつけたら阪神高速が倒れてる静止画像がずっと映ってて「戦争

が起きたんかもしれん」と思いました。当時はそれほど「震災」に無頓着やったんです。#117kyokun 

2 

阪神淡路大震災で京都は街中が壊滅するような被害には至らなかったんで、私もいつも通り出勤し

たんですが、そしたら大阪神戸の得意先と全く電話が繋がらなかった。当時はネットや携帯でやり

とり出来るような基盤がなかったから、繋がらないなら、ただ待つしかなかった。#117kyokun 

3 

阪神淡路大震災の時の「何がどうなってるんかわからん」時と違って、今はインターネットが発達

してる。東日本大震災の時も SNS 等を活かして「待つしかない」ではなく、自分から発信する活

動や情報を集める活動をしてくれた人らがいた。凄いと思った。泣きそうになった。#117kyokun 

4 

神戸が断水してると知り、元走り屋の友人らが仕事終わった後に京都から神戸まで毎晩ポリタンク

で水を運んでた。車は救急消防車両ですら入れないと聞き、単車 2 人 1 組で後ろがタンクを抱え、

翌朝出勤まで出来る限り往復。そうして各地から神戸に水を持って走る単車乗りが大勢いた

#117kyokun 

5 

きょうの#fm802 に#ガガガ SP のみなさんがゲストと言う事で、メールを昨日送りましたが「神戸

駅」はかかったかな。あとで録音したものを聞きます。阪神淡路大震災から２１年。#117kyokun #

阪神淡路大震災編 https://t.co/IpZ32Djk1Q 

6 

１月１７日(日)で阪神淡路大震災から２１年。日数にすると７６７１日目だそうです。１・１７の

つどいは、１万本の竹灯篭とロウソクを作ってきた団体が、今年春で解散します。来年２０１７年

以降、引き継いでくれる人を探してます。#117kyokun#阪神淡路大震災編 

7 

あの時は、ホンマに車は動けんかって、大阪から神戸の往復で丸一日掛かってたから、単車で正解

と思う。あと、少し公共交通期間回復してからも、三ノ宮から二駅行くだけでバス乗り換えとかで

何時間も掛かったりしたなぁ。  #117kyokun https://t.co/CM6YwL5EeK 

8 

#117kyokun 震災３日後、芦屋とか甲子園辺りから徐々にガラスが割れてる家とかあって「あぁ、

大変な被害やなぁ」と思ってたら、神戸に入ったら街自体が壊れてて、ホンマに戦争でも起きたん

かと思った。 https://t.co/S2BlfIdAcu 

9 

#117kyokun 震災３日後、半日掛けて、やっと神戸に付いて一息付こうと煙草を吸おうとしたら「ア

ホか！爆発させる気か！ 」と、怒鳴られました。辺り一面にガスが漏れてました。被災地は日常

とは違うと実感した瞬間でした。 #阪神淡路大震災編 #ものがたりは続いている 

10 

#117kyokun 作業仲間から聞いた話。避難生活が何ヶ月か続いた時、避難所にカレーを持って行っ

たら「またカレーか」と愚痴られたそう。それはその人が悪いんでなく、もう、避難生活のストレ

スが限界に来てて、誰かに当たらんと我慢出来んのやろなという話をしてました。 

11 

神戸市役所２４階の展望ロビーから１・１７のつどいの竹灯篭がよく見えるのですが土日祝は普段

は朝１０時～平日は８時１５分～なので、１月１７日限定で早朝５時ごろから開放して欲しいで

す。#117kyokun#阪神淡路大震災編 https://t.co/aHQv0gFxeU 

12 

#ものがたりは続いている#阪神淡路大震災編以上、北川景子さんの阪神淡路大震災体験談をこちら

から引用させてもらいました。 https://t.co/GskhIuM0jY７歳の子供には重い経験やったと思いま

す  #117kyokun 

13 

東日本大震災から５年。宮城県女川町で息子さんを津波で亡くされた田村さんと言う方が１６日土

曜日は堺市の深井と言う所で１月１７日日曜日は神戸市東遊園地の「阪神淡路大震災１・１７のつ

どい」などに来られるそうですお話をお聞き下さい#117kyokun#阪神淡路大震災編 

14 

１９９５年１月１７日以降に生まれた学生さんに知って欲しい人がいます。看護師の黒田裕子（ひ

ろこ）さんです。神戸市の仮設住宅での災害看護や宮城県気仙沼市での仮設住宅でも活躍されまし

た。今は「慰霊と復興のモニュメント」にお名前が#117kyokun#阪神淡路大震災編 

15 

1 月 16 日（土）18:00～神戸東遊園地阪神淡路大震災から２１年１・１７のつどい交流テントディ

スカッションテーマ： ～東日本大震災から 5 年～16 年先を行く阪神淡路大震災の「未来」に込め

られた想いとは？どなたでも参加出来ます。#117kyokun#阪神淡路大震災編 

16 防災や減災の取り組みも大事ですが、兵庫県が提唱している、「フェニックス共済」(兵庫県住宅再



建共済制度)と「災害ボランティア割引制度」(例えば東日本大震災の被災地などへの交通費や宿泊

費を補助)をもっと全国に広めて欲しいです。#117kyokun #阪神淡路大震災編 

17 

災害でＪＲ西日本神戸線が長期不通になり、新幹線で名古屋から新大阪駅で降りて大阪駅→三田→

福知山→和田山→播但線で姫路→三ノ宮駅(神戸三宮)まで、片道８時間かけて行った事がありまし

た。電車内は、救援物資を抱えた人で満員でした。#117kyokun #阪神淡路大震災編 

18 

阪神淡路大震災の日、僕は、長田の家にいました。大きな揺れのなか本棚から何かが落ちてきて額

を切りました。二日間火災の中で不安でしたが、何とか助かりました❗3 日後から救援物資の配送

にあたり、いろんなものを見、聞きました。みんなに感謝された事は、忘れません#117kyokun 

19 

２０１６年１月１７日(日)は大学入試センター試験２日目でもあるのですが、ＦＭ８０２やＦＭ大

阪からは２１年前の阪神淡路大震災で被災者やラジオを聞いている人を励ました当時の歌がかか

る気配が全くしません。#117kyokun#阪神淡路大震災編 #radiko 

20 

#117kyokun 毎年 16 日の夜から、東灘区中野南公園の白テントであの時間を迎えます。当時のボ

ランティアの方々や、あの日から１年を自衛隊さんのテントで生きた仲間が集まります。ゆるゆる

のテント村らしく、誰がいらしても大歓迎（笑） https://t.co/REMrMpFLxT 

21 
#117kyokun このハッシュタグをつけて、ふとした時、電車での移動中など、自分自身が阪神淡路

大震災より発信したいことをぼやいてくだされ。・°°・(＞_＜)・°°・。 https://t.co/gI3WYfDiAe 

22 

阪神淡路大震災から２１年。神戸市営地下鉄西神・山手線西神中央駅－新長田駅－三宮駅の間の黙

祷の時間に間に合う臨時運転は２０１６年は実施されませんので、お気をつけ下さい。臨時バスは

ございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。#117kyokun #阪神淡路大震災編 

23 

#117kyokun 1 月 17 日 5 時 46 分は、当日はたまたま起きてラジオ聞いてたんで、今年もラジオ聞

きながら 5 時 46 分を迎えようと思います。あの日、阪神高速が崩れた様子を全国に伝えた「おは

よう川村龍一です」の川村龍一さんも、数年前に鬼籍に入られました。時の流れを感じます。 

24 
#ものがたりは続いている#阪神淡路大震災編阪神淡路大震災当日の「おはよう川村龍一です」の様

子。全国で初めて、阪神高速の崩壊の様子を伝えた番組です https://t.co/SpP6IClYTg #117kyokun 

25 

１９９５年１月１７日。愛知県に住んでいました。周りで関西出身はわたし一人でした。名古屋の

テレビ局では、「いやあ、東海地方で大きな地震が来なくて本当に良かったですね」と言っていま

した。一生忘れません。#117kyokun#阪神淡路大震災編#阪神・淡路大震災 

26 
<検証 阪神から> 再建策｢身の丈｣重要→ https://t.co/MHhrdFeT7B #ものがたりは続いている #

阪神淡路大震災編 #東日本大震災 #117kyokun 

27 

今では、ネットやスマホやデジカメがあります。２１年前は、神戸や大阪の詳細情報を知るために、

ホテルに地震から４日間泊まり、有線放送でラジオを聞いていました。#117kyokun#阪神淡路大震

災編#阪神・淡路大震災 https://t.co/Alfrv9UYHN 

28 
兵庫区に住んでいました。近くの公園に避難して夜明けを待ちました。寒かったな…σ(･´ω

｀･) #117kyokun 

29 
地域防災力向上に必要な要件。・地域にひとりはパソコンに詳しい人がいる・自分の住む町の地図

をだいたい把握する・被災の際、できるだけ冷静に思考する#117kyokun 

30 
現在の東遊園地。このあと 17 時 46 分からツイート開始です。ツイートの時はハッシュタグ 

#117kyokun を付けてください。皆さんのツイートをお願いします。 https://t.co/B8hIpyeLji 

31 
1 歳 1 ヵ月 4 日 全く記憶ないけど地震にも関わらず駆け回る私を命懸けで倒れるタンスから守っ

てくれた祖母と父に感謝の気持ちでいっぱいです 。#117kyokun #117 #阪神淡路大震災 

32 

震災から明日で 21 年。帰りたい場所、帰れない場所。通い慣れた道の地割れ。タンクで水を運ぶ

人。仮設住宅。テレビに映る悲惨な映像。そうして気付く人の優しさ。21 年たっても忘れてはい

けない日。伝えなければいけない日。拡散、お願いします。#117kyokun 

33 

#117kyokun 震災から明日で 21 年。自分は長田区で育ったけど震災を経験していないので当時の

様子は写真や人から聞いた話でしかわからないけど、外見上は震災なんて無かったかのように復興

している。でも、震災後の急激な過疎化などの問題があるのが悲しい。 

34 
震災を思い出すと、一日中走り回っていた緊急車両のサイレンが、耳の奥に鳴り響きます。

#117kyokun 



35 

あの震災から 21 年。当時、自分は小学生でした。今でも記憶に鮮明に残っている、地震の揺れと

音で目が覚めた驚愕と不安、恐怖。それは一生忘れないと思う。自分は本当に運が良かったからこ

うして今ここにいるのだろうと思う。人にやさしく。それを忘れないようにしたい#117kyokun 

36 

明日で阪神淡路大震災から 21 年。当時僕は小学生。震災直後は飲み水、食料がなかなか手に入ら

ず、家族で救援物資に並んだ事を覚えています。1 月 17 日。どれだけ時間がたっても忘れてはい

けない日#117kyokun 

37 どんな形であろうと、思いは引き継ぎます。#117kyokun 

38 

突然の揺れ何が起きたわからなかった咄嗟に頭をかばった幸い、家族みんなケガなく無事だった高

校生だった自分には何も出来なかったあの震災から明日で 21 年絶対に忘れない忘れてはいけない

#117kyokun 

39 
@scorpion4841 #117kyokun ってハッシュタグつけて、阪神淡路大震災のこと何でもえぇからつ

ぶやいとくれ。 

40 

震災は 3 歳になる前のことで当時の記憶はなく、そのときの悲惨さは周りの人から聞いて知ってい

るだけだけど...、この何気ない毎日に、家族に、支えてくれる人たちに、感謝しないとですね。 

#117kyokun 

41 

旦那には震災で忘れられない景色があるそれは実家から見た長田の空旦那の実家は長田区の上の

方震災後に発生した火事明るいはずの昼間は煙で暗い暗いはずの夜は燃える火で明るい未だに忘

れられない景色#117kyokun 

42 

阪神・淡路大震災が明日で 21 年目を迎える今日、私たちの記憶は少しずつ風化していっている。

震災を経験していない私たちが何を学び、未来にどう繋げていき、そこから今後起こりうる災害に

対しどう備えるかが、今後私たちの取るべき行動ではないだろうか。私はそう言いたい。

#117kyokun 

43 

兵庫県伊丹市昆陽池公園で阪神淡路大震災から２１年の犠牲者追悼行事「あなたの思いを灯してく

ださい」本日午後５時４６分から明日午前５時４６分までの予定です。#117kyokun #阪神淡路大

震災編 #阪神・淡路大震災 https://t.co/dizCMluk7s 

44 

#117kyokun 僕はちょうど 20 歳。助け合いもたくさん感じたけれど、ニュースにならない悲惨な

事件や犯罪もたくさんありました。人はこれほどまでに残酷になれるのか。。生きるか死ぬかの分

かれ目で、生かされた実感。だからこそ、音楽で伝えたい平和な世界を目指すことが出来ました。 

45 私達は数え切れない奇跡の上に生きている#117kyokun 

46 

あの日娘は生後１ヶ月。朝の授乳の時。地鳴りがして突如床から突き上げてくる強力な縦揺れ、と

っさに娘を庇ったものの逆らえない揺れの恐怖に反射的に叫んだ。ベランダの向こうは異様な色の

空。一瞬にして死を意識し、小さな娘を見て命さえあれば何もいらないと考えた。#117kyokun 

47 

@nikoichi134 私は、その時、高速での帰り道。非番で神戸の友人宅から遊んだ後の帰り道。波打

つ道。数日後に、やっと友人のもとに行き会えた時、言葉は無くただ手を握り合ったあの時の事は、

一緒忘れない。#117kyoukun 

48 #117kyokun 上を向いて歩こう。 

49 
#117kyokun あれからずいぶん時間が経ったね？君の煎る処は綺麗な処かい？私はどうにか生き

て居るよ。 

50 あのとき隣にいた人が、今も隣にいることの幸せを感じながら…… #117kyokun 

51 明日か～ #117kyokun 

52 
子供の誕生日が近づくとあの日を思い出します。間もなく 21 歳を迎え、時の流れを感じますが、

何年経っても変わらない感情があります。色んな思いがあります。きっとこれからも。 #117kyokun 

53 

あの震災のあと、仮設住宅や災害復興住宅で被災者の方々と関わった。話し相手をしながら、人は

独りじゃ生きられないんだと思った。この災害大国で、生き残った命が生きる力を得られるよう、

災害から立ち上がるための教訓も語りつがれますよう。 #117kyokun 

54 

明日で阪神淡路大震災から 21 年いつもの様にお弁当を作ってると突然の激しい揺れ食器棚は倒れ

立って歩く事もでず はいながら旦那と子供部屋へ娘、息子の無事を確認し親子で揺れがおさまる

のを震えながら待っていた。あの時の事は一生忘れないだろう。 #117kyokun 



55 

当時 幼稚園だからあんまり覚えていないが震災直後 母が母方の親戚に公衆電話からかけた事は

覚えているそれと教育テレビ(E テレ)しばらく子供向けの番組が見れなかった・・そのぐらいしか

記憶がない #117kyokun 

56 

明日で阪神淡路大震災から 21 年いつもの様にお弁当を作ってると突然の激しい揺れ食器棚は倒れ

立って歩く事も出来ず はいながら旦那と子供部屋へ娘と息子の無事を確認し親子で揺れがおさま

るのを震えながら待っていた。あの時の事は一生忘れないだろう。 #117kyokun 

57 

テレビのニュースで「この地震でのお亡くなりになられた方」がいつまでも終わらず画面を埋め尽

くしてもなお途切れなかった。アナウンサーが涙声で読み上げてた。あの数字がすべて死者だった 

#117kyokun 

58 

21 年前、一瞬にして神戸の街が真っ暗になり、すぐに火の手が上がった光景が、今でも目に浮か

びます。たくさんの支援、温かい励ましのおかげで復興への道のりを歩むことが出来ました。感謝

の気持ちは決して忘れません。#117kyokun 

59 

明日で震災から 21 年忘れられない、忘れてはいけない日地面から突き上げられるような揺れで、

たんすが倒れて物が飛んできて怖くてとっさに布団を被った自宅は全壊して住めなくなり、小学校

の体育館で寝泊まりした日々あの時に触れた人の温かさは一生忘れない#117kyokun 

60 
今年は自宅で、と思ったけど、ギリギリでやっぱり…と。 # 神戸  #117kyokun 

https://t.co/BkBjF0XjEb 

61 

震災の次の日、仕事で関空に行った。真新しい建物は全く傷んでいなかったけれど。地面はヒビ割

れ、グニャグニャになっていた。北の空は立ち上る煙で灰色。あんなにも泣きそうな空の色を見た

事は無かった。 #117kyokun 

62 

薄暗くくすぶった空、ガス臭、煙、すすけて真っ黒になった顔、体育館での生存確認、外灯のない

国道２号線、電気の付いたＪＲ須磨駅、一ヶ月目の黙祷、全線開通の歓声、焼け野原の復活、それ

から受けた恩恵と拒絶した気持ち。全部忘れてない。 #117kyokun 

63 

おととい放送された「NHK かんさい熱視線」が全国ネット放送されます！1 月 17 日（日）午前 3

時 15 分～(きょうの深夜遅くです) 神戸の追悼行事の生中継もあります。#117kyokun #阪神淡路

大震災編 #阪神・淡路大震災 https://t.co/mF9f0UUqVn 

64 

21 年前 1.17 を今まで沢山学んできた。身内も東灘区で沢山被災して、ひいおばあちゃんも亡くな

ったから沢山の事を聞く。東遊園地のプレートに名前も刻まれててこの 1.17 が近づくと地震の話

をする。生まれてないけど聞いたことを伝えることはできる#117kyokun #阪神淡路大震災 

65 

あの朝、地鳴りの後に強い揺れに襲われ、身動きは取れず、布団をかぶって揺れが収まるのを待っ

た。あの一瞬で色んな『当たり前のこと』が自分の前から消えていった。明日はあの日、生かされ

たことの意味を考える大切な日。あの日のことは死ぬまで忘れない。 #117kyokun 

66 

1995 年 1 月 17 日（火）5 時 46 分 52 秒神戸で、たくさんの方が亡くなる未曾有の災害がおこりま

した。生まれていなかった僕に何が出来るのか。それは、大震災の教訓を風化させずに後世に伝え

ていく事だと思います。#117kyokun https://t.co/8TftNiN2Nw 

67 

この時、僕はまだ生まれてなかったが、家族が転勤で神戸市を離れたのは震災の半年前だった。あ

の有名な高速道路倒壊の割と近くに住んでたと聞き、あの時引っ越してなかったら僕は生まれてる

かどうかも定かではなかったのか、と思いました。 #117kyokun 

68 

21 年前のあの日、いつもの朝を向かえるはずだったのに、大きな揺れに飛び起き、外に出てみる

と、見慣れた風景が瓦礫の山と化し煙も数か所上がってました！家も失ってしまいましたが、たく

さんの方々に助けられ今の私たち家族があります。感謝の気持ちでいっぱいです。#117kyokun 

69 
@117KOBEmasuter 兵庫県加西市の北条鉄道を応援している者です。#117kyokun 利用させて頂

きました。 

70 
あの日から今日まで、私には何ができたのか、明日から何をすることができるのだろうか…？この

問いかけを毎日繰り返しながら、精一杯生きています。 #117kyokun 

71 

自分も被災者なのに、その日のうちに会社のある長田に自転車で向かった電気工事士の父親。家族

を残して行くのは不安だったろうな…と思う。消防士や警察官、自衛隊員…自分たちを助けてくれ

た人達の多くもまた同じ被災者だったことは忘れてはいけない。 #117kyokun 



72 
@117KOBEmasuter 兵庫県加西市の北条鉄道を応援するアカウントです。#117kyokun 使用させ

て頂きました。 

73 
阪神・淡路大震災が明日で 21 年目を迎える o もう、21 歳なりましたよ o パパは、如何してるの(?_?)

これからもちゃんと、見てやって下さい o お願いやで o#117kyokun 

74 https://t.co/TSGdSLqwcd#117kyokun 風化させない。忘れない。 

75 
もう 21 年，まだ 21 年．思い続けて次へ繋いでゆくこと，そして自分ができる事を大切にしてい

こうと思います．  #117kyokun 

76 

家崩れたから学校の体育館へ避難したっけ。避難初日はまだ配給も給水車も来てなかったな…。無

事だった友達のお家からおにぎりとお茶を貰った時は本当に嬉しかった。人のあたたかさを子ども

ながらに知った。 #117kyokun 

77 
もう 21 年，まだ 21 年．思い続けて次へ繋いで行きます．そして自分ができる事を大切にしてい

こうと思います．  #117kyokun 

78 
TV やラジオの被害情報は地震発生後、数時間は当てにならないってことかなぁ 東北の時もあんま

り進歩してなかった気がする #117kyokun 

79 あと、不動の大地なんて大ウソです  トランポリンかと思ったわ  #117kyokun 

80 
神戸の友人と安否不明で連絡取れないまま諦めかけた時にやっと声が聞けて「無事やった？」とい

う前にただただ泣いていた。携帯もない時代でした。今も大切な友人です。#117kyokun 

81 

#117kyokun 毎年話してるような気もするが、この日僕は借りた漫画を返す為に紙袋に入れて準備

してたんだよね。この朝から 1 週間、登校はなくなり、家が壊れた僕は漫画を返せなかった。そん

な中、貸してくれた友達は 8 時まで寝てて普通なら学校に遅刻してるとか意味わかんない 

82 
避難所生活で困ったのは感染症とトイレ。時期的にもインフルエンザが流行してたし、自分も罹っ

たけど、病院やってないからどうにも出来なかったな…。 #117kyokun 

83 

#117kyokun 避難所では直接布団を敷くより段ボール敷いてから布団を敷くことを知ってると知

らないとでは体力の持ちが全然違うから。あと、体育館じゃなくて福祉会館などの間仕切り多い所

に避難できたら勝ち組。うまくすれば家族だけで一部屋充ててもらえる。 

84 21 年目の 1.17 へ。 #117kyokun  https://t.co/YlmocsNsOF 

85 

#117kyokun 避難所に洗濯機くれたのはサンヨーだったか松下だったか。その会社ももう無いんだ

な…その頃学校は一応復活してたけど、午後の 2 時間しかなくてさ。洗濯は僕の役目だった。市民

会館の駐車場にズラッと並んだ洗濯機を使って洗濯するの。時々自衛隊風呂に入りに行く。 

86 

私はいわゆる被災者ではありません。関東で生まれ育った私は母とともに神戸旅行に行き、子供な

がらに山・街・海のバランスの絶妙さに感心して、神戸への憧れを持ち続けていました。その後の

震災。居ても立っても居られず、当時中学生にもかかわらず夏休みを利用して(つづく)#117kyokun 

87 

(つづき)友人とともにまだ傷跡の生々しい神戸を再訪。あんなに大きくて迫力のあった三宮センタ

ー街のアーケードから空がぽっかりと見え、ただただ無力さを痛感。お土産に一貫楼の豚まんを買

いに行ったら「こんな遠くまで来てくれてありがとう」と。以来、神戸は特別な街です。#117kyokun 

88 

#117kyokun 避難所の近所の小学校校庭に自衛隊がテントで風呂作ってくれててね。何度かもらい

風呂に行ったよ。テントがホント遮光の分厚い防水布でさ。電灯が無いと真っ暗なんだよね。経験

する機会があれば使わせてもらうべき。そんな機会がないのが 1 番だけど。 

89 

１月１７日は阪神淡路大震災が起きた日。早朝の強い揺れ。TV から流れる映像。増え続ける死者

の数。何もできない自分へのもどかしさ。哀しさ。立ち上がる希望。全てを忘れない。明日は鎮魂

の日。毎年、静かに祈りを捧げる日にしています。#117kyokun 

90 

#117kyokun 自衛隊にはレーションもいっぱいもらった。味が濃いので、調理可能になってからち

ょっと薄めて食べたやつとかある w 缶詰とか。ごちそうさまでした。結局、炊き出しがなければ

冷たい物食べてたんですよ。大寒の折に。コンロとか満足に無いから。あ、お湯はあったけど。 

91 

震災後に生まれた私は実際に体験していないから、聞いて学んだことを伝えることしかできないけ

ど、ただ学んだことを伝えるだけじゃなくて、あの時にがんばってこの町を立てなおしてくれた人

達がいるおかげで、今の私達が大好きなふるさとがあるっていうことも伝えたい。 #117kyokun 

92 当時、遠く離れた埼玉県大宮市で二度目の学生生活をしていました。朝、目が覚めてテレビをつけ



ると、高速道路が横倒しになった画面でした。その後も親戚や友人の安否確認にとどまり、何もで

きませんでした。#117kyokun 

93 

#117kyokun 家だったところが更地になって、運び出せた家財道具を置いておくのに親戚のおじさ

んがプレハブの物置小屋をくれたんだわ。マジで「くれた」の。店の商品を。本当にあれは感謝し

か無い。小屋は受験生の僕の勉強部屋にもなり、小屋につけたエアコンは使わないのに(続) 

94 

さらにつづきが。大好きな祖母はテレビが大好き、野球が大好きなちょっと変わった大正生まれ。

寝たきりのまま埼玉にある叔母の家で亡くなったんですが、生まれ育った愛知を出るきっかけは

「神戸に憧れて家を出た」とのこと。戦前から神戸は憧れの街、祖母・母・私と三世代。#117kyokun 

95 
#117kyokun (承前)未だに実家の和室についている。忘れられないわ…白くまくん、マジ助けてく

れてありがとう。断熱材無いからな、君がいなけりゃ死ぬかと思ったよ。 

96 

大阪ＭＢＳラジオ毎日放送第９９６回ネットワーク１・１７スペシャル阪神淡路大震災から２１年

１・１７のつどいの記憶の継承と若い世代への引き継ぎについて日曜日午後８時から１時間です。

生放送は後日ネットでも配信。#117kyokun #阪神淡路大震災編 #阪神・淡路大震災 

97 

あの日から 21 年。大阪の寮にいた学生時代。今まで経験したことのないとてつもない揺れ。TV

から流れてくる現実とは思えない映像。「これからどうなるの？」と不安で堪らない時間。あの日

みんなが居てくれてどんなに心強かったか…。あの光景は今も目に焼き付いて離れない。

#117kyokun 

98 
「今、私達が生きている今日は、昨日亡くなられた方が生きたかった今日です。」風化させない。

忘れない。#117kyokun 

99 
もう 21 年，まだ 21 年．思い続けて次へ繋いでいきます．そして自分ができる事を大切にしてい

こうと思っています．  #117kyokun 

100 

#117kyokun 当時は学生。大阪市内に住んでたので直接被災はしてないけど、2 週間後に現地に入

って、以後は月 1 回のペースで約 2 年間ボランティアした。都市地理学専攻だったので、地図に一

軒一軒の被災状況を色分けして GIS に入力、月次で復興状況を追っていった。 

101 

大人になって不安的な時期があり、えいっと神戸に住んでみて。縁はあっても所詮はよそ者…そう

思っていたら、神戸の人は神戸が好きってだけで喜んでくれるし、温かく迎えてくれる。「神戸で

生まれ育った私よりよっぽど神戸っ子やわ」と笑ってくれた。神戸弁も自然と身についた。

#117kyokun 

102 

阪神淡路大震災から 21 年下から突き上げ揺れた時の感覚、外の風景、真っ黒な空…あの日のこと

は 21 年経った今でも鮮明に覚えています…忘れちゃいけない。親の立場になった今、子供に伝え

ていかなければと思います。今でも地震は怖い…#117kyokun 

103 
受験生の皆さん結果はどうあれ、亡くなられた方の分まで生きて下さいそれが、何よりの事だと思

います。#117kyokun 

104 

明日で阪神淡路大震災から 21 年。 当時僕は中学生。地震の時は飛び上がって親の悲鳴を聞きつつ

まず TV を視て情報確認をしていた。  1 月 17 日。どれだけ時間がたっても忘れてはいけない日

#117kyokun 

105 

#117kyokun 担当したのは長田区の苅藻から御蔵通までの南北。最初のうちは交通網も寸断して

て、朝から日の入りまで歩き回って地図に色を塗り続けてた。飲食店なんかあるわけなく、大阪か

らおにぎりとかを持って行って。 

106 

1.17...この日が来るのが恐い！！あの日の出来事は、私の人生の中で１番辛くて・悲しくて・憤り

を感じた日！何もかもが一瞬で奪われた。紙一重で私達は助かった。でも、助からなかった命があ

る。助けられなかった人達が居る。今だに、多くを語れないでいる・・・。#117kyokun 

107 
#117kyokun そうこうしてるうちに公園のテントがなくなって、学校の校庭から自家用車が消え

て、でも家は建て替わらなく、仮設住宅に引っ越していったのかと。 

108 

明日は、阪神淡路大震災から 21 年です。あの日あった出来事を忘れず、後世に伝えていく。それ

が私たちに出来ることなのではないでしょうか。明日、阪神淡路大震災で亡くなった方々への鎮魂

の思いを込めて黙祷を捧げたいと思います。#阪神淡路大震災 #117kyokun 

109 https://t.co/y8LzuGdsh8 良いこと言うわ若いのに偉い。#117kyokun 



110 

#117kyokun 当時、大学生。同級生が大阪に住んでいたが、なかなか確認が取れなかったのを覚え

ている。今でこそ連絡が取りやすい世の中になったけど、事態の把握をするまで大分時間がかった

時代だったんだなと思う。いざをいう時、どうすればいいのか考えさせられる出来事だった。 

111 
震災の日前日に、ファーファーソーファーソー♫と流れるのを新幹線の中で聞くと、『その街のこど

も』の冒頭シーンを思い出す。#神戸 #その街のこども #117kyokun 

112 明日、娘が行きたいと言うので初めて連れていきます。#117kyokun 

113 

阪神淡路大震災１・１７のつどいは来場者や趣旨への賛同者の皆様からの募金で賄われておりま

す。ご協力とご理解をお願い申し上げます。郵便振替の番号 ０１１２０－７－７０１１７口座名

義 希望の灯りまたは日曜神戸東遊園地へお持ち下さい。#117kyokun #阪神淡路大震災編 

114 
#117kyokun 映画『男はつらいよ』最終作（紅の花）に、震災から復興に向けて神戸の人達が明る

い笑顔を見せている場面が多々あって。。1995 年に思いを馳せたよ。 #阪神大震災 #１月１７日 

115 
#117kyokun 関係者によると、パジャマのなか、逃げている人がいた。それは、とても寒そうな姿

だった。 

116 

#117kyokun 今でも記憶に残ってるのは土ほこりの臭い。御蔵あたりの焼けたところは割と早めに

瓦礫の撤去が終わってたけど、尻池あたりは倒壊した家と免れた家が混在してて、夏前まで残って

たところも多かった。そんな家屋からはいつまでも土ほこりの臭いがし続けていて今でも鼻が憶え

てる 

117 
#117kyokun  震災から 21 年  あの日の朝ドンと揺れる音で飛び起きました。神戸の街は火事ビ

ルの倒壊で悲惨な状態でした。忘れてはならない日が 1.17 です。 

118 

飲み水は当たり前のこと、食べ物や着替えにすら事欠く日々であったことを思い出します。そして

市役所前に、たくさんの白い棺が届いた夜の光景を、私は冬になるたびに思い出します。やり場の

無い憤りや悲しみ、酷い不安が私を支配していたことも。#117kyokun 

119 

震災２１年１・１７のつどいの黙祷に間に合うＪＲ西日本の始発電車の時間です。西明石駅 午前

４：４７舞子駅 ４：５６須磨駅 ５：０４新長田駅 ５：１０神戸駅 ５：１５元町駅 ５：１

７三ノ宮駅 ５：１９#117kyokun #阪神淡路大震災編 #阪神・淡路大震災 

120 

#117kyokun 自分は建築や工法は全くわからないけど、長田で色塗りした地図のおかげで後の地震

で被災せずに済んだ人が一人でもいるのなら、こんなに人の役に立ったボランティアはなかった、

と思っています。 

121 

それから春になって、暖かくなり始めた頃に、私は PTSD を発症しました。毎晩のように過換気

の発作や不眠に襲われ、恐怖心から親も「この子はこのままだと死ぬのではないか」と取り乱して

いました。専門医にかかりましたが、数年でどんどん薬が増えてキツくなりました。#117kyokun 

122 

行けるかなぁ。21 年前…2 日前に出席しなかった成人式も終わってさ実習控えててさ〜普通の生活

しててんよ。なのにさ、あんなあんな地震が来て。家族の命も、家も大丈夫だったから、大変だっ

たけど大変ぢゃないやんか。21 年経ったから行ってもええよな。東遊園地。#117kyokun 

123 

薬のせいでしばらくは寝たきり状態が続き、また免疫力の低下から、別の病にもなりました。震災

から１０年くらい経過して私はようやく「どうしてこんなキツい薬をたくさん飲んでいるの？減ら

せるけど減らす意思はありますか？」と言ってくれる医師に出会えました。#117kyokun 

124 

#117kyokun えっと、このハッシュタグは教訓について語らないといけないのか被災していない側

からの教訓としては「ボランティアに行こうかどうか考えてるのなら、迷わず行け(但し正しい情

報を持った組織が運営してるところに)！」ということでしょうかね。 

125 

その人が実家での主治医です。過換気では死なないと頭では理解していても心はパンク状態、それ

がパニック障害です。私は今でもこの病と闘っています。苦しいときもありますが、負けるつもり

はさらさらありません。治らないかも知れない。それでも。#117kyokun 

126 

#117kyokun ボランティアって言っても、いろいろあるんですよ。種類もだし、期間もだし、被災

地に行かなくてもできることもある。同じ学校に通ってた人から聞いた話だと、大阪の自宅近所で

ジャンプとかの漫画を買えるだけ買って、原チャで避難所に置いてきた、とかもあったっけ。 

127 
一回目のセンター試験、もうあかんって分かる出来。翌日予備校に自己採点を提出して明日起きれ

なかったら起こさんでと言って寝る。学校をサボるなんて言語道断の我が家やったけど余りの落胆



ぶりに察してもらったようだった。 #117kyokun 

128 

#117kyokun ボランティアって言っても、いろいろあるんですよ。種類もだし、期間もだし、被災

地に行かなくてもできることもある。同じ学校に通ってた人から聞いた話だと、カンパ募って自宅

近所でジャンプとかの漫画を買えるだけ買って、原チャで避難所に置いてきた、とかもあったっけ。 

129 

それでも「１パーセントでも望みがあるのなら、私は９９の絶望よりそちらに賭けたい」からです。

そうでないと、無念の内に亡くなっていった人々に失礼だと感じるし、何より私の生きるチカラそ

のものを表しているからです。正直凄くしんどいときはあります。#117kyokun 

130 

何故か目が覚めた。隣のリビングで寝ていた母親が騒いでる。寝起きで何故か地震が来る！と分か

った。そして咄嗟に頭の位置を変えて布団を被る。元の頭の向きは危険と何故か分かってた。 

#117kyokun 

131 
何故か？だらけの文章だけど、今考えるとどうして咄嗟にそれだけの安全行動がとれたのか謎。。 

#117kyokun 

132 
明日で 21 年目を迎えるのですね。21 年前、自分は小学生。朝起きて TV を点けた瞬間の光景が、

阪神高速と阪急伊丹駅の倒壊だったことを今でも覚えてます。 #117kyokun 

133 

しんどい、とか、苦しい、とか、痛い、とか泣くことは恥でも何でもなくて「その人がそれだけ頑

張って生きてる証拠としての涙」なんやないかな、と、やっと思えるようになってきました。泣く

泣かないは勿論自由。泣けない人もまだ居てはることと思います。#117kyokun 

134 

そしてほどなくゴーーーっという台風のような轟音と共に布団ごと体が横に揺れる。揺れるという

か回されてる感じ。這いつくばった姿勢でも相当な揺れを感じたから、立ってたらとてもそのまま

ではいられなかったと思う。 #117kyokun 

135 
揺れよりも台風のような轟音がただひたすら怖かった。未だに私は台風の風の音が怖い。 

#117kyokun 

136 

明日は 1 月 17 日。もう 21 年も経つんだなぁ。あれから街並みも変わって近所を歩いても震災の

記憶がなくなっている。でも、まだ夙川の水量は震災前に戻らない。何かが変わった証拠は残って

る。#117kyokun 

137 
ようやく揺れがおさまって、外から「大丈夫かーー！」と男性が自身の家族の無事を問う叫び声が

聞こえた。そこ声を聞いて本当に大変なことが起こったんだとようやく自覚した。 #117kyokun 

138 

だから…何というか。不意にこぼれた涙があるなら、その涙が何を問いかけてくるものなのか、自

分にも他人にもそう「どないしたん？」と接することが出来たなら、と思います。まだまだ、です

が。私は言葉で励ましたりすることが上手くないので、ただ寄り添いたいです。#117kyokun 

139 

当時、母親の兄が大阪の阿波座に住んでいたこともあり、安否が気になる為電話しようにも繋がら

ず、夕方にようやく連絡出来た記憶があります。小学生ながら災害の怖さを知った瞬間でした。

#117kyokun 

140 

当時 2 歳、揺れてる瞬間のことは覚えてる。その時母のお腹にいた妹は、今年 21 歳になる。こん

な私でも音楽を通して、年下の地震を知らない子達に何か伝えていきたい、風化させずに何が出来

るか考え、”小さな一歩”という曲を作った。今の神戸を大切にしたい。#117kyokun 

141 

#117kyokun 自分は地震の時には生まれていなかったが、親から話を聞いたり写真を見せてもらっ

たりしたがこれが神戸の街なのかと思う程に酷かった。実際に地震を経験していなくても、この日

は忘れてはならないと思う。 https://t.co/BIwpr1mad2 

142 

その人が立ち直ることが出来るようになるまで寄り添って、何も言わなくても見守っていくこと。

それも情のひとつのかたちなんやないかな、と、私は前にツイッターでつぶやきました。この気持

ちは多分、２１年前、何も出来なかった私が持ちたかったものやと思います。#117kyokun 

143 

とにかく外に出なきゃと布団を被って玄関に向かう。兄が玄関近くの部屋で寝てて、すでに玄関を

開けてくれてた。光が差して私の部屋から途中に台所があるが食器が散乱してるのが見えた。その

辺にある雑誌（多分ジャンプ）を踏み台にして慎重に進む。 #117kyokun 

144 

@rina_yumejyo ”小さな一歩”という曲、10 代のみんなに歌ってほしくて分かりやすい歌詞、コ

ードにした。その曲を来週、高校生の子がカバーして歌ってくれることになりました！ありがと

う！#117kyokun 



145 
後で分かったことだけど、その光はマンションの自家発電だったらしい。あたりは当然停電してた

けど、マンションは廊下もちゃんと電気が通ってて安全に避難できた。 #117kyokun 

146 

あと、その日は兄がいたのですぐに玄関を開けることができたが、普段はよく研究室に泊まったり

してたのでその日に家にいたのは偶然だった。あの廊下の光がなければ私と母は無事に外に出れた

かどうか。。 #117kyokun 

147 

同級生に「美桜」という名前の男の子がいて「震災で傷ついた神戸にもう一度美しい桜がたくさん

咲きますように」という想いが込められた名前だとききました。あの時生まれた私たちは明るい神

戸しか記憶にありません。その事にとても感謝しています。#117kyokun 

148 

まずはマンションの広場に向かう。リビングで寝てた母はテレビか何が飛んできたのか、頭から血

を流してた。傷は大きくななさそうだけど、押さえても止まる様子はない。母はすっかり動揺して

たけど兄もいたし、私もしっかりしなきゃと動揺を抑えてた。 #117kyokun 

149 

あれから２０年越えたんですね。焼け野原、瓦礫の山の中代行バスで友人宅に行って無事を確認出

来た時の嬉しさは何物にも代え難い。街は変わっていった。でも人の暖かさは変わらない。今は亡

くなった方に鎮魂を。PRAY For KOBE#117kyokun 

150 

余震は続く。布団を被ってるけどやっぱり寒い。避難場所は近くの小学校ということで向かうこと

にした。火事なのか遠くで煙が上がってる。両端の壁が倒れてくるんじゃかいかと心配したけど多

分感覚がマヒしててそこまで怖いという思いはなかった。 #117kyokun 

151 

去年、２０年という節目を迎え、初めて東遊園地に献花させていただきました。２０年経過しても、

独りで行くのは無理でした。それだけあの震災が私に及ぼした影響は大きなものでした。始終、手

が震えていたのは、冷たい雨のせいではありませんでした。#117kyokun 

152 

ただ普通に生きてただけなのに何も悪いことしてないのになんでこんな目にあわないといけない

のかっていうのが悲しかった。センター試験に失敗して学校行きたくないとは思ったけどこんな形

で行けなくなるとかそんなん望んでいなかったのに。 #117kyokun 

153 ２１年が経過しても。この夜だけは。なかなか寝付けません。#117kyokun 

154 

生まれてないとか物心つく前で覚えてないとかそういうのが思ったより多かったというのと、それ

でもちゃんと学んでいきたいっていうツイートを見かけたので少しでも知るきっかけになればな

ぁと。 #117kyokun 

155 

#117kyokun あの日あの時…お腹も空いていなかった。でも、子供のために並んだ。避難所で立っ

たり座らされたりしながら貰ったごぼう天とおにぎりの苦さ。裸足の私に、かたっぽの靴下を脱い

で「はんぶんこね」って履かせてくれた見知らぬ女性。ありがとう。靴下はお守りになってます。 

156 
明日(1 月 17 日)で阪神・淡路大震災から 21 年この時期になると Kiyoka(@kiyoka_wish) さんの「5

時 46 分」という曲を思い出し聞いている…#117kyokun #阪神淡路大震災 

157 

誰もが未経験で何をどう対処すればいいかもわからない中、自分たちも不安でいっぱいだったはず

なのに私のことを心配し、何度も来る大きな揺れから私を守ろうとしてくれたお母さんとお兄ちゃ

ん。どんなことがあった土地だろうと故郷に帰りたい。今すぐ西宮に帰りたい。 #117kyokun 

158 
#117kyokun 今年もこの日を無事に迎えられました。近所のキリスト教会が宗教の隔たりなく支援

してくれたのを忘れません。キリスト教信者じゃないけど、神様ってそーゆーもんだと思った。 

159 

21 年前のあの日大きな揺れに飛び起き、子供たちを抱いて揺れがおさまるのをじっと待ってた。

なにもかもが止まってしまったけれどまわりの人たちに助けられて今があります。感謝の気持ちで

いっぱいです。#117kyokun 

160 阪神淡路大震災発生から 21 年目黙祷#117kyokun 

161 

珍しく体調が悪く早く寝た、揺れの直前に目が覚めた。うちの家族親戚は大丈夫だったが新大阪駅

の旅行会社に勤めていた私は新幹線が寸断された代替えのルートを時刻表で確認、伊丹ー岡山、広

島間の臨時便の手配に奮闘してたな。今、普通に行き来できている事に感謝。 #117kyokun 

162 
阪神淡路大震災が発生したそのとき、二段ベッドの上でしたが、部屋が狭かったので投げ出されず

に済みました(´ω`；)狭い家もいいなって、初めて思ったわ…( ´Д`)y━･~~#117kyokun 

163 
21 年前、息子達に赤ずきんちゃんの絵本を読んで同じベッドで眠りについた。まさか数時間後に

あんなことがあるなんて。下の子は寒さだけを覚えてるって。上の子はしばらく揺れに関してのト



ラウマ。人生が変わった日。  #117kyokun 

164 

環境防災科に入学し、防災について学ぶようになった。だけど、震災を経験してない私にはいった

いなにができるのか？と思うことが多かった。私に出来ることは震災であったことを風化させな

い、後世に語り継いでいくということだと思う。#117kyokun 

165 

私も一度だけ、ほんの数日間、ボランティアとして仮設住宅の独居のお年寄りたちを訪問した。軽

く考えて参加したが、会うは別れの始まり、の苦さを味わうことになった。別れ際おばあちゃんた

ちは「あんたたちのことごっつ好きやから行かないで」と泣いたので胸が苦しかった。 #117kyokun 

166 

続き）近くの小学校に行くと門は全て閉まってた。確かに避難場所の標識はあるのに。なんでやと

苛立ちを隠せない人もいた。無理もないまだ余震は続いてるし、煙も見えるような状況なのだから。 

#117kyokun 

167 

しばらくすると学校の人が来たけど当面避難所としては機能しなさそうと判断して一旦家に戻る

ことにした。寝巻きのままだしせめて着替えたいと。家に戻るとひどい有様だった。つい昨夜まで

普通に暮らした家とは到底思えなかった。 #117kyokun 

168 

阪神淡路大震災から２１年の日を迎えました。大阪の#fm802 は編成上土曜日の放送が本日午前５

時までです。ラジオから流れるのは、大学センター試験の受験生への応援歌ばかりです。

#117kyokun#阪神淡路大震災編 https://t.co/yQaSkuZ5cI 

169 

いつもの朝、母は台所でお湯を沸かしていた。前日の天ぷら油が横に。母の耳元で何か声が聞こえ

たらしい。不思議に思い“火を消して”寝ている私の所へ。そしたら大地震が。必死に覆いかぶさ

って守る母。あの声は火を消すように神様が導いてくださったのだろうか。#阪神大震災 

#117kyokun 

170 

まさか関西に地震が来るとは全く思っていなかったので私は隕石が落ちたか、戦争が始まったか、

恐竜が来たのだと子ども心で本当に思っていた。地震という存在と怖さを初めて知った。恐る恐る

外を見ようとカーテンを開けたあの震えた手の感触は忘れられない。 #阪神淡路大震災 

#117kyokun 

171 

#117kyokun 僕らの生まれる丁度一年前ぐらいなんだね…毎年この時期になるとちゃんとニュー

スとかで取り上げられてて忘れ去られることなく教訓になってるのかな？って感じる 21 年も前の

ことなんだねぇ…月日が流れるのは早いなあ… 

172 

パニックになっている私に『動いたらあかん！』 と親は怒鳴る。床一面に割れたガラスが。倒れ

た家具を乗り越えて玄関まで靴を取りに行ってくれた。右側の靴が二足。右足は革の制靴で左足は

スニーカー。とにかく無我夢中で足を守ることで必死だった。#阪神淡路大震災 #117kyokun 

173 

故あって、震災後の神戸市内で寝泊まりしながらボランティアをした１ヶ月間。21 年経った今で

も、あの時の光景を忘れる事は無い。たぶんこれからも。災害の時に頼りになるのは、人の繋がり。

助け合い。だから、日頃から気遣いや声かけあえる環境を。お互いに #117kyokun 

174 

阪神淡路大震災から 21 年。小さかったのでその瞬間はわけがわからなかった。ただその揺れを感

じた恐怖は今でも忘れない。ずっと、ずっと忘れられない日。伝え続けなければならない日。

#117kyokun 

175 

当時大阪で被災した。家が歪み体当たりしないとドアが開かなかった。今でも少しの揺れで心臓が

跳ね上がる。就職して神戸に住んで綺麗な街並みを当たり前のように見ているが、当たり前ではな

く、この 21 年の神戸の努力の結晶なんだと、毎年神戸の見方が変わる一日。 #117kyokun 

176 そして今日はあれから 21 年…忘れてないよ#117kyokun 

177 

大好きな神戸の街があんなことになったんだから悲しくない訳がない。でもずっと私は、もっと大

変な人がいるんだからと感情を表に出すことができなかった。辛いと感じることすら申し訳ないよ

うな気がして。 #117kyokun 

178 あの日、私は日本にいませんでした。ニュースで見た映像だけ鮮明に覚えてる。 #117kyokun 

179 

中途半端な被災者。被災地のど真ん中にいながら被災者とは言えない状況。若い人達の知らなけれ

ばの声に押されて改めて思い返してようやく気付いた。ただひたすら悲しかった。人間の無力さが

とてつもなく悔しかった。 #117kyokun 

180 私は聴覚に障害があります。阪神淡路大震災のときは避難所での放送が聴こえず、救援物資を貰い



損ねたことも、頻繁にありました。単独行動も危険で困難でした。いわゆる「災害弱者」とはどの

ような存在なのかも、是非今回を機会に教わっていただければ幸いです。#117kyokun 

181 

当時 1 歳の私に記憶は無い。強く激しい揺れが収まるまで父は寝室の大きなタンスを必死に押さ

え、母は布団の上から私たち兄妹に覆い被さる。家の中は散らかったが家族は全員無事。愛情表現

の下手な父親が咄嗟にとった、最大の愛情表現だったと母は笑顔で語った。 #117kyokun 

182 

1.17、忘れもしません。朝、テレビをつけると見るも無惨な街の映像が流れてきました。一瞬何が

起こったのか分からず戦争でも始まったのかと焦りました。地震の揺れだけで一気に街が破壊され

るなんて思いもしませんでした。大地震はいつも不意討ちなので本当に恐ろしい。 #117kyokun 

183 

当時被災地には住んでいませんでしたが(隣の鳥取県鳥取市)、それでも強い揺れでした。何故か前

日、両親と一緒に寝ようと思い立ち、布団を持っていき寝ました。翌朝、地震で目が覚めると、揺

れて倒れようかという母の嫁入り箪笥から私を守ろうと、父が私に覆い被さっていました 

#117kyokun 

184 

大地震の前兆 ～アマチュア無線～前日、能勢妙見山で 50MHz で運用していた局が、E スポの時

期でも無いのに突如、大分県宇佐の局と交信出来た。大分の方向である西南西に電波を反射する何

かが。結んだ線の脇には淡路島がある。(前兆証言 1519 より)#117kyokun 

185 

幸い箪笥が倒れてくることはありませんでしたが、地震の音、ステレオのガラス戸がバタンバタン

と明け閉めする音、箪笥の軋む音、父の「動くな！」と叫ぶ声。鳥取は地震の多い地域ですが、こ

れは普段とは違うんだ、と恐怖でいっぱいでした。 #117kyokun 

186 

我が家は被害が少なく、大阪の親戚にもすぐ連絡がついた(先方から「大丈夫かー？こっちは平気

やでぇ」とかかってきて驚いた)のですが、同級生の中には家に被害があったり、関西の身内と連

絡が取れなかったり。今と違いネットも発達してない中どれだけ不安だったでしょうか。 

#117kyokun 

187 

その後、神戸市に引っ越しました。被害の大きかった長田区です。長田に着いてすぐ違和感を覚え

ました。不自然だと。不自然なまでに何もかもが新しいのです。市場の方は「全てがなくなった」

と仰っていました。 #117kyokun 

188 

阪神淡路大震災は、地震だけではなく火災の被害も大きいです。今一度、避難経路の確認 、避難

場所の確認、防災カバンの見直しをこの機会に。特に火災は、風向きにも注意して。火災を発見し

たら、まず落ち着いて。パニック状態になったら煙などを吸ってしまう可能性があります。 

#117kyokun 

189 

jets のお母様が下さった言葉被災された方たちの復興のエネルギーや 決してパニックにならず 

人間としての自尊心を決して崩されなかった様は 世界を驚かせました。『神戸は立派でした』今読

み返しても涙出る。#117kyokun #兵庫県南部地震 #神戸 #淡路 #震災 

190 

jets のお母様が下さった言葉（抜粋）被災された方たちの復興のエネルギーや 決してパニックに

ならず 人間としての自尊心を決して崩されなかった様は 世界を驚かせました。『神戸は立派でし

た』今読み返しても涙出る#117kyokun #兵庫県南部地震 #神戸 #淡路 #震災 

191 

#117kyokun 震災で壊滅的な被害を受けた神戸。21 年経った今、見事な復興を遂げました。忘れ

てはならないこと、決して風化はさせてはならないと思います。いつ起きるかわからない自然災害

からどう備えるか考える日でもあると思います。 

192 

1.17KOBE に灯りを in ながた神戸市長田区若松町４丁目場所 新長田駅前広場（ＪＲまたは神戸

市営地下鉄）時間 10:00～21:00 点灯は 17:30～（一部日中から）内容 ろうそくへの灯り点灯、

会場募金・竹募金の実施、炊き出し等#117kyokun #阪神淡路大震災編 

193 
２１年前、６４３４人もの尊い命を失った、大震災。決して、忘れてはいけない日。                     

１･１７今日、この街は、 たくさんの人の 祈りに包まれる１日になる      #117kyokun 

194 

21 年前の朝、大阪でもブラウン管テレビが吹っ飛んだ。携帯電話が普及していなかった。阪急伊

丹駅を目の当たりにして泣いた。あの頃より環境は良くなり防災意識も広がった。なぜ自分が命を

落としたのかわからないまま天国へ行ってしまった人達の事を忘れない。 #117kyokun 

195 
阪神淡路大震災から 21 年ですね。神戸市と 117KOBE ぼうさい委員会か共同事で「ツイッターで

ココロ・キモチ伝える事業」（@bosai117 ハッシュタグ #117kyokun）を展開していますので、お



立ち寄りいただけますと幸いです。 

196 
#117kyokun あの時、上からの落下物が怖かった。上の物は下へ。下の物は引き出しに。できる事

から少しずつ。 

197 お はようございます。今、東遊園地に向かっています。娘も頑張って起きました！#117kyokun 

198 

21 年前の今日もこんな風に目が覚めた。いつもは母親に何度も起こされてギリギリでやっと起き

る子だったのに、目覚ましや流しっぱなしの音楽なしで。近くを走る高速道路の灯りが窓から差し

込んで薄っすら見える夜明け前の天井を布団からボーッと眺めてた。#117kyokun #阪神淡路大震

災 

199 

しばらくすると遠くの方から小さくゴーッという音が聞こえてきて、だんだん大きくなってきた。

高速道路を大きなトラックでも走ってるのかな…と思った次の瞬間、ガン！と全身が沈んだ。一瞬

の浮遊感。音はさらに大きくなり今度は酷く横に揺れ出した。#117kyokun #阪神淡路大震災 

200 
静寂に包まれる、午前 5 時の JR 三ノ宮駅。#神戸 #117kyokun @ Sannomiya Station (JR West) 

https://t.co/Ikfs6nzPhU 

201 

怖くて体が固まって布団を被る事もできずグラグラ揺れる電灯を見てた。揺れが収まった後、階下

で寝ていた母が駆け上がってきた。ふと頭上を見たら、吊り棚に飾っていた硝子ケース入りの日本

人形が半分近くせり出していた。その真下は寝ていた私の頭の位置。#117kyokun #阪神淡路大震

災 

202 

何も情報がないまま徒歩 1 時間かけて学校（私学）へ行ってみたけど、先生達もほとんど来れてお

らず帰宅させられた。校舎の壁にはヒビが入っていた。通学路にあったガラス張りのビルの窓が全

部割れてボロボロになっていたのを鮮明に覚えている。#117kyokun #阪神淡路大震災 

203 

あれ以来、同じ部屋で寝ていると高速道路から聞こえてくるゴーッというトラックの走行音が怖か

った。似た音が聞こえるとそれが聞こえなくなるまで耳を澄ませていた。今でもそんな音を聞くと

内心ドキッとする。#117kyokun #阪神淡路大震災 

204 

少し早いですが、黙祷。覚えています 21 年前のこと。起きてたんです。テレビで普通に地震のニ

ュースが流れて、その後駅で西の新幹線が止まってる表示を見て。デカかったのかな？くらいしか

思わなくて。夜のニュースのまるで戦争映画な映像に言葉を失って。忘れない。 #117kyokun 

205 

おはようございます！1.17 の朝がやってきましたね気持ちも引き締まります#117kyokun に想い

を乗せて、いまの気持ちを教えてください☺️寒くなっておりますので暖かい服装でお越しくださ

いね。 

206 ...今年もこの日を迎えました。 #阪神淡路大震災 #117kyokun 

207 

あの日、激震の中為す術もなかった。ただただ怖かった当たり前だった事が当たり前でない事に気

づいた日人の暖かさを知った日家の外から見えた何本もの煙崩れた家屋やビル尊い生命に合掌#阪

神淡路大震災 #117kyokun 

208 

あの日、激震の中為す術もなかった。ただただ怖かった家の外から見えた何本もの煙崩れた家屋や

ビル当たり前だった事が当たり前でない事に気づいた日尊い生命に合掌#阪神淡路大震災 

#117kyokun 

209 

その日、対策本部は立ち上がらず、自衛隊は法制度で揉めて出動が遅れ、いつもと同じ番組を流す

メディアもあった。この災害をきっかけに色々な部分が改良されていったのは確かだけど、当事者

としてそれを見ていた記憶はしこりのように今も残ってる。#117kyokun #阪神淡路大震災 

210 
1.17 のつどい「未来」の文字です。21 年目の新しい朝ですね ( ´  ▽  ` )ﾉ#117kyokun 

https://t.co/NbMLxxX2Y5 

211 

1.17 以降の 21 年間にも多くの災害があったし直面した人の悲しみはどれも大きい。日本は自然災

害が起きてしまう国だから、過去の辛い経験に学びながら生きていく事が大切なのだと思う。災害

に遭われた一人ひとりの悲しみが、一日も早く癒える事を祈る。#117kyokun #阪神淡路大震災 

212 
神戸の阪神淡路大震災イベントに今から行きます。帰りに人と未来防災センターにも寄ろうかと思

います。当時の映像も見ることが出来るしね。#117kyokun 

213 
#117kyokun 父親は震災当日、西神中央にいた。まだ寝ていたそうだが、地震が起きた瞬間「死ぬ

かと思った」と言っていた。叔父と叔母は大阪市内にいたが、物資を必死にかき集める人々の中に



は盗みをするものもいたと聞く。そして何より、自転車が一番役に立ったそうだ。 

214 

大きな揺れと母の悲鳴で目が覚めたまだ幼い僕を必死に覆い被さり、守ってくれていた母今でも鮮

明に覚えている大切な人を亡くした訳では無いけれど、大切な人を、人達を守っていかなきゃいけ

ない#117kyokun 

215 
1.17 のつどいに来ています。空の星も霞む竹灯籠の灯りです ( ´  ▽  ` )#117kyokun 

https://t.co/UXyVqK6qBU 

216 
21 年目の阪神淡路大震災 1.17 のつどい。まもなく 5 時 46 分。#神戸  #117kyokun 

https://t.co/q1NhabDZAs 

217 #阪神淡路大震災 から 21 年。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげます。#117kyokun 

218 
画像は #兵庫県 #神戸市 から#岩手県 #大槌町 に寄贈されました #希望の灯り です#阪神淡路

大震災 #東日本大震災 #絆 #117kyokun 

219 黙祷と共に今年もまた生きていられることに感謝。 #117kyokun 

220 
阪神淡路大震災が起きるまで、関西では大地震は起きないと言われていましたね…メキシコと日本

では技術が違うから高速道路の倒壊は起きないと言ってた識者もいました。#117kyokun 

221 人混みすぎて大変だ。#117kyokun https://t.co/DlJsn0QBaW 

222 

#阪神淡路大震災 から 21 年。私は 21 歳の小娘でした。 #東日本大震災 で他人事でない立場とな

り、特に兵庫県から沢山サポート頂きました。絆に感謝です。御霊、ご家族、関係者様に、鎮魂、

哀悼、追悼の祈りを込めて。#117kyokun https://t.co/mKMwFHfx6V 

223 時報を聞きながら、黙とうを捧げます#117kyokun 

224 間もなく 5 時 46 分です。#117kyokun https://t.co/7d5KXJEPup 

225 

予想されている東南海地震だけではなく、直下型大地震がいつ襲うかも分からない日本列島、対策

と心構えを。視聴可能な方はサンテレビの特別番組をご覧ください。５時４６分には一緒に黙祷を

捧げ、亡くなられた方々のご冥福をお祈りしましょう。#117kyokun 

226 

1.17 時赤ん坊だった私は当時のことを覚えていない我が家は無事だったらしい神戸に親戚の多か

った我が家父や母の弟妹は神戸市内を駆け回り無事だった親戚を母の実家に呼び寄せていったら

しい幼い私を抱える母は自分が動けないことがもどかしかったらしい#117kyokun 

227 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ #阪神淡路大震災 で被災された方々に、慎んで哀悼の

意を表します。 そして未来に向け前進する皆さんに、心よりエールを贈ります。 #兵庫県 #希望 

#117kyokun #神戸 https://t.co/o7DM68vjwq 

228 あと１分ほどで黙祷です。#117kyokun 

229 黙祷。 #117kyokun #阪神淡路大震災 

230 黙祷 #117kyokun 

231 
1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分…あの阪神淡路大震災から今日 2016 年 1 月 17 日で 21 年…あの

記憶を忘れないように…#117kyokun#阪神淡路大震災 https://t.co/iqFK8rzltC 

232 @ponkotsu9801 再び。 #117kyokun 

233 #阪神淡路大震災編 #ものがたりは続いている #117kyokun 合掌。 

234 
あれからから 21 年… 亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげます。#阪神淡路大震災 

#117kyokun #jwave #radiko #zappa813 

235 …21 年になるんですね…黙祷 #117kyokun 

236 
おはようございます #阪神淡路大震災 から２１年が経ちました、亡くなられた方々のご冥福をお

祈り申しあげます。黙祷。#jazzytime #jishin #japan #117kyokun 

237 黙祷・・・ #117kyokun 

238 1.17 5:46 になりましたあれから 21 年#阪神淡路大震災#117kyokun 

239 合掌#117kyokun 

240 合掌#117kyokun #阪神淡路大震災 

241 丸 21 年。 #117kyokun #阪神淡路大震災 

242 黙祷未来に向けて何ができるのか、考え続けます#117kyokun 



243 
少し遅くなりましたが、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。#阪神淡路大震災 

#117kyokun  https://t.co/A8omtP7mka 

244 
がんばろや！WE LOVE KOBE この言葉を覚えている方はいるだろうか。#117kyokun #阪神淡路

大震災 

245 

あれから 21 年。あの時もまどろみの中で、遠く離れたこちらでもいつまでも揺れていた。東海大

地震が来たかと思ったけど、それならもっと揺れるんじゃ？と。テレビをつけて状況がわかるにつ

れ言葉を失った。震災の教訓を忘れないように。#阪神淡路大震災 #117kyokun 

246 

やっぱり在京の民放テレビ各局って、阪神淡路大震災の発生した時刻は通常のテレビプログラムを

放映するんだよな。これで「震災の記憶を風化させない」だなんて、絶対矛盾してる。#阪神淡路

大震災 #117kyokun 

247 

#阪神淡路大震災 はテレビで見ていて、初めて衝撃を受けた災害だった。その 16 年後、#東日本

大震災 を東京で経験し、故郷の東北が震災の被害に遭い、見知った地域の被害が次々とテレビで

流れるという現実と向き合って、初めて震災の恐ろしさを感じることが出来た…。#117kyokun 

248 

おはようございます。東遊園地までは行けなかったけど、阪神淡路大震災発生から 21 年の朝です。

当日の朝は倒れてきたタンスやテレビにも当たらず、怪我もありませんでした。今、生かされてい

る事に感謝します。#117kyokun 

249 

あれから 21 年家を失った不安感思い出を失った虚無感先の見えない未来への不安感当時、学生だ

った私にとって全ての価値観が一瞬にして変わりましたただ悪いことばかりではなく本当の人の

優しさやあたたかさも知りました今は自分にできることを粛々とするだけ。。 #117kyokun 

250 

震災当時、8 歳だった私ができることは何かを考え、行動し続ける大切さを高校で学びました。次

世代の方々も共に防災を学び、語り伝えていく一つのきっかけの場として大学生が中心となり活動

されている 117KOBE ぼうさいマスター の取組を広めていきたいと思います。#117kyokun 

251 

私はまだ、1/17 の 5:46 の時間発生時間に合わせて、東遊園地に行けてない。21 年の間、ずっと。

もしかしたら、意外とまだそこまでの気持ちの整理がついていないのかも知れない…。あの頃は、

毎日毎日、自分が生きる事で必死だったから、誰かの役にも立たずだったから。#117kyokun 

252 
今年もスタバの有志の皆さんがコーヒーを配ってくれています。いつもありがとう。#神戸 

#117kyokun #スターバックス #スタバ @ 東遊園地 Higashi-Yuenchi https://t.co/O59ic9hkvb 

253 
決して忘れない。そして後世に伝えていかなければならない。それがあの震災で亡くなった方への

供養だと思うから。 #117kyokun 

254 
無駄な命なんてない。日頃からすぐ『死』を口にする方は、簡単にたやすく言うもんでないと人間

として改めて欲しい。 #117kyokun 

255 21 年前の朝。#阪神淡路大震災 #117kyokun 

256 
震災の日はでっかい皿が落ちてきて、自分の頭にでっかいたんこぶを作った。そのあとの記憶は、

両親の必死な顔と、割れた茶碗。#117kyokun 

257 黙祷してきました。#117kyokun https://t.co/hF7jI05XB0 

258 

震災から２１年が経過しました。私たちは、あのときの記憶をしっかりと未来の世代に引き継ぎ、

あのときにいただいたご支援への感謝の気持ちを忘れず、東日本大震災の被災地など各地域に貢献

する都市であり続けます。神戸市長 久元喜造 #117kyokun 

259 
神戸市役所 1 号間市民ギャラリーにて神戸市長さんもツイートしてくださいました！まだツイー

トされてない方お願いします！#117kyokun https://t.co/nDvDk2pKaO 

260 

21 年前の震災では非常に多くのものを失ったと思う。でも、その震災によって得たものは大きく、

これからも受け継がれていくべきやと思う。そうせんと、僕達みたいな震災後に生まれた世代がそ

の教訓を持てんくなってまう。#117kyokun 

261 初めて参加した。すごく、身に染みました。#117kyokun 

262 
震災から 21 年のこの日は、神戸にとって忘れられない日。震災から得た教訓を生かして、これか

らの生活をおくっていきたい。#117kyokun 

263 #阪神淡路大震災 あれから 21 年ご冥福をお祈りしています。#117kyokun 

264 震災から 21 年「震災を知らない世代 1 期生」である私が震災を語り継いでいいのか不安と迷いが



あった。でももう違う。これからも追悼式典を続けなければならないと東遊園地に訪れる、神戸市

民の勢い。伝え続けるという責任を感じた。21 年目からは私たちが伝える#117kyokun 

265 
震災を伝えよう。何を伝えられたのだろう。当時 2 歳の私にとってしっかり考察したい。

#117kyokun https://t.co/ckcQpSfYG7 

266 初めて参加した。すごく、身に染みました。#117kyokun https://t.co/jKQhkPevRB 

267 
震災から 21 年。「震災を知らない世代」の初めの世代だから色々と知りたい、学びたいと思う。こ

れからもたくさん学び活動していきたいと思う！#117kyokun 

268 
阪神淡路大震災から 21 年目になりますが、あらためて身の引き締まる思いです。お亡くなりにな

られた方にご冥福をお祈り致します。 #117kyokun 

269 

追悼式典、献花してそのまま追悼モニュメントへ。友人の名前を見つけて泣いた。あれから 21 年。

俺も涙腺もおじさんになりました。   #117kyokun # 阪神淡路大震災から 21 年 

https://t.co/T19HlCRufC 

270 

当時私は一歳。神戸から離れた豊岡の地でも揺れはひどく、揺れに気がつき目が覚めた父と母は、

幼い私の上に覆い被さり守ってくれたと話していた。今日は初めて追悼式に参加。ココロとカラダ

で感じたことを忘れない。#117kyokun 

271 
生まれて初めて当日の朝に三宮東遊園地行ってきました震災から 21 年僕も今年で 22 歳これから

もしっかり生きていこうと思いました#117kyokun https://t.co/N9sep6ltIz 

272 
来年の神戸開港１５０周年をみんなで祝おうと希望します。戦争的な話が多々世界中であります

が、平和であります様に。 #117kyokun 

273 
私たち 95 年生まれはもう、「震災を知らない世代」ではなく、「震災を伝える世代」となっていく。 

#117kyokun 

274 

震災当時留学中で、神戸の人間ながら被災体験はない。留学先の寮のテレビで見た震災の状況に何

もできない自分が歯がゆかった。被災体験はない。でも、喪失感はやっぱり大きかった。 

#117kyokun 

275 

震災当時は東京支社勤務だった。西宮市の実家は半壊。４畳半の自分の部屋はタンス、本棚、勉強

机が折り重なるように倒れ、本社勤務だったら死んでいただろう。生かされたことに感謝して、防

災をライフワークにしていきたい。 #117kyokun 

276 
当時の NHK の速報大阪局勤務であった宮田アナは丸一日震災の惨状を全国に伝えた。阪神淡路大

震災当日『NHK ニュース』https://t.co/dbXTBRLf3S#117kyokun 

277 
#117kyokun 当時は神戸に住んでいなかったけど、1.17 のつどいに来ると、世代問わず多くの人

の思いの強さに圧倒されます。全然薄れてもいない。このような場って今後も必要だと思います。 

278 
21 年前 1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分この日の震災の記憶と教訓を忘れずに、毎日を大切に生

きていこうと思います。#阪神淡路大震災から 21 年#117kyokun 

279 
生まれて来れなくなっててもおかしくなかったのに夢まで追えてる事にさらに感謝です。

#117kyokun  #みんなが幸せになれますように �💗 https://t.co/IzNhb7akYM 

280 朝日。がんばろ神戸#117kyokun https://t.co/b1vM4j5XMA 

281 

出来る事なら被災地を離れた皆さんが、次の土地で #災害 の教訓を伝えて欲しい。 辛い事だとは

思いますが…  #阪神淡路大震災 #兵庫県 #希望 #117kyokun 追悼行事、相次ぐ取りやめ 関係者

高齢化で限界 https://t.co/HCz9FKWK10 

282 

去年に引き続き今日も行かせてもらいました。1.17 の存在を忘れないでください。神戸で 21 年前

に起きたこと。毎日に、当たり前に感謝。自分にできることをやっていきます。#5 時 46 分

#1.17#117kyokun https://t.co/ySi1nXIAX6 

283 
イイネ！ @TwitterJP:#阪神淡路大震災 から 21 年。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげ

ます。#117kyokun 

284 

聞いたことのない轟音と激しい揺れ、倒れてくるタンス。泣き喚く私と妹に「大丈夫やから！」と

ずっと声をかけ続ける母の声だけは 21 年経ってもずっと耳に残ってる。まだ 4 歳だったけど、私

も子どもを守れる強い親になろうとその時思った。亡くなった方のご冥福をお祈りします。 

#117kyokun 



285 
#117kyokun 先ほど神戸から戻りました。大切だった人が見つかった場所に行き手を合わせ去年

の日からの一年間の出来事を報告しました。また来年来るからね。。。と伝えました。 

286 
#阪神淡路大震災 のことを忘れずに生きていきたい pray for Kobe, pray for all ,and pray for 

Japan #117kyokun 

287 

阪神・淡路大震災から今日で 21 年。あの日から変わったこと。あの日から変わらなかったこと。

その両方を僕らは感じて、考えて、伝えていく必要がある。Reading:阪神・淡路大震災 追悼の１

日 NHK ニュース https://t.co/9BdnuMan4o #防災 #117kyokun 

288 
阪神・淡路大震災から 21 年。それぞれの思い、それぞれの伝え方…形は異なっても、向き合うこ

とこそが大切なのだと感じました。#117kyokun https://t.co/peirUC9rnR 

289 
平穏な日常。それは当たり前にあるものではない。1 月 17 日...その事を見つめ直す。#阪神淡路大

震災 #117kyokun 

290 

ゆらりゆらりと消えないで強く願ってる地震の１週間前に生まれた僕は、地震の記憶は無いですが

家族、病院の方などたくさんの人に助けられました。いつまでも感謝の気持ちを忘れません。

#117kyokun #神戸 #東遊園地 https://t.co/YxzXHDUDK2 

291 2016 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分の様子#117kyokun https://t.co/liR9dP88qU 

292 
今朝の日の出です。平和の尊さを改めて噛み締める朝です。 2016/01/17#117kyokun 

https://t.co/kNuzpewKU6 

293 
@Jinkes_QUIT30 おー！そうなんですね！僕が生まれる前の話なんで経験はしてないんですがだ

からこそ、伝えていけることを必死に探してます！ #117kyokun 

294 

ゆらりゆらりと消えないで強く願ってる地震の１週間前に生まれた僕は、家族、病院の方などたく

さんの人に助けられました。いつまでも感謝の気持ちを忘れません。#117kyokun #神戸 #東遊園

地 #阪神淡路大震災 https://t.co/ShohTyhdC8 

295 湊川隧道#117kyokun https://t.co/oEjYbu2GFi 

296 #阪神淡路大震災 のことを他人ごととは思わないで!!  #117kyokun 

297 

今年成人した子は震災を知らないのかと思うと時の経つのは早いなと思った。線路の上を歩く事が

不思議だったし、コンビニから物が無くなるのも、初めて見た。もう 21 年も経ったんだな。

#117kyokun 

298 
震 災 を 知 ら な い 子 ど も た ち へ 私 た ち が し な け れ ば な ら な い こ と #117kyokun 

https://t.co/gCOxoLOVDF 

299 

阪神淡路大震災当時は携帯電話もそれほど普及していませんでしたそのため繋がっている公衆電

話には長蛇の列ができていました今は NTT の災害伝言ダイヤル(171)等のサービスもありますス

マホや携帯電話以外の連絡手段も是非知っておいていただきたいと思います  #117kyokun 

300 
震災のあった夜、お風呂の水で炊いたご飯 のことを話したら「気持ち悪い」と言われてショック

でした。しかしこういう経験は伝えていかないと。#117kyokun 

301 
21 年前のあの朝、生き残ったことに罪悪感しかない時期もあったけど、あの日生かされたから今

大好きな皆に出会えたんだなと思うと感謝しかないです。#117kyokun 

302 

1.17 は、神戸に住む私たちにとって、決して過去にはなりませんが、21 年目の今日も新しい朝が

やってきました。次の朝に優しい心を繋いでいけたらいいなと思います( ´ ▽ ` )ﾉ#117kyokun 

https://t.co/93PRp1EAtu 

303 

ほんとうにあのしんさいのことをいかしていけるのでしょうか。かなしいかぎりです。げんぱつも

武力でしないということもどうおもっているんでしょうかね。せいじをやっている人はまったくあ

んたんたるおもいです。でもアキラメるわけにはいかない。いのちをだいじにしていこう！ 

#117kyokun 

304 

#1.17 #防災 #減災 #117kyokun 中 1 のときであった 3.11 を通して災害を学ぶようになり早 6 年。

あれから何が変わったろう。そしてこれから自分に何ができるだろう。今一度深く見つめる必要が

ある。 

305 
市役所 1 号館 2 階の市民ギャラリーの展示を観に来ました( ´ ▽ ` )ﾉ過去から未来へ、災害を生

き抜く知恵を伝えていくことも、私たちの役目だと思います (= ﾟω ﾟ ) ﾉ #117kyokun 



https://t.co/L5w1ZTY7tL 

306 

あの日､早朝激しい揺れで､目が覚めました｡知り合いの消防隊員の方が､人手が足りず現場へ行か

れた後､同僚の隊員様の奥様が､瓦礫の下敷きになりながらも､｢私より､他の皆様を助けて｣と仰り､

亡くなられたそうです｡今という時を､精一杯｡生きていきたいです｡合掌｡  #117kyokun 

307 
地震を経験していなくても学んでいく中で伝えたいこと語り継ぐことは山ほどある。絶対に風化さ

せない。語り継ぐ。#117kyokun 

308 
阪神・淡路大震災の２カ月半後に就職で名古屋に。多額の寄付の裏であの温度感の落差が、 何よ

り腹立たしかった。「忘れない」ためにも「知り続ける」 #117kyokun 

309 
阪神淡路大震災から学ぶ   いま、そなえておきたい 3 つのこと  https://t.co/KBSzspwbaP 

#117kyokun 

310 
今日は、珍しく日曜休み。垂水から大阪まで、電車移動。普通に乗って、今日だけは街をゆっくり

眺めて行こう#117kyoukun 

311 

今日で 21 年。自然災害をなめてはいけない。日本という国に住む限り地震はつきもの、普段から

備えを。風化させてはいけないこと。阪神・淡路大震災から２１年 各地で追悼 NHK ニュース  

https://t.co/t0YtniAZ9b#117kyokun 

312 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 今日、1 月 17 日は #阪神淡路大震災 が発生した日で

す。 あの日、都市型災害の驚異を思い知らされました。 と言う事で #神戸 に来ています。 #兵

庫県 #希望 #117kyokun https://t.co/9TZkrzrigE 

313 
21 年目の鎮魂の日ですおはようございます。今生きていることに感謝をしつつ何年経とうが風化

させてはいけないことを伝え続ける必要性を感じます。 #117kyokun 

314 

市役所 1 号館 2 階の市民ギャラリーです( ´ ▽ ` )ﾉ阪神淡路大震災「ツイッターでココロ  キモ

チ伝える事業」、これまでのツイートが展示されています(・∀・)みんなでメッセージを送りましょ

う☆★☆★#117kyokun https://t.co/7PE0Fd84oq 

315 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ JR 三ノ宮駅です。 構内は今も耐震工事が行われてい

ます。 20 年を過ぎてもまだ何かが足りないと言う事なんでしょうね。 #阪神淡路大震災 #兵庫県 

#希望 #117kyokun https://t.co/39aTyzOu6d 

316 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 乗り場へ上がって来ました。 ホームのひび割れはあ

の日の傷痕か、それとも単なる老朽化？#阪神淡路大震災  #兵庫県  #希望  #117kyokun 

https://t.co/iiZoB4ue5b 

317 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 去年、ルミナリエで寄らせてもらった元町駅。 今日

は通過します。(((^_^;) #阪神淡路大震災 #兵庫県 #希望 #117kyokun https://t.co/RevPGZJGSX 

318 
21 年前のあの日、身の周りのことだけで精一杯でした。もっと何かが出来たはずって、今でも思

います。その思いが、今の私を動かします。伝わっていきますように。#117kyokun 

319 
「～震災を経験した者から語り継ぐ者達へ～  #117kyokun ～阪神淡路大震災から 21 年」をトゥ

ギャりました。 https://t.co/tXYZcbZqNS 

320 

あの日のことは覚えていない。タンスが倒れてたら私は助かってなかったらしい。救われたことに

意味があって、今生きていることにも意味がある。毎日朝が迎えれることに感謝し、今ある世界で

精一杯生きよう。#117kyokun 

321 

うちのクラスは関西からの転校生や関西に親戚がいる子が多くて、毎日皆で震災の事を考えてまし

た。朝礼の発表会も震災の事が多くて。私も、自分自身は被災地には居ませんでしたが、親戚が関

西にいるということと父が大阪の生まれなので、とても対岸の火事には思えませんでした。 

#117kyokun 

322 
大阪生まれの父が、ニュースを見て「あぁ、あそこが……」とぽつりと呟いていたのが印象的でし

た。それ以上言葉が出ないような状況だったのだろうと思います。 #117kyokun 

323 

震災から今日で 21 年。当時私は西宮の職場に向かうべく出勤する途中でした。5 時 50 分、高速長

田発の電車に乗るため、ちょうど駅の真上に着いたところでした。ゴオォォォ～っていう音と共に

地震に襲われました。#117kyokun 

324 ゴミ袋 2枚で作る非常トイレって…捨てることまで考えてるのがすごい(=ﾟωﾟ)ﾉ衛生管理って避難



所では大事ですね。身の周りにあるもので、どれだけ工夫できるのか、あらためてじっくり考えて

みたいです。#117kyokun https://t.co/jUVbsvx9dz 

325 

@tayamadaScorpio 電気ガスが使えない水が出ない電話も無理、首の据わらない娘を抱き、人と

情報を求めて余震に怯えながら瓦が降ってくる道を歩けばどこからか漏れたガスの臭いが漂って

いる。何がどうなったかわからずただ怖かった。#117kyokun 

326 
当時は携帯電話もそれほど普及しておらず、区役所に移動の仮設電話が設置されてました。テレビ

では亡くなられた方の情報を流す一方で、無事だった方の伝言も流し続けました。 #117kyokun 

327 
北川景子の震災体験談や  #117kyokun のまとめも追加されました！「#ものがたりは続いている 

#阪神淡路大震災編」 https://t.co/7zeFbXlpZK 

328 
阪神淡路大震災。震災を知らない私にできること、少ないかも知れないけどしていこう亡くなられ

た方々の御冥福をお祈りします#117kyokun 

329 

21 年前の今頃、私は臨月だったので結構ナーバスになっていたかもしれない。出産後帰る予定の

実家の父に、地震対策をお願いした。あれクラスの揺れが来たら絶対潰れる家だけど。それでもや

れることはやっておきたかった。それでいいんだと思う。#117kyokun #阪神淡路大震災 

330 

私はまだうまれてなかったけど、両親も母方の祖父母も被災した。小学生の時から毎年いろんな話

を聞いて学んで、しあわせ運べるように歌って。私は何も出来てないけど…地震の怖さと日常の大

切さはずっと心に留めて、毎日を一生懸命生きていきます #117kyokun #117KOBE 

331 

何年経っても思うのは、あの日、あの後、生きることを続けられなくなった方々の魂が安らかであ

って欲しいということ。悲しすぎる現世からの旅立ちだけど、須らく往生されている事を願って。

#117kyokun #阪神淡路大震災 

332 
震災直後に避難した公園で、近所の人たちとゴミ箱（金属製）のゴミを燃やして暖をとりました。

今思えば結構無茶しましたね…( ´Д`)#117kyokun 

333 

今日はあちこちで歌声も聞こえますね( ´ ▽ ` )ﾉ震災を知らない子供たちが歌う「しあわせ運べ

るように」を聞くと、無条件で涙が出そうになります。幸せを運ぶのは難しいけど、優しい心はい

つも持っていたいな…( ´ ▽ ` )ﾉ#117kyokun 

334 

阪神淡路大震災 21 年経った今、私達に出来ることは『忘れない』ように努力すること。今日はテ

レビやネットで一斉に取り上げるから誰しもが思い出す。でももっと大切なのはそれを明日からも

忘れないで生活すること。尾崎由衣・尾崎亜衣#117kyokun#劇団山本屋 

335 
#117kyokun エグスプロージョンおばらよしおさんからのメッセージ o 覚えて居てくれはる事に

感謝！ https://t.co/Y56qsfM44E 

336 

今でもあの恐ろしさが忘れられません。あの大きさの地震に遭ったことのない人に話をしても、オ

ーバーでしょ、とか怖さとか気の持ちようなど言われ、人間はやはり経験したこと以外は理解でき

ないんだな、と寂しくなりました。だからこそ、何年経っても語り継いでいかないと。 #117kyokun 

337 

（代理）震災当時３歳でした。覚えているのは父親が叫んだ「ふとんに隠れろ！！」の一言。あれ

から２１年。我が家でも地震への備えを進めています。あの日両親が経験したことを聞きながら、

いつ起こるかわからない地震に備えたいです。#117kyokun 

338 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 中突堤中央ターミナルの片隅には、あの日の記録がひ

っそりと展示されています。   # 阪神淡路大震災  # 神戸市  # 希望  #117kyokun 

https://t.co/8tgvbnZ1QP 

339 

5 時 46 分、東遊園地で黙祷、献花して。ご遺族を含めてこの 21 年の間に震災関連で出会ったいろ

んな方々とここで再会する。ただ、この間に 亡くなられた方々のことを、その方々がどんな気持

ちで震災とともに生きててきたか語ることも、とても大事なこと #117kyokun 0 

340 
ちゃしは産まれてまだ半年〜。ばあちゃん、じぃちゃん家が西宮だから崩壊したけど今も無事元気

でよかった〜〜。🙏🙏#117kyokun 

341 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 5 階展望台からの光景。 #震災 の悪夢を乗り越えた 

#神戸市 の今の姿です。 #阪神淡路大震災 #希望 #117kyokun https://t.co/7Ain202Ob8 

342 
こんな大地震きた時ってほんとに他人守れるんかな〜〜今の栞なら多分まだまだ自分を守るんだ

ろうな〜〜成長しないと。とりあえず避難所にわんちゃん OK にしてほしい‥ポンを見殺しにでき



ねぇ#117kyokun https://t.co/g6LHlPecom 

343 

@mamoru0801abc 経験はしてないかも知れないけど、将来伝えていくのは経験してない人達だか

ら、経験してる人達はまだまだたくさんいるからたくさん話を聞いて伝えてほしい。自分は被害少

なかったから経験者になるかわかんないけど話せることあれば話するからね。#117kyokun 

344 

今日だけ。今日で阪神淡路大震災から 21 年。自分の 今日 という日は昨日生きたくても生きれな

かっただれかの 明日。今生きてる時間を 1 日を大切にしよう。亡くなられた方のご冥福をお祈り

すると共に黙祷を捧げます。#117kyokun #阪神淡路大震災 

345 
ノエビアスタジアムにて、防災ワークショップ実施しました。子供たちの真剣な眼差しに、教訓の

継承をひしひしと感じます。#117kyokun https://t.co/tSxVf2daIm 

346 
（代理）結婚して３年目、須磨寺近くの賃貸マンションに住んでいたときだったな～。ライフライ

ンが止まって、須磨寺山門近くの湧き水を汲みに行ったことを思い出します。#117kyokun 

347 
今 で も こ の 歌 歌 え る ！ # し あ わ せ 運 べ る よ う に # 阪 神 淡 路 大 震 災 #117kyokun 

https://t.co/osDwUSGjGj 

348 そういえば、月が綺麗でした。#117kyokun 

349 

@chojyu1972 さんの「～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り

継ぐ者達へ」」が 250view を達成。このまとめ、もっと多くの人に見て欲しいな。 

https://t.co/x0808HySrI 

350 明日も大切な人達と平和に暮らせますように…#117kyokun #117KOBE 

351 
今朝、東遊園地にて。タグを付けそびれたので。あの日の朝も、こんなに青くて寒かったです。夜

になっていただけた、おにぎりの味が今でも思い出せます。#117kyokun https://t.co/Ij7Me3gShF 

352 あの時私は幼稚園でした。でも鮮明に覚えています。#117kyokun  https://t.co/yuXT9ZUPgc 

353 

まだ震災にまつわる話を私は全て書いたわけではありませんが、忘れてもいません。忘れられるわ

けがありません。ただ、書いて良いのかどうか迷うなら、ここには敢えて書かないほうが良いこと

もあるからです。#117kyokun 

354 
水の出ない流しにはコック付きのポリタンク、ガスの出ないコンロにはスノコ乗せてカセットコン

ロ設置、天井にはスーパーの袋膨らませて被せた懐中電灯ぶら下げてた #117kyokun 

355 

#117kyokun 去年と同じ内容だけど当時高槻市西国街道沿い在住野暮用()で起きてて、寝ようとし

た時、物凄い揺れて吊るしてた蛍光灯が天井にぶつかった。ヤバいと思いコタツに潜ろうとしたけ

ど潜れずジタバタ w すごく長く感じたけど気づいた時には停電して揺れも収まってた。 

356 

食器はほとんど割れてしまい、貴重な紙皿・紙コップにはラップ被せて使った。ラジオの電池も調

達できず、同じマンションの人がカーラジオ大音量で流してくれたのが唯一の情報源。 

#117kyokun 

357 

１．１７のつどいで語られた「喪失感」との闘い。２０年以上経ってもまだ完全には癒えていない

心。今日は、阪神淡路大震災経験者、東日本大震災経験者、戦争での死別経験者、その他日常の色

んな喪失感を繋がりを感じて癒やす日でもあるのかもしれない。#117kyokun 

358 

余震に怯えながら屋外でカーラジオに耳を傾ける。まだ震度や震源地ぐらいしか情報が得られな

い。そのうち空が少しずつ明るくなり、雪がチラチラと降ってきた。手に取るとそれは雪ではなく、

長田から何キロも飛ばされてきた火事の灰だった。 #117kyokun 

359 
割れた食器や本棚のガラス扉が散乱する中、まず最初に役に立ったのはスリッパだった。スリッパ

を履いて、より安全な靴を取りに玄関に向かった。 #117kyokun 

360 

(代理)震災あって今までとちがい人のきもちいたいように思えるようになり、いろんなひとと話が

できるようになった。震災にくいめもあって今はそのおかげでそのような気持ちを持つことができ

ました。 #117kyokun 

361 
祖父母の家に救出に行くと、靴箱が倒れ、避難路が完全にふさがれていた。家具を固定するならま

ず寝床の横、次に下駄箱。 #117kyokun 

362 

ええやん、いろんな意見があって。番組の流れとか変に空気読まんでええから、専門家である先生

の思いを厳しくても遠慮せず言うて欲しいわ。#suntv あれから 21 年。あの日を忘れない。継承

と検証 サンテレビ  #阪神・淡路大震災 #阪神淡路大震災  #117kyokun 



363 5:46 に黙祷できなかったので、今黙祷・・・。#117kyokun 

364 

「神戸・市民交流会」の山川さん、７７歳というご高齢で、執念での伝える活動、ご苦労様です。

無理せんと、長生きしてや。頑張りはテレビ画面からでも充分伝わってくる。周りの若い子らも、

この組織を創りあげてきた人達を支えるくらいの気持ちで活動せんとあかんわ。   #117kyokun 

365 
２０１６年、ちょっと自分もやってみるわ。口だけ野郎は大嫌いやねん。やれる事を。小さい事か

もしれんけど、やってみるわ（決意）。 #117kyokun 

366 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 天皇御歌 陛下が神戸の街を歌われたものを碑に起こ

した物です。 メモリアルパークの傍に有ります。 #阪神淡路大震災 #神戸市 #希望 #117kyokun 

https://t.co/CSsb5aKdT8 

367 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 神戸港 #震災 メモリアルパーク。 #阪神淡路大震災 

で破壊された港湾施設を、そのまま保存して有ります。 物言わぬ生き証人と言う事ですね。 #神

戸市 #希望 #117kyokun https://t.co/xzgns1GrLN 

368 

あの日、私は横浜の病院で働いていました。朝４時から、救急車の対応をして、一息ついたので、

コーヒーをいれて、休憩の準備している最中に大きな揺れ..「～阪神淡路大震災から 21 年～ 

#117kyokun 「震災を経験した者から語..」 https://t.co/qQJsUWLes1 

369 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 三宮センター街です。 ここも大きく被災した場所。 

でも今は、春節祭を前に賑わっているようですよ。 #阪神淡路大震災 #神戸市 #希望 #117kyokun 

https://t.co/dDNtLsNlEZ 

370 

そして、阪神大震災の年の３月に、オウムの地下鉄サリン事件が起きたんです。平和なはずの日本

で、多く乗客が毒ガスに倒れている姿をテレビでリアルタ..「～阪神淡路大震災から 21 年～ 

#117kyokun 「震災を経験した者から語..」 https://t.co/Xhxs1a4q1C 

371 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ この地区も #阪神淡路大震災 により大きなダメージ

を受けました。  救急救命に多くの人達がフル稼働しました。  #西宮市 #希望 #117kyokun 

https://t.co/cTaIRn9Mie 

372 

本日は多くのツイート、また会場へのご来場ありがとうございました！おかげさまで、ツイートは

約 350 ツイート、来場者は約 700 人を超えました。この事業は 1 月 22 日まで開催しますので、引

き続きよろしくお願いします。 #117kyokun 

373 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ JR 西宮駅前を走る国道 2 号線。 あの日この道が、ま

さに生命線となったのではないだろうか？  #阪神淡路大震災  #神戸市  #希望  #117kyokun 

https://t.co/9yMHdhOuKU 

374 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 駅近くの市場。 地域の生活を支える街の台所。 時間

が時間なのでひっそりとしていますが、当時の被害はもう癒えたのでしょうか？ #阪神淡路大震災 

#西宮市 #希望 #117kyokun https://t.co/QrVgLJemcR 

375 
ボランティアをした立場から。図工・技術や家庭科の授業をおろそかにすると自分が苦しむ。ノコ

ギリで仮設住宅用の木材がきちんと切れなかった情けなさは今でも夢に出る。#117kyokun 

376 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 東川に架かる西宮橋。 被災していると思うのですが、

いっぱい車が通ってますよ…  # 阪神淡路大震災  # 西宮市  # 希望  #117kyokun 

https://t.co/Gi99qv3gTw 

377 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 西宮市役所。 都市型災害の復旧復興の経験を役立て

てくださいね。 #阪神淡路大震災 #西宮市 #希望 #117kyokun https://t.co/WSx4YGHvJZ 

378 

去年、1.17 のつどいに参加させてもらった。20 年経ったって、21 年経ったって、この先何年たっ

たって、尊い命が奪われた日を忘れてはいけない。今、自分が生きていることに感謝。周りのみん

なにも感謝。#117kyoukun 

379 @massimo33 そんな中でも生きてる。それがいいことですね。#117kyokun 

380 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 阪神の西宮駅です。 この駅前には #阪神淡路大震災 

のモニュメントが有るんです。 #西宮市 #希望 #117kyokun https://t.co/ZXdG0sU5eX 

381 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 阪神西宮駅の向かいに、 #阪神淡路大震災 の発生時

間に止まった時計が置かれています。 西宮中央商店街アーケードに有った物をここに設置しまし



た。 #西宮市 #希望 #117kyokun https://t.co/H2pqkxaz5E 

382 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ しかし、復興の為にアーケードを撤去する事となり、

街の再生を誓うモニュメントとなりました。  #阪神淡路大震災 #西宮市 #希望 #117kyokun 

https://t.co/tQEbxyHUSx 

383 多くの方に支えられ、多くを学んだ事を胸に一歩ずつ歩んでいきます！#117kyokun 

384 

『神戸讃歌』俺達のこの街にお前が生まれたあの日どんなことがあっても忘れはしない共に傷つき

共に立ち上がりこれからもずっと歩んでゆこう美しき港町俺達は守りたい命ある限り神戸を愛し

たい２０１６年１月１７日震災２１年#117kyokun #阪神淡路大震災編 

385 #117kyokun しあわせに生きていられることに感謝。 

386 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ この #西宮市 で小さな追悼の集いを行う「あんのん

館」です。 こうした小さな集いが、次の災害を防ぐ大きな力になると思います。 #阪神淡路大震

災 #希望 #117kyokun https://t.co/gQgyOWW2TZ 

387 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 臼と餅米の用意が出来た見たいですね。 ご近所の皆

さんでしょうか、たくさん集まって来ましたよ。 #阪神淡路大震災 #西宮市 #希望 #117kyokun 

https://t.co/tjZGRXTqQQ 

388 
現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ しっかりコネコネして… さあ準備は良いですか？ #

阪神淡路大震災 #西宮市 #希望 #117kyokun https://t.co/n7x1lbCysi 

389 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ せーの、よいしょ～！ そーら、こらしょ～！ このお

餅のように、粘り強く追悼行事を続けて下さいね。♪ヽ(´▽｀)/ #阪神淡路大震災 #西宮市 #希望 

#117kyokun https://t.co/DPzMsDT8Et 

390 

震災後我が家は雨が降ってきた。上の階の室内給湯器が転倒してお湯が吹き出したのだ。全く予想

外のことが起きた。上の階の人は家にいない。連絡も取れない。元栓を閉めれずどんどん漏れ出す

お湯。家中水浸しに。室内給湯器はしっかりと固定するべきと学ぶ。#阪神淡路大震災 #117kyokun 

391 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ 六甲ライナーの車窓から見えるのは、あの日倒壊した

高速道路（正確な現場は深江地区） です。 勿論、今は復旧されています。 #阪神淡路大震災 #

神戸市 #希望 #117kyokun https://t.co/QX1KLX1YDF 

392 

21 年前の出来事をきっかけに耐震基準が強化されたにも関わらず、甘い杭打ちなどが横行してい

る現実。国が対策を取っても民間が協力しなければ国民は守られない。震災による犠牲者を出さな

いためにも、目先の事だけでなく未来へ目を向けてもらいたいです。  #阪神淡路大震災 

#117kyokun 

393 

現着スマホ記者☆伝えよう #災害 の教訓☆ #阪神淡路大震災 から 21 年が過ぎ、その記憶が薄れ

ていく日々。 被災地の経験を、辛いでしょうけれども、もっと伝えていかなくてはと感じていま

す。  #希望 #117kyokun https://t.co/i9O7WSKBIs 

394 

さて…今年は震災の思いをツイッターでつぶやこう的な企画を立ててる所があるそうで、これまで

にも何度かつぶやいた事はあるのですが便乗して改めて少し…自分は家も残ったし体も五体満足

親族みんな無事とあの震災経験者というには幸運すぎてあまり大した話はできませんがね… 

#117kyokun 

395 

１回 140 字の制限で一言言えるとすれば、普段からの一人一人の危機意識と共に、いざという時は

一人じゃなく周りの皆の協力、助け合いの力がいかに重要かという点。自分一人だったら間違いな

く途方に暮れてたあの状況も、皆に助け合ってもらって何とか切り抜ける事が出来た。 

#117kyokun 

396 

ママが当日の新聞を残してたらしく、出してきてくれた。これ見た瞬間、涙が出て止まらなかった。

自分は経験してないのに、なぜか涙が溢れた。こうやって残してくれてたことに感謝したい。これ

を次は私が残していきたい。#117kyokun https://t.co/drbx3tOeCY 

397 
昨年書いた記事です。阪神大震災から 20 年目。今年ハタチになるキミへ伝えたいこと 

https://t.co/mQhbjoMLnl#阪神淡路大震災 #希望 #117kyokun 

398 
『１．１７』の記憶 https://t.co/qSYjwpGbEc  当時の事は話し出すととても 140 字じゃ収まんな

いんで、具体的な経験談等は 11 年前に書いたこちらの駄文に丸投げさせていただきます… 



#117kyokun #117KOBE 

399 

ただ、最後に一つだけ付け足しておきたい。物理的のみならず精神的にも押し潰されそうだったあ

の状況下、その年と翌年のオリックス・ブルーウェーブの優勝は本当に救われるような思いだった

事。間違いなく、あの時のＢＷは神戸、被災地の希望の象徴だった。 #117kyokun #117KOBE 

400 

だから、オリックスが神戸に留まるまで支えきれなかった事は悔やんでも悔やみきれませんが、ブ

ルーウェーブの名がなくなり本拠地でなくなった今でも自分は「ブルーウェーブファン」であり続

けているし、今後もそれはずっと変わらないと思います。 #117kyokun #117KOBE 

401 

実家全壊・友の死 かみじょうたけし震災から 21 年の思い（THE PAGE） - Yahoo!ニュース 

https://t.co/fMhwXxOWq0 #Yahoo ニュース#117kyokun かみじょうさんの優しさと強さはこうい

う経験もあってのことだろうなぁ。 

402 もう 21 年 まだ 21 年 忘れない #117kyokun 

403 
東遊園地で、ワークショップ等 開催していた大学生・ボランティアの方ありがとうございました。 

#117kyokun 

404 自然災害は突然やってくる。普段から、物心両面の準備を。 #117kyokun 

405 

@chojyu1972 さんの「～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り

継ぐ者達へ」」が 1000view を超えたみたいだよ。話題になってるってことだね。 

https://t.co/x0808HySrI 

406 
1.17 を忘れないよう、自分にできることを少しずつ…「しあわせ運べるように」

https://t.co/EvcFJCULXU#117kyokun 

407 

震災当日大阪・池田市にて震度 6 強～7 天地がひっくり返るような激しい揺れ寝ていた所にタンス

が倒れてきたが、椅子があり、それを支えにして 30cm 位の隙間ができ直撃を免れた。とっさに

666kHz を流したのは言うまでも無い 。#117kyokun 

408 
～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」 - Togetter

まとめ https://t.co/RIpBcqOTVs @togetter_jp さんから 

409 

震災の 4 日前に Panasonic の CD ラジカセ「RX-ST9G (福山雅治が CM やってた機種)」を親に買

ってもらったばかりで、音楽を聴きまくっていたのだが、地震発生後は全て NHK ラジオの情報に

変わってしまった。#117kyokun 

410 

阪神淡路大震災が起こった直後は、早朝で寝ていたこともあり、地震というより隕石でも落ちて建

物が崩れていくような感覚で、無我夢中で布団の中で耐えてました。幸い、タンスが倒れたぐらい

で家は無事でしたが、あの揺れは凄まじかったです。 #117kyokun 

411 

震災当日  昼間は片付けに追われ、スーパーへ買い出しにいくも満足なものは買えなかった。17

時過ぎで日没。停電のため家の中はろうそくと懐中電灯の明かりのみで薄暗く、頻繁におこる余震

に怯えながら長い夜を過ごしていた #117kyokun 

412 

自分も経験した阪神・淡路大震災から 21 年が経ちました。当時、たまたま熱が高く、いつもと違

う部屋で寝ていたので、本当に助かりました。いつも寝ていたベッドの枕元には小型のブラウン管

テレビが落ちていました。この記憶はこれからもずっと忘れません。#117kyokun 

413 

@東遊園地早朝とは思えないほど想像以上にたくさんの人が集まっていて驚いた、それほど震災で

たくさんの人が犠牲になったことを改めて認識した。1.17 を忘れないよう、そしてもっと知れる

よう今後の活動に積極的に取り組みたいと思った。という教訓ツイート #117kyokun 

414 

自分も経験した阪神・淡路大震災から 21 年が経ちました。当時、たまたま熱が高く、いつもと違

う部屋で寝ていたので、本当に助かりました。いつも寝ていたベッドの枕元には小型のブラウン管

テレビが落ちていました。この記憶はこれからもずっと忘れません。#117kyokun #阪神・淡路大

震災 

415 

阪神淡路大震災で受験する高校を変えました。今と違う道に進もうとしてたので、時々、その道に

進んでたらどんな人生やったんやろうと思うこともありますが、今の道を充実させて精一杯生きよ

うと思います。 #117kyokun 

416 
停電でテレビが映らなかったため情報の頼りになったのがラジオだった。ラジオを一晩中聞きなが

ら気づいたら眠っていた。 #117kyokun 



417 
震災のあの日、必死でタンスと本棚を抑えていたのを覚えている。日本で地震に対する意識が変わ

る契機となったあの震災。喉元過ぎれば熱さ忘れる、ではいけない。備えよう。#117kyokun 

418 

～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」 まとめの

タイトルは「 私たち 95 年生まれは震災を知らない世代でなくて、伝える世代だ。」 というツイー

トを見て、このタイトルにしました。 

419 

一人暮らしをしていた学生時代。新聞の勧誘に来たおっちゃんが私と同じ年頃の娘を震災で亡くし

たと聞いた。そのおっちゃんは私をまるで娘みたいに心配したり応援してくれた。おっちゃん元気

かな？今日は娘さんを思って過ごしているかな。#117kyokun 

420 

阪神淡路大震災から 21 年、1.17 のつどいに初めて参加した。焼香、黙祷、竹灯籠点灯、献花……

追悼行事を通して、人々の願い・思いは、あの日から 21 年間ずっと、5 時 46 分に届け続けられて

きたのだと痛感した。#117kyokun https://t.co/zCVz35BYnz 

421 

２１年の日。兵庫県神戸市など追悼行事や復興イベントにお越しいただきましてありがとうござい

ます。みなさまお疲れ様でした。２０１７年１月１７日は火曜日です。#117kyokun#阪神淡路大震

災編#阪神淡路大震災 https://t.co/DKjmGDU1aq 

422 

17 日分更新しました。まとめの方は 17 日分で終了させてもらいます。有り難うございました「～

阪神淡路大震災から 21 年～  #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」」 

https://t.co/tXYZcbZqNS 

423 
.@chojyu1972 さんの「～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り

継ぐ者達へ」」に注目中！話題みたいですよ。チェックしました？ https://t.co/zSLLBqDLwb 

424 
日付変わってしまいましたが…儂はあの日､故あって入院していて､事の重大さを知ったのは数日

後でした｡どうか風化されないよう祈っております｡ #117kyokun 

425 
「神戸ルミナリエ」今年も開催されたら見に行こうと思ってます画像は、2015 年のもの

#117kyokun #神戸ルミナリエ https://t.co/q1pOf04em2 

426 

昨日のＮＨＫスペシャル「阪神淡路大震災 震度 7 何が生死を分けたのか」冒頭からの厳しい映

像。消防隊員の未だ残る自責の念。半日が生死の要。今日から日本全国の家庭で活かせる防災。意

識改革。タメになった。#NHK #suntv #117kyokun #阪神・淡路大震災 

427 
.@chojyu1972 さんの「～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り

継ぐ者達へ」」が伸びてるみたい。でもまだまだぁ！ https://t.co/zSLLBqDLwb 

428 

震災から１０日目に神戸より西にあるまちの銭湯でようやくお風呂に入れた。そのとき隣で体を洗

われていた方からご家族が亡くなれたと伺ったとき言葉をかけることが出来なかった。今の私は被

災した方々にどのようなことをして差し上げることが出来るだろうか。#117kyokun 

429 

(代理)西区の新しい住宅街は全然家が潰れてなかったので小 4の私には当時被害の大きさが想像で

きなかった。同じ神戸に住んでいるのに何もできなかった。近所の公園に建った仮設で出会った

方々と一緒にラジオ体操した。彼らはあの時どんな想いだっただろう。元気でいるのかな？ 

#117kyokun 

430 

（代理）震災の教訓っなんだろ？ 多分、防災の知識だけじゃなくて、人々が困難に立ち向かうた

めの「思い」であり、それは他の人の悲しみ、辛さを思いやる「優しさ」から生まれるんじゃない

かって思うんです。 #117kyokun 

431 

@chojyu1972 さんの「～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り

継ぐ者達へ」」が 2500view を超えたよ。すごい人気、ちゃんとチェックしておこう。 

https://t.co/x0808HySrI 

432 
（代理）防災を自分たちの生活の外にある特別なものとしてではなく気軽に生活の一部に組み込む

ことが出来る存在にならないかなあ。 #117kyokun 

433 
（代理）お互いへの関心、助け合いの気持ちの積み上げが大きな力を発揮するように思う。 

#117kyokun 

434 
（代理）昔から言われる”戸締り用心、火の用心”は、IT が発達した現代社会ではどんな言い方

になるのだろうか。 #117kyokun 

435 ～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」 - Togetter



まとめ https://t.co/fhRfeXQkRU @togetter_jp さんから 

436 
@bosai117 長田,須磨で舞い上がった灰が垂水に降り注ぐほど大規模な火災、鎮火後の光を失った

文字通り真っ暗闇な夜の街、あの時の畏怖の念は今でも..... #117kyokun 

437 神戸市役所１号館２階市民ギャラリー、会場の様子です。#117kyokun 

438 神戸市役所 1 号館 2 階市民ギャラリー、会場の様子です。#117kyokun https://t.co/zOYfeqqSt6 

439 

会場に展示されているツイートの一部です。主なツイートを過去、未来に分けて掲示しています。

毎日追加していますので、ぜひ会場にお越しください。1 月 22 日まで開催中です。#117kyokun 

https://t.co/kPVmwOxACP 

440 

1.17 は終わりましたが、22 日までツイートも続けて募集しています*¥(^o^)/*21 年目を迎えた気

持ち 1.17 の神戸で感じたことなどみなさんの つぶやき をお待ちしております。#117kyokun  

https://t.co/hv29XP46go 

441 

皆さんのお力が集まり、昨日までの #117kyokun ツイート数はなんと 350 ツイートも*¥(^o^)/*

そして市民ギャラリーへの来場者は約 700 人を超えました！この事業は 1月 22 日まで開催します

まだまだよろしくお願いします https://t.co/NtDLaCWE04 

442 

#117kyokun  1、17 以降も #ものがたりは続いている 。 という訳で、普段は南三陸中心に東北

の紹介とかしてたり、花火やメッセージ送ったり、南三陸の様子をツイキャスで放送したりしてる

んで、良かったら覗いてみて下さい(⌒-⌒; ) 

443 

１・１７のつどいには神戸の東遊園地に６万１千人の皆様が来て下さいました心より御礼申し上げ

ます。２０１７年１月１７日は平日の火曜日ですがまたお会いしましょう。#117kyokun #阪神淡

路大震災編 #阪神淡路大震災 https://t.co/eil7QN3pqC 

444 

@117KOBEmasuter #117kyokun あの日の記憶が辛すぎて、伝えてもどうせ伝わらない、と口を

閉ざしてしまったけど、伝えないと伝わらないから、少しずつ子供へ伝えていくことにしました。

結婚して愛知県に来ましたが、ここでは 1/17 が何もなく時が流れるのが淋しいです。 

445 

(代理)震災当日のことは幼くて記憶にない。だけど、写真を見たり体験談を聞いたりして絶対に忘

れてはいけないと思った。私たちの世代に出来ること。この気持ちを多くの方に伝えること。そし

て災害を甘く見ず、日ごろから備えること。#117kyokun 

446 

（代）奈良では揺れはあったものの見聞きするそれとはまったく違っていた。テレビに映る映像は

どこか違う国の場所のように感じたのを当時中学生だった私は記憶している。災害は突然。まさに

今この瞬間にも。気持・物的「備え」がどれだけ重要か経験された方々が私に教えて下さる。

#117kyokun 

447 

（代理）あの大震災から２１年。直前、阪神高速を通り、圧屈された自分のオフィスビルを見て、

驚愕しました。 幸運にも、命をもらったので、感謝し、経験と教訓を若い世代に伝えていきます。

#117kyokun 

448 

#117kyokun あの日、東灘で被災した。あの日があって今の仕事がある。あの日、救えたかもしれ

ない命があったことを、次の被災で、失くさないようにするために。南海トラフ地震は 30 年以内

で７割の可能性で発生する。できる備えは必ずある。自分で。家族で。職場で。5 分でいい。考え

よう。 

449 

（代理）今年で阪神淡路大震災から、21 年になりますが、まだまだ復興できていない事もあると

思います。高校生でしたが、当時のことを風化させないように伝えていくことが大事と思う。これ

からも防災意識を強くもって、災害に備えたいと思う。#117kyokun 

450 

震災の教訓を伝える行事が半減したという報道がありました。皆さんと一緒にイベントの開催方法

などを考えたいと思っています。特にルミナリエは開催の存続が危ぶまれていますが、何か良い方

法はないでしょうか。#117kyokun のタグと「ルミナリエ」の単語を入れてツイートしてください 

451 

（代理）震災当時私は小５でした。激しい揺れとともに寝ている私の上に様々な物が落ちてきまし

たが横で寝ていた父親が覆いかぶさり守ってくれたことを覚えています。食糧調達の為炊き出しに

も並びました。この経験を決して忘れずに災害に備える意識を持ち家族を守りたいです。

#117kyokun 

452 (代理）思い出すのは、倒壊した家屋、見渡す限りの瓦礫、被災し避難場所を求める人、救援物資



を求める長蛇の列、止まない余震、気が付けば避難場所を転々とする日々。#117kyokun 

453 
震災を東京で逃れた疎外感を持ち続けて 21 年。おかげで震災前後に生まれた学生たちと震災につ

いて同じ目線で学べる自分がいる。#117kyokun 

454 

神戸新聞｜豚汁やカップ麺…心に染みた  阪神淡路大震から２１年、思い出の味 

https://t.co/Mnd9xFk9e1 最後に、神戸市東灘区の男性（７２）が寄せてくれた言葉を。  「あ

のときは何でも食べられれば涙が出るほどうれしかったですよ」#117kyokun 

455 

ブログを書きたいのですが、体が思うように動いてくれないので、書けたら書きます。震災のこと

を書くつもりは、今は、まだありません。しかし、１７日に東遊園地へ行ったことくらいなら書く

かと思います。記憶が生々し過ぎるので震災について書くのは躊躇します、今も。#117kyokun 

456 

書くなら何処まで書いて良いのか。心無い仕打ちを受けたことも、全て書いて良いのかーーそうい

う迷いや恐れをコントロール出来ないうちは無理でしょう。誰かに理不尽に傷付けられたからとい

って、その誰かを仕返しに傷付けるのは、間違っているからです。#117kyokun 

457 
(代理)１．１７のつどいには、毎年東京から多くの友達がやってくる。被災したわけではないのだ

けど、震災を忘れないためだという。神戸に住むものとして頭が下がる。#117kyokun 

458 

（代理）震災当日、早朝のアルバイトをしていた私は、アルバイト先が地震で被害を受けたため、

外で震えながら夜が明けるのを待っていました。何も見えない暗闇の中、雪がちらついていたよう

な気がします。毎年、この時期になるとあの時の寒さが思い出されます。#117kyokun 

459 
神戸市役所２階市民ギャラリーの会場で「記録映像で振り返る阪神・淡路大震災」を放映していま

す。youtube でも視聴できますのでご覧ください。#117kyokun https://t.co/nVUw9mDqKN … 

460 会場に展示されているツイートの一部をご紹介します。#117kyokun https://t.co/ZpQWiHDFfh 

461 

@117KOBEmasuter ぼうさい委員会内でも様々な意見が挙がります。その中の一例として、私た

ちは、ルミナリエにて有償で献花してもらってはどうかと考えています。皆さんはどんな考えをお

持ちですか？心の声を聞かせてください☺️#117kyokun 

462 

一年中阪神大震災について考えることはきっと辛い被災された方は学生とは違った感情がきっと

湧き上がってくるそれでも 1.17だけに留めて欲しくないのです 3.11に向けて神戸から発信できる

教訓ってなんでしょう#117kyokun https://t.co/BTZz4Y5ECr 

463 

学生目線で阪神淡路大震災の教訓ってなんやろかね 21 年経って震災を知らない世代が伝える世代

になったとき、直接経験していなくても伝えられることはある、ってことかな〜。んん〜！(´･_･

｀)#117kyokun  https://t.co/AzYg6U9zuN 

464 

(代理)震災を経験していない世代…阪神淡路大震災のことを伝えていきたい気持ちはある。だけど、

私たちに何ができるのか、どう伝えたらいいのか、経験された方につらい思いをさせてしまわない

か。「経験していない」からこそ、ためらってしまうことがある。#117kyokun 

465 

神戸ルミナリエは、入場有料化すべきだと思います。税金で市から５０００万円の拠出をやめて、

それらは来場者または賛同者からのお金で賄うべきだと思います。あとは一部の学生ボランティア

に出される交通費や食事代も、寄付行為にまわすべきだと考えています。#117kyokun 

466 

神戸ルミナリエは阪神淡路大震災の犠牲者の鎮魂を目的に掲げているわけです。赤字が１円でも出

たら、開催は次回は１回見送るくらいの覚悟を、学生のみなさんには、持って欲しいです。

#117kyokun#阪神淡路大震災 https://t.co/Vou7XV4Z7W 

467 
まとめを更新しました。1 月 18 日以降のツイートを更新しました。「～阪神淡路大震災から 21 年

～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」」 https://t.co/tXYZcbZqNS 

468 

神戸ルミナリエについて(その１)・震災遺族と被災者の方以外は入場有料化・市内のホテル無料宿

泊券などが当たるガラポン抽選会・有名人やスポーツ選手のグッズのチャリティーオークション・

一人５００円くらいで土日でも待ち時間無しで見れるパス#117kyokun#阪神淡路大震災 

469 

神戸ルミナリエについて(その２)・新神戸駅や神戸空港からの特典付き会場シャトルバス・メール

やツイッターからのメッセージが流れるＬＥＤ電光掲示板・ホテルなど協賛企業での消費で待ち時

間無しで並べる・点灯前は毎日１分間の黙祷を全員でする#117kyokun#阪神淡路大震災 

470 
@117KOBEmasuter 神戸ルミナリエで多くの来場者は募金すら一人あたり１５円もしないです。

あの手この手を使って安定的な財源の確保につとめて欲しいです。無料でも出来る事例えば点灯前



の黙祷を毎日すると言う事から始めてはどうでしょうか。#117kyokun#阪神淡路大震災 

471 
（代理）神戸市の小学校はしっかり防災授業に取り組んでいる。授業を受けている子供たちも一生

懸命想像力を働かせ、自分のなすべきことを考えていた。#117kyokun 

472 

（代）とんでもない揺れに頭から布団をかぶっていたら、隣の部屋から「お兄ちゃん、これ何!?」

という妹の声が聞こえたけれど、「わからへん!!」としか答えられなかった。家庭を持った今、家族

からの問いにその時すべきこと、その後すべきこと、僕はきちんと答えられるかな。#117kyokun 

473 
～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」 - Togetter

まとめ https://t.co/WqWjLyEjlj @togetter_jp から 

474 どんなに大災害であっても時間と共に意識が薄れていく… #117kyokun 

475 

@117KOBEmasuter ２１年前に神戸から利用していたものはファックスかハガキ、友人に頼んだ

ものはパソコン通信やアマチュア無線でした。スマホも携帯電話もインターネットもデジカメも現

在と違って殆どありませんでしたが、その事を不自由だとは思いませんでした#117kyokun 

476 
～阪神淡路大震災から 21 年～ #117kyokun 「震災を経験した者から語り継ぐ者達へ」 - Togetter

まとめ https://t.co/tXYZcbHPWk @togetter_jp から 

477 
来年の 1.17 にはポーアイのスケートリンクにも、しあわせ運べるように滑りにきてくれへんかな

〜。#117kyokun 

478 

Twitter でココロ・キモチ伝える事業も本日最終日となりました。おかげさまで 450 を超えるツイ

ートをいただきました！ありがとうございます！ツイートは本日 18 時まで募集していますので、

よろしくおねがいします。#117kyokun 

479 

当時、幼稚園で大阪に居たので少し揺れたくらいの記憶しかなかったですが、神戸で働くようにな

って、色んな人の話を聞き、衝撃を受けました。震災を経験された方のお話が、もっと色んな場所

で、経験されていない方へ届いて、それが何らかの形で役に立てればいいなと思います。

#117kyokun 

480 

#117kyokun 今晩まとめる前に。神戸の時は震災後十年以上経っても孤独死関連死が増えてたけ

ど、殆どの人が知らなかった。今はまだ東北も苦労されてると聞いてます。僕等外の人間は 1、17

や 3、11 だけでなく普段から関心持ち続ける事も大事かなと思います #ものがたりは続いている 

481 

轟音で目が覚めた瞬間に揺れました。パニックで揺れていた間のことは殆ど覚えていません。呆然

としていたら母が駆けつけてくれました。自分は一歩も動けなかったのに。母の強さを実感します。

突然の地震に対応するのは本当に難しい。常に心構えを忘れないでいてほしいです。#117kyokun 

482 

震災を題材にした舞台公演「５時４７分の時計台」（４月２日・３日、神戸新聞松方ホール）の一

般オーディションを行います。神戸は１月３０日（土）、東京は１月３１日（日）。詳細はｈｔｔｐ：

//yamamotoya.tokyo/audition3/まで。#117kyokun 

483 
「twitter でココロ・キモチ伝える」事業は本日終了となりますが、震災の経験と教訓の継承は続

いていきます。今後も皆さんのツイートをお待ちしています。#117kyokun 

484 

当時は尼崎のマンションで一人暮らし。休み明けに突然の地震！大揺れがおさまって布団から出る

と枕の横にテレビが落ちていました。もしかしたら頭に当たっていたかも…。翌日、ホテルに避難

しようと大阪に行ったら余りにも普段通りだったのが衝撃でした。 

 

Twitter でココロ・キモチ伝える事業は、本日 18 時で終了しました。期間を通じて、ツイートは

484 ツイート、来場者は 1106 人でした。これからも震災の教訓を伝えて行くため、鋭意取り組ん

でいきます。皆さまのご参加、本当にありがとうございました！#117kyokun 

 


