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ア ラ ス カか ら来 たサ ンタクロ ー ス

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。2∞5年、今年もアッとい う間の一年でした。大切な
人との別れもい くつかありました。でもこうして一年の終 わ
りに私 たちのこの一年 の出来事 をお届けする ことがで きる こと嬉 しく思 い ます。写真 と共に
お伝 え します。
●台風 の爪 跡 か ら
昨年の10月20日、 この地方 を襲 った台風23号はあぶ らむの里前 を流れる宇津江川にも大 き
な被害 をもたらした。その修復作業は現在 も続 いてい る。私 たちが この地 にきた時は道か ら
川へ とびお りることがで きるほ どの高 さだつたが、修復 を終 えた現在 は 3m余 と川底が とて
つ もな く掘 りさげ られて しまった。下流 の方で深 く掘 りさげられた ところでは コンクリー ト
の巨大 なプロ ックカリ1底に敷かれている。海では コンクリー ト プロ ックによる 「
磯 やけ」
とい う被害がお きている とい うのに。源流 ももはや魚 も住めない川 とな りつつ ある。あぶ ら
むの里前の工事 を見 ていて どうして も理解 で きず、やがで怒 りをおぼえるようになったこと
があつた。大水で川底が掘 りさげ られた結果、 これ まで一部 だけ顔 を出 していた巨大 な岩が
その全体 を見せ るようになった。高 さに して 3mほ ど重 さは20〜30ト ンもあるだろうか、 と
にか く巨大 な岩だった。その岩が人間が描 いた図泊iからはみ出るとい うことで、 これ も巨大
な削岩機でけず り取 られ、あ とかた もな く撤 去 されて しまった。 なぜその岩を護岸の 部 と
して用いないのだろうか、私は工事作業を見ていて唖然 として しまった。
7月 、将来の企画 の 卜見を兼 ね、アラスカ人自然 の旅 を実施 した。最初に訪ねたキーナイ
半島のポーテージ氷河で、氷河か ら流れ出て きた氷の塊 をクーラーに入れ もち歩 いた。何 と
その水 は 1週 間 ほどとけることな く私たちの食糧 を守 って くれた。 また白夜のアラスカは午
前 2時 ごろになって も外 は未 だ薄明 るか った。夕方 か ら飲み始めた酒 も深夜 1〜 2時 まで。
しか しグラスに入れた氷河の水 はたつた一個 で一晩 中私 たちのお酒 をおい しくして くれ た。
これは大 きな驚 きだ つた。冷凍庫 で一晩 で出来 る氷 も氷、幾十万年 の時間 を経 た氷 も氷。 し
か し密度 にはそれだけの差があることを氷河の水 で初めて知った。
あぶ らむの里の前にあらわれた巨大な岩。 ここに鎮座 して幾百千年経 つたことだろうか。 しつ
か りと周囲の上 をお さえ、立派 な護岸役 を果 しているのである。それを人間のひいた線か ら
はみ出ているとい うことで巨大 なマ シンを用 いて削 り取 り、 コンクリー トで処理 して しまう。
私 はそ こに 一晩でで きた水 とアラスカで体験
した氷
氷 との差 を思 つた。 こんな ことを
ば大水 のたび に川底 は掘 り下 げ られ、
繰返 せ"Jの
コンクリー トでかため られた川底 は川の死 を
意味 し、 自然がその根底か ら破壊 されて行 く。
私 たち人間は 自らの知恵 に して もっ と謙虚
ぶべ きだと台風 の
にな り、 自然 の叡智 か ら学'十
爪跡修復工事 を見 なが ら一 人思 つた。

台風被害の修復、三方 コンクリー トで固め られた
宇津江川

●訪 ね て きた若 者
夏のある日、あぶ らむに見慣れぬ車力lLまつ

た。中か ら乳のみ ■をかかえた若 い夫婦 と小 さな子 ども2人 がでて きた。 「
久 しぶ りですけ
いた
れ ど俺おはえてい ます ?Jし ばらくじ一っと思い出 して
私、 「もしか してあの時の…J、
そ うあの時 の彼 だった。
あれは10数年 ほど前 だつた。突然 の電話 であぶ らむを見学 したい とのこと、急 な ことなの
でことわろ うと思 った らもう着 いて しまった。 2人 とも当時 としては未 だ珍 しく髪 は金髪で
まゆ毛 はな く、一見 して荒れた状態の中学生だった。連 れて きたのが養護施設の職員、強引
に泊 まらせ ては しい といって翌朝起 きてみた らその 2人 の少年 を置 き去 りに していってい た。
立 って仕方が なか つたが 2人 の少年 には罪 はない と思 い 、その後 2週 間ほど′
腹力■
L活 を共 に
した。大入へ の不信感 は強 く、私 たちに心 を開 くことな どはなかった。そんなある日、収穫
を終 えた日でハサのかたづ け作業 を一緒に した。かたづ けの手順 を説明 し 2人 にまかせた.
始 めは私のいつた通 りに していたが、その後 2人 で相談 しなが らあれ これ とや り方 をかえて
いた。結局最後 は私 の指示 したや り方 の方がAll率
的 と思 ったのか、その方法 で黙 々とやつて
いた。そんな彼等 を見て私は嬉 しかった。その 日の夕食後の会話。 「
今 日はや り方 を3度 ほ
ど変 えたなあ」、 「
見てたのか あJ、 「
ああ、 よく見てたよJ。 この ことが ささやかな信頼
感 の出発点 となったのか、彼 らは大人や教師 に対 しての不満 をぶつけた。
「
大 人や先生たちはす ぐに決めつ けて しまう。それが腹立た しくてつい粗暴 になって しま
う。 きの うはや りす ぎた と反省 し、今 ￨は 少 しは真 面日になろ うと思 つて学校へ 行 くの に、
先生たちはぼ くらを見る目を変えようとしない。決めつ けられて しまうと、その分だけかえつ
て乱暴 になって しまうんだ。 きの うのボクと今 回のボ クとは違 うんだ !」
「きの うの僕 と今 日の僕 はちが うJ、 相手 の中に日々生 まれる小 さな変化 を追 うことに疲
れ、決めllけとい う一度押 した烙印で しか他者 を見ようとしない私達 人人。若者 の中に日々
に41まれる小 さな変化 を受 け‖
:めてやることの大切 さを教 えて くれた少年 だった。
その彼が10年余ぶ りに家族 を連 れて訪ねて くれた。 「い学校 も満足 に出ていない 自分が生
きれる世界なんて限 られてい る。俺 は現在 、 トビ職で家族 を支 えている。 こんど独立するん
だ !も う じき小 さいけれ ど家 も建つ んだ」 。堂 々 と誇 らしげだった。嬉 しかった、心 か ら嬉
しか つた。
●朗 読
あぶ らむの宿 の 隅 に図書 コーナーがある。私はそこに 「
あなたがお読みになつて感動さ
れた本 をご寄贈 下 さい ￨と 書 い た小 さな看
板 をかかげている。本 を読 んでの感動 を自
分 一人の もの とせ ず 、他 者 と共有 してい き
たいか らである。
数年前、尼崎 にお住 まいの畑野榮 ―先生
か ら大石邦子著 「人は41きるため に41まれ
て きたのだか らJが 贈 られて きた。私 はそ
の本 の一節 を、研修 をお引 き受 け して15年
になる高 山 口赤病 院の看護師 さんの研修 会
で朗読す る ことに してい る、 自戒 をこめて。 世界,lヶ国か ら集 まった第12回 さくら道 ランナ ー達
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少 し長 くなりますが皆様 にも読 んでもらいたいので引用させてもらうこととします。
その 1 生きる力をくれた看議婦さん
あのとき、あの人に出会っていなかったなら、私の人生はどうなつていただろう。い まも
そう思 つている、ある看護婦さんとの出会いを紹介 します。
桜の季節でした。
会津には 鶴ケ城 というお城があります。桜の名所で、 ソメイヨシノが三千本ほどもある
といわれます。お城が花に埋 もれます。
お花見の時季には、ぼんぼりが灯って 夜桜見物の人たちでにぎわいます。
当時 は、私の入院していた病院のところまで、ずつと桜並本がつづいていました。
枕の下を、のどかな夜桜見物の人たちが行 き交います。それは、生 きた社会の ざわめきで
した。生きている音で した。病院とい うところは、窓一つ隔てて、内と外では、天 と地ほど
もの違いがあります。
私 は、もう自分では歩 くことができないだろうとい うことを察 してい ました。
「
私のために、隣の土地 も売 られたと聞 く。妹 は、せっか く入つた大学を辞めて しまった。
みんな私のために苦労 している。私なんか、生きていたつて生 きていなくたって、世の中少
しも変わりなく動 いてい くJ
そんな、落ちこはれ感に苛まれながら寝ている枕の ドは、夜桜見物の人たちののどかな足
音です。
そんな夜で した。いろいろ考 えているうちに、一気に頭 に血が上ったようになって、なに
がなんだかわからなくなってしまつたのです。
もうだれに、 どう思われたっていいのです、生きたつて死んだってかまわないのです。
私は、あらん限 りの大声で泣き叫び、手当たり次第に物 を投げ捨 てて、真夜中、一大大暴
れをしました。深夜の ことでしたから、その物音 は病棟中に響いたと思い ます。
着護婦さんがすっ飛んできました。
「どうしたの、 く―ちやん」
看護婦さんは、そう言った きり、呆然 と立ちつ くしていました。その看護婦 さんめがけて
も、物を投げつけました。
看護婦 さんはびっ くりしてい たようで した
けれ ども、私か ら投げつけ られる物 を避ける
ように して、そばに寄 って きました。
い くら狂 った ようになっていて も、 自分 の
してい ることが、いいことだ とは思 つてい ま
せ ん。たぶん、叱 られるだろうとも思 つてい
ました。で も、 もうとまらないのです。
そ して、投 げつ ける物が な くなる と、着護
」A看 護学校新入生研修会。木片 を用いての自分
の顔 それを集めてクラス旗。三年間皆 で励 まし
支 え合お う !

婦 さんの着ていたカーデ ィガ ンを、引 っ張 っ
た り叩 い た りして泣 き叫 んで い たのですが、
看護婦 さんはなに も言わないのです。なんに

も言わず に、ただ、 じっ と払 を見 つめているだけなのです。
どうして怒 らないんだ、 と思 い ました。なに しろ命懸けの大暴 れですか ら、 もう引 っ込 み
がつ きませ ん。早 く怒 って もらわない と、収拾がつかな くなっていたのです。
で も、看護婦 さんはなにも言わない。 ただ、 じっと私 を見つ めているだけで した。看護婦
さんの目が とて も哀 しそ うに見えたのを、い まも覚 えてい ます。
その うちに、私 は精 も根 も尽 き果てて、声 も涙 も出な くなって しまい ました。そんな私 を
見属 けるように、看護婦 さんは、お もむろに床 に膝 をつ くと、私 の頭 を抱 き寄せ るように し
て涙 をふいて くれ ま した。
いよい よ怒 られるな、 と思 い ました。
その ときです。看護婦 さんは

こ う言 ったのです。

「ちょっとだけ 桜 を見 てこようかJ
それは、まった く思 い力刊ナない言葉 で した。
私 はい まだか ら、あの夜の一大 ヒステ リーの引 き金 になった ものが、あのの どかな夜桜見
物 の人たちの足青だ ったのではなかったか、 とい うことを考 え られるのであって、その とき
は、そ んなことをいちいち考 えなが ら大暴れするほどの、心の余裕はあ りませんで した。
、
で も、看護婦 さんは、本人の私で さえ気づ かない、′
のい,こうの いに うを見通す ように、
じ
「ちょっとだけ、桜 を見てこようかJと 言 うと、私に引 つ張 られて ヨレヨレになったカーデ ィ
ガンを脱 いで私 に清せ 、帯 なんがあ りませんか ら、タオルケ ットを背中か ら胸 に同 じ結 んで、
私 を背負 って、真夜中の細 い階段 を降 りていつて くれたのです。
私 は、その ときの着護婦 さんの背 中のあたたか さを、い まも忘れてい ませ ん。 だれが、な
にを言つたわけで もないのです。背 中の私 をIIす りあげなが ら、真夜中の階段 を降 つていっ
て くれた看護婦 さんの背中のあたたか さが、な に思わせ たのです。
「
ああ、 どうしてあんな馬鹿 なことを して しまつたんだろ う。あんなこと したって、 どうし
ようもないんだ。耐 える以タ
トないんだ、我慢する以外 ないんだ。わるかった。看護婦 さんに
謝 ろ う」
だれが、なにを言ったので もない。背中の私 を揺す りあげなが ら、真夜 中の階段 を降 りて
いつて くれた看設婦 さんの背中のあたたか さが、私 にそう思わせたのです。
もしも、あの とき、
「もうこんなこ とをす るの な ら、強制退 院
です。 あ なた一 人 ぐらい 、 この病 院 にい て
もらわな くた つて、 この病 院は少 しも凩 り
は しない んだか ら。 もうこん なこ とす るの
なら、この病院 を出てもらうしかあ りませんJ
こん なふ うに言 われていた と した ら、私
の 人生 は、ず いぶ ん違 つた もの になつて い
た だ ろ う と思 い ます 。 で も看 護 婦 さん は、
そ うは言 わ なか った。そ う言 われて もしか
たの ない ような状 況 にあ りなが ら、 なおそ
うは言 わ なか った。そ うは言 わず に、 母親
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今夏 も訪ねてくれました。立教小学校あぶ らむキャ
ンプ.

が子 どもを抱 き寄せるように、私を抱 き寄せて涙をふ き、母親が子どもを背負うように、私
を背負 つて夜の階段を降りていつてくれたのです。
私 は、この看護婦さんの背中を胸 に感 じながら、思い ました。
「
ああ この看護婦さんは、青春時代を病み、もう二度 と治ることのない障害を負 って生きて
いかなければならない私の、 この心のや り場のなさを、私のこの悲 しみを、せつなさを、空
しさを、この看護婦 さんはともに背負 って くれたんだ。この病院には、私の′
さをわかって く
れる人が在 ったんだJ
そう思えることが、そののち生きてい くうえで、 どれはど大きな力 になったかわかりませ
ん。
あの ときの、看護婦 さんの対応 いかんで は、私 の人生 はず いぶ ん違 つた もの になつていた

だろ う と思います。
自分が、一人の人間 として、 ほんとうに大事 にされた。そ う実感す るとき、人はきっと変
わってゆ きます。 自分が一人の人間 として、本当に大事 に扱 われた。そ う実感す るなら、た
とえ どんなダメな人間であつた として も、少 しずつ、少 しずつではあつた として も、 きつと
いのちJの 力 だ と、私 は信 して生 きてゆ きた
その人に向かって、心 を開いてい く。それが 「
い と思 つてい ます。
その 2

人を思いや る心
最後 に、 もう ―度、お願 い したいことがあ ります。
人間は、心 と体 を切 り離 して生 きることはで きませ ん。それがで きるなら、 どんなに楽 だ

ろうと思い ます。
肉体 の 部が病 むとい うことは、おのず と心 にもなんらかの影 を落 とします。それが 自然
なのだ と、 もし医療 にたず さわる方 々に考 えていただけるとしたなら、患者はどれほ ど救 わ
れるだろ うと思い ます。
だか らこそ、医療 にたず さわる方、特 に看護婦 さんには、病気その ものにのみ日を向ける
のでは な く、病気 をもつて悩 み苦 しむ人間その ものの、援助者であ つてほ しい と、心か ら思
い ます。
病院 とい うところは、人間の裸や、人が苦 しむ姿や、人間の死が、 日常のこととして、見
慣 れた光景 として、繰 り広げ られているところです。 で も、 どんなに見慣れた光景であつた
として も、その環境 に、慣 れて しまわないで
い ただ きたい と、切 に思い ます。
どんな仕事 にお い て も、慣 れ るか らこそ、
ベ テランとして、その道のエ キスパー トとし
て、すば らしい働 きがで きるの も事実です。
しか し、慣れるとい うことには、一つの大
きな 「
落 とし穴Jが あ ります。慣 れるあま り
に、 ともする と、人間 としての柔軟 な感性 や
こ まやか な心遣 い を鈍 らせ 、 わる くす る と、
今年の稲作

麻痺 させ て しまう場合がある とい うことです。

ヒエにや られ不作 で した。
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人が、人の前 で裸 になつた り、苦 しんだ り、
死んで しまうとい うことは、一般 の人にとっ
て は、 非 日常 も非 日常 の 、非 常 事 態 で す。
医療 にたず さわ る方 々 には、それ らの姿 が、
どん な に見慣 れ た もの で あ った と して も、
そ う した人生 の哀 しみ に対 す る感 覚 だけは、
鈍 らせ ないていただ きたい と思 うのです。
苦 しけれ ば苦 しい ほ ど、人のや さ しさが
身に泌み ます。
私 は、 いつ も講演 の最後 は、私 を背負 つて、 米がダメなら対 員で。あぶらむ女性軍のような太く
立派なものばかり
夜桜 を見せ て くれた着護掃 さん の話 で締 め
くくります。今 日は医療 にたず さわつてお られる方 々の集 ま りで したが、学校 で も、企業で
も、各市町村の講演会 に招かれた ときで も、いつ もそ うです。
この看護婦 さんの姿 こそ、い まの時代 、なによ りも求 め られな力'ら、得 られないでいる も

ののような気がす るからです。
親 と子、先生 と生徒、上司 と部下、同僚、友たち、妻 と夫、嫁 と姑 ―どんな関係 にあつて
も、この看護婦さんが見せてくれたような人間としての思 いや りは、きっと、お互いの絆 を
堅固なものにし、信頼を深める大 きな力になるだろうと思い ます。
人間関係の基本は、信頼です。信頼にまさる力はありません。私 は、そう思 つています。
い ままで、はんとうに多 くの方々に支えられ、励 まされて、生きてくることができました。
今度は、その友情を、思いや,を 、私もまた、だれかにお返 ししながら生きてゆくことがで
きたならと思 つています。ありがとうござい ました。
生きる力」と 「人をおもいやる.さ
私 は、この 「
」 を精一杯のおもいをもつて看護師 さん違
に朗読 します。それは自分に対 しても語 りきかせる作業でもあ ります。そして、このあぶら
むの里がそのような場であり、そのような場になって行 くことを願い祈 ります。
この秋も、6ケ 月間生活を共にした若者が ここか ら旅立 って行きました。至らぬことの多
かつた私です。この夏10数年振 りに訪ねてくれた若者のように、いつかまた何かの機会にこ
こを訪ねてくれることを祈 ります。
そんなこんなの繰 り返 しでこの一年も過 ぎようとしてい ます。近い将来皆様にご無理なこ
とをお願いするようになるかもしれません。荒れ乱れた時代 の中で、若者の心を育てる仕事
を目指 したい と思います。その時は最後のお願いをするかもしれません。その時はどうぞ皆
様のお力をお貸 し下さい。
それでは、どうぞよい タリスマスを、そしてよいお年をお迎え下さい。

Z〕Э
5年12月
あぶらむの会 代表 大
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郷

博

補 導 委 託 とい う こ と
辻 村 徳 治 (神戸家庭裁判所)
昨年か ら、あぶ らむの里 には、神戸家庭裁判所 か らお願 い して 非行少年 を預かつていただい
てい る。 これは身柄付補導委託 とい う少年法上の制度 である。補導委託 とい う社会貢献 の意味 を、
あぶ らむの会会員の方 々にご理解 いただ きたい と考 えて筆 を執 った。
1

補導委託 について
補導委託制度 は、議

観察 とい う中間決定の一つで、民間の方 々に非行少年 を数か月お世話 い

ただいて、生活曰1練や交友関係の調整 などをお願 いす るとい う身柄付補導委託 と、老人ホーム等
の施設 に社会奉仕活動の 目的で通所す るとい う タイプの2種類がある。大郷先生 にお願い してい
る身柄付補導委託 は、そのまま家庭 にいたのでは実現で きないこ とを、 「
親代 わ り」 として生活
い
い
ので
を共 に してご指導 ただ くと うも
ある。
家庭裁判所が非行少年 を一般家庭 にお願 いするとい う制度 は、家庭 に問題がある少年 を生活か
ら変 えさせ ようとす るもので、その原因を除去するとい う意味で妥当な ものである。従つて補導
委託制度 は、家庭裁判所 の伝統 として受け継がれている。
2

あぶ らむの里 を知 るまで
数年前か ら、家庭裁判所が発足 して50年を経たことを契機 に、それまで築 いて きた補導委託制

度 を一層充実す るため、時代 の要請 にマ ッチ した補導委託先 を開発 しようとい う動 きがあつた。
旧知 の宮嶋 員牧師か ら 「大郷先生の所 だつた ら、預 かつて くれるのではないか」 と教 えられて、
飛騨 の地 を訪間 した。
大郷先生 との再会 は、21年以上前 に立教大学キ リス ト教教育研究所が主催 していたラボラ トリー
方式 の人間関係訓線でお世話 になって以来のことである。 「あぶ らむのユ 」を始め られたことを
私 は全 く知 らなかった。
訪問 してみて、 ここで なら、少年 を預かって もらえそ うだ と実感 した。古民家 に対す るこだわ
りや 「
再生Jさ せ ようとい う考えが、少年 を大事 に して もらえそうな気が した。 また、奥 さんの
明るさと包容力が、 「
寂 しい」少年 にはビッタリなのではないか と感 じた。家庭裁判所か らの依
頼 はなか った らしい力ζ
、以前か ら30歳 までの青少年 を100人以上預か って こられた と聞いて、こ
れは大文夫だ と確信 した。その訪問か らしばら く時間がかかつたが、最初のケースとして黙 々君
(仮名)を お願 いすることになった。
3

黙 々君 を連れてあぶ らむの里ヘ
黙 々君は16歳の夏 を少年饉別所 で過 ごした。 2度 目だつた。前回は保護観察で家へ帰 れた。今

回の事件 は、前回の事件 の前 に起 こ していたひった くり事件が発覚 した もので、事件 の内容 とし
て も悪質な ものである。 また、保護観察 の成績 も良好 とは言 えない状態で、怠惰で仕事 も長続 き
せずに、夕方 に起 きて朝 まで遊ぶ とい う生活 をこの年 の 3月 くらいか ら続 けてお り、5月 にはバ
イクの部品 を盗む とい う事件 も起 こ していた。
黙 々君 を家へ帰すには地元の友達関係 (ことに先輩 との関係)が ,心配であった。保護者である
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母親 も、これ以上悪いことをされると大変だとい う不安 をもっていた。少年院へやるには、事件
発生から時間力経 ち過ぎていた。またそれ故に、彼の反省は進んでいなかったので 試験観察 (身
柄付補導委託)に よつて、様子を見ることになった。
神戸からあぶらむの里まで、母親 と同行 したが、 5時 間余 りの間、黙 々君 は母親 に、補導委.t
になった不満を繰 り返 して述べてお り 「
俺は絶対変わらないからなJと まで言つたようだつた。
4

黙々君は黙 々と

だんまりJを 決め込む黙々君ではあるが、 もともと寡
自分の事件 を警察には言わない とい う 「
ヽ
を
黙な人であつた。 しか し、息子 さんの大郷博輔 さんと同 じ屋根で生活す るなかで、黙々君は し́
開いていつたようで、夜には彼が紅茶を入れて、博輔 さんと話 をするまでになった。また、木エ
所では黙々とパズルを作 るという作業をこなした。彼 は、糸鋸作業開始から3個 目で完成品を作
り出したとい う、まさしく大オ的なオ能を発揮 した。この集中力 とオ能を見いだ してもらったこ
とが補導委託の大 きな成果であつた。教育はオ能を引 き出す ことだとは良 く言われるが、そのよ
うな理想的な教育があぶらむの里で実現 したのである。
半年近 く仕事中心の落ち着いた生活 を送つたことは、黙々君の大 きな自信 となった。最後の審
L雀の木工品を完成 させたものを渡 した。その
判では、母親へのプレゼン トとして、複雑な形のイ
後は保護観察が解けて、地元で元気にやっているらしい。
5

補導姜籠先として優れているところ
黙々君の次にお願い した少年 も、その長所 を引 き‖￨してもらった。単なる偶然ではない。長所

を引 き出 していただけるのが、第一の優れた点である。非行少年は一般に、自車感情が低 く、こ
の回復が非行からの立ち直 りに重要だが、現実にはなかなか難 しい。長所を発見 して、伸ば して
もらえること力'、リ
ト
行 からの回復 につながっている。
出さずに落ち着 くのは、奥 さんを始め としたスタッフの明るさと、家族同様 に受け
少年がlltげ
入れてもしえる暖かさがあるからだ。また、適当な距離を置いて待つて くれて、本人が近づいて
くる動 きに合わせて くれることが、難 しい年頃の子 に対す るときに大事なことだが、それが実現
されている。
紙幅の関係でこれ以上述べ るのは控えるが、簡 単に言 うと、個人の暖かい家庭に預ける という
利点 と、仕事が多様 という施設の利 点がうまく統合 されていることが、なによりも優れていると
ころである。
6

終わりに

少年を見事に 「
再生」 して くれる、すばらしい補導委託先が得 られた。大切 に使 わせてもらい
たいと考 えている。今後とも、非行少年への理解を深めていただいて、彼 らの更生に力 を貸 して
いただ きたい。
また、このような社会貢献の偉大さを会員方 々にも理解 していただいて、今後 ともこの活動に
ご支援 をいただきたvヽ
。
ぶらむの
からお祈 りしている。
「
あ
会Jの さらなるご発展を,さ
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い ( 医) い

( 癒) 旅 を
笠 井 正 志 ( 小児科医)

2 0 0 5 年7 月あぶ ら0 ア ラスカツアーに参力1 させていただ きました。小児科医 であるが、年 をと
れば人人 も子供 も同 じである、 とツアー ドクターの役割 も与えていただ きま した。 しか し、メ ン
バーのみなさんの 「アグル トテル ドレンJ 振 りは す さまじく 飛行機内で ワインか らビールか
はオ1 尿作用が強 く、体の脱水症状 の原 因にな り、血管がつ ま
。 アル コー, ン
りやす く、エ コノ ミークラス症候群 ( 急性肺血栓塞栓症) の 誘引 となる。 とて も心配 しましたが、

ら飲 むわ飲 むわ

気が弱い 自分 は、みなさんのパ ワーに圧倒 され、ツアー ドクターの任務 の一つである予防に関 し
ては

自己管理 に任せ ることに し、日をつぶることに しました。未病 を防 ぐことの困難 さを痛感

させ られ ました。
旅は人を変 える ?
ある種 の旅 には何や ら人間 を変 える力がある。 と思 ったのは、医学部4 年生の時、あぶ らむの
会の 「
笠井正志 の人生 を狂 わせ る会・」 か らネパ ールツアーに行かせ て もらった時 です。あの時
の少年少女達 の慮! 的な変貌ぶ りをみたか らです。最初 は自意識過剰 な普通 によくいる少年少女で
したが、 日に日に活発にな り、ネパールのガン ドルンで しか出来得 ない、素晴 らしい芸術 を倉1 造
しました。 ご興味あ るお方 は、あぶ いむで写真案で もごらんになって くだ さい。感動す ること間
違 い な しです。

「
癒 しJと いう言葉に出会つたのもこのネパール旅行で した。恥ずかしながら医学部では、 「
癒
ぶ
ことは
いて
し」 を学
あ りませんで した。lH人的にも、 「
癒 し」 とは、なん とな く宗教 じみて
、
liしげな一部の変わらた人が行 つているもの という印象があ りました。旅行の間中、大郷先生が、
Andrew Wen(ア ン ドリューワイル)氏 の 「
癒す心、治る力 (原題 :Spontaneous Heanng)」
を、熱心に (ツアーメンバーのことはそっちのけで)読 まれておられました。その時、本の内容
について疑間を持 たれた際、自分 に質F・
医学部で何 を学んでいるの
5されても何 も答 えられず、 「
か
Jと
呆れられたことを思い‖￨しました。ネパールから帰国後す ぐに購入 して、夢中になっ
て読んだ記憶があ ります。ワイル博士 は、現代医学を学びなが らその 「
抗 (an6)1医 学 (抗生
物質、抗がん剤など)に 疑間を持ち、伝統医学やシヤーマニズムなども実践。ひとが本来持つて
いる 自然治癒力 を高めることで病気 を治 し、病気へ の対
抗 力 を高め る代 替医学 な どの第

人者 にな った人です。

「
癒す心、治 る力J め ' 出版 されたのは1 9 Q 5 年です。その
頃はまだ下火だつた 「
癒 しJ で すが、今 はブームの時期
はす ぎ、自己治癒力 を高める様 々 な方法が工夫 され、存
在 して当然 にな りつつあ ります。一部 には商業主義丸出
しの ものや全 く根拠 のない ものまであ りますが、セルフ
メデ ィケーシ ョン 「
予防医学 代替医療 を, さ
掛 け、なる
べ く薬 に頼 らないJ 医 療 の流 れは、 日本人の本来の姿 に
戻 る、大変好 ましい もの と思われます。
* 笠 丼正志 の人生 を狂 わせ る会 とは : 東京大学 の西平
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です い ませ んが、西平先生、 どうや ら会の思
先生が会長で大郷先生が副会長の非営利団体。私r ・
惑通 りの人生 にな りそ うです。
旅の医学的効果
ス トレスを感 じる と上昇す ると言 われている コルチ ゾール とい うホルモ ンの血液中濃度が、旅
行中に減少す ることを証明 した研究があ ります。旅すること、特 に気の合 つた仲間 と和気諭 々 と
旅す ることは 心身にJ F 常によい作用があるようです。旅行中はニュース を読 まない 問かない
、
し
癒す′
、治 る力J に も書 いてあ りましたが、 これ も慌 しい
話 さない とい う 「ニュース断食J も 「
日常 を忘れ、癒す効果があるので しよう。 また、あぶ らむの旅行は常 に出会いがあ ります。 ッアー
仲間 との出会い も素晴 らしい ものですが、あぶ らむツアーならではと思われるのは、旅行 した先
の現地 方々 ( 現地 をよく知る方) と の出会いが濃厚 なことではないで しょうか。出会いが濃密な
だけ、人の体 も心 も変える強い力 のあるので しょう。
あぶ らむツアーヘのご提案
日本では衛生環境 の向 卜が著 しく、A 型 肝 炎は比較的珍 しい病気 にな りま したが、東南 アジア
などの発展途上国はA 刑 , 「
炎汚染地域 です。特 にネパールでは、海外 か らの旅行者の診療 を実施
している著名な医師が、 日本人で被傷風 とA 型 肝 炎の予防注射 をしている ものは5 % に 満たないが、
欧米か いの観光客 ではこれ らの予防注射 を してい ない者 は5 % に 満 たない。 日本人は もつと破傷
旅行医学会雑誌 に発表
風 とA 型 肝 炎の予防注射 を して くるべ きである。 とい う意味 の論文 を国1 祭
してい ます。 ネパール旅行参加者 にはA 型 肝 炎ワクチ ンと破傷風 ワクチ ンの機種 を勧奨 い た しま
す。 また人郷先生 を始め とする口1 毅な方 々にご忠告です。 「ばい きんなんてアルコール消毒す る
か ら大文夫J と 言 われ ますが、科学的根拠 は全 くないでたらめです。 アルコールが入つて菌が胃
の中で殺 関されるわけではあ りません。 またエ コノ ミークラス症候群の誘引 にな りますので、飲
みす ぎには 1 分 ご, I 憲くだ さい ませ。
欧米には トラベル クリニ ックとい う 旅行者や国外在住者 のための医療サー ビスを施す クリニ ッ
クや専門医師が沢山い ます。渡航前 にワクチ ン機種、 ド痢症 に対す る予防的処方、持病 をお持 ち
の方が旅す る先の病院紹介、紹 介状 の作成 な ど旅行 に関する医学的サポー トを全面的に引 き受け
る専門家です。わが国で も年間1 6 ∞万人が海外旅行 に出かけてい ます。国民が より安全で質の高
い旅行 を求め 障害や持病 を抱 えるかた も海外旅行 にどん どん出掛け る時代 とな りました。今後
わが同で も旅 の医学面での安全をサ ー ビスす る医I I が増 えて くるべ きだと思 い ます。 自分 も先 日
つか旅行医学専 門医 とな り、 「
お となか らこどもまでの ネパ ール
旅行医学会に入会 しました。 ￨ ヽ
ッアーJ を 「お年寄 りか ら乳児 まで& 健 康者か ら障害者 までのネバールツアー ￨ に グレー ドア ッ
プする、そのお手伝 いがで きれば と願 ってい ます。
旅 には時間 とお金がかか ります。せ っか くの旅が台無 しにならない ように、予防接種 を含めた
意 して、思 う存分楽 しみ、癒 されて ください。
十分 な準備 と旅行中の健康管理 にr ●
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あ ぶ らむ とア ジア
1

ガヴィス奨学基金報告
その 1
2003年にあぶらむへ移管 されたガヴ イス奨学金基金ですが、 この 1年 半余あぶらむの実力不足

で独 自の活動を展開す るには至 らず、既存の団体支援 とい うかたちで行 つて きた。
その第一は 「コーデ イリエラ グリーン奨学金Jの 単親サポー トです。
この奨学金を主催運営 しているのは、私が立教大学時代一緒にフイリピン キャンプに参加 し、
現在はフイリピン人の ご主人と結婚 してバギオという町に生活 している反町真理子 さんです。 ご
主人の出身地カリンガ地方はフィリピンのルソン島でも経済的に最 も恵 まれてい ない地域です。
この地域口1身の手で、将来地域 の発展に寄 与すべ く 現在 カリンガ州立大学に学んでいる青年達
の奨学金 として支援 してい ます。
2004年1名 、2∞5年は新 たに3名 を■親 として支援することとなった。 4名 の奨学生を紹介 し
ます。
●メルチ ョー カガリン (21オ
専攻晨業)「 卒業後地域の発展のためどのような貢献ができ
"
いる。
るかJと い う問いに彼は次のように答えて
パ シ′
レ (地方名)の 現状について私が考 えるのは、クリニ ックにおける医薬品の不足につい
「
てです。は くが地域の発展のためにできることといえば、自分の大 きな葉局 クリニ ックをつ くり、
充分なR薬 品をそろえます。そ して、それを人々に安い価格で販売 したい と思い ます。そうすれ
ば楽 を買い求めるために、わざわざタブックに行 く必要 もなくなるわけです.(お : タブックは
カリンガ州の首都で、彼 らの地域から車で 3時 間ほどかかるところ)
●リサ クリス バガイ (17才女 会計学専攻)
「パシルの現状 を生んでいるのは貧困問題だ。貧困は人々に学がな く、教育をうけた人がごく
わずかであることが原因だ。人 々は自分たちのコ ミュニテイーをどうやって発展させていったら
いいのかわからない。 もし私が大学を卒業 したら、コミュニテ ィの人々に教育の大切 さ、すべ て
の学生はしっか り勉強 しなければならないことを伝えなくてはならない。なぜなら、教育こそが
よりよい くらしへの 「
桁Jと な りうるのだから。」
●ヴェロン バシクル (19才女 経営学専攻)
「もし私が事業 したら、私はコ ミュニテイの発展 を助けていきます。パ シル地方の現状 は危機
的状況にあ り、よりよい未来のためにパシルの発展に努めてい きます。J
●デ ィノ ダウィゴイ (21才男 技術専門短期 コース専攻)
パ シルの状況はあまりにも危機的であ り、また貧 しい と思い ます。多 くの人が貧困状態 にあ
「
ります。J
ご紹介 したように2115年度 は上記の 4名 の学生の里親 として支援することとなりました。私は
送付 されてきた書類 を見て心痛んだのは家族の年1又
欄の数字及び家族が抱える問題で した。 4名
の学生の親の職業は全て農業で、家族の年収が 0(ゼ ロ)、 最 も年収のある子でJXlペソ (1万 円)
で した。家族が抱える大 きな問題 として、 「
米な ど必要物資の不足、経済難、私達の家族は貧困
の真 つ只中にあ りますJと .Eされていました。
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国情 の違 い といって しまえばそれ までです。 しか し 同 じ時代 に生 を共有 して いる者 として
やは り 「人生の旅人同士J実 状 を知 つたか らにはそれな りに助け合 わなければならないのではな
いで しょうか。今後 ともささやかな支援活動 を続けてlTきた く思 つてい る。
その 2

「ミンダナオ子 ども図書館」

■親支援
数年前、あぶ らむの宿 を訪ね られた松居友 さんが貧困の中にも必死 に生 きる フ イリピン ミン
ダナオ島の子供達 の支援 のため活動 を開始 された。 (朝日新聞2005年ll月24日 「人J欄 )■ r―
人 年間24千円
2

ガヴ イス奨学金 か らささやかな支援 を送る こととした。

韓国監理教 (メツシス ト派教会)と の人的交流
2002年9月 韓国ではそれ まで禁上 されていた 日本の歌舞音曲が解禁 されることとなった。そ

れを機会 に 「
東 アジアにおける宗教 と文化交流 ￨を テーマ に したシ ンポジウムが ソウルで 開llさ
大学教授 李I培 先41がその後 はるばるあぶ らむを訪ね
れた。その時女￨り合 った メソジス トlll学
の
感 じる ことがあつたのか Fklに帰 つてか らあぶ ら￨」
て きて下 さつた。私 たちの生活 を見てlltrか
ことを宣伝 されたらしく、その後 メツジス ト教日の牧1市さんたちの訪問団が多 くなった.
その中で も農村伝道神学院院長

●興道牧師 は年 に一度は10数名の視察団 をひきつ れて ここを

訪 ねて下さるようになつた。
そんな これ まで の交流 の 中で新 しい提案 が なされて きた。韓 ￨̀間の さらなる利 11理解 のため
家族
扱 のため 、 人の牧1市
また本人の 日本語研修 のため そ して大手不足 に悩 むあぶ らむへ の1さ
したい ということであった。おコ:い協議 の結果
を ‐
年間あぶ らむへ llFK遣

あぶ らむ として受けい

れることとした。
韓同 メツジス ト教団牧師 徐性竣 ( ノウ ヒョンジェン) さ んがやって きた。 ビザ
の関係 で家族 一緒 とい う訳 にはいかなか ったが まず一 人で来て年末に一度帰国 し 春 になって
1 0 月2 9 1

家族―締 にとい う段取 りでιえている。
何 か とぎくしゃ くしてい る韓国 と日本

だか らこそ我 々民 間 レベルでは しっか りとそ して確か
になって
がそれを可能 とす る一つのp l l 点
な相互理解 を築 き上げて行 かなければと思 う。あぶ
',む
行けばと願 い祈っている。

2006年 主な行事予定
。あぶ らむ雪祭
2 月 1 0 日〜 1 3 日

0夏 期あぶらむ自然学校
8月 上旬

。第 10回 記念 子供から
大人 までのネパ ー ルの旅

●乗鞍岳山籠紅 葉狩 り
トレッキ ング
10月 7日 〜 9日 (予定

3月 25日〜 4月 5日
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高 山 日赤 病 院 中 堅 看 護 師 研 修 プ ロ グ ラム
「
ォ山 口赤病院はこの飛騨地域 で一番大 きな病l . である。 ケガや腰痛で私 もよ く世t r になる病院
である。 この病院の中堅看護l l の, F 修をや らせて もらうようになって1 4 年になった. そ して1 5 年
目となる来年の 日程 も決 まった. め まぐる しく移 り変わって行 く時代 の 中で、 よ くもこれだけ長
きに渡 つて続 いて きた と思 うと研修 を担 う者 として嬉 しくそ してあ りがた く思っている.
最初のころ 病院側から私に与えられた課題は 日1 堅看護師 としての リーダー ンップの取 り方J
であ った。l l l 修
会 に参力‖して くる看護師 さんた ちはどの人の表情 も厳 しく 無 きなが らも 「あん
た、私 たちにこれ以上何 を しろ とい うの よ ￨ と いってい るようだった.
夕食後の懇談 の時、 こんな場 面に‖￨ くわ した. 少 しは緊張が とれたのか職場 と家庭 を両立 して
行かなければならない大変 さを各 々富「してい た。その時一 人の看護師 さんがいった。 「
あんたた
ら職場 と家 まで どれだけ離 れている ? 私 なんか歩 いてたった 3 分 よ。今 日の勤務は0 時 まで だ
か ら0 分 ごろ までには家 に帰 って くる と家人は言算 してい る。あ なたたちは家 までの通勤 時間
ことがで きるとい うの. J 他 の参加者
少 しは白諄になる時間あ る じゃない。私 はどこで気 を1 / x く
は黙 った ままだった, そ の l L ' t の
中に看護師 と主婦 を両 ●させてい る参加者 の現実 の 端 をl l 間
見たように った.
'よ
llm場
と家庭
で1 1 ‑ 杯 やつている看護1 市さんたち そ こへ も´
, てきて研1 ら、 1 後
、 もうある種の
" 「よ
詢1 修ア レルギーの ようなl l N 態
で 「あんた 私 た らにこれ以 「l l をしろ というの
￨ と J t i の うち
の抗議が わかるような気が した. 今 、彼

の紫張 をゆるめ リラ ックスす
必 要なのは、か
',た
',に
ること、そ してその ことめ 果 として 可僚や患者 との コ ミュニ ケー ションヤ リー ダー シップ能力
'結
が1 ヽまることになると直l L 4 し
た。
私 は病l u の 1 修担当者 とl l l fしな
も いl f 修 強 いていえば リラ ックスI l l 修
をI L 条した それでは
lli修
にならない とい う。 い ろいろのや り収 りの末、私 にまかせる とい うことになった, それか ら
私 の1 0 数年に渡る試行錯誤が始 まった。 いつ も強いテンションを力」すのば にっばな しのゴ′、はや
がで弾力‖: を失 い のび きって しまった ゴムひ もにな り役 に
な くなって しまう。 いつ も緊張
'
た
、
を強 い られ 、′
し
もか らだ もかた くしている人 も司じだ と思 う。大切 なことはか らだをゆるめるこ
、
のマ ッサージである。あぶ らむの里 とい う空間は私にとっては じのマ ッサージを, 1 能にす
と、, し
る一つの道 具である. そ れは 自分 の ビとが
をゆるめ それを通 して自分 をO K し 他 者をO K
',だ
で きるように よ い意味で 自分が変 わつて行 くこと そのための道具である。
諸魂庵 のあの広 いl l t 間
に人の字 になって寝 ころび 音楽や朗読 をか らだ全体で聴 く, た ったそ
れだけで も参加者のか らだに変化が うまれて くるのです。この研修 に参加 した看護l l さんの感想
、を想像 していただければ と思 う。
文 を, こして 1 5 年 近 く続 いて きたあぶ らむが提供するプ ログラノ

あぶ らむ研修 を終 えて
自分はどこに向かっているのだろう。私の目指す看護 とはどんなものなのだろう。
「
気持ちいいJ「 あ りが とうJと いう2つ の言葉に支えられて 今まで力'んばってきたのでは
なかったか ?ど うして毎 日こんなに忙 しいのだろ う。器が小 さいこんな自分 なのだが それでも
精一杯背伸びもし、‖1来ない分 もがんばって しまう。井い頃から 向に成長 していない 自分にご
対面だ。そんなことを思いなが ら、疲れた.・
llと
体 に鞭打 って あぶ らむ研修 に向かつた。

そ こは別天地 だった。喧嘆か ら離れ、別 の時間が流れていた。ゆっ くり、ゆった り、穏やかに
時が過 ぎてい く。大郷先生 によってそのようにプログラム されているのだが、そんな ことを感 じ
させ ない研修 だつた。痺れる ような至福の ときを味わいつつ 感受性が豊かな方ではないが
が出て仕方が なかった。

涙

「これは、音楽の シャワー だ。J と 思 った。 自然 の中で肌 に冷涼 なF l l が
渡 る山の研修室 の 中
文字 とお り大 の字になって、日を瞑ってFl■
いた。すばらしい音。心 にダイ レク トに伝 わる音。そ
して体 中に、それ こそ皮膚 と皮膚 の隙間か らしみわたるように伝 わつてい く音楽だ。・
l k つてい る
意味 はわか らないが、歌 の心が伝 わって くるのだ。音楽 を 真正面か ら 真 L か ら降 りl T ぐよう
に聞いたのは初 めての経験 だった。そ して せせ らぎの 音とともに 静かに聞 こえて くる穏やか
、
な し́
に しみる朗読。 こんなことは久 しくない経験だ. 機 械的な音は何 も聞こえてこない。
先生の朗読 は 脊損患者 の話だ った。人声 で1 7 き叫び 手 のつけられ な くなった忠者 を黙 って
、
負ぶって、夜桜 を見 に連れ‖￨ して くれた看護者の温かい背中が、患者の′
に変化 をもたらしたの
し
だ。 自分の病棟の脊損息者が 同に浮かぶ。 どうけようもない苦 しさが胸 をつ く。悲 しい、ゃ りき
れない とい う思者の心 の痛みにともに寄 り添 う私たちの公がそこにある。
家族の プレー ト作成では、家族 を思いなが ら作 り楽 しかった。玄関に飾 っていい思 い出にな っ
てい る。美味 しいチ作 りお1 理に舌鼓 をうち、前 日の不眠がたた り、実会半 ばに して寝 て しまった
ことが悔 や まれる。翌朝 気持 ちよ くl l 党めたのだが、寝 言で看謹支援のことを言
いた
̀,て
',じ
い。寝 て もさめて も看護支援が頭 か ら離 れ ない。 ￨ リ フ レッシュ してない」 と冗 i 炎を言い 合い
普段あ まり語す ことの ない 自分 の家族 のことをお 「い. r した気軽 さが、気持 ちを近づ けて くれた
のだろ うか、 とで も打 ち解けた雰囲気の中で 段 と楽 しく過 ごす こと力￨ ‖来た。 ビザ作 り l L Ⅸ
作 り あっとい う間に食事 をして、最後の時い1 となった. 普 段 、自分 の思 い をしみ じみ と人に伝
える とい うことはないのだが、人勢の職員の ￨ で 、 こうして知 り合い になれたことは大変に幸距
なことだ と思った。 こんな研修め っとあ った
いの に、 とい うの力 当の気持 ちである。
'も
'本
',い
私のl ■
l りには 専門看護l l や認定看護1 市
がい る。社会福祉士 にな りた くて、大学 を目指す人 も
いる。 もし私が若 かったな ら、やは り大学: を￨ 1 指したい. 若 かつたあの頃、違 う道 を選んでいた
ら今 の 自分はいなかったか もしれない。 せヽ
や、やは り同 じ道 を選んでいるのだろ うか。
8 月 の看護協会 ニュースに

賭 護者 の倫理綱領J が 載 つていた。 「看護は、あ らゆるO i 代の
個 人、家族、集団、地域社会を対象 とし 健康 のl l 持増進 疾1 ち
の 予防、健康 の F ] 復、古痛 のl l F
和 を行 い、生た を通 してその最後 まで、その人 らしく上 を全うで きるように援助 を行 うことをI ]
的 としている。J : ̀ た り前の看護 を 当た り前 にこなす こと、その人 らしく生 を全 うで きるように
援助する ことは 出来るようでなかなか難 しい。 「その人 らしくJ と い うところに 自分 の価値
判断が介入 して しまうか らだ。 また、人7 F の1 ■
分 を, i り返 した自分 にとつて、死 を迎 える人の看
い
に
しなかった
護 若 頃には感
ものがある。私の したい看護 とは、当た り前 の看護 「その 人らしく、
その人の生 を援助 してい くことJ な のか もしれない。
今、私 には しなければならないことがある。今 しか出来 ないこ ともある。産み日￨ さなければな
らない苦 しみ もある。だが 笑顔 を忘れず、常 に前向 きに取 り糸
1 む自分であ りたい.
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第 1 回 あ 6 1 ら む 夏 員D 自 然 学 餃
(7日 3:日 〜 8日 6日 )
この夏、念願 だった 子供対象 のプ ログラム、 「あぶ らむ
自然学校Jを 催す ことがで きた。あぶ らむの里の この環境
を十分に活用 し、日ごろ学校や家庭では経験できないことを、
危険な
子供 たちに提供 してみたかった。 どこをしい ても 「
ものか ら遠 ざけるJと いった風潮の中、子供 たちは一体 ど
こから、何 をどのように学んで行けばよいのだろ うか。マ ッ
チー つ擦 ることがで きな くて何が危機管理、自分 の 身 は 自
分で守るなのだろ うか。
自然 はぬ い ぐるみの熊でないことを教え ￨キケ ン1を 察
知 しそれに対処 して行 く方法 をここでの生活 を通 して伝 え
たかった。何 よりも7H問 親を離れ て生活す るだけで も ￨
分な成果ががあ つたと思 っている。
スナ ノプ写真 か ら子供 たちの心の内、プロ グラム内容 を
想像 して 下さい。

あぶらむの襄庭 学澤江四十八滝
の天然プール.

官川での川下 り.子 供 はキケンか ら多 くを学ぶ もの.

この満足頂

車庫が食堂に早変 り. 新 鮮 な空気 と共によく食べる
こと食 べ ること.

あぶらむの里に自生する植物での草木染め. 美 しく仕上がり
ました.
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あぶ らむの里にこんな大 きなカブ ト虫がいるヨ.

2005年

この一年

1月

沖縄愛楽園にて創立者青木恵哉胸像除幕式出席。 「
選ばれた島Jの 原稿等資料 を
愛楽園ハンセ ン病資料館へ寄贈

2月

あぶ らむ雪祭 (11日ヽ13日)
降雪量、寒 さ平年並 (最低気温 ‑12℃ )

3月

春 一番 の会
第 9回 子供 か ら大人までのネパールの旅

4月

」A岐 阜厚生連看護専Fl学校新入生オリエンテー ション キャンプ
第12回さくら進国際ネーチ ャー ラ ン (名古屋 一金沢2Юkm)1lヶ 国か ら17名の海
外 ランナー参加
ツリーハ ウス ヮークショップ 完成 !!
南山大学人間関係学科 ゼ ミ合宿
川崎 いのちの電話研修会
回植 え (20日)
新 しい大が来る。大種 ラプラ ドール リ トリバー (黒)「 ぶぶ」 と命名
津軽三味線二代 日高橋竹山 コンサ ー ト

v 5月

̲

あぶらむ

6月

沖縄ナザ レ修女会礼拝堂落成式出席
ゲシュ タル ト セラピー研修会

7月

岐皐 生 と死 を考 える会 研修会
85年フ イリピン キャンプ20周年f・
l 窓会
アラスカ大 自然の旅 (参加者 9名 )
名古屋聖 ルカ教会 キヤンプ
立教小学校 「自然 の 中でお もいっき り」 プログラム

8月

第 1同 あぶ らむ 自然学校 (6泊 7日 参加者21名)
立教大学生 フ ィリピン キャンプ合41
上智大学 「
生 と死 を考 える」 グループ研修会
韓国 メツジス ト教団 ダンス セラピー研修会 (5泊 6[1 20名 )

9月

高山日赤病院看護部研修会
徐牧師―家受けいれ協議のため訪韓
千
置メ」り (23日)
脱穀 (30日、今年は ヒエ に負け不作)

愛楽園訪円l

10月 サウナ小屋完成
韓国 メツジス ト教団より徐 (ソウ)牧 師 年間研修 のため来里
11月 逝去者記念式 (1日 諸魂庵)
「山 と海 との出会 いJ富 山 「
寿司栄」 坂本吉弘 さんを円んで
韓国 メツジス ト神学大学李正培教授 ―
行来里
沖縄聖 マルコ保育園あぶ らむ訪問出来里
味噌用大豆、自菜、大根等、冬用野菜収穫
12月 本格越冬準備開始
あぶ らむ通信発送
あぶ らむクリスマス会
※2∞5年

どうぞよいお年をお迎え下さい。
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0 4年 12月 7日 〜'05年 11月 26日 )‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖￨
￨‖‖‖寄付 者 一 覧 (・
東京 聖テモテ教会奉仕会/星 野―朗/析 りの家教会/江 用■子/松 岡和夫/金 千美弥子
/萩 尾重行/長 尾文雄/伊 藤文雄/菅 原■穂イ/野 l.j久
了/11崎 俊樹/小 林賢 三 住子
/河 野正 司 マ リ 「/鈴 木康仁/谷 昌●/相 川喜久伎/阪 本敦子/坂 本吉弘/1島畑:=子
/熊 谷 網/藤 出宏之/1原
子/村 岡l1/俵 早英子/山 岸勇

男

京了/友 沢加代 了/tr木 員喜了/本 Flりん/森 下祐
郎 悦 F/仙 寿 「/植 木友■

後和彦

正了/刑

'1/矢
」英子/1け満II:郎
由美子/炭 篭英了
部賢/富 永隆史 敦 子/五 1嵐正人 充千/長 卜
/1FtFL恵
理子/中 村芳枝/橋 F付
力1都子/杉 浦敏行/渡 辺洋一/古 沢伸雄/長 谷川秀司/
ト孝司/外 本
J民彦/萩 Ft信也
竹田純郎/蔦 村的了/和 円恵子 斉藤洋明/イi日衣子/岸 リ
出穂/島 Ш信弥/内 問安仁/占 沢昭夫/「 川秀一/
精 /福

司女学院中学 高校宗教部/小 泉恵了/安 藤実

柳百/市 川聖マ リヤ教会/人 [」
陽 1/● 教新座中学校 ボラン

テ ィアグループ/畑 井 ‖
:本/湊 治郎/雨 官 人fl1/人 直 「/常 見幸代/木 ノ内伸了/,L
l
藤武/江 見淑子/神 Шキリスト教会/111敏 明/税 川雅行/石 神耕太郎/谷 革子 /サ￨￨・
多恵了/i可野 とし r/矢 部直美/H野 忠 ― 静 「/久 11広r/愛 ヵ型 ルカ教会/熊 沢洋
・
/前
晃仲 容 1/平 安女学院同窓会/人 塚
r/高 良孝誠/畑 町榮 ― 力了/武 藤六l‐
lll r/日
尾兵 1/東 京 セン ト ボール

ライオ ンズクラブ/鈴 木茂男

.05年
11月 26日 )‖‖Ⅲ‖‖‖‖‖‖Ⅲ‖‖Ⅲ‖Ⅲ‖‖‖‖‖
￨‖‖Ⅲ新 規 会員 ('04年12月 6日 〜
i野康/大 tF.雅
子/黒 川則子/島 文 ■/佐 瀬京 ■/赤 松適 「/山 本岳/西 間木美息子/
光 1/賞 輪 イウリ/静 谷英夫/山 本智了/

石元裕美/人 木克適/仙 敷 11俊/長 縄年延
林1光
代/丼 藤和 了/日 野静子/l1/川博秋

美智子/川 /tl 彦

すわ子/酒 井 忠喜/大 塚

lF子

について 》
あぶらむの会」
《「
「あぶ らむの会」 は旧約聖書創世記に出て くる、信仰の父アプラハムの旅立 ち
の前の名前、 「アプラム」 に由来 しています。それによれば、彼はその内的必然
行 く先知 らず して」旅立ちました。全てに対 してあ
性故 に、安住 の地 を離れて 「
まりにも安定 を求める今 日、私たちは旅 としての人生に臆病 になり、旅に必要な
能力を欠い ているよ うに思われます。
「あぶ らむの会 」 は、自己の人生に果敢に挑戦 し、人生の良き旅人を育てるた
め、それに必要 な訓練や出会いの場 を提供 してゆ くことを目的 としています。
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