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完成間近 の 「諸魂庵J
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流 れ る小
今年 は長 い長 い夏 で した。四ケ月 の雨な しで、敷地lllを
￨￨もす っか り十 し iがり、 おかげでその水を不可
サ
用 して養 って いたヤ
マメ も全滅 して しまいま した。大変 な夏 で した。 あぶ らむ通信 お手
の皆様 には、 お元気でお過 ごしの ことと思 います。
台風26号の影響で久 しぶ りの人雨 とな りま した。晴耕雨読 の身体
とな って しま った私 です。事務局 か ら通イ
言の原稿 の催促 が毎 日のように来るのですが、
雨 が降 らないと気持 ちか しっとりとせず、仲 々り1の前 に座れないのです。 この夏 の人
気 で皆様 に ご無沙汰 して いる間 に もう秋 とな り、稲 の刈 り入れの季節 とな って しまい
ま した。「時 のたつのは何 と早 いので しょう !Jと い う、今や定番 とな って しま った
枕詞 しかでて きません。 それ とも地球 の 自転 が 1くな ったので しょうか。 とにか く矢
の如 じです。
今年 の稲作指数 は107と、一転 して大曹作 とのことです。確 か に昨年 と比 べ れは よ
く実 っています。「日照 り続 きに不作な しJと い う諺があ るそ うですか 、作物 には水
より太陽 なのです。 しか し、山す そを拓 いてのあぶ らむ の口R I陰 とな り陽当た りの
悪 いところは今年 も実 ってはいませんで した。水 よ りも肥料 よりも、太陽 の意みの人
切 さを思 い知 らされます。 きつと、人間 の成長 も同 じなので しょうね。
お米 の話 のついでですが、米不足騒動 のさなか、 どこかの公園 に タイ米が捨 て られ
てあった というニ ュー スに接 し、 どうしよ うもない悲 しさと怒 りのよ うな ものが こみ
あげて きま した。 タイ米 はまず いといわれますが、 タイで食 べ ると、 こんなに うまい
米が この世にあ ったのか と驚 きます。旅先で口に したおい しい地酒、 こんなに うまい
ものな ら一本みやげにと、家 に帰 って飲 んで もあの旅先 での感動 はうまれません。食
べ もの とは、 その生 まれ育 った土地か ら離れたその瞬間 に、深 いところにある生命力
が失 われるもの と私 は思 います。 自分 の日畑か ら収穫 した ものが一番 うまいの は、 そ
んな理 由か らで はないで しょうか。
お金 さえあれば世界中の食物 が自由に手 にで きる、そんな今の時代、良 い時代 とい
え るのか どうか、私 にはよ くわか りません。 日本 の米買付 けによ り、米 の値段 が 上が
tl
り庶民 は苦 しんで いる、 とタイ在住 の友人 よ り便 りがあ りま した。 それほどまでに
囲 に迷惑 をか けて手に した米 を、「まず いJの 一言 で捨 て るなんて、生 命 に必 要 な食
物をお金 で安易 に買 えるとい う時代 は、人間 の心 を貧 しくすることはあれ、決 して豊
かな ものには しな いで しょう。心 の成長 に必要 な 「
感謝Jと い うことは、 「日々の糧
を今 日も与 えたまえJと い う切実な祈 りと、それを今 日も一 日子にす ることので きた
喜 びの中か ら生 まれて くるものなので はないで しょうか。食物が安直にお金で処理 さ
れ、今 日も一 日食べ れることへの感謝 を忘れた民 か らは、真 の文化 は育 たないと思 い
ます。 そのよ うな意味で、水不足 に悩 んだ地域 の人 々 には申 し訳 ないのですが、今夏
の水飢饉 は、 まず いといって米 を捨て るよ うな私たち日本人 には、天か らの最大 の恵
みだ ったのか もしれません。
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今年 は梅雨 もな く四ケ月間 ほど一滴 の雨 も降 らなか ったおかげで、 この春 にスター
トした黙想 の家 「
諸魂庵Jの 建築 ははかどり、 もう7割 方出来上 が りま した。 ここま
で くれば一気 に仕上 げたいような衝動 にか りたて られ るのですが、資金不足等 の問題
もさることなが ら、何 よ りも建て るとい う行為 の一つ一つに祈 りを こめてっ くって行
きた く思 うか ら、残 りは この冬仕事 に。明春 にはす っか りとで きあが っていることで
しょう。 その 日が今 か ら楽 しみです。 あぶ らむの里の中心である宿 が完成 した時 も嬉
しか ったですが、今度 の諸魂庵 は又、別 の意味で嬉 しく思 います。 なぜな ら、諸魂庵
建設 は、 ここまで歩 んで これた ことへの、私 たちの精一杯 の感謝 の気持ちだか らです。
宿建築中の90年 7月 29日、私 は大 工 さん達 と一緒 にな って、屋根 のたる木打 ちを し
ていま した。 お昼 のポーが鳴 り、 これ一本打 って終 りとい う時、私 は誤 って屋根 よ り
落 ちて しまいま した。 その時 の体験 は、忘れることので きない ものです。 それ は暗黒
の宇宙 に大 きな渦が まいてお り、あおむけにな った 自分 の身体がその渦 の中 に静 かに
まき込 まれて行 くのです。 しか し不思議 な ことに、 もう 一人 の 自分 がどこか高 いとこ
ろで、 そのゆ っ くりと回転 しなか ら暗 く深 い渦 の底 にまき込 まれて行 く自分 を見てい
るのです。「あ ぁ、あの渦 の底 が死 の世界 なのだな ぁ―」 と、 もう一 人 の 自分 は他人
ごとのよ うにつぶや きなが ら見ているので した。私 の身体 がその渦 の底 に入 った時、
私 の身体 は強 く地面 にたた きつ け られま した。全身が一瞬に して熱 くな り、 自昼夢か
らさめ現実 に もどるや いなや、す ぐに意識が薄れて行 きま した。 それはまるで遠近画
法 の絵 のよ うで、 ものす ごい勢 いで点 になって行 きま した。 その時 また、 もう一人 の
自分 が、死 にむか って意識が薄れて行 く、 そんな自分 にむか って大 きな大 きな声を発
しま した。す るとどうで しょう、点 になろ うと していた自分 の意識が激 しい勢 いで逆
もと りし、画面一杯 にまで もど って くるのです。 その時 に私 は始 めて、上気 にもど ぅ
たので した。正気 に もど った私を待 っていたの は呼吸困難、苦 しくて苦 しくて最初 の
―息が吸えないのです。 七転八倒 の末 にや っとで きた
一息、私 の短 い間の死生旅行が終 わ ったので した。結
果 と して肋骨二本骨折ですんだのですが、 それ は奇跡
だ ったと思 います。 その 日の前 日、電線 の地下理設 の
ために掘 りHlした頭大 の石 の上 に、私 の身体 が落 ちた
ので した。 もう3〜 4mず れておれば背骨、何 もなけ
れば頭 か腰 が先 に落 ち、 いずれに して も大ケガをす る
所 で した。
病院 にかつ ぎ込 まれてか ら二 日日、私 は恐 る恐 る足
の親指 を動 か してみま した。 しっか りと動 きま した。
嬉 しくて涙がでま した。人事 に至 らなか くてよか った
とい う思 いと共 に、 自分 は 「
守 られていた ￨と い う思
いで一杯 にな りま した。 あぶ らむの里づ くりを始 めて
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8年 日、 その間、多 くの不思議 な出来事 の連続で一杯 で した。 それらのことを思 うと、
に在 る者 だけで はな く、 この世 の働 きを終えて逝 って しま った人 々 まで
今 こうしてL●
が、私 たちを見守 って くれているのだと、私 はそ う思わず にはい られませんで した。
そ うでなければ、 この間の様 々の不思議 の説明がつかないのです。
「
私 は我が祖国 の 巨に輝 きいず る暁を見ずに死 ぬ。暁 を見 ることので きる諸君、 君
たちはそれを喜 び迎 えなさい。 しか し、間の間 に斃れた人 々のことを決 して忘れるな IJ
これ はフィリピンの英雄 ホセ ・リサ ールの 言葉 です。 100年はど前、 祖国 が スペ イ ン
の支配 か ら解 き放 され る直前 に、彼 は処刑 されたのです。その彼が、 その著書 「ノ リ
メ ・タ ンゲ レJ(私 に触 れるなの意)の 中で、 このように云 い残 して い ったので す。
一人静かに振 りかえ ってみ ますに、 人 の人の喜 びの背後 にどれだけ多 くの人 々の
苦 しみがあるか、 一つのJlの後 にどれだけ多 くの死 があるのかを、思 い知 らされます。
一度 アジアの地 を旅すれば、 日々の糧 さえ日にす ることの出来な い多 くの人 々の現実
と汁1会い、腹一杯 「1にすることの出来 る世界に身を置 く者 として、多 くの葛藤 にさい
アつ
なまれます。食 べれ るということは、食べれないとい う現実があ って始 めて成 りヽ
という、 この 単純 な,実 に気づか され るのです。 そ こか らは、1
分 にII々の粘1を
′
にす ることので きる者 と して、あなたはど う ￨き るのか と、静かなか らもeltく
問 われ
るのです。
また、私個人をと ってみて も、実 に多 くの学 びを、多 くの人 々に教 え られて きま し
られた方々
た。 しか し、それ らの人々は もうこの 世にはいません。あぶ らむのHlを.lJね
が、 ど うして このよ うな ことがで きたのか と訊ね られ ます。私 は
ます、私には強
^え
い味方 があるか ら、 と。
あぶ らむの 日標 である 「人生 の良 き旅人づ くり」
、 よき旅 人に求 め られ るtL力 の一
つに、「
転 んだ ら起 きる」 とい う世界があ ります。 これは71縄の ライ 菫σ)オ バ ー さん
に教え られた ことです。 サイパ ン鳥での激 しい戦闘 にまき込 まれ多 くを失い、 その i
になお病気、数 え きれないrlの人生 の重荷を背負 いつつ もなお、「長 い人生、 山坂 あ
るよ。転 ぶ こともあるよ。 で もね、転 ぶ ことを恐れて はだめですよ。転 んだ ら起 きあ
が りなさいよ。」 その人 は、 その一言 を 自分 の もの とす るために、 あ の 山 ほどの苦悩
を背負 って こられたのだ と思 いま した。「
転 んだ ら起 きるJ、 この 言葉が私 の中 に根 づ
いていなか った ら、私 にはこの里づ くりはで きなか ったで しょう。 このよ うに、私 の
心 の中 には、 これまで出会 った人 々か らいただいた珠Tの 言葉が満 ちています。 それ
が私 のエ ネルギー源であ り、私 にとって最 も強 い味方 であると思 っています。
そのような意味で は、死 せ る人 々に応え るよ うな自分 の人生であ りたいと願 ってい
ます。
このよ うな理 由で、黙想 の家 「
諸魂庵Jづ くりは、私 たちの感謝 の表現 です。 あぶ
らむの会 を発足 して 8年 余、 やがて記念 の10周年を迎 えようとしています。 その記念
事業 の意味にお いて も、諸魂庵 を心 を こめて建 て上 げようと願 っています。
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末筆 にな りま したが諸魂庵建設 のため、 これまで ご
協力下 さいま した方 々に、心 よ りお礼申 し上 げます。
尚、皆様方 による今 しば らくの ご協力が必要 な状態
です。 ご支援 いただ ければ辛 いに思 います。
秋 が来 れば冬 の準備 に追われ ます。 あぶ らむの里は
これか らが,心
安 まる時、皆様 のおいでをお待 ち中 し上
げてお ります。
時節柄、 ご自愛 ドさいませ。
あぶ らむの会代表
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黙想会 レポー ト》
《
(黙 想会説Illl文
〕
黙想会Jが ,Fわれま した。高
的年 に続 き、今年 も9月 23日か ら2泊 3日 の 日程で 「
校 1年 十か ら50才代の方 まで の計20名の参加者 が、塩沢賢― 先生指導 の ヨカや、 あぶ
らむの 自然を聴 く時を持 ちま した。次 に掲 げるの は、

人の参加イ の声です。

黙想会 に参加 した高校 一年生 の須藤祐美子 さんの感想文 をお届 け します。

「
声な き声 を聴 く」 に参 加 して
須

藤

祐美子

温か く包み こんで くれ る山、見守 り続 けて くれる川、そ して生 き生 きと楽 しく生 き
ている電の人々。 そんなめ ぐまれた場 にいた 2泊 3日 は本 当に幸せで した。何 を して
もなかなか うま く行 かず い きう ま っていた私 に、大 きな人 きな安 らぎを与えて くれま
した。 そ して本当の幸せ、豊 かさを再確認 させて くれま した。 け してお金持 ちや物持
ちが幸せなので はな くて、本当の幸 せ とは、 ほんの ささいな小 さな幸せ も大 きな幸せ
と して感 じられ ことや、一 緒 に喜べ る仲間がいることだ と思 う。 人は苦 しさを感 じた
つ も助
な ら幸せは人一倍感 じられ ると思 う。 そ して人 は一人では上 きて いけない。 ￨ヽ
け合 って一緒 に生 きて い く仲間が必要 だ と思 う。重荷 があるときは半分 しょって くれ
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る友が必要 だ。 いずれは自分 で解決 しな くてはな らな いことだ けど、つかれた時 は半
分持 って もらって も良 いと思 う。 いつ も人 はおたがいに与 えた り与え られた りを して
いる。疲れた時 は荷物を少 な くして一緒 に考 えたり周 りか ら見守 った り…。 け っ して
一人 ではない。 い くら迷惑 をかけていると思 って もそれはもしか した ら相手にとつて
や りがいのあるうれ しいひとときなのだ。嫌 な人な ら一緒 にいない し、助 けた りせず
だんだん離 れてい く。 そ して本物 の友 は一緒 にいつ まで もいる。私 は病気を した時、
迷惑 かけるだけの私 なんていない方 が良 いので はないか と思 ったこと もありま した。
で も母親が何 も出来ない手 を焼 かせ る子 どもをいつて もめん どうみ るのと同 じように
1サ
親 に希望 や生 きがいを与えて いるのか も力￨れないと。 ただ、 その人が生 きて いるだ
けで本当に辛せになれ ることもあるのだか ら…。人 はや さしくされて いる時与 え られ
てばか りいるよ うに思え るが、実 は人 に も与えていることもあるのだな ぁと思 った。
役立 たずで も生 きて いるだ けで喜んで くれ る人 もいるんだな ぁと思 った ら、肩 の力 が
抜 けて、本当の意味で生 きることの大切 さ、素晴 らしさが感 じられた。 そ して神が ま
た私 にいろんな世 の中を見 て こいとい っているようで した。 人は自分、 自 らが体験 し
たり、今、 その場 にいないとわか らない もので、頭で分か っていて もなかなか実行 で
きない ものだ。私 も心か ら親切 に‖1来るまで、ず いぶん時間がかか りました。本当に
やさ しくで きるには、 自分 がた くさん のやさ しさにめ ぐまれた人に しか他人には与え
られない ものだと思 う。 自分で もっている もの意外 は他人 には'1えられないものだか
ら、無理 してやるや さ しさや、親切 はただの同情 でかえ って失礼 だと思 う。 ただ単 に
かわいそ うだなんて軽 々 しく言えない しもっと もっと深 い ものだ と思 う。 「
]ら体験 し
てつ らい ことだ と分 か るか ら人の気持 ちが分 か った り、や さ しく出来 るのだ と思 う。
私 は全然何 も出来な い し、弱 い しわが ままだけど、 まず 自分 を好 きになることだ と思
｀
う。 自分 の短所 と思 っていた場所 も好 きにな って しまえば良 いと思 う。中途 r端 では
な くて、 とことん追求 してそ こを良 い風 に使 えばいいと思 う。 自分を変えようとせず、
みIIIさ
なければ
あ りのままの、 そのままの 自分を好 きにな って、 そ こか ら第一歩をお、
な らないと思 う。人 にはちゃん と輝 くものや、場 があたえ られ るもので、 そこでなけ
れば本当の 自分 は見つか らないと思 う。例えば、馬が草原 を走 っている姿はとて も美
しいが、川を泳 いでいる姿 はあまり輝か しい ものではない。 やはリー 人一 人与え られ
た、輝 くべ き場 があるのだ。人 の まねを して もその人 らしくない し、同 じ人間 なんて
この世 に二人 も必要 ないはず。 みんな 一人一人 ちが うか ら、 この 世にいれる、 そ して
まね ごとなどを して も、つかれて いつ もたえ られない日々を送 ることになる。
私 はいつで も自分 に素直 に生 きたいと思 う。つかれたら休 めばいい し、やりた くなっ
た らやればいい しと思 う。背 のびせずかか とをおろせばいいと思 う。本当に生意気 な
ことばか りいって頭 で っか ちだけど、私 はすべてにおいて年齢 に関係 な く人間 として、
本物 の仲間 と して話 を しているつ もりです。 で も、 こんな素直 に率直 に言 え るのはこ
の齢 だか らで、大人 にな った らや っば りその人 にあ った話や時、 などを考 え言葉 を選
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んで話 さなければ、 ただのがん こな人 にな って しま うか も知 れない (笑)。 だか らあ
ん まり大人 にな りた くないな ぁと思 う (笑)。で も地道 にや って い きた い。 本 当 に素
晴 らしい人たちに出会 い大 きな発見を しま した。 これか らもいだいな人 たちと、 どん
どん話 を してみたいです。 なんで もそ こか らがは じまりだと思 う。会 って話 して生活
して…。 そ うゃ って本当の ことを知 って ゆ く…。
私 はけっしてチ ャクラは見えなか ったけど、 もっともっと大 切な日に見 えぬ太 くて
長 い きずなやわかち合 う心があ りあ りと見えたよ うな気が しま した。本当 に人 と会 う
とい うことは大 きなきっかけなんだな ぁと思 った。 そ してっ くづ く自分 はす ご く未熟
で小 さいと思 った。 で もそれ と同時 に私 は一人ではな いんだ と感 じ、私 の唯― の宝 も
のは今 まで会 った人達 だな ぁと強 く強 く思 った。
みな、 ああゃ ってふ るさとか ら旅立 ち、別 々の道 や生活 に くり出 してゆ く。そ して
今 まで通 りのたわいない生活 に もどってまた一歩一歩歩 いてゆ くのだ。 そ していっか
また、 なつか しい風 を感 じなが ら、 ふ るさとの十地や友をさが
しもとめあぶ らむに もど って くる。人 はみな行 きつ く場所 は同
じだと思 う。そ して静 けさと温か さを もとめて ここあぶ らむに
本当の幸せ、豊 か さとい うものをさが してまたた くさん充電 し
て もどってゆ くのだ と思 う。 だか らいつまで もあぶ らむの里は
かわ らない温か さを持 った心 の3、るさとでいては しいと思 った。
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シリーズ 今、現場か ら

― 本 ②鍼か ら覗 い た世 界
阿久津

富 男
朝 8時 30分、一杯 の コー ビーを飲み終 え、 まず 自分 の手足 に鍼 を打 つ ことか ら治療
室で の一 日が始 まります。手首 の脈を診なが ら自分 の体調 と脈を照 らし合わせ、 そ し
て穴 (ツボ)を 選 び鍼 を施 します。飲 み過 ぎた時 の脈、風邪気味 の時の脈、腹 を こわ
した時 の脈、寝不足 の時の脈、それぞれ微妙 に異 なっています。速 い脈、遅 い脈、太
い脈、細 い脈、硬 い脈、ふ にゃけた脈、浮 いた脈、沈んだ脈等その時 の健康状態 を表
わ しています。 そ して脈 は季節 に応 じて変化 して行 きます。何故 に鍼灸師が脈 を診 る
のか不思議 に思われるで しょう。
○古代中国の医学
今 か ら数千年前古代中国で体系化 された鍼灸 ・漢方薬 を中心 とす る医学 では、人体
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を 5臓 の働 きを中心に捉えました。御存知 の肝 ・心 ・1卑(今の膵)・
肺 ・腎の五つです。最近耳 にす ることの多 くな った気。身体 を循
環 し栄養 を供給 している血。身体 の60%を 占める水。 これ らを コ
ン トロール し、人体全ての構成部分 を機能 させ生命を維持す る中
心が 5臓 です。胃 ・大腸 ・小腸 ・lЦ・膀洸 と呼ばれ る腑 も五臓 の
統制 の もとで働 くのです。 この生命維持機構 に問題が41:じたのが
虫れま したが、診断方法
病気 です。泳 による診断については少 し角
つ にな ります。「
を大 きく分けると,Ч
見 るJ「聞 くJ「間 うJ「触れ る ￨で す。顔色 ・体
格 ・日の精気 ・舌の状態等 を見、声 の状態 ・臭 いを聞 き、病気 の成 り′ち ・健康状態
を問い、脈 ・腹等 に触 れ、その状態を診 る。 これ らを通 して病気 の原因、状態 を把握
し病気を とのよ うな方法で取 り除 くか と言う治療方法 を決め るのです。
鍼灸 の場合です と使用す る穴、 ドーゼが決 まり薬 の場合 です と、桑 の種類、 はが決
まります。
0人 体 の不思議
連絡 じ全身 を限無 く
経絡 と言う言葉 を御存匁 の方 は少 ないと思 います。 五臓六lrlを
循 る気 ・血 ・水 の通 り道です。穴 (ツ ボ)と はこの経絡 Lに 存詢:し特 に気の集 まり易
い場所です。病気 の際 には陥んでいた り押す と痛 んだ り逆 に感覚 が鈍 いなどの反応 か
表われます。特 に重要 な穴 は手では肘 か ら先、足では膝か ら 卜にわ ります。 そ して 正
しい診断 により的確 な穴が選 ばれた時、 一つの人に鍼 を当てただけで恐 い くらいの脈
状が変わ ります。脈 は身体内で気 rn水が どの よ うに術 っているかを示 して くれます。
この脈 の変化 が治療 の指針 とな ります。勿論 それに伴 ってll状が改 善されなければ話
にな りませんが。 本 の鍼を接触す るだけで身体 は微妙 に時 に頭普 に変化 します。脈
状 は勿論、色つ や、息 づかい、筋 の緊張、寒熱 の度合 い。私 はまだ駆 け ￨しなのでお
おぎょうな事 は言えませんが この不思議 な現象 は確かに起 こるのです。
0気 が病む
治療室 には様 々な症状を持 った人が来 ます。患者 さんを診て いて思 うことはいかに
気持 ちが大事か と,iうことです。言 い換 えればいかに精神的な動揺 が恐 いかと言 うこ
とです。病気 の原因には、 自然環境的 (風 ・熱 ・湿 ・寒 ・燥)、精神的 (喜 ・怒 ・思 ・
悲 ・恐)、物理H的 (飲食 ・労働 ・SEX・ 外傷等)な ものが考 え られ ますが、精神 的
原因 によるものは身体 の中心である五臓 に直接影響 を及ば し重篤な傾い1を示 します。
精神的 な活動 と五臓 は密接 に繋が っているか らです。心 ―喜、肝 ―怒、岬 ―思、ll
悲、腎 ―恐 と。 ス トレスの多 い環境 の中ではイ ライラつまり怒 りによ り肝へ の負担 は
、 メマイ、不眠 ・口渇 など
増 えます。肝機能 の低下 に加 えて、肩背部 の凝 り、高血l■
の症状を早 します。繊細 な人の場合 は恐れ とな って表われ、動悸、不眠、 のぼせ、立
‐
ヽ
ち くらみ、 日渇、無気力、小便不利 な ど腎の ulきに支障が出ます。,色
配事 があると食
欲 が沸 かない、眠れない等 はよ く経験す る事 ですが、精神的 な ものが健康 に与 える影
‑8‑

響 は大 きいのです。病気 は様 々な原因が複雑 に絡み合 って発症 しますが、精神 が安定
し内側 の五臓 の働 きが しっか りして いれば、風邪をひいたに しろ、飲食 の度 を過 ごし
たにせ よ、病気 も深 くは入れないのです。
0人 体 と自然
動物 ・植物 ・鉱物 ・形 のあるもの無 い もの、 あ らゆる物事 が天 と地 の間 に存在 し、
人間 も例外ではあ りません。天 は陽の光 によ り地 を照 らし、地 ￨ま
万物を載せは ぐくみ
育て る。人 は雨を降 らせ地 を潤 し、 やがて雨 は人 に昇 り雲 とな りまた雨 となる。余す
こと も不足す ることも無 い人地 の交流 の中で全ての ものはこの 「
大 の気J「地 の気 」
を受 け、発4Lし、 やがて消滅 します。呼吸 により 「天 の気Jを 食物 により 「
地 の気 J
を受 けて人間 の生命 も営 まれます。「
天 の気J「地 の気Jと 言って も源を辿 れば一つの
ものです。 これを神 と呼ぶ こと も出来 ます。人間 の中心 は五臓 にあると申 しま したが、
五臓 とは神様 の蔵 と言 う意味です。肝 には魂、牌 には ま、肺 には暁、腎には精、そ し
て心 には全てを治 め る神が舎 り天地 の交流 の中で気血水を統制 し生命を維持 していま
す。 そ して父母 の交流によ りそれぞれに舎 る神が精卵 に ドリ融合 してまた新 たな生命
が誕生す るのです。 この様 な考え方を中国で は 「
人 ・地 ・人三才 の思想」と呼びます。
人 と地 と人 とひ ょっとした らそこには何 の境 も無 いのか も知れません。唯一同 じ流れ
がFlるだけなのか も知れ ません。 自然 の流れに逆 らわずに生 きる。 それが与 え られた
命を全 うす る道 です。発生 の春 には心 も体 も外 に伸 びやかに し、盛長 の夏 には盛んに
汗 を流 し、収果 の秋 には徐 々に心体 を落 ち着かせ、蔵精 の冬 には充分 に心 身を養 う。
ヽ
季節 に適 った衣 ・食 。■1を施 し、大地 の流れに,こ
身を委 ね る。 その流れ に逆 らい五臓
の働 きに狂 いが生 じたのが病気です。穴を使 って人間が直接人体 に働 き掛 けるのが銀
灸であ り、植物、動物、鉱物 が有す る天地 の気 を使 って働 き掛 けるのが漢方業です。
0玄 のlll
全てを包み込 み混沌 とそ して濤 々とした大地字宙 の流れ。 やがて死 とともにその流
れその ものにな って しま う命。昔老 子と言 う人 はこの流 れを 「玄の又玄Jと 言 い表 し
ま した。玄 ‑11よ りも黒 い玄、物事の始 ま り ・どこまで も窮す ることの無 い源 の源、
そ して確かに存在す る流 れ。鍼灸断￨と言 うち っぼけな業 か ら、 かつて太 riの人達が棲
んでいたであろ う世界が ほんの少 し・
19けるような気 が します。 そ してその 世界 は紛れ
も無 く今私達が棲んでいる世界 なのです。
瞥 は大 と地 と人 の交流 な り 癒 は神 の恵みな り
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滞在 ´ い ト
―――‑42 195kmナ イ トハイクを終えて 一―一―
鵜 川 雅 行
8月 1日 よ り3泊 4日 、 あぶ らむの里 を利用 して湯島サ ッカーチームの合宿をや ら
せていただきま した。今回あぶ らむの里 を利用 して合宿を行 うことにな ったのは、今
年 の 6月 ごろ大郷先生 と話 した、親子 でナイ トハ イクをさせ、親子 の絆を深 め るよう
なプ ログラムをや りたい、 とい うことが きっかけだ つた。
4月 か ら文京区の湯島小学校 に転勤 した私 は、前任者が作 った地域 サ ッカーチーム
の監督をす ることにな った。私 自身 サ ッカーとは縁 のない人間で、 」リー グが始 ま っ
て も、なん ら関心を示 さなか ったほどで ある。 いったいど うした ものか と思 いつつ も
日々子供達 とボールを追 いか けるうちに、子供達 のサ ッカーに対す る情熱を感 じるこ
とがで きた。 しか し、 サ ッカーの技術 を教 えることので きな い私 にとって、何 がで き
るかが悩 みの種 だ った。2カ 月間 に 2回 はど練習試合を したが、 どの試合 も完敗。 し
か も相手は 4年 生 だ った り、 2軍 のチー ムだ った。技術 が未熟 な ことは もちろんだ っ
たが、試合を している 子供達 の姿 か ら、現代 っ子 のかかえ る ・あ き らめの はや さ'や
自信 のなさ・を感 じさせ られた。
7月 の終 り頃、保護者 の方 か ら 「
ぜひ合宿 をや って欲 しい」 と頼 まれ、それな ら、
大郷先生 と話 していた42 195kmを歩かせて、彼 らに自信 をつけさせよ う。 サ ッカーは
教 え られないが、 自分 が学生時代 にかかわ った、長 い距離 を走 った り歩 いた りす るこ
とな ら、 自分 に も何 か伝え ることがで きると考えた。
合宿 に入 る 2日 前にあぶ らむの里をお とずれ、大郷先生 とコースの 下見や今回のプ
ログラムについての打合 せを した。今Flのテーマはい ったい何 に しよ うか ?い ろいろ
考 えたあげ く、①競 い合 う②助 け合 う③や り遂げるの 3つ の柱 がで きた。 これは、今
回 のナイ トハ イクで 子供達が取 り組んで欲 しいことであ り、 サ ッカーで も大切 な要素
となるか らだ。
8月 1日 、 いよいよ子供達が飛騨 占川 の駅 にヨl着した。子供達 は、「スゲー遠 い―J
「チ ョー疲 れた」 を連発 しなが らも、 これか ら何 が起 こるのか とい う期待 が感 じられ
た。宿 について、 オ リエ ンテー ションを した。 子供達 には、 ナイ トハ イクをす る話 し
は して いたが、42 195kmと言う距離 の話 しは して いなか ったので、 まさか こんな こと
になるとは思 わなか ったようだ。時間がたつ につれ、rど もたちの中 には、 ナイ トハ
イクが心配 だ った り、何 とか歩 かないですむ方法 はないか と考えた りしている rも い
た。
合宿 2日 目の晩、 いよいよナイ トハ イクは始 ま った。私 自身長 い距離 を走 ることは
経験 していたが、 ナイ トハ イ クは初 めての経験 で、 コー スも一度 オー トバ イで下見を
しただけであ ったため不安 があ った。 しか し、今 までの100姉 リレー、 スパ ル タス ロ
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ンの伴走経験か ら考えれば、 たぃ した ことはないだ ろ
うと考 えることに した。歩 き始
めてす ぐ山道 にさ しかか った。 ぁたりは暗 く木 もうっそ
うと茂 っていた。 しか し、子
どもたちは意外 とl.・
闇 に対 して恐怖感を抱 いていないよ うだ った。 (も しこれが 1〜
2人 だ った らとって も恐 い とい ぅことは後で言 っていたが
)と ころが山の中に入 り、
懐中電灯 を消そ うとすると 「
見えない前 が全然見えない Jと おびえた声で騒 ぎだす子
力‖ ￨てきた。 グループのみんなが、「ょ く見 ろよ見え る じゃないか
Jと 勇気 づ けて も、
なかなか聞 こぅとは しなか った。簡単 なパニ ック状態 に って
、
陥
しまったのだ ろう。,と
を落 ち着 かせ、「よ く自分の 日で見よ うとして ごらんJと
言 うと 「
少 し見 えて きたJ
と安心 したよ うだ った。 また、「ぁ と5 kmで20km地点 だか らがんば
ろ うJ、 この ペース
で歩 くぞ ￨」 と言 うと、「そんな先の ことは考え るのはやめよ
うょ、気楽 に行 こうよJ
とい う言葉 も帰 って きた。 そ こで、 もし日標 も持 たずに気楽に
歩 き続 けた らどうなる
か、 グループのみんなで考えてみた。 こんな暗 い中を いつ まで
も歩 くのはいやだ。 ゃ
は り、 日標を持 って進 む ことで 自分を勇気 づ けがんばれ るんだ
、 とぃぅ結論に達 した。
30kmを越 えたあた りか らは、みんな睡魔 との戦 いにな った
。長 い峠 は、誰 かが話を し
ないと恐 い しす ぐ寝 た くなる。「
か
してよ
何 話
￨」 などと 」ぇて くる子 もいた。 その
都度、楽 しくなる話 や、 くだ らない話 しを しなが ら、足 を一歩ずつ に めた
前 進
。 あと
4 kmぐらいという所 で、太陽が顔をのぞかせ た。 た った 5分 の
休憩 の間 に もぐっす り
寝ていた子 ども達 も、す っか り元気 にな った。 しか し足 にで きたまめが
痛 くて、思 う
よ うには歩 けな0、 中 には早くつ こうとみんなの先頭 に立 って どん
どん歩 いてい く子
もいた。 いょいょ ゴール、歩 き終わ った子供達 は、 ぐった りと疲 れていた
。
合宿 の最終 日、 子供達 は一人 ひとりお、りかえ りを した。「もう2度 と歩 きた
くないJ
とい う子 もいれば、「ぃぃ経験 にな ったJと ぃ う子 もいた
。最後 に、 完走賞 と して 、
ペ ンギ ンの デザイ ンの首飾 りをあげた どの
。
子供達 も嬉 しそ うに、そ して誇 らしげに
その首飾 りをかけていた。
この合宿で 子供達 は、川遊 びなどで 自然 とお、
れあ うことがで きた。 また、夜 の ミー
ン
テ ィ グでサ ッヵ―クラブの ことを話 し合 った。 そ してナイ トハ
ィクでは自分 と向か
い合 い、ひとっの ことを乗 り越えた。 その ことが 自分 にとって
どぅだ ったか、 言葉 で
はあま り L手 に語 ることは出来なか ったけれど、彼 らの心 の には
中
、 「何 かで きそ う
もないこと も、やればで きるんだ。Jと ぃ う自信 が残 ったことだと
思 う。 また、 普段
サ ッカーで しかっ きぁわない仲FHDた
ちと、 こんなに親密 につ きあ うことで、仲間 のい
て くれ る嬉 しさ心 強 さに気づ いたことだ ろ う。今後 この ことが どぅ生か
され るか は、
一人 ひと り違 って くるだろ う。 しか し、 この合宿が、彼 らにとってか
けがえのない体
験 になった ことは、1 1 違いないだろ う。
最後 に、 この合宿 を快 く引 き受 けて くださった人郷先生は じめ、協力を して
くださっ
・
たあぶ ら「
のス タッフの皆 さんに感謝 します。 あ りが とうござぃま
」
した。
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ユ専

後援会事務局 だ 幽
日頃、 ・あぶ らむの早建設募金 ・にご協力 いただ きあ りが とうございます。
現在 い くつかの会費、募金 の種類 があ りますので、以 ドに整理 してお きます。
黙想 の家建設募金 一 日 1万 円
1 正会員 個人会員 会費年 1万 円 3
金額任 意
5万
「
1
4
‑般
寄付
会費年
法人会員
3千
円
2 賛助会員
会費年

Lし て下 さ t、
各会費、募金 とも、振替用紙 に必ず その種類 を明.・
皆様 に は、重 ね重 ね ご迷惑 をおか け し中 し訳 あ りませんが、 あぶ らむ の会 の益 々の
発展 のためにお力添 え の程、 よろ しくお願 いいた します。
/1Nの振替 口座 は次 の とお りです。
会費 お よび募
あぶ らむの会
屋 0‑88065
郵便振替 名 l■
黙想の家建設寡全■ (10,131日現在 ・敬称略)
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