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この通信 はあぶ らむの この

年 間の レポ ー トです。 つい先

日提 出 したばか りと思 つているのに、 また新 たな提 出時J l l と
な りました。時 の過 ぎ行 く早 さにただただ驚 くばか りです。

あぶ らむ通信 をお手の皆様 にはお元気でお過 ご しのことと思 い ます。本年 も本会に多大な
ご支援 をお寄せ下 さい ま した事、心 よりお礼 申 し上げます。
今年 を一 文字 で表 せ ば 異 "
どあ り この里の維持管理で 年が過 ぎて行 く。
あぶ らむの■の敷地は約 2万 坪 (6 olla)は
私 にとっては一つの まとまった小宇宙であ り、自然 の変化などの定点観測にはち ょうどよい
大 きさです。
これ まで雪質の変化 などゆるやかな曲線で変化 して行 く様 を報告 して きたが今年の変化 は
・
鋭角 この 年 を 文字で表せばまさに '異 です.
● 蚊 の 大群 の 襲 来
あぶ らむのlHには網戸 とい うものが ない。 ない とい うことは必 要が なか ったか らです.
の川川喬た の会の仲 間が、あぶ らむの■には とうして虫が い ない
4kmほ ど離 れた同 じIll境
のかいつ も不思議がる。彼 らの町では夏 ともなれば外灼のあか りが見えな くなるほ ど」ヽ
が集
パ
バ
まるとい う.こ こは山だか ら全 くい ないわけではない.し か し、 ラ ラ程度である.そ し
・
て不思議 に ・
￨が必要な
蚊 はめったにお 日にかかれなか った 人のジステ ンバーの r防
'1夕
い といわれたほ どであつた.
や蚊がやっ
オ根 ア リ」ヽ
しか し、お盆前後の一 Fr'い 2ヽ 3日 、選暑 にで もきたかの ようにオ
て きた。蚊取 り線呑 で 1分 だったので、網戸などうつとうしい ものは2要 としなかつた。 と
ころが この班は別 ものだった.蚊 の大群の襲来である。夕方 6時 ごろか らきまったようにや
って きて、 7時 半 ごろにピタリと正む。 ちょうどお客 さんの夕食時で、あぶ いむスタッフ総
出でハエ タタキを手 に空中の収 をやみ くもに打つ。す るとお もしろい ように落ち、ア ッとい
鳥」の蚊版 を見る
う間に小山がで きる。一度数えた ら二 百数十 もあ つた。 とッチ コックの 「
ようで恐 ろ しくなつて きた。
どうして急 にこうなつたのだろ うか 。富 Iに 住 む甥が 「
今年 は街には蚊はほとん どいな
か ったJと いった。平地のあ まりもの暑 さに蚊 も涼 しい ところへ大移動 したのか、これが米
年 も続 くな ら1出可か対策 を考えなければならない。果た して どうした ものや ら 。
●乾 か な い 田
トではな く、
今年 はどこの日 も乾かないため刈 り入れに苦戦 したようだ。あぶ らむの日 も,1タ
こんなにきつい労働 を強い られたのは始めてだった。 この夏の暑 さのため どこも大量の水 を
入れたのは確かだ った。刈 り入れの時の日のごちゃつ きを警戒 して早めに水 を切 つた ところ
は米が自 く実が入らなか つた とい う。 しか し水 をた つぶ りと当てた ところは日が乾かず苦 し
んだ。 ・
水稲'と い うだけあって稲 は水 が大好 き あぶ らむ日は大候 に関係 な くこれ まで も
水 をたっぷ り当てて きた。そ して例年通 り9月 初旬に水 を切 り、刈 り入れ までの間25日間ほ
ど田を干 した。なのに日は乾かず、手刈 りした ところ もず いぶんあ った。それ も日に人る と
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足が沈んで抜けなくなるため足場
板を敷き、その上に乗 って刈 り取
るあり様だった。また、稲刈 り時
は乾いていなくても、脱穀時には
軽 トラックが日に入るほど乾 くは
ずなのに、今年はキャタピラをは
いた脱穀機でさえ沈んでしまうあ
り様 だった。そ してそこで大ハ プ
ニング、脱穀機が火事になってし
まったのだ。タイヤならい ざしら
ずキャタピラものまでが沈んでし
まう状況に対 して、脱穀 と同時に
ベ

いつまでも乾 かない日、まるでカ 主のようだった。
細か く切断するワラを日に敷 き、
少 しでも地盤を固くしながら進んでいったのだが、特 に地盤のやわらかいところで脱穀機が
沈み、まいたワラが機械にはさまり、摩擦でワラが燃えだし、機械の油類に引火、日の真 ん

中で火事となつて しまったのである。いやはや ビックリとい うものではなかった。 ガソリン
にいつ引火するかわからず、生きた心地がしなかった。とっさにシー トをまいて空気を遮断
し、その間に近所の民家へ消火器をかりに走 り、大事はまぬがれた力'脱穀機は廃品回収 とな
ってしまった。どうして日が乾かなかったので しょうか、誰か教えて下さい。
● ついに あぶ らむ畑にイノ シシが…
刈 り入れ間近の日がイノンシに踏み荒らされた日ほど無惨でみ じめなものはない。山に近
い田畑は電線をはって自衛につとめているが莫大な費用がかかる。今年も近くの田がやられ
ていた。あぶらむの里も3〜 4年 ほど前より山手の方に出現 している痕跡 はあった。 ミミズ
をねらって土を掘 りくりからかすのである。それがだんだんと下の方にお りてきだした。警
戒心の強いイノンシ、用心に用心を重ねながら少 しずつ安全を確認、下の方へ お りて くる
のが よ くわかる。時間の問題かな
あ― とは思 っていたが、1 0 月中旬
つい に畑が荒 らされ、勢 いづいた
のか宿 の建物周辺 までが堀 りか ら
か された。 もうこうなつた ら恐 い
もの知 らず といった ところだ。先
日も夕方、仕事か ら帰 って きた ら
堂 々と一個連隊が県道 を闊歩 して
いた。 日ごろの恨 み とばか りには
ね殺そ うと思 って群れにむか って
アクセルを踏み込んだが、直前 で
急 ブ レーキを力ヽナた。やつぱ りで
猪に踏み荒らされた近所の日。収薔 は放楽された。
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きなか つた。 イノシン達は大パニ

ック、一頭があぶ らむの敷地の中
へ、「お ―い、そ っ ち じゃない ぞ
―Jと 叫んでいる私。大豆は野 ウ
サギ、タメキ、イツシンにや られ、
その他 の野菜 も野生動物のために
つ くっているようなもの となって
きた。今年は ドングリもまつた く
で きず 山にエサ となるものが少な
い受難年。町の有線放送 はクマ 出
没 の案内 ばか り。あぶ らむの里ヘ
の出没 もイ ノンシ同様時間の問題
か。それに して もあんなに沢 1実
っていた柿 の実が ア ッとい う間に

新 しくできたウッド デッキ 小枝が自然の屋根。

消えて しまった。地面 に つ も落 ちてはお いず どこへ消えたのか不思議 で仕 方ない。 さては
一晩 でクマが食べていったか 想像 で きることはそれ しかない。で も、恐 い もの見た さで
度見てみたい….
・・
ぎか りのあぶ わむの■で した.ど こかに大きな変化 (異変)
そんなこんな 異 つづ きの11●
が起 こっているので しょう。お,い に もっと真剣 に私たちの旅の競台 地球環境 について考
えてみた く思 い ます.
どうぞ よい クリスマ スを、そ して よいお年 をお迎 え ヽさい.
2010年12'」

あぶらむの会 代表 大

2011年

郷

子 どもから大人 までのネパールの旅

過去 11回 続 け られ て きたプ ログラム ですが、諸般 の事情 で この 3年 間中 止
して きま したが、2011年 春再 開す ることとな りま した。
静寂 なジ ャングル とそ こに すむ野生動物 との出会 い、眼前 にせ まる神 々 しい
までの ヒマ ラヤの山 々。 ネパール は心 の安 らぎと感動 で一杯 です。子 どもか ら
大人 まで参加者全 員 で協 力 しあっての旅 です。
期 間2 0 1 1 年 3 月 2 6 日 〜 4 月 6 日
お問 い合 わせ はあぶ らむの会 ヘ
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( 1 2 日間 )

博

コンポステーラ巡ネ
スベイン サンティアゴ・
デ・
Lの旅
35年11、私が牧師補 として最初 に赴任 した東京神日キ リス ト教会の ご婦 人達か ら、キ リス
ト教三大聖地の一つスペ イ ン サ ンテ イア ゴ デ コンポステーラ巡ネしの旅の企画 を依頼 さ
れた。名前 は聞い たことはあるが私 には想像で きない旅、「いつかで きればいいですね」 と
いつ まで生返事 を してい るのですか 私
あた りさわ りのない返事 を していた。今年 5月 、「
たちには残 された時間そんなにはないのですJと 直談判にや つて来 られた。その迪力に押 さ
れ 「
す ぐに計画 しますJと この秋実現 のはこびとなつた。参加人数 8名 、最年長77歳、最年
少58歳、平均年齢67歳の メンバーで約 5日 間で114kmを 歩 く巡礼 の旅 となつた。
カ ミー ノ ・デ ・サ ンテ ィア ゴ (サンテ ィア ゴヘの 道 )
スペ イ ン巡礼の道は、キ リス ト十二使徒 の一人聖ヤ コプの亡骸が1民るサ ンテ ィア ゴ デ
コンポ ステーラに詣でるために、巡礼者違が歩 いた道である。伝.ltに
よれば、 スペ インで珀i
教 した聖ヤ コプはエ ルサ レムに もどり殉教、その亡骸 は船 にのせ られ、風 まかせの航海の末
スペ イ ンのガ リシア地方に流れ着 いたとい う。そ して 91L沐己のは じめ、 この地で璽ヤ コプの
事が発見 されキ リス ト教の一大聖地、そ して巡ネL路として発展 していつた。
ヨーロッパ各地か ら数 々の巡礼路があるが、一 r・
多 くの巡札者 をあつめるのが 「フランス
の道」 であ る。 フランス領 ピレネー 山脈 のふ もとか ら出発す る道は787ukmにお よぶ。巡礼
の方法 としては従歩 、自転車 によるものが認め られ、徒歩の場合はサ ンテ イア ゴまで1∞km
以上歩 いた者に巡礼証明書が付与 される。そんな訳 で私たち8名 はこの巡礼証明書 を手 にす
るためにサ リヤ とい う町 を出発地 として聖ヤ コプの眠 るサ ンテ イア ゴ まで114kmを 約 5H
IH5で
歩 くことに した。
スペ イ ンの首都 マ ドリー ドか ら入国 した私たちは巡礼出発地サ リヤ まで約∞Okmを バ ス
で移動。行 けども行 けども地平線 まで見渡せ る広大 な大地.樹 木 は少な く収穫 を終 えた畑は
静かに休んでいた。無数の太陽光発電用パ ネルがならんでいた。 自然エ ネルギー発電世界一
を誇っている。 しか し、ガ リシア地方に入 ると一転、木 々がおい茂 る緑登かな大地 となった。
第 l H 目 はサ リヤーボル トマ リ
ン2 2 5 k m . 出

発 の 朝 は満 点 の 星

牢 だった。朝 8 時 出発 とい って も
まだ暗 く、朝 日が昇 って くるのが
1 0 時近か つた。毎 日の ように霜が
降 りて い たか ら気温 は 1 〜 3 ℃ 、
あ る程度歩 いてか らだが温 まるま
では け つ こ う寒 さを覚 えた。 l l 礼
の 出7 1 K 点
をメル セ ド修 道 院 と し、
その小礼拝堂 をお借 りして、参加
者最 高齢 の武藤 主教 の司式 で ささ
やかな出発 の折 りを もった。1 2 0 0
年近 く数知 れぬ巡礼者達 に よって

木 にまで印 されたサンティアヨヘの道

歩 きかため られたサ ンテ イア ゴヘ
の道、時には現代の道 と並走 した
り交 差 した りした ところはあ る
が、その多 くは中世 の人々の生活
を想像で きるような昔 の ままの道
だった。朝霧の中にたたずむ石造
りの家、草 をはむ牛や馬

石畳 の
道 を多 くの巡礼 者 達が黙 々と歩
く.ヨ ーロ ッパ各地や ブラジルは
じめ南米の国々、アジアは韓日が
一番多か った.歩 きの ,い 人、遅
い人、 しか しお ■いすれ ちが う時
ヾン カ ミー ノJ と声 をかわ,。
「月

第―日目の巡ネL宿まであと一息

(耳では どうして もボ ン カ ミー ノと聞 こえるのだが正確 には BuenO Caminoフエ ノ カ ミ
・
ーノ ・
良い旅を だ と思 う)「ボ ン カ ミー ノ」、いろい ろな違 い を超 える人と人とを結びつ
けるいい言葉だ と思つた。心配 していた遭川
百も黄色の矢印が立派に案内導いて くれた̀道 上
・
に、石塀 に、家に、木にといたるところに記 された責色の矢印 と巡礼の象徴 である ホ タテ
・
・
'と
員 が私たちを しっか りとサ ンテ イア ゴヘ と導 いて くれた。 また51rlmごとに ホモ ン
よばれるキ ロ標示が設置 されてお り、現 rt地とサ ンテ イア ゴまで残 り何キ ロあるかが彫 られ
てい る。段 々距離が減 ってい くホモ ンに出会 うと, 然なが ら嬉 しくな り、声はかけては くれ
ないが私たちを励 ま して くれた。
の行ftが終 わると ・
アルベ ルゲ・ (巡礼宿)に

まる.お 金の ある人はホテルや民宿
'白
に泊まる人 もい るが、私たちはあえて巡礼宿 に泊 まることに した。 どこも二段 ベ ッ ドのカ イ
コ棚 で4n‑50人 の大部屋や10人の小 じんま りとした部屋 などきまざまだつた。部屋割 りは男
女 の区り1なく到着 した者か ら順番に徒歩での巡ネL者
で きない と
が優先 され、 自転車組 は夜7時 まで
̀1泊
い うことだつた。
歩 いて三 日目だつたか、割 り当て られた部屋 は10
人部屋 、我 々 8人 の外 にスペ インのアンダルシア地
方か ら来たとい う人 2人 が一緒 になつた。その一人
は120kgほどのF体 、そのイビキのす ごさときた ら、
この世 の ものではなか つた。我 々全員一睡 もで きな
か った。「さすが の大郷 さんの イ ビキ も彼のにはか
なわなかったね」の一言にガ ックリ。 自分 も多 くの
人 に迷惑 をかけてい ることを始めて知 つた。「イ ビ
キ世 界超 の人と言
己念写真 を撮 ろ うJと 、お■い何事
・
もなかったかの ようにハ イ ポ ー ズ。 ボ ン カミ
ー ノ・ とエールをかわ して別れる。 しか しこの寝不
ホモンとよばれるサンティアゴヘの一里 塚

足 で今 日一 日もつのだろ うか とだれ もが不安 だった
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に違い ない。それほ どす さま じい一夜 であった。
2日 ロボル トマ リンーパ レス デ レイ25km、 3日 ロア ルスーアまで28 5km、4日 ロペ
ドロウソ19km、 5日 ロモ ンテ ド ゴツー14 5km。
6日 目最終 日、進 かか なた に聖
ヤ コプが眠 る教会 の尖塔 が見 える
た め、 長 い 巡礼 の 旅 を して きた
人 々 は互 い に手 を取 りあ って喜 ん

・
だ とい う ・
歓喜 の丘 、そ の ゴ ツ
ーの 「か ら路面 に埋め込 まれたサ
ンテ イア ゴヘ の道標 ・
ホ タテ員・
をた よ りに古 い街並 みを4 5km歩
くとサ ンテ イア ゴ デ

コンポ ス

テーラだ。途中で声 を交わす よう
になった一人巡礼 の ドイツのご婦
人は泣 きなが ら周囲の人 々と抱 き
コプの

るサンティアヨ デ コンポステーラ

聖ヤ
眠
歩いて き
あ つていた。121ylkmを
に到着 した参加者―行
たとい う。 ご主人を亡 くされたの
だろ うか と勝手に想像 した。 ゴール した私 といえば無事 に終わったとい う安堵 はあつた もの
の、それ以上の感慨 はわかなかつた。 ・
最後のll10km・とい ういい とこど りを した後 ろめた
'フラ
さがあったか らなのだろうか、 ドイツ婦 人の ように1200kmと はいかないが、せめて
ンスの道'の 出発点サ ン ジヤン ピレネーか ら780kmは 歩 いてみたい と思 つた。

なが らず一 っとその ことを考えていた。
私 は/1Nき
特 に自動車道 と並走するところあた りに来るとそのμlいが大 きくなった。100kmの 距離 など
それに して も人は何故歩 くのだろ うか

1時間足 らずで走って しまうのに。日ごろあ まり歩 くことの ない私、当然足に痛みが出て きた。
で重 い病気 をかかえている人の ことを憶 えて祈 つた。 自分 の痛みに とら
そんな時、私のlll囲
われると痛みはいつ まで も続 いたが、他者に気持 ちを向けると不思議 と痛み を忘れた。 これ
も今 回の一つの発見だつた。それに して もなぜ歩 くのか、私 の見出 しえた ことは 「自分 との
約束Jと い うことだった。 この言葉 はまだ 自分の 中で十分 に熟 してはい ないが、歩 きなが ら
人生 は自分 との約束なのだ 1」 とい う言葉だ つた。 自分で歩 く
自分の 中にひらめいた事 は 「
と決めたのだか ら私は歩 く、ただそれだけか もしれない。他者 との比較で どうこうとい うこ
とでない ことだけは確かなことだ。 しか しその歩 きの中で見た風景や出会 った人は、私の 中
で また新 たな私 をつ くって くれているように思えてならない。サ ンテ イアゴヘ の責色 の失印
やホ タテ員の道標 といい、一歩一歩ただひたす ら歩 く姿 といい、今回の巡礼 の旅 は '旅人の
宿

・ を標榜 にす るあぶ らむと私にとつて新たな歩み と気づ きを与えて くれた と思 つている。

サ ンテイアゴ巡礼は長い旅であ り、巡礼 とは人生の ような ものです。
巡礼 の心構 えJ― 「
「
巡礼 の F倒 とは巡 り合 わせです。全ては巡 り合 わせ、た とえ不本意な出来事 があった とし
て も、受け入れること‐許す ことで、 また新たな何かに巡 り合 うことがで きるのですJ。
この一文が 自分 の 中に根付 くためにもしっか りと歩 いて行 きたい。
― ?―

少年の旅立ち、私への手紙
― 家庭裁判所補導委託事業 とあぶ らむ―
21X4年に始まった家裁少年の補導委託事業も6年 余の月日を重ねた。6ヵ 月間の補導委託
期間中、少年と私たちとの間でいろいろ山坂谷を越えることは多々あったが、12番目の少年
まで無事に送 り出してきた。 しかし、その実績にあぐらをかいていた訳ではないが13番目の
少年 は委託中止 となった。私 たちの力不足を痛感させ られた。
ここあぶらむの里での共同生活は信頼関係の上に成 り立っている。私は性格的にあれ これ
規則を設けることは好 きではない。規則などない方がいい。人生は自分との約束、規則だか
らやるのではなく、自分との約束事においてやるもの、やらないことと思 っている。しかし、
バ レなければよい、気づかれな
時 として少年達 との生活の中で通 じなくなることがある。「
ければよいJと い うささやきがいつかここでの生活を破綻 させ、
個人の心まで,虫んでしまう。
もし今後もこの補導委託の仕事を続けるなら、少年達の心にそのようなささやきが入り込ま
ない ようもつと手厚い配慮を考えなければと思う。
少年 と私 とはジイ孫の年齢差、中間にお兄さん役のスタッフがいて くれればと願うのだが、
そのために専任 スタッフをやとう経済的余裕な どな く、不要な箱物ばか りに補助金を出して
いる行政に対 してごまめのハギシリをしているばかりである。そんな中、新 しく旅立ってい
つた少年が私に手紙を書いていって くれた。私にとっては大きな力づけだつた。これを手が
、
かりにこれからの少年連との′
にむかいあって行きたく思っている。
し
大郷博先生へ
あぶ らむでの 自分 との格闘
S R
ド手 で意味 の分 か らない部分が あ る と思 い ますが最後 まで読 んで ドさい。
僕 は、1 1 月2 0 日に先輩 を リンチ に した傷害事件 で警察 に身柄 を拘束 され ま した。俺 は、人
を傷付 けるこ とで捕 まる とは夢 に もお もって い ませ んで した。捕 まった とき 「自分 は何 で こ
んな所 に拘束 されて い るんだ ? J と い う疑「
l しか な く、聞か れた ことだ けに答 えてただ時間
・

が過 ぎてい くの を待 つ だけで した。 だけど 「お前は人を殺 し力ヽナたんだぞ。
Jっ て言われて
は じめて 自分の犯 した罪の重 さを知 りまし
か ら何か ものす ご く怖 くな りま した…。そのlklに
た。で も、今 まで他 にも傷 を負わせていた人がいたのに、 自分 も傷つ け られた事があ ったの
に何故今 さら捕 まって、何故俺 を傷つ けた奴 らが捕 まらなか つたか不思議で しょうがあ りま
せんで した。今 回、僕が傷 を負わせて しまった人 も 「
不良Jと い う部類 に入 つていると思 い
ます。 なのに何故たつた一回の ことで捕 まつたのかが 自分 の中で理解が出来ず にい ま した。
つた くらい に、 H弁 護士が俺 の担当の人とな りいろんな話 を
警察 に拘束 されてか ら一週FHlた
聞 きま した。被害者 の人の状態、ばあちゃんの事 など。ずっといろんなことを考 えていた時
に弁護士 さんが 「
君が した ことは人の身体 を傷 つ けるだけ じゃな く人 の 心や相手の家族が と
て も悲 じむ事 を した。 もし君が された らどうだい ,親 は どう思 う ?一 度 しつか り考 えなさ
い。
J捕 まってか ら始 めて怒 られた人で とて もうれ しか った。親父は、怒 っているのか怒 っ
てないのか よくわか らない感 じだった。弁護■ さんは本 当に怒 って くれてるんだって感 じで
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とて もうれ しかった し反面かな しかった。親父は しっか りと怒 つて くれない、見捨て られた
んだなって思つた。審判の判決で少年鑑別所 に行 き少 したった ぐらい に、 まった く反省 して
い ない俺 に親父が怒 つた。やつと、やっと怒 つて くれた。 今 までにない安心感があ つた。そ
れか ら調査官の人 とも話 なが ら 「あぶ らむの里Jと い う家があると教えて もらい俺 はす ぐに
「
行 きたいですJと 答 えた。
その時の理由はた った 1つ だけで した。
少年院だけは、
行 きた くない とい う理由だけだったので正 直や りぬ ける と思わなか った し、
十年間ダラダラ過 ごせ ばいい とい う考え しかあ りませ んで した。12月24日 「あぶ らむJに は
じめて来て まず雪の量 にはお どろ きま した。 これ もは じめて見た もので、その時の 「オッJ
ってい う感 じは忘れ られ ません.家 の

印象 は優 しそ うでオ
詈やかな
人だなって印象で した。最初 だけで したけ ど―。た くさんの人が居て誰かが 「
君はあぶ らむ
へ の クリスマスプ レゼ ン トだね.Jっ て言 った時 は ものす ご くうれ しか った分何 で犯罪 を犯
して来た俺が クリスマ スプ レゼ ン トなんだってい う疑 いの部分 もあ りました。で も みんな
に入って先41が居て第

と過 ご してい くうちに俺 を犯罪者として じやな く一 人の人間 として見て くれていて、そのI寺
には じめてあぶ らむに来て良かった と思 い ました̀
それか ら仕事 なども覚 えなければいけない し、 自分はどうしたら更Tで きるのかなどい ろ
いろな事 を孝えなが ら生活 しな きゃいけなかったので もう無理 少11院の方が楽だと思 う時
が数えきれない ぐらいあ りました。 まず 更 「とい う意味が碑I解出来ず悩み ました.今 までの
自分 を振 り返 り
直る と、祥子 さんと成 さんにいわれたけ ど今 までの rl分をどう治 してい
'ち
けばいいかわか りませんで した。俺は、タバ コ も吸ってた し、窃盗 もした し たまにケ ンカ
などもしたけ どタバ コは売る方が悪 い。窃盗は盗 られる方が悪 い、ケ ンカはや られる方が悪
い。あぶ いむに来て成 さんが誰か とIし てて 「もし、自分がや られたらどうJと 言われた時
俺 は何か盗 られたらや り返す、ケ ンカでや られて もや り返す。 自分が 言っている孝え とやっ
てい ることは矛11していると言われて初めて気llきま した。今、考えるととで も恥ずか しい
と思 う。それに気付けたのはあぶ らむに来たか らです.更 正 とは、今 までの自分の生 き方が
一般社会の人 とどう違 い、今 までの自分は どこがズレしていたのかに気llき自分 は、 どんな
事 を して、 どんな人 との関わ りが大事か ,自 分 に必要 な環境 は どんな所かを自分で考えそれ
をいろんな人に質問 しなが ら自分で も考 え、実行 していろんな人の信頼 を得ていろんな人が
認めて くれた時 は じめて更正 した って .lうん じゃないかなと思い ます.だ か ら俺 は、いろん
な人か ら信頼 される大人に 歩ずつ進んでいこうと思い ます。
2月 26日、 Sが 来た 日です。俺 は、 Sと 居る時が一番楽 しくて llしくて しょうがあ りませ
んで した。一番の思 い 出は富山まで76km歩 いたことです。歩 いてい る時 もくだ らない話 を
、
の底か ら言 えるほど楽 しかっ
した り、意味 もな く話かけた り本当にあの時は楽 しかった と,と
たですて
,で も、歩 いた次の 日、 タバ コが発党 してみんなが忠告や、先生の 「バ レなければい
い と思うやつ はクズJと 言 つていた言葉 の重みにまった く気付かなか ったです。 もし、あの
時に発覚 しなければ吸い続けてい ました。だか わ俺は見つ かつて よかった と思い ました。 S
は、いな くなつて しまつたけ ど俺 は、 タバコの件 で 自分 のや ましい部分 を全て出せて良かつ
たと′
き底思 い ます。で も、先生達の信頼 を全 て踏みに じって しまつた事 は本当に悪 いこ とを
した と思い ました。す い ませんで した。あの後か ら少 しで も信頼が 1%で も戻 っていた らう
― ,一

れ しいの一 言です。
家族 とは何 か ?Jつ て言 う質問 された ことがあ りま したが、
話 は変 わ りますが、先生 に 「
最後 まで考 えま したが 自分の力では分か りませんで した。だか らこれか らの人生の課題 とし
家族Jと い うものを
てお きます。 自分 の家族 をもしつ くれた らその時、自分の中で考えた 「
築 きあげてい きたい と思い ます。
長 い ようで短かった 9ケ 月間いろんな人 との出会 いがあ り、いろんな出来事があ りま した
が今はそれが全部思い出です。
何 だ ￨IJつ て思 うときは度 々あ りましたがそれ も思い 出です。
先生はす ごいキビシ くて 「
本当に長い間お世話 にな りました。
PS

来年の立教小学校 と自然学校 は手伝 えたら来たい と思い ます。

劃
『
子どもたちをあぶらむに連れて行くわι
立 教小 学 校 教 諭

西村

正和

私の勤める立教小学校 では、2∞4年か らグローバルエ クスカーシ ョンとい う野外体験 プ ロ
五
「人 と自然 とが ともにあるVび を体験す る」「
グラム を5年 生 を対象 に始めま した。 これは、
感を使い 、見た り聞いた り感 じた りす ることを楽 しむ」等 をね らい とした もので、子 どもた
ちは、北海道 小笠原 飛騨高山 四万十 沖縄 などの コースの中か ら自分の行 きたい場,i
を選び ます。 これまでにこの コースに参力1した児童 は97人。引率 とい う形であぶ らむを体験
した教員は、私 を含めて 9人 とい うことにな ります。
あぶ らむでは、次の ようなプログラムが行われ ます。
1日 H オ リエ ンテー シヨン、大郷先生の話 2日 ロ ピザ作 り、Tシ ャツ作 り、肝試 し
ロ ジヤガイモ掘 り、料理作 り
3日 目 滝遊 び、ナイ トハ イク (26キロ) 4日
5日 1 川遊び、四十八滝温泉

6H日

帰京

またプログラムには書かれていないベローダ (工事車両)に よる敷地めぐりや虫取 り、ツリ
ーハウスやヨツトでの宿泊なども、子どもたちにとつて,き
に残る体験になつているようです。
しかし、はじめから全て力剛1貢
調だつたわけではありません。実はこのプログラムの意味を
問われる出来事が、はじめの年に起こりました。人呼んで 「トマ ト事件」。それは国道近 く
の宮川で、川下 りをしていた時のことでした。ふと見ると、泡だった川の流れの中にい くつ
青い空、青い海
かの トマ トが流れてい ました。その時私は 「日本一の清流、四万十川Jや 「
の小笠原」 といつた他 コースの うたい文句 を思い出し、夜 の ミーテイングで、「グローバ
ルエ クスカーションが豊かな自然を体験す ることをねらいにしている以上、もう少 しきれい
な川に行 くことは出来ないか」とい うことを発言をしたのです。すると、それに対 して大郷
豊
先生をはじめ、その場にいたサポー トの大学生からも一斉 に反発の声が挙が りました。「
かな自然 とは何か。 コマーシヤルに出てくるような澄んだ水 のことを言 つているのか。あれ
が人間と共存 している川の実態であ り、鮎釣 りをしていたということは、水 も十分きれいだ
ということではないか。都会の教員の勉強不足。自然体験 を通 して子どもたちの何を育て
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ようとしているのか、あぶ らむ コー スのね らいは何
か¨.Jそ れは、大学以来何度 も間われて きた 「
今、
ここで大事 なことは何か」 とい う問いで した。私は
い きな リピンチに立た され ましたが、その ミーテ ィ
ングによって、あぶ らむに期待 してい ることは、身
近な自然の 中で子 どもたちが遊 び きるとい うこと
そ してそこで起 こるII値観の揺 さぶ りなのだ とい う
ことを改めて確認す ることがで きました。
火起 こ し、虫取 り 滝遊び ¨。あぶ らむでは、子
どもがヮクヮクする場面がた くさんあ ります。朝礼
で 野外料理で と何度 も火を起 こすチ ャンスがあ り
虫取 りが好 きな子は

こっそ り教 えて もらった秘密

のスポ ットに,ん で出かけてい きます。
滝遊びでは、
は じめは 柿くて見込み していた子 も、仲11やスタッ
フに励 まされ勇気 を出 してジャンプ ￨い つ しかその

滝飛 び込 みはスリル満点 ￨

楽 しさに夢 中になってい きます。普段 の学校行事で
あれば、時 間や人数の関係で 日回やったら交代」「
時間がないのでここ までJと いった制約
がついてまわ りますが 、あぶ らむでは、たっぷ り時間をと´
,て何度で も挑戦で きる ところが
魅力です.
そんな楽 しいあぶ らむのプログラムの中で もナ イ トハ イクは… 17のハ イラ イ トで、 まさに
五感 をltって豊かな 自然 を思 いつ きり体l険す るプログラノ
、だと言えるで しょう。rど もたち
に とって、26キ ロを歩 くことはそれだけで大 きな挑戦ですが、それが夜に行われることは、
このハ イクの意味 を何倍 にもして くれ ます 足元の悪 い夜の道。子 どもた ちは、月明か りを
頼 りに山道 を歩 く中で、改めて光の右難 さを知￨ります.そ して声 をかけあい、 支えあ う中で
改めて仲間の有 り難 さを知 ります.寝 なが ら小 く子、泣 きなが ら歩 く'r ゴール までの道の
りは毎年大変ですが、終 わってみれば、何 か をゃ り込げた達成感 は大 き く、子 どもた ちは
い り大 き く成長 します。暗間の
中、仲 Fllとともに26キ ロ を歩 き切
った経験 は、 この先辛 い ことや大
変 な ことがあ った時 に も、 きっと
子 どもた らの 中 で

一つ の拠 り所

になつて くれる ことで しょう。 ま
た、あぶ らむの生 活 の 中で は、「
危
険J と の付 き合 い 方 も学 び ます.
現代 の私 たちの牛 活 は

とか く危

険 な ことを遠 ざけ ることばか りを
考 えが ちですが 、あぶ らむは 「危
険 だか らと言 つて それ を避 けて い
暗 くても仲r・
5 がいれば大丈夫

ては、いつ まで も危険 と向 き合 う
― n―

J
力は育たない。大切 なのは、何が危険かを知 り、それをどう乗 り越 えてい くか とい うこと。
ハ
い
ら落
とい うのがスタンス。薪割 りでは斧 の安全な使 方 を教 わ り、ナイ ト イクでは、崖か
ちない ように山側 を歩 くことが何度 も確認 され ます。「ポイ ン トを抑 えて しっか り準備 をす
れば、危険は向 こうか ら逃げてい く。で も、気 を緩めていい加減なことをす ると、事故 とい
うものはあ っ とい う間にや つて くるJ。 これ もあぶ らむのプ ログラム を支 える、大事 な考 え
方の一つです。
そ して当然の ことなが ら、あぶ らむでのエ クスカーシ ヨンに欠かせないのが大郷先生の存
在です。 きま りや規制で子 どもたちを縛 らない。既成概念に とらわれず、ユーモアーが いっ
ぱい。頑張 つた時 はちゃん と褒めて くれ る し、いけないことを した時や危険な時は きちん と
注意 して くれる。そんな大郷先生 の存在は、子 どもたちにとって絶対的です。それは別の見
方 をすれば、 きちんと子 どもたちと向 き合 う大人が いる とい うこと。子 どもたちは、本音で
話 し本気で関わつて くれる大 入を求めてい るのです。だか ら子 どもたちはみんな、大郷先生
の ことが大好 きになつて しまうのではないか と思い ます。
身近な自然の中で遊びきる体験、そ してそ こで起 こる価値観 の揺 さぶ りを大事に しなが ら続
けて きたあぶ らむでのプログラム。一回の体験が人生を大 きく変えることはないか もしれ ませ
んが、あぶ らむで感 じたこと、考えたことを大事 にしなが ら、子 どもたちがそれをどこかで こ
れか らの生 き方に繋げて くれれば、こんなに嬉 しいことはあ りません。そんな願 いを込めなが
ら、最後にこれ まで参加 した子 どもたちが書いたク1句や詩 をご紹介 したいと思い ます。

俳句 「なべかこみ
「
あぶらむで
あぶらむは
「
がんばれば
「

SA君
ゆげのむこうに とものかお」 (211114年
あと十年間 くらしたい」 (2∞ 6年TH君
自然のめぐみの 宝箱」 (21X17年 KH君
9年KN君
なんでもできる あぶらむは」 (2∞

)
)
)
)

詩 fあリカ'とう」 (2007年YT君 )
大郷先生ありがとう 火の起 こし方やまきわりの仕方をお しえてくれてありがとう
「
男 とは」の話を開かせてくれてありがとう 楽 しい時間をありがとう
スタッフのひとたちありがとう おい しい料理を作 つて くれてありがとう
先生ありがとう 山のはりの きちょうなけいけんをさせてくれてありがとう
いろいろなきかくではくらを楽 しませてくれてありがとう。
あぶらむの体験をしっか り受け止めてくれたこうした言葉に出会うと、子どもたちを連れ
70歳まで
て行ってよかつたとい う気持ちを新たにします。いたずらな笑顔を浮かべ ながら 「
は頑張るよ IJと 豪語する大郷先生を支えながら、 これからも子どもたちとあぶらむをつな
ぐ橋渡 しの役割 を担っていければと願っています。
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韓国一月鉄馬の旅
●私 とオ ー トバ イ
私の子どものころのあこがれは西部劇のカーボーイだった。
たき火にあたり野宿するシーンなら真似ができると毛布一枚で寝て寒い思いをした。馬で
の旅なんで遠い遠いあこがれで しかない。でも現代の馬、鉄馬なら身近にある。いつ しか鉄
馬での旅へ と夢がお、くらんでいった。
私が中学生のころ、我家の荷物運搬は自転車で引く 「リヤカーJだ った。デパー トヘの納
品なと まもっぱら私の仕事、からだのきつ さよりも自動車にましって リヤカーを引 くことの
かつこ悪さの方が吉痛だった。次に登場 してきたのがオー トバ イ、からだはうんと楽になつ
たがオー トパ イで引くリヤカーは もっとかっこ悪かった。4歳 年■の兄が家業の見習いで家
にいなくなった時、そのオー トバ イの運転は私の役割だった。60歳過 ぎの父は運転できず、
そのため私は親公認の 「
無免許運転Jで 家を手伝った。無免許運転で家庭裁半J所送致が2度、
警察著での始末書は数知れず、「
無免許」とい う漢字が書けなかった私に、「
字も書けないの
に乗っているのか」 といった老お巡 りさんの言葉を今もはっ きりと憶えている。
私もそろそろ 「
前期高齢者Jと 分類される年になった。「
年金がたまっているよ」と女房、
「
い
何に使うかなあ―Jと 私。「
何 ってんのよ、それは葬式費用1でしょJと の一言に私の脳線
がプッチンと切れた。「そんな後ろ向きの金はいらないJと 私は 「ポケl■
‖Jを 兼ねてそれ
でオー トパ イをlrめることにした。「
バ
年金 イク」の誕41である。そ してこの初夏、現代の
馬 アイアン ホースにまたが り私は卒業41の力1合井71と二 人で韓国―,Hの旅に出かけた。
●韓国 ってこん なに近 かったのだ
Rフェ リーは零山に向け 卜
5月 a)日午後 8時 、私たちの国 ￨・
間を出航 した.船 内は日本人
はまばら、需国人パ ヮーに圧倒されながら風呂に入リタrtを済ませ、少 し眠ったかなあ―と
思ったらガラガラと鉗をおろす音で日が覚めるて
、午前 3時 、船は釜 に着き沖待ちをしてい
た。速い と思つていた隣同韓国まで7時FHlあ
まり。ちなみに福Ftl博
多からの高速船なら月道
2時 間40分、料金は往 復で 1万 円 と
あ つたのには驚 いた。 もっと遠い国
だ と思 つていたのだが、地理的には
す ぐ手の届 くところにある国だった
のだ。
宮崎県での 口蹄疫真最 中 とい うこ
ともあ り、車輌の汚れには神経 をと
が らせていた。ォー トバ ィ組 は手ril
物検査 な ど厳 しい と きいてい たが、
何 と入国審査室 に私たちを出迎 えに
きていたシス ター (修道女)が 入 つ
て きてい た。 「この 人は 日本の シ ン
プニー (牧師 さんだ よ)」 とい う一

シスター お似 合 いですヨ.
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言 で荷物 はフリーパ ス。何 よりも,般 人の立ち入 りが厳 しく制限 されてい るところに入 つて
これるとい うことに驚 いた。
韓 国では宗教者は尊敬 され大切 にされてい ることを、その後 も数 々の場面 で知 つた。私は
何 もや ましいことはなかったが、隅 々まで検査 される ことのわず らわ しさがな くなつただけ
で安堵 した。 シス ター様 々、気分 の良 い韓国第一歩 となった。
● 釜 山 (プサ ン)か らソ ウル ヘ
言葉 もわか らず道 もわか らない ままの韓国―周鉄馬 の旅、私 たちを出迎えに来 ていたシス
ターや釜山教区の牧師、そ して僧侶の法明さん達 と10日間の 日程での コース取 りを相談 した。
お互 い これで大文夫 なのか と心配だ̀,たに違 いない。なるべ く海沿 い を走 ることに決め、多
島海の人口 馬山 (マサ ン)ま で私たちを先導 して くれた。
別れた後 はい よい よ私 たち二 人だけの旅、不安 ではあつたが反面 これは どの解放感はな
か った。それ こそ足 の向 くまま気の向 くまま、大 きな 目標 とする町はあるもののその間は全
くの フリーである。おい しそ うな食堂があれば腹 を満た し、暗 くなれば宿 を探す。不安 の中
にも最高 の解放感 を味わわせて もらった。韓国南部 は農繁期 の真最中だつた。麦やニ ンニ ク
の収積の真盛 り、側で日植 え、人が大地 に しっか りと根 ざして生 きている様が ビンピンと伝
朝鮮 の役Jの 際、豊巨秀吉の軍が最初 に L陸 した莞島 (ワ
わって きた。わた したちはまず 「
ン ドウ)、天童 よしみの ̀海が割れるの よ―・ で有名になつた珍島 (ジン ドウ)を 目指 した。
ワン ドウには高 さ20mは あろ うか と思われる救 国の将軍 李 舜 巨 (イ スンシ ン)の 巨
大 な像が遥か 日本 をに らみつ けるかの ようにそそ り立 っていた。猜疑心 の強か った秀吉、兵
士 の働 きを見定めるために殺 した朝鮮軍兵十の耳 を切 り落 とし塩漬けに して京都 まで運ばせ
、
な しか韓国の人 々の視線が厳 しく感 じられた。
た とい う話 を思 い出 した。.し
'と 英語の案内があ った。年 に一度 3月 の大潮の時
珍道には 'モーセの奇跡、海割れの地
海が開け、対岸 の島 まで地続 きとなって数万人の人 々が渡る とい う。その光景写真が展示 さ
れていた。 しか しそれ以外 の時 はただ海 に浮かぶ小 島で しかなか った。その光景 を想像する
だけで よしとしたい ものだ。
私 はどうして も木浦 (モッポ)と
い う町 を通 りたかつた。昔、天気図
をつ けていた時、韓国を代表す るの
が このモ ッポだ つた。たつたそれだ
けの ことなのだが、私の中ではこの
町が一番親 しみやすい もの となつて
い た。 木浦 の次が例 の 光州事件 の
あ った町 クワ ンジ ュで あ る。事件
関係者 の霊 にお参 りしようと思 つた
があ まりに も大 きな街、私 たちの能
力ではその場所 を探 し出す ことは無
理、迷子 になるのが関の山だつた。
韓国の道路整備 は世界 で も トップ

ニンニクの収穫 期、トラックに元 気満 載。
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クラス と思 った。 ォー トバ イは高速道路通行禁止であ る。走 れ るのは一 般道 だけ。 その一 般
国道が 日本の高速道路 なんか 目 じゃない ほ ど立 派 に整 備 されてお り広 い ところは片佃15車 線
もあ った。現在 も北朝鮮 とは休 戦中の韓 国、い ざ有事 とい う時 には飛 行機 の 発着場 に もなる
と聞 くが、 いずれ に して も道路 の立派 さには 目を見張 らされた。
そ して また道路 標識が完壁 であ った。道 もわか らず ハ ングル文字 も読め ない私 たちが大 き
な迷 い もな く ―周 で きたのは この整備 された道路標 識 にあ った。旅 におけ る道 じるべ の 大切
さを改めて強 く実感 させ られた。

● ソ ウル の 街 で
天安 (チ ョナ ン)に ある独立記念館 を訪ね、
■国 と日本のl●
lの不幸な I.k史
を再認・
.lした後
この旅最 人の難関 ツウル け内に向かった,ソ ウルi「内は交通景 といい スピー ドとぃぃ 割 り
込みの激 しさといいはんばではなかった.私 が東京へ 出て きた東 京オ リンピ ックのtlのよう
だった。その ような中、
道 もわか らず ウロウロ しなが らたるとい うことは危険 きゎ まりなかっ
た。響国の友人 ヽ人が いろいろとサポー トして くれた。
道案内の先導者 の後ろにつ くと、 llり込みの激 しいl,で その車 を見失わない ようにとそ
の1'のナ ンバー しか視野 に入らな くなって しまった。私たちを先淳 して くれたオー さんの車
輌 ナンバーは4438 私の 日は点にな りこの4438の数字以外何 も日に人
かつた.ll分 で道
',な
を探 し求めていた ■は/・
ての 偏
t色が鮮 IIUに
に焼 きついているのに、 ツウルの■色は
今 もIll裏
この車輌ナ ンバーだけである。確か にその車 の後 をついて行けば 日￨1地までは担保 される。
あ りがたい といえばこんなあ りがたい事 はない、後につ き従 って行 くだけで特別何 もしな く
て もよいのだか .し か し 終ゎってみればソウル市 村の 景色は何 つ残 っていない。これっ
'〉
て現 代社会その もの を物語っているのではないだろうか.先 導■ を見失わない ようにと必死
になって,ltだ
けを見ている私たち。 自分で道 を探 し求め 、見出 してい く力があれば もっと周
囲の 景色 を楽 しめる。そ して、私たちをとり冊む景色は もっと広 く、美 しく、多様性 に富ん
でいることに気づ く.人 生は4438だけではない、 もつと自分 の足で旅 しなければならない こ
とを強 く教 えられた 時だった。
● ソウル か ら東海 へ 、 そ して38度 線
韓 国は東西200〜3∞km、 南北6∞ ヽ700km、 一般[」
道 の法定速度は&)kmだ か ら、ただ走
るだけであれば4〜 5時 間 もあれば横断 して しまう。 ソウルを朝 出発 した私たち、お昼には
もうそこは 日本海 (韓国の人はこの海 をニホ ン海 とはよばず束lll(トンヘ)と 呼ぶ)、寒流
のせいか 6月 とい うのに肌寒かった。草束 (ツクチ ョ)は 大 きな漁村、そこで世界一 おい し
い刺 身をご馳走 したい と、 さ くら道250kmを 完走 したオー さんが私たちを待 ち受けていた。
出てきたのは大 きな ドンプリに山盛 りされた ヒラメ、これで二 人前 とい う。高級魚 ヒラメは
薄造 りで食べ る もの と思 つてい る私 なのに、マ グロのブツ切 りの ような造 りになっている。
かんでい るうちに魚 の臭みがでて きて しまうのにはおい しさも半減。彼 らはこのブツ切 りに
コチュジャン (からし味1曽
)を 力ヽナて食べ る。食べ て も食べ て も ドンブ リの底か らヒラメが
出て くる。腹一杯、胸 一杯、こ オイー杯、最後は拷間に近 くなって きた。 (オー さん ゴメ ン
ナサイ)
15‑

夜 はオーさんのな じみの民宿 で、漁llから
直接 買 つた大 ゴコを食べ る。食べ て も食べ て
もタコ。韓 国の人は どうして単品物 を沢山食
べ るのだろうか不思議に思 つた。私はお礼 に
持参 していた ラッパのマ ウス ピースで 「ア リ
アン」を吹 いた。その家のオヤジさん大感激、
焼酎 の勢い も力1わ り その夜は韓 H大 歌合戦
となった。 こんな草の根 のよっば らい交流 も
いい もの と思つた。
朝 になつて驚 いた。その辺一体 の海岸線 は
どこまで も果て しな く続 く鉄条網で海 と陸が

よっばらいの車の根交流、韓日大歌合戦

遮断 されていた。北の スパ イの潜 入を防 ぐためだ った。 4〜 5kmご とに検問体制の しかれ
た浜への 出入 り日がある とい う。 自分の家 の前浜 まで出るのに一大仕事、そ こには無限の隔
た りがあった。北 と,■を隔てる38度線、国連監視 の非武装地帯 へ はオー トバ イの乗 り入れ
は出来ない ことは知 つていたが、行けるところまで行 ってみ ることに した (乗用■ は OK).
海岸線 には果て しな く続 く鉄条網、道路にはいたるところ人日の トンネルや■ さ8〜 10トン
はあろ うか と思われる巨大な コンクリー トプロ ツクが両側に積 まれていた。 これ らの全てに
爆薬が仕薔トナわれてお り、北か らの侵攻があつた時道路 を遮断す るのである.38度 線近 くの
所で適行 を止め られた。兵十 は とって も親切で、せ つか く日本か ら訪ねて きたのにゴメ
検1聞
ンナサ イといつたニユア ンスの言葉で私たちを帰 した。せめて記念写真 で もとねだ つたがそ
れ も禁止 された。
その 日、私 たちは 気 に慶州 (キ ヨンジェ)ま で450kmを 南 ドす ることに した。南北 の
境界線38度線か ら東海 市まで約3∞km、 国道 7号 線 は海岸近 くを走 っているが、その間は切
れることのない例の鉄条網 だった。東海市か ら慶州 までは新 しくで きた道 とな り、海岸か ら
山の中に入 ったか ら鉄条網の所在は確認で きなか った。 この鉄条網 はどこまで続 くのだろ う
か、そ していつ まで続 くのだろ うか。私 にはこの旅で一番心 に残 る光景 だった。
2090km、 風 を感 じ、温度 を感 じ、ニオイを感 じ
総走行 lL離3478km、 韓国内走行IIL離
つ一つ道 を探 し求めなが ら韓国の人 々の生活の一部面 を肌で触れる鉄馬 の旅だった。

38度 線 近 く、道路封 鎖用 の巨大 プロック

300km余 も続 いていた鉄条網
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あんなこと としてこんなこと
あんなこと (2 0年主な報告事項)
● あぶ らむ ガ ヴ ィス基 金
本年度支援先
草の根NGO「 アジア 子どもの夢J
代表 川測 映 子 (富山県)継 続
活動内容 ベ トナム戦争‖れ某剤破害児 自 、
た翅■
コーデ イレラ グリー ン ネ ッ トヮー ク
代表

反門真理 子 (フ ィリピン,網1続

活動内容

フ ィリピン カリンガ
大学に学ふ 5名 の学生へ の奨学今
'11立
● 家庭 裁 判 所 少年補 導 委 託 事 業
受け人れ少年 3名
委託lU円1終r(送 リハ￨し)少 年 2名
委It li少 年
1名
20101■1 6家 庭 裁十
J所と補導 委諄
ι
契約 を絆ふ
(1111、
I I , i 人 I F 名 ちl l ヽ, F l l )

の主な行●予定)
こん￨いこと (2011年
● あぶ らむ雪 祭 り (冬川1自然学校兼ねる)
1月 81ヽ 2f128 までの : lI 祭 (・ l、河組 か ,,の■祭 り訪‖
」日1は 1,」8日 ヽ
10日です)
● 第 12回 子 ども か ら大 人 までの ネ パ ール の 旅 (■,1,
期間2011年3月 26日ヽ 4月 6日

● あぶ らむ夏期 自然学校
8月 5日 ヽ10月 (予定)
●あぶ らむツ リー クライ ミン グ指導者養成講座
日程も含めて現在検言
」中.ロ ープ1本 でのツリークライミングに関心のある方はお問い合
わせ ドさい。
●野麦峠103kmウ ォーキング
信州奈良リト
宿か ら野 麦峠を越え、あぶ らむの里 までの103kmを5日 間で歩 くステー ジ
ウォーキング、現在計画準備中.関 心のある方はおHlい合わせ 卜さい.
●2011年 あぶ らむ コンサ ー ト
津軽三味線 二代 日 高橋竹山

5月 28日 (j十)

上方落語 三代 日 桂歌之助 落語会
8月 271(土 )
ウエイ ン、フォルクローレ 「アンデスの風J コンサー ト 10月 8日 ←■)
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2010年
1月

あぶらむこの一年

暮れか ら正 月にけっこ うな雪が降る、久 しぶ りに雪降 りの元旦 を迎える。
4日 、早 々に屋根の雪おろ し、これ までで一番重 い雪
9日 〜11日 沖縄か らの雪遊 び訪問団。 今年 は雪 の心配 な し
あぶ らむ男子全員で猪臥 (15311m)冬 山登山。
屋根の雪おろ し毎 日の ように続 く

2月 1l H〜 14日 沖縄雪遊 び訪問団第 2陣
22日 家裁少年審半」 (11人目)、ひ き続 きあぶ らむで生活す ることになる。
26日 家裁少年 (13人日)受 け入れ
3月 13日 今年 も春 を迎えることの喜 び 「
春 番 の会」
ング
21日 猪臥山雪 トウオーキ
参加者 11名
(ネパ ールキヤンプ、沖縄 キヤンプいずれ も実施で きず)
4月

5月

沖縄愛楽園訪問 (鬼本先生最後の札拝)
JA岐 単厚生運看護専円学校新入生 オリエ ンテーシ ョン キャンプ
第17回さくら遠国際 ネーチ ャー ラ ン (名古屋一 金沢250km)参 加者114名
家裁少年間の トラブル発生
南 山大学 人間関係学科ゼ ミ合宿
日植準備開始、 トラクター使用不能 とな り新 しい中古 トラクター を買 う
家裁少年二 人、富 山まで76km歩 く (20時間)
13番目の家裁少年補導委・
t中止
22日 日植え

6月

,中
縄県人会
韓国―周鉄馬の旅出発 (5月 29日〜 6月 10日)
宮山までのサ イクリング (参加者 5名 )

自力整体整食 ワークショップ (参加者 7名 )
7月 2日 〜 5日 沖縄 にて講演会、愛楽園訪問。
ウッ ドデ ッキづ くり開始
梅雨明け、 ウッ ドデ ッキ完成。猛暑が始 まる。
愛知聖ルカ教会キヤンプ
立教小学校あぶ らむの里キャ ンプ (参加者 10名)
あぶ らむ夏期 自然学校 (5泊 6日 参加者 9名 )
17H

8月

:'教大学生 フィリピン キャンプ合宿研修会
芦屋聖マルコ教会教会学校 キヤンプ
第 3回 桂歌之助落語会
あぶ らむッー リング クラブ 第 1回 ツー リング
この夏一番 の暑 さを記録す る
9月 5日
家裁少年審判、親元へ帰 る (12人H)
25日 稲刈 り 田の乾 き最悪
30日 ll田 用 のタイヤをつ けて稲メ」りを試 みるが全 く歯がたたず
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10月 夕方、あぶ らむの里前県道にイ ノシシ現 る
8日 手刈 りでやっと稲メ」り全部終 了する
9日 第 3回 ウエ イ ノ 「ア ンデスの風」 コンサー ト
11日 脱穀開始、途 中で脱穀機炎上す る。
スペ イ ン サ ンテ ィアゴ巡礼の旅 (14日〜25日 参加者 8名 )
家裁少年 (14人日)受 け入れる
11月 逝去者記念式
6日 「
現代 フランスの香 りJニ コラ バ ロニエ 、 トラ ンペ ッ トとビア ノコンサ ー
韓国正農会 日本有機農業視察団来里 (17名)
17日 初霜、例 年 よ り10日以 L遅 。ヽ
冬用野菜収穫、越冬準備開始
12月 あぶ らむ通信発送
あぶ らむクリスマス会

どうぞよいク リスマス を、そ してよぃお年 をお迎 え下 さい。

‖‖Ⅲ‖!寄 付者 一 覧 て'09年 12月 14日 〜 '10年 12月 3日 )敬 称略 ‖ⅢⅢⅢ‖￨
斉藤和子/吉 川息子/鈴 木信子/小 野田恵子/佐 瀬京子/味 l■
l努 敏江/佃 寿 子/森
FHト ミ/秋 山博 逸子/木 下春子/背 原美穂子/山 崎俊樹/尾 崎和廣/財 満研二郎
由美子/塩 田純子/豊 見城聖 マルコ保育園/山 岸勇一郎 悦子/大 八 木米子/高 円建
夫 智子/鈴 木武次/八 木克道/山 田日出夫/レ ーマ ン ジーン/上 出英子/石 原つ
や子/野 崎久/中 島務/遺 山章夫 秀子/静 谷英夫/俵 里英子/松 居勲/宮 本真紀/
矢後和彦 正子/南 知子/須 間栄津子/瀬 木貞子/松 戸聖パ ウロ教会有志/新 家恵子
/吉 植 よ し子/北 山和 民/矢 崎ふ き子/長 野純吉 紀子/安 藤隆年/千 葉復活教会/
松本昌子/赤 尾昌人/岸 村信治/高 木暢子/金 子美弥子/長 谷幸雄/金 城由美子/小
島正則/東 京聖三一教会/加 納厚/本 間太樹/鈴 木育 三/市 川秀 ―/伊 藤浩子/梶 原
恵理子/前 田康雄/高 瀬留美/畑 井正春/市 川聖 マ リヤ教会/佐 藤敏子/富 山聖 マ リ
ア教会/宮 崎なを/太 日勝博/山 田益男/中 部学院大学宗教 委員会/池
崎純 ―/大 橋
雅子/笹 部昭博/岡 田贅三/宮 古聖ヤ コブ教会/構 際庸介/松 村昭子/福 岡女学院中
学校

高等学校/雨 官寿子/牛 腸 と も/横 浜聖 クリス トファー教会/安 達宏昭 真理
子/根 本四郎/小 池典昭/静 岡聖 ペ テ ロ教会/南 川恵津子/青 柳真智子/湊 治郎/山
「1泰生/東 京 セ ン トポールライオ ンズ クラブ/島 袋洋子/加 藤寛/遠 藤みね雄/清
水
和昌/園 部秀敏/谷 章子/鵜 川雅行/谷 市三/久 保 田豊/長 谷川牧子/伊 藤幸 史/入
野豊/坂 本吉弘/宮 城正男 正 子従兄会― 同/永 井深雪/前 田晃 広世/松 岡和夫/
前田晃伸 容子/窪 田暁子/澤 武子/畑 野榮 ― 寿子/芦 屋聖 マルコ教会教会学校 ―
同/愛 知聖 ルカ教会/長 縄年延/加 倉井誠/比 屋根 る り子/大 槻 カズ子/渡 辺信子/
星野八 千代/清 水秀明 美保子/甲 斐義孝 芳子/池 田正毅/根 本利子/福 島聖 ステ
パ ノ教会/渡 辺洋一/長 谷‖秀司
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‖‖‖llガヴ イス基金 ('09年 12月 14日 〜 '10年 12月 3)‖ Ⅲ‖‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲ‖l
lll原
冨美/L田 敏明/竹 ll真紀

‖
Ⅲ‖12010年会費納入者一覧 ぐ09年 12月14日〜 '10年12月3日)‖‖‖l
仁
相沢牧人/朝 比奈誼/朝 比奈時子/穴 井悦子/味 岡努 敏江/新 tBタケ子/荒 井ll・
彩月/赤 松道 i/安 達宏昭 真理子/飯 口孝太郎/岩 坪哲哉/岩 坪瑞枝/石 井正 郎/
石井光子/糸 数宝善/糸 数敦子/一 柳百/伊 束 日出子/岩 元裕美/伊 藤文雄 宜子/
貴子/梅 沢雪千/内 田孝/上 H彼 明
岩浮満 喜美/石 崎東人/石 崎奈生美/鵜
'久
/江 州良秀/小 野翠/小 野裕/大 八木米子 /大 房健樹/大 城恵子/小 川車/大 橋雅子
子/等 井正志 /加 倉井誠
弘三/川 1玲子/大 槻 カズ 「/唐 木lL ltF起
/小 ￨1智子/川
′
/栗 山盛雄 ′栗山洋子
′岸井孝 ■l ミツ子/鬼 本 lll男
/川 満一彦 す わ子/笠 原llL子
′
/黒 田員1子/竹 村真紀 /小 泉息子/近 藤弘 道 ■/小 池典昭′ 河野裕道′小池直 「/
子′伴野弥生/斎 田美代子/佐 藤 jJ「/機 ■智則 ■佐 々木
小1弓
泰子 /小 柳請/二 lFt富
′
国夫 紀久江/笹 岡淳 也/仏 :藤哲 典 清水幸平/渋 谷 ミカエ ル教会 志村弘 ■/渋 洋
英一 由香/城 下彰/11L原薫/島 文子/渋 谷真理/杉 浦幸恵 め ぐみ/杉
郎/下 ￨」
ilK・
Iヽ瀬rll
村進/鈴 木康月 力lr/杉 本良平 和 r 鈴木颯喜子 /鈴 木康仁/仙 敷 ‖
r ∫
」安紀 r
i/竹 中浩/竹 内元車/俵
美 /高 橋保/棚 ̀橋忍/棚 F・美7:/1口「1清千
'英
江/清t 弘道/瀧 11和 r 筑■宏
′日1中孝子 /高 ‖建夫 電子/武 原」:明/高 濱友l■
」民
永隆史 敦 子/時 高照 「 外ホ
1/11寿 子/寺 谷恵美子/油 ￨『次 ′桃ll松五劇
̀/官
ir/中
′
:■
中山 性r/長 坂尚/西 Intt f/西 ll「和 米帆
彦/直 丼雅
台哲夫 ￨1子
ir/西
:本 ′
日 兄/西 it久 枝 ′llr日
1 修助 和=r/畑 野榮 … フ,7 11'「 ‖
,I FHD木
美恵
長谷川秀,1/1師 晴 了/1H中 ■次郎 /原 1道―/浜 村 さとみ/比 嘉良侑 政 「 平野
′
′
人 /深 日」
幸男/日 野忠一 静 rア 1根野慶 ― 古 市 l1/福 田桂/福 IH咄:矢子 福
‐
rt次 升本啓
・夫 馨 ■/星 野 ―lll1/松
居勲 /前 日員電子 /丸 山恒 /松 「捷朗 /又 :「
二郎 /前 田見仲/前 11容r/丸 山 T1/前 ‖l晃 /前 田広世/■ 原エ イ 官「1洋子/宮
城正 男 止 r/官 脇加代子/室 測鉄夫 恵/宗 像和‖[′宗像 「代 F 武藤 六治/森 日]
トミ/「 丼幸子/森 出喜之/ m益 男/山 早ツル/柳 原信 /山 田 日‖1夫/山 内寿美子
/山 本格/八 木克道/保 丼売/山 崎美貴 r/11口 泰生 ■古植 よ しr/苦 野康/古 野美
/大 杉匡弘
智子 /渡 辺洋 /永 丼深雪/川 上美砂//h木 員/上 村誠 ‖野1唆
Ⅲ‖‖l新 規 会 員 ('09年 12月 14日 〜 '10年 12月 3日 )Ⅲ ‖‖Ⅲ‖ⅢⅢ‖‖￨‖‖‖
日本人己/伊 藤浩子/伊 rt幸史/国 津進/斉 藤寛明/斉 藤美登■/佐 藤耕 ―/鈴 木正
/松 井尚 「′宮崎な を/米 澤亮 1/作 田真知子
士/鈴 木裕子/西 村斐佐代/藤 本雅り」
/田 部博文

あさ子/F場 恵子/河 合由美子

―

―

