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昨 日無 事終 ったI■
植、今 日は朝か ら恵みの雨 とな りま した。llに
うたれた新緑 の鮮 か さは何 と表現 した らよいので しょうか。 再び緑
溢れ る季節 とな りま した。皆様 にはお元気 でお過 ごしの ことと思 い
ます。
1と な って しまいま した。 自分で
季刊 のあぶ らむ通信 なのに、 いつの まにか春秋二 「
はつい昨 日出 したばか りと思 っているのですが、 もう半年 も過 ぎて いるのです。 どう
■ったの
して こうも時 のたつのが 早いので しょうか。地球環境 の激変 で、1キ
問 までがう
ではないて しょうか。皆様 にはご無沙汰 お赦 し下さいませ。
事務 .jの西 llさんよ りF,1の 原稿催促、￨ 、1日 の うちに̲と いつ も同 じ返 り1で
いつ しか :ケリ
リには ￨:
!が過 ぎて しまいま した。今年 の 1ど けは11月も ￨く、 1月 中イ
が顔 を出 し始 めま した。 それと同I寺に野外作業が 勢 に スター ト、や らなければな ら
ない作業項 目を壁 にはり出 し、終 了した ものに赤線 を入れて行 くのです。雪囲 い解除、
道補修、 ンイ タケ ・ナメ コ植菌、 プルーベ リー定植、薪 づ くり、薪小躍 づ くり、作業
棟 ク レオ ツー ト塗 り、田畑 おこ し、引越 し、 スタッフ ・ハ ウスづ くり、野菜種 まき、
日植……等 々。 しか し、女房 と二人では作業終了 の赤線 がなかなか増えません。時 に
農作業 は待 ったな し、時季を はずす と一年棒 にふ って しまうのです。 それに今年 はお
借 りした日が一挙 に 6反 と、本格的百姓 とな って しま ったのです。
このよ うに作業山積 の中で孤軍奮闘中 の私 たちに、強力 な助人が現 れたのです。三
人 も一度 に。
YVA)か ら派遣 の一年間lボラ ンテ ィアです。飛
大野正雄君 は日本 青年奉Hi協会 (」
騨千光寺住職 の大下大回 さん のお骨折 りによるものです。大学で は原 子力を学 んだ彼
ですが、 どうい う訳か農業 とケーキづ くりに造詣が深 く、特 に彼 のつ くるンフォ ンは
一級品 で、食後 の同業 に大 きな色 どりを添 えて くれています。 また、掃除、後始末が
これまた一級品で、前 に進 むばか りでそ こい らじゅうちらか しっばな しの後始末 の出
来 ない私 の償Iで、黙 々 とかたづ け仕事 に精 を出 して いる彼です。
富 田桂 さんは今春大学卒業 のパ リバ リの フレッシュ ・ウーマ ンです。 自分 自身 を深
く見つめ、将来を しっか りと見つめたい ということであぶ らむべ や って きま した。奇
麗 に着飾 り、華やかな世界 にあ こがれ る年 ごろなのに、毎 日、 日や畑で上 にまみれ、
また限 りな く続 く家 事の仕 事を明 るくこな して います。 女房 の よきパー トナーです。
占屋正吉君 は15才、 この一年間 Fi分の進むべ き道を見つけ るために ここへや って き
ま した。 とって も素直で、 きつい労働 に も明 るい笑顔てよ く体 が動 きます。彼 はどち
らか といえば口数少 ない方ですが、返 事は ,;葉ではなく笑顔でするのです。最近わか っ
た ことは、彼 は笑顔 に肯定、否定、中間の .:種類があることです。私 のよ うに日を 1
角に して否定す るのではな く、実顔で否定す るなんて、彼は相当な人人です。私にとっ
ては息子 が一 人増 えた感 じですが、 どち らが人人か r供 なのか
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、意見が分 れると

cろ です。
大 きな建物 のあぶ らむ とはいえ、一 年間4 : 活を
共にす る者が 1 人増 え るとや は り住宅難、 いずれ
は必 要 な スタ ソフ ・ハ ウスです。 これを機会 に建
て ることに しま した。 人 1 の作業 p F を他 に移 し、
んの
その建物 を改築す ることに しま した。 り
l mrさ

日植準備

1論
導 で、作 業は全て r 分 たちで行 い ます。 ￨ 1 畑イ「
す りやl 1 7 張
りと、遅 々と した中 に
1 1 の合間1 にI I K け

ヤliが
も「
1分たちの 手でつ くった自分 た ちのイが111来liがって行 くのです。夏までにイ
ればと思 っています。
春 を迎えるまで の出1、あぶ らむと交わ りのある 人の良 き旅人が人に旅 ヤって行 き
ま した。 一人 は乳 ガ ンが肺 に転移 し、 し手術 をitに、 ひ ょぅとすれば これが最後 の旅
い飛騨 を,訪ね、わずかの‖
人■1い￨￨1多
けで したが
あぶ らむを,"ね られたTさ んです。42才 と人だだiく美 しい人で したか、女t負い もな く
「1分の1ヽ
状 に対 して淡 々とi舌され ま した。 ガ ンという自分の病気を こんなに も冷静に
見つめ るが￨1来るものなのか と、彼 女の心 の強 さに 倒 され ました。 しか し、夜にな
'「
ると不安 で眠れないということで、睡1民
薬か欲 しいとい うことで したので、懇恵 に し
て いただいている近,1のり
1町先生 に連絡 をllkりました。1僕 もこれ まで いろん な■ 者
になるか もしれないとい うことで、

さんを,こ
て きたが、 あの人はどrl分の病気 と しっか り向 き合 い、つ きあ っている人初
めてです ヨ。 いろいろ考 え、教 え られま したJと 片 田r先生 も,:ってお られ ま した。
jく ことになるか もしれない 人息 rが ,こ
￨「分の生命よ りも残 してイ
、
AL、 「1分に万
あ りま した ら息 rを よろ しくおrlぃ します Jと ,:っていた彼女 も、 それか らわずか し
て旅 ′ぅて行 ったのです。 しか し、何 という大 きな人41の旅人で しょうか。
もう 人は、若 くして ご 「人を人に送 り出 した卒 業′
卜の Eさ んです。 ある時彼 女は
私 に次 のよ うな手紙 を くれま した。私に人生の良 き旅人の何 たるかを教 えて くれた彼
女です。 その 手紙 を紹介 させていただ きた く思 います。
お 手紙 あ りがとうございま した。何度 も繰 り返 し繰 り返 し読 ませていただいて い
ます。 ■11の声が ききたい。話 を したい と思 い、電話 の前までい くことは今まで も
何度があ ったのですが、その度 に、 もうちょぅと落 ち所 いてか ら、 もう少 し頑張 っ
てか らとタイヤルを回す ところまでいけませんで した。 たすけて と言いたいのに、
SOSを 発進 することをよ しと しな い自分がいま した。 けれ ども先 1の 電話の際 は、
・
lらい もなか った様 な気 が します。声をあげてriいたのは何年ぶ りだろうと、
何 のた●
電話を切 ってか らボ ンヤ リお もっていま した。 鼻をかみなか ら、妙 に安 らいだサ ッ
パ リした,こ
ヽ
持 ちか していま した。 「人の前では勿論 のこと、両親や 子供 に も泣 きlhl
を見せてはいけない、私 が しっか り しなければ と気 を張 って きたか らか、 ひとりに
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な って涙を流す ことはあ って も、声をあげて泣 くとい うことはあ りませんで した。
いつの間 にか、一 人で いる時で さえ、思 う存分泣ける時で さえ、声 を出 しては泣 け
ないようにな って しまっていたのです。
本当に久 しぶ りに声 も鼻水 も出 してl‐けて気持が良か った I 私にはこれが必要
だ ったんですね。 カタルシスとはこの ことか とお もい ます。私 の感情 を解放 して く
ださった先41に感 謝 しています。そ して声をあげて泣ける相手を もっている私 は じ
いて
主人の ことを考えま した。彼 も
あわせだと感 じて います。 今、 ここまで ,'ヽ
̀と
声を￨￨して泣 きた くて も71けないようにな っい るのでないか と、強 い父親、強 い■
者を精 一杯 や ってみせて いる彼 に も、私 と同 じ
カ タル シスが必 要 なので はないか と思 います。
楽 にな って欲 しいです。
bll病
生l T とい うのは全 く戦 争 と1 1 した と思 い
ます。 その渦中 に身 をにt く者 に とって 番つ ら
いの は、 それか いつ終 わ るのかわか らないとい
うことです。 ￨ 十
で
、教科 ￨ 卜

記 した ,
句破
'音
あぶ らむの里 での野良仕事
争J や 、新I J ・雑 で よ く￨ ￨ にす る 1 年 ‖I の
̀ ぶの,記1'…… それが 1「年だろうと、 1年 だろ うと、 また 1カ月
… J等

闘病Ji活後
であ って も、それ らは持、 おわ って しまってか らいえることで、結果で しかあ りま
せん。 その長短 の結果をなかめて、大変 だ ったろ うとか、短 くてよか ったな どと判
断する ことはで きないと思 います。 その英中 にいる者にとっては、 とれ もいつ果て
るともな く続 くたたか いであ り、それを思 うとき、 しば しば絶望 ,な気分 にな って
しまうのです。
最初 の● か らもうす ぐ四年 にな ります。4iまれて くる rは 、父親のいない rに
̀街 いとい う不安。 一年以内 という11告をうけたのが
なるか もしれな
ツ
Ч力月の時だ っ
'1娠
って、41まれた我が rを 1:人と 1人で なかめ なか
ら思 ったの は、
たので、111ttヽ
「しあわせ ェ〜Jよ り、「間 にあ った ′J。 「人 いは く、 息 rの 誕4i祝いをす るまで
は … ￨￨オ レの顔を覚え るまでは ……J「 1つの祝いまでは……死ねな い/Jい つ
の まにか
Ч,■日である
iをうけたというリト 11=は 常化 し、 し rも ,オ半です。 ′
'̀↑
今回 の人院 がいつまでなのか、 この先 どうなるのかわか りませんわヽ 逃 げよ うとい
う気持 ちはキ ッパ リ捨 てて、 (逃げ出 したい、 自由にな りたい、幸福 になりたい…
と悩 みなか らの結婚″i活て したが … )と ことんつ きあ ってやろ うじゃないの/と
い う心境です。今、逃 げて しまった ら、生l li、
「口1にもキ 1に もなりえな いとい う
〜
ことにや っと気がつ きま したか ら。1,人のためて も、r'tの ためて もな く、 「分 の
ためです。
長 々と書 いて しまいま した。 いつか、「あぶ らむのりJで 先生 にお会 い出来 る日
を楽 しみに してお ります。
御家族 の皆様 にもよろ しくお伝え Fさ い。
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お元気で。
大郷先生

九月十七 日

こうして彼女 も自分 の現実 としっか り向 い合 い、必死 に歩んで きま した。彼女 の熱
い祈 りと看護 の中、 こ主人 は一人静かに旅 立って行 ったのです。
このよ うに 「あぶ らむの宿Jに もいろんな人 々が訪 れ、 いろんな問題が持 ち込 まれ
るよ うにな って きま した。少 しづつ 目的 とする 「
宿Jら しくな って きたように思 いま
す。 しか し、私 たちにはそれ らの問題 を解決 した り、取 り除 いた り、癒 した りす る力
など何一つあ りません。 もしそうであれば、それは傲慢 とい うもので しょう。 ただ、
ここにい らっしゃる間 のわずかな ら心のあ くび」を提供 で きればと思 うだけです。
あ くびとかおな らは不思議 とその瞬間、緊張感 を払 い去 り、不用な力を取 り除 いて
くれ ます。 あぶ らむの宿 も、重 い現実を背負 って 日々生 きる人にと って、心 のあ くび
がで きる、そのよ うな安 らぎの場 であ りた いと強 く願 っています。
この冬 に出会 った 「
旅人」 につ いて書 いている私 に、 1つ の書びが舞込 んで きま し
た。一つ は私を今 日まで教え、導 き、支えて ドさった沖縄 の 「
愛 楽園J(国 立 ハ ンセ
ン病療養所)の 人 々19名が、 6月 11日このあぶ らむの里を訪ねて ドきるということで
す。中には[1足義足 の方 もい らっ しゃるとの こと、 よ くぞおいで ドさることと感謝 の
気持 て 一杯です。「あ8・らむの宿 の完成祝 もあるので、 サ ンシン (1味 線 )も も って
じヽ
使 い、 この宿 に沖縄 のサ ンシンが響 き渡 った らどのような音
行 きま しょうね」 との′
lrになるのか、想像す るだけで ゾクゾクします。私 たちが最 も尊敬す る人生のよき旅
人たちをお迎え出来 ること、あぶ らむ として大 きな喜びで一杯です。
もう一 つ は、旅人 の何 たるかを教えて くれた鈴木芳 子さんです。 いつ もあぶ らむに
多 くの支援を寄 せて 下さり、宿で は人一倍元気 には じゃ ぐ彼女 です。 ・陽気 な人 'と
しか思 っていなか った私 は、彼女 の手記を目に した時、ハ ンマーでな ぐりつ け られた
ような気持 ちで した。彼女 にお願 い して、その手記 を この通信 に掲載 させて もらいま
した。 1人
よき旅人」 としての彼女を、味わ って いただ けた らと思 い ます。
̀Lの
って恐縮ですが、 この四月より、あぶ らむの会 の法人化を目指 し、
さて、米筆にな
社員」 (会員)づ くりです。
具体的準備 を開始 いた しま した。 その第一 の仕事 は 「
これ まであぶ らむの会を支えて下 さいま した皆様方 におかれま しては、 どうぞ今後
とも 「会員Jと して、末永 くお支え 下さいますよ う、心か らお願 い申 し上げます。
あぶ らむの里 も心 はずむ季節を迎 えま した。 どうぞお出かけ ドさいませ。
皆様 のおいでをお待ちいた してお ります。
1992年5月 18日
あぶ らむの会
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代表

大郷

博

あ ぶ らむ の 新 しい 仲 間 た ち
古 屋 正 吉 くん
名前 古屋正吉15才。 S52125生 まれ。現住所 東京都中野。特技 ドッチボール、
バ トミン トン、卓球 など■に球技。趣味 たまに走 るマ ラツン、寝 る事、 スポー ツ、
太陽 の子J「 兎 の眼Jな ど
乗 り物 に乗 る事 など色 々。好 きな本 灰谷健次良 さんの 「
¨
¨
がある。好 きな食べ物 カ レーライス
嫌 いな食 べ物 パセ リ、セロ リなどがある。
好 きな女性 の タイプ や さ しい、思 いや りがあ る、普通 で少 し jlるい。好 きな動物
Чの時。 ……動機 H3の
大。好 きな映画 二十ツ
夏 に、あぶ らむの町1を知 りま した。
とて もはのぼのと していていい感 じで した。 10月の初め ごろ、僕 は一足 ヽ4くに、高校
の受験 を しま した。11形 にあるキ リス ト教独立学園 と言 う所 を受 けま した。試験科 ‖
は、 3科 日で、数、国、英 の 3つ て した。 テ ス トの方 も、 まあまあ と:￨う感 じだ った
し、面接 も、思 ったよ り緊張 しないて いい感 じに汁1来ましたので、人丈人だろうと思 っ
ていま したが、結果 は残念 なが ら桜が散 って しまいま した。 H月 に も桜がちりました。
あぶ らむに来 よ うと思 ったのが、 2月 の末 ごろで した。 もともと勉強が好 きじゃない
僕 は、 もう一度、 自分 にあ つた道を考えよ うと思￨、 あぶ らむの方々に、おtt話になっ
てみよ うと決意 しま した。 あぶ らむな ら、 きっと自分 にあ つた道 をみつ ける事が出来
るなと思 ったか らです。今 は、 土や木を使 う事が多 いので、将来、農業、木 ■、大 li
などや りたいなあと思 っています。 よろ しくお願 い致 します。終 り。
富 田 桂 さん
大郷先生 の暖か いまなぎ しや、育 さんの明 るい笑 い声に包 まれて、毎 日楽 しく過 ご
させ いただいてい ます。昨年、大学 のフ ィリピンキ ャンプに申 し込 んだことが大郷一
家を知 るきっか けとなりま した。 キャンプが中 止にな った夏休 みの終 り、8、らりと出
かけたのが噂 に きいていたあぶ らむの里だ ったのです。 その時 にはまさか半年後 か ら
そ こで生活す ることになろ うとは夢に も思 ってはいませんで した。
それまで大郷先生を直接知 ることはなか ったわけですが、先′
￨を よ くご存知 の方 々
とお話す る機会 には恵 まれていま した。 その方 々の人柄や志向性がなん とな く好 きで
した。 そ して実際 にあぶ らむの里を訪 れて感 じた雰囲気 と、ある方の 「人 と接すると
はどうい うことか、先生 のところで見て くるの もお もしろいか もね」 という言葉 は、
あぶ らむの里でお世話 になることを決あ る上で非常 に大 きか ったよ うに思 います。
「
南北問題 はなぜいつにな って も解決 しないのJと い う幼 いLltからの一 つの素朴 な
問 いは、世の中の仕組 を知 りた いとい う欲求 にな りま した。在学中、山登 りだ スキー
だと遊 び歩 く一方 で、 自分 に しつくりくる視点 を求 めて講義を受 け、本をめ くってお
りま した。結局、「どう生 きるか」「
何 が大切か」 とい う足元 の、 自分 自身 の問題 にな
らぎるを得 ません。今 の私 は、 自分の持 って生 まれた分 だ けで いいか ら体 の奥底 の何
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か 、感受性 の源 を耕 したい とl l l lて
っい ます。悲 し
パ
コ
いか な無 芸人食 とい う ト かぴ った りの私です。
東京 に送 り返 され ないよ うl l 張りた いです。 この
よ うな機会 に恵 まれた ことを感謝 してお ります。
ど うぞ よろ しくお願 い します。

大 野正 雄 さん
日本青年本( 「
協会から1 年1 1 ボランテ ィアとし
の
て ￨ あぶらむ 1 l J てお‖
1 話になります人野 「雄

二人の働 き人
左 より 大野 古屋

宮田

です。￨1身地 は 1陰の島根県 ・松71市です。 こち らへ 来る前は、実家 の 方で家業 の 子
伝 いを していま した。私はここに来よ うと思 っていたのではな く、1年 「
リボランテ ィ
アの'1'務
の方 で 「あぶ らむの1!」を決定 されま した。 その1寺
の私 の活動先希望 は人
Iサ
らの711絲
にす ぐOK
阪 の淀川 キ リス ト教病院 のホ スビスて した。 2月 中イ
リの 11務1,,か
を出 したのは、ここの紹介 文を洸んでです。「転 んだ ら起 きるJ、「やかて r分 で r分
の魂 を ,11舌
して行 く」
。 この紹 介文にひきつ け られま した。私 は以 11、東 南アジア、 イ
ン ド●ネパール等を旅 したり ありま した。 その時 の各地で見た アジアの人 々。 そ し
てその姿を通 して今の 本 の'が
現状を深 く考えさせ られ ま した。物質的にはほぼ‖1界 ―
とilっていいllの 1本。 しか し、 その 劇で生 きて い る我 々 は本 当に ヽ
「せなのだろうか。
あの時 のアジアの人 々の実顔。 人41をよろこび、楽 しむ り1を知 っている。 その顔か
ら多 くの '1'を
学 び、感 じま した。 そ して旅 の後 自分 と向 き合 う'卜
をおぼえ、初 めて 「l
分を嶋 りま した。 その中で '「1分の魂 は「分 で ￨と思 うよ うになりま した。 そ して こ
のIIの あぶ らむの1!￨で す。 なにか運命的 な ものを感 じて います。 この 角」llで私
にで きる llがとれliあるのかまった くわか りません。米熟 な私ですが、一′
「懸命がん
は ります のでよろ しくおねがいいた します。
一
︱ ︱

―

―

￢

住 職 さ ん か らの ク リス マ ス ・プ レゼ ン ト
ク リスマ スシー ズン、あぶ らむでは イエ ス ・キ リス トの誕 ′
￨:瀬
Iを演 じます。 「僕 に も配
役を

上、 丁光 十イ
ト職 の 人同 さんか らの リクエ ス トがあ ったので、 人閲 さん には 「ベ ロデ

「 を演 して も らいま した。
「人郷 さん、 ところで ヘ ロデ Eっ て どん な人 ですか、偉 い J:様な のですかJ、「ハ アー、
中 書によ )ま￨と 幼児 1千人以 Lを 殺 した とい うことで、 どうも大思 人 の よ うに 吉かれて
い ま ■ヨ̲,「 そ うですか、僕 は思役 ですかJ。大口 さんの ベ ロデ し、 なか なか 迫 力 が あ つ
ま した.
そん な人回 さんか らあぶ らむへ、大 きな ク リスマ ス ・プ レゼ ン トを い ただ きま した。

︱

「あぶ らむのりJと 名前入 りの ジープで した。 本 ｀4にあ りが と うごさい ま した。 と ころで

Ｉ

L̲̲̲̲̲―

―

―

―

―

一

一
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―

Ｊ

大回 さん、今年の ベ ロデ 「の役 よろ しくお園 い します。

生 き る こ と、 走 る こ と
―― 乳 ガ ンか ら再起 して一―

鈴

木

芳

子

死ぬ ことだけを考えて生 きた 5年 間
13年前、乳 ガ ンを自党 した時、正直言 って 「
安堵」 な気持 ちで した。 その 2年 前に
い
そのはかなさに
離婚 し、「
愛情Jの 意味を疑 、
絶望 し、 ただ生 きて いただ けの私 は、
そこで人生 に ビ リオ ドを打て ると思 ったのです。経済的に も行 き詰 ま っていま した。
そのため早 く楽 にな りたか ったのです。逃げ出 したか ったのです。
「で も、子供 たちはどうなるの ?私 一人を頼 っている子供 たち。誰 が r供 たちを育て
てゆ くの ?J一 方で湧 き上がるそんな,心の叫びに、私 は耳 を さぎました。
̀、
乳 ガ ン切除手術、入院 という事態 は、家計 をますます追 い詰 め ま した。
そ して私 は、手術 して もなお生 きてゆかねばな らない自分 をlJtい
、11きてゆ くこと
の 苛酷 さを この身体 と心 に しっか り受 け11めま した。 歯を食い しば って も食 い しばれ
ないものをこの身体 に受 け止め ま した。
それか ら、当然 の ことなが ら早Lガ ンが 「再発Jす ることを11提に11きる日々が始ま
りま した。 しか し再発す る前 に、 子供 たちを 自立 した人間に育て liげなければな らな
い……。一朝―夕に 「
形成 され るはず のないことをriも承知で、 しか
一個 の人間」力ゞ
しそれで も子供 たちを 自立 させ るため、私 は日々の生活 の中で,子も手をIHさず、遠 く
か ら見ているだけの親を、病弱 で何 もで きない親を演 したのです。
同時 に 自分 の身辺 の整理 に も心を配 り、 自然 に、 ごく自然 に友人たちか ら遠 ざか り
ま した。 自分が消え ることにな った時、悲 しむ人を一人で も少 な くしたか ったか らで
す。
そ して転職。 それか らの私 は、今 まで入院 して いたことは もちろん、 「乳 ガ ン」 と
いされ
いう言葉 も決 して￨」
に しませんで した。同情 された くな く、仕 ナ Lで も特
"1扱
た くなか ったか らです。
身長 160mの 身体 にバ ス ト90cm、ウエ ス ト65cm、 ヒップ
93ctとい うスタイルを堂 々と誇示 しま した。裸にな らない
のパ ス トの ドが 「パ ッ ド」 だなんて決 してわか
限 り、90c皿
らないことだ し、「パ ッドJを 入れ るのな ら、4ヽさい頃 か
ら憧 れていた 「
大 きいお っぱい」 に したか つたのです。奇
しくも、乳房 を失 ってか ら表而 だ けで も夢 に近 づいたわけ
です。
夕方、仕事を終えて家 に帰 ると、身 に着 けて いる衣服を
1秒 も早 く脱 ぎ捨てます。朝 は何で もない傷跡が、午後か
らは我慢 で きない痛 みとな って 「いい女Jを 演 している私
に襲 いかかるのです。夏、男性が ステテ コ姿で 「よ くぞ男
に生 まれけりJな んて涼 しげに して いる気持 ちが,さか ら理
解 で きます。
‑8‑

消え ることだけ考 えて生 きて きた 5年 間。 「不老会Jや 「アイバ ンク」 に連絡 を と
り、登録 しま した。私 が消えた後 の r供 たちの養育 ・教育費 は、私 の生命保険か効力
を発揮す るはずです。 この 5年 間の間lに、子供 たちは高校生 と中学生 にな りま した。
私が今消えて も大丈夫 と思え るほど、 た くま しく育 っています。何 もすることはあ り
ません。すべて計算通 りに運 ばれています。 で も、 ひとつだけ、計算外 の ことに気 づ
きま した。
一 私、 まだ生 きている。 もう何 もす ることがないのに、私、 まだ牛 きて い る。
自分のために時間を使 お う
きれ いさっぱ りして しま った 自分 の身辺。 この状態を き識 してつ くって きたはずな
のに、あまりの完壁 さに、 「
ヽして しまいました。
1分なか ら感′
亡
一時 は、 r分 な りに努力 して得 た洋裁やr・
付 けの技術を、一人で もいいか ら他 の人
に伝えて、 自分 の受 けた恩を一つで も￨け
の中 に返 してか ら消えたいと願 っていました。
が、 それ も時代遅れの技術であ ることをこの 6年 の‖
りに教 え られま した。今 の社会で
は、 一人で着物をriられな くぅて も、また洋1瞑
一枚縫 うことがで きな くって も、何 ら
不都合 は■ じないのです。 お金がすべてを解決 して くれ るのです。
だか ら、 「1分のため に時間を使お う。 「分 のために残 された時間を精一杯′
￨き てみ
ヽしま した。
よ う。 そ う決′
こ
1130分 の ランニ ングタイムが lヵ 月後 に 1時 間、1年 後には 1時 間30分になりま
した。
1984年■月。伊吹￨￨￨ジョギ ング大会10キロの部。初 めての大会参加 というのに、私
は、伊吹山の地形をま った く知 らず、 コー スを見て驚 きま した。 それまで平
堤防
liの道路 しか経験 したことのない私 の足です。 自分の無知が情 けな くな りま"tな
した。山
をかけ登 ってい った ランナーたちを 「人間 じゃない、人間 の足 じゃない ′Jと 心 のな
かで繰 り返 しなが ら、lll lつ
ゴールにFlか って滋賀 と岐 阜の県境をただひたす ら歩 き
ま した。
大会関係者 の方 々に は迷惑をかけて しまいま したが、 この時、非常 に多 くのことを
教 え られ、参加 して本当によか ったと思 いま した。人勢 の人たちが 「健康Jに 日を向
け、楽 しんで走 っている。走 っている人たちが個 々の走友会をつ くり、それ らの人に
向けて月口!誌が発行 されている…… 。
大会への参加は徐 々に増えま したが、 自分の まわ りに 「
友Jを 臓 くことに はまだ抵
抗があ りま した。 しば らくは自分 の殻か ら抜 け口1すことがで きず、「
淋 しいランナーJ
い
が続 ていま した。
その うち、大会 に参加す るたびに出会 う女性 たちに心を許すよ うになり、 自然 に会
話 に加わるよ うにな りま した。現在 はかつてないほどの走友 に囲 まれ、 また全国にい
る走友 たちは、 それぞれに私 の生活に潤 いを もた らして くれ ます。
欲 を捨てて健康 ランニ ングヘ
「
走 りJの 中 に 「
欲J力 ゞ
見え始 めたの と、走友がで き始 めたの と同時 で はなか った
‑9‑

か と思 います。私 の中の 「
負 けず嫌 いJが 強 く作用 し始 めたの
です。
1989年4月 、浜名湖 1周 52キ ロの ウル トラマ ラツンに参加、
日標を 4時 間半にセ ッ トしま した。39■ 口のエイ ドステーショ
ンまで計算通 りです。予定通 りの ゴールを疑 いませんで した。
が、40キ ロ過 ぎて胸 の傷 口が動 き始めたのです。
一 乳 ガ ンを忘れたのか/こ の傷 口を忘れていい気 になるん じゃ
ない/
確 かに、傷 日がそう言 ったよ うに思えま した。
残 りの12キロは、欲を出 した醜 さ、愚か さへの反省 の 2時 間
になりま した。
その後、傷 日の痛 みは消 えず、 もう走れないと思 いなが らも毎 日の ラ ンニ ング10キ
ロは続 けていたのです。 しか し、やがて仕 事に も支障が出始 め ま した。完全 にノック
アウ ト。無理をす るのはやめよ う、走 ってはいけないんだ……。
鉛 のかたまりが傷 口にはりついたような、 重く、苦 しい、淋 しい日々が続 きました。
走れない、走 れない……/
そ して、ついに最後 の ランニ ングと決 めて、今まで走 ってきた 番長 いコースをゆっ
です。
くりと走 り始 めま した。公園 を抜 け、18キ ロほど走 った1キ
一―う―ん、まさか ?大 きく息が吸え る/平 常呼吸 がで きる ′傷 も痛 くない/
飛 びま した。 この身体 が大 きく浮 きま した。 そ うです、飛んだのです。鉛 のかたま
りが落 ちたのです。家 までの 5キ ロが大国 へ続 いているよ うに思えま した。
ゆ っくり、長 く走 り、走 っている時を十分楽 しもう。私 の健康 ランニ ングの始 まり
です。乳 ガ ンの傷跡 も私 の一部。 それがよ うや くわか りま した。 そ して、 ランニ ング
を始 めた時 の 自分、 つ まり初心 に返 ることがで きたのです。走 り初 めて 4年 、遠回 り
を しま した。
苦 い思 いを したあの浜名湖 1周 52キ ロの ウル トラマ ラツンも、健康 ランニ ングに切
り替えた 1年 後 には、楽 しみなが ら楽 に ゴールで きま した。 サ ロマ湖 100キ ロマ ラツ
ンも、 ゴール した くなt、 もっと走 りたいという気持 ちで■時間 の走 りを楽 しみま し
た。
参加 した大会で印象に残 っているものに、諏訪湖 1周 マ ラツン (167キ ロ)が あ り
ます。
1989年9月 、第 1回 大会で、 もの珍 しさも手伝 ってか、 コースの沿道 は人でいっぱい
です。最初、 まわ りの人につ られて走 って しまい、途中で は抜 きを したいと思 ったの
ですが、沿道 の声援 が途切 れ ることな く続 くものですか ら、 ゴールまでがんば って し
まいま した。結果は、年代別で36位です。
ゴール後、地元企業 の協賛 で参加者 に抽選 でプ レゼ ン トがあるというので、 くじ運、
男運 に見放 されて いる私で も、かすか な期待 を抱 いて待 っていま した。 いよいよ 目玉
商品 のホノルルマ ラツン招待 の抽選が始 ま りま した。男性 の方 は、二度 もくじを引 き
直 し、三度 日の正 直で当選者 が決 まりま した。 では、女性 はどんな人が幸運 を引 き当
―‑10‑

てるのだろうか と、舞台がよ く見える位置に移動 した時です。 ゲ ス トの伊藤国光 さん
が引 き当てたゼ ッケ ンは、 なん と私 の もので した。思わず、飛び上が って喜んで しま
いま した。
生 きるために生 きる
諏訪湖 マ ラツ ンの 1週 間後、長男の卒業式 があ りま した。商船専門学校 のため、卒
業式 は 9月 に行われ るのです。前 日、息子 と二人で鳥羽港 の見える山間 のホテルに宿
を取 りま した。入学式以来で した。 あれか ら5年 半 の月 日が流れたのです。
一 母 さんのガ ンが再発 した ら、その時 は学校 あきらめて一 人で生 きる道 を探 してよ。
母さんを恨 まないてね。
早朝、 ホテルの周囲を走 っていると、息 rが 入学 した時 の ことが思 い出され、捩 が
止 まりませんで した。
卒業式当日、 この息子は、何 もで きなか った母親 に大 きなプ レゼ ントをくれました。
船舶最優秀賞 (1年 間の航海実習の結果、最優秀者 に贈 られ る)を 授与 されたのです。
涙線 がゆるみ っばな しの一 日で した。
今、私、気 づ きま した。 スー ッにハ イ ヒールで一生懸命 「いい女」を演 じていた私
はいつの間 にかいな くな り、代わ りに ジーバ ンにランニ ング シューズで過 ごしている
自分 に気 づいたのです。仕事上 で も、外見だけの 「いい女Jは 必要なくなったのです。
スタイル もパ ス ト90mは もうやめま した。胸 パ ッ トも時 々置 き忘れ るようにな りま し
た。飾 る必要の ない、肩 ひ じ張 って生 きる必要 のない生活を手 に入れたのです。
大会参加のたびにいただ くゼ ッケ ンも、昔 とった杵 づか とや らで ウエアや ズボ ンに
仕 Lげ ま した。 ビニール製 のゼ ッケ ンはスボーツパ ッグにと、捨 て るものは何一つ あ
りません。
日本史の大好 きな私 は、 日本全国 どこへ でかけて も、その時代 と、 その時生 きて い
た人 たちの息吹を感 じることがで きます。幸 いなことに、大会 は至るところで開催 さ
れているので、 子供 たちが二人 とも社会人 になった今、 日本史を もっと勉強 して 日本
史 とラ ンニ ングの旅を合わせて、全国 の大会 に参加 してみたいと思 っています。大 き
な夢です。
人間、「
何 のために生 きるのか」 ではな く 「
生 きる」 ことがす べ てであ ること も、
ヽ １ ／
／
ヽ
マ

最近 よ うや く感 じとった ことで した。
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日頃、 あぶ らむの電建設募金"に ご協力 いただ きあ りがとうごさいます。
昨年 11月に発行 したあぶ らむ通信 11号で、公益社団法人取得へ向け、当面 「
権利 な
き法人Jと して新 たな体制で出発する旨のお知 らせを して以来、何 の ご連絡 もせず誠
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に申 し訳あ りませんで した。今回、漸 く、会員登録 のお願 いのパ ンフ レッ トが完成 し
ま したので、同封 させていただ きま した。詳細 はパ ンフ レッ トをお読みいただ きた い
と思 い ますが、一人で も多 くの方 々が、あぶ らむの会の活動 に加わ って下 さり、十台
の しっか りした幅広 い活動 を行 ってい きたいと心 よ り願 ってお りますのでよろ しくお
願 いいた します。
会員 の方 々による設立総会 は秋 に予定 していますが、実質的には、「
権利 なき法人J
として活動 を開始す ることに しま した。 これ までは、募金およびあぶ らむ債 の募集 は
あぶ らむの会後援会が窓 口とな って きま した。 これか らは、あぶ らむの会が、会費 お
よび募金 の窓 口とな ります。 したが って、振 り込 み口座 も変更にな ります ので、 お間
違 えのないようお願 いいた します。新 しい口座 は次 のとお りです。会員登録 と並行 し
て1992年度分 の会費 の徴収 も開始 したいと存 じますのでよろ しくお願 いいた します。
あぶ らむの会
郵便振替 名古屋 0‑ 88065
なお、あぶ らむの会後援会 で募集 しま した募金およびあぶ らむ債 の後援会口座 の残
金 はすべてあぶ らむの会 に移す ことに しま した。 また、 あぶ らむ債の返還 に関 しては、
あぶ らむの会 およびあぶ らむの会後援会が責任を もって行 います。
新 しい 3人 の仲間を迎え、 スタッフハ ウスの建設 も始 まりま した。本当に遅 々 と し
た歩みではあ りますが、確実 に大地 に根 をおろ し、初期 の 目的 に向かい進 んでお りま
すので、今後共一層 の ご協力 とご理解 を賜 りた く、 よろ しくお願 いいた します。
5月 20日現在 の募金 な らびにあぶ らむ債の中 し込み総額 は以 下の とお りです。
募金申 し込み総額 37,733,703円
あぶ らむ債
24.600,000円
05月 20日現在 のあぶ らむ債申 し込 み者 (1瞬
不同、敬称略)
― 鈴木隆幸 鈴木逸人 竹内rti
清水幸平 河野裕道 ・ネL子 ‖
にて)
05月 20日現在 の募金申 し込 み"1秀
者 (順不同 ・敬称略 5月 20日以降の方は次 :よ
水戸部賀津 子 下口1英一 ・山香 江田宜子 宮川あつみ 沢lntt r 中村′
1 槽谷珠子 広瀬
喬 島日晴 F 佐口哲 飯田麻子 滝沢助蔵 北川剛 ・麻理 子 筒丼啓 r 橋本絶子 賛間美
帆 木凹献― 吉日1修 瀬
沼尾紀勝 小野宏 本Jlリ ン 近藤真
佐藤絣 ― 高橋
秀夫 後藤ソ
t彰 岸元忠義'Htt
・静江F 瀬堀信一 阿久津富人 奮野和 r 東埠
̀己子 池ロー 徳 リ
チ ャー ド・メ リッ ト 米lllttFL 安藤希代絵 河崎直 ,1岡 邦英 比嘉良 , 百々洋子 長江
弘 木村敦 r 近美 子 松本信代 菊澤満喜子 萩原久 子 ′i塚′
ヽr 高柳美― 東京聖 テモ
テ教会奉Ft会 松戸集会伝道所 新倉俊吾 。久乃 本井雄次 嗜 1弘 ri丼 幸子 に口敏明
析 りの家教会 寺西裕子 磯貝澄美 子 桜チ
ト真弓 熊谷―綱 関正勝 宗像千代子 久保 田彰
松岡和夫 川合武明 菊地栄 二 松居勲 竹lu純郎 岡0正 r 高橋光江 ・富美江 木村晃
Π
男 岩間光雄 畑井正晴 佐 々木紀久江 秋野京 r 力
納厚 ・美津 F 神子沢新八郎 太 日喜
元 武井秀雄 名古屋学院大学宗教部 鈴木博士 木村清― 渡辺 幸 猿日長春 梶原恵 理 チ
宮口昌彦 ・美子 立教高校学友会 む らさき草の会 鏑木静 神戸紀 子 W・ F・ ハ ナ マ ン
1宮ノブ 石丼秀夫 イコ1員安 人合明 子 遠藤祐輔 ・栄
田坂昭範 安斎勇夫 味岡敏江 「
子 島谷晴朗 堀江武 上井豊技 成井恵 財満研 二郎 ・Hl美子 形部賢 森田 トミ 長谷川
牧 子 丼原洋子 吉本孝美 ・美代 古本正 ・喜美 子 京都復活教会 ‖田益男 石井正郎 。光
子 森川清一 三原達也 森本光′
1 藤倉待 F 官城 タケ 知念 ハル 神島洋 ■ 扇数弘 r
徳田その 大城つ る 深川愛隣学国友愛奉イ
「団 太平真生 斉藤孝 赤井充也 中屋源兵衛
清水幸平 町野紘 沢日耕作 鈴木芳子 中村紀代男 小原孝子 谷ri二 ・孝子 谷信治 占
沢 タイ竹田真 堀内昭 富山マ リア教会婦人会 山崎玲 子 矢沢栄子 喜多計世 人畑邦男
・洋子 藤本隆他友人 糸数宝書 ・敦子 官田靖匡 波多野春子 立教女学院 松島理恵 マ
ツ ウ ラノ ブオ
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