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「
節 々とう共 に巡 る天道ぬ
またん元ぬ座 に戻 る嬉 しやJ
(季節 と共 に星座がめ ぐり、 また元の星座 に戻 る嬉 しさよ)
この歌 は沖縄 の歌 手 グループ、 りんけんバ ン ドの 「ちゅらぢゅらJ(清 らかだ美 しいの意)
の一節 です。人の世 にどのような事があろ うが、季節 は正直に巡 つて くる、私は この一節 に
心癒や され助け られ ます。
今年 もまた東の夜空 に冬の星座二星のオ リオ ン座が巡 って きました。あぶ らむ通信お手の
皆様 には本年 もお元気でお過 ごしの ことと思い ます。
● あぶ らむの会 創 立 25周 年 と法 人 格 取 得
1987年 4月 に旗 卜げ したあぶ らむの会、先

会 員のH力 ￨よ り25周 年記念お祝 いケーキが
この.L念の年 を・
Iuうことの出来なか つた私た ちだつた

送 られて きた。 日々の雑事に追われ
が いただいたケーキを日に しなが ら四半世紀 とい う月日をtuぃ返す こととなった
そ して この記念すべ き年にあぶ らむの会は 「一般社日法人」とい う法 人格 を得て新たにス
ター トす ることになった。普通は真 っ先に法 人格 を得て事業 をス ター トす るので しょうが、
あぶ らむは正反対 で 25年 の歩み とささやかな実績 を もって、や つと法 人格取得にた とり者
きました。
以 ドは今年か ら発行 されたメルマ ガによるあぶ らむ通信 に寄せた記事です 限 ￨,れた人に
気持 ちです.
しか届 いてい ない と思い ますので再録 させていただ きます。私の lir'な
《法 人格 を取得 した あぶ らむの会 》
2012年 1月 5 、あぶ 皓むの会 は新 しい 人格 をイ
+て 、「 般社lT法人あぶ らむの会Jと な
(み
りました。1987年に人格 な き法 人 な し法 人)として￨ 発 した実践教育活動あぶ らむの会
は、25年 間の ささやか な実績 を携 えて、 正式 なυ、
人格 をllたとい うことは、あぶ ヽむの会
みな し法人 とい え、
をここまで育てて きた者 として大 きな!び です これ までは、
法律的 には、
き苦 しい ことや不本意 なことが 多 々あ りました。 (例
大郷 の1国
人商店 の扱 いで、何 かにつ け′
えば、あぶ らむの会へ の寄付が、法律的には人郷個 人へ の贈与的扱 い を受ける こと等)。
この 25年 間、私 たちな りに一生懸命や って きたつ もりで い ますが、 しか し、それはあぶ
らむの働 きを支援 して下 さる皆様か らの支 えがあ つたか らこそ可能 となつた ことです。「あ
ぶ らむの会」が今 日こうしてあるのは、皆様方 の 支えに よるものなのです。
発足以来、あぶ らむに法的人格 を与 えることを願 つて きました。けれ ども当時は今 日と異
な り、法的人格 を取得す るには多 くの課題、困難があ りました。 しか し、 3ヽ 4年 前の法律
一般社 団法人Jと い う新 しい法的人格が生 まれ、その中の 「
団Jと
改上 によ り、「
非営利lll社
自己規定 し、法 人格の取得 とな りました。 私 (私たち)個人のお もい としては、十地や建物
等 の財産 をは じめ、皆様か ら預かつてきた数 々の もの を これでや っと法律的に も、皆様の
もの としてのあぶ らむの会の ものにで きた と、一荷物肩 か らおろ したように安堵 してい ます。
それでは 「 般社団法 人Jと い う新 たな法人格 を得 た ことによって何が従来 と異 なるので
しようか。法律的な ことや税務的なことは、川 巨詩朗弁護士や岩沢満税理十 にお まかせ して、
財団法人 は金
私 はこの ように考 えます。法人取得 の時、税務署署員 よ り基礎知識 として、「
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の集 まり、社団法人は人の集 まりです」と言われました。
「
社同 とは人の集 まりJ、すなわち、 これまで大郷個人のあぶ らむ構想 だった ものが、 これ
か らは 「あぶ らむ構想Jに 賛同す る人が集 まって、その ことを実現 して行 く集団 となつた と
い う事、それが私 にとっての法人格 を得た 「 ‐
般社 団法 人 あぶ らむの会Jな のです。
「
あぶ らむ構想」の発案者、章引役 は大郷個人だったか もしれ ませ んが、これか らは 「人の
集 ま りとしてのあぶ らむJと して、「人生の良 き旅人づ くりJと い う理念 を共有する社 団 (人
の集 ま り)に よってなされて行 くとい うことです。 これはあぶ らむに とって も私個人 にとっ
て も、大 きな変化です。
何か育てて きた子 どもが独立 した人格 をもって巣立 って行 くような もので、嬉 しくもあ り、
少 々寂 しくもあ りとい う親 の心境 と似 てい ます。 しか し、あぶ らむは個人の所有物ではない
のです。 これで良か った と心か ら喜んでい ます。
《 あぶ らむ これ か らの働 き》
あぶ らむはこれ まで 「人生の良 き旅人づ くり」を基本理念 とし、人生旅路 を旅する人 々を
サポー トす る,場 として、「旅人の宿Jを 建設 し、それ を中心 に旅 人のサ ポー トと共に種 々
の実践的教育活911を
行 って きました̀,
しか し、その 中で近年特 に 次代 を背

若者達の 「人生旅路 を旅す る力Jが 劣 (お とろ)
'1う
tr裁半1所か らの委託 を受けてなされてい る 「
補導
えて きてい るように思えてな りません̀,家
(通
ーム
の
る41活を通
またTVゲ
して、
等、仮想現
委託少年」 称、家裁少年)と 8年 余 りに渡
々
らす
ところの数
の
問題 を見るにつ け、少
実に浸 りきった現代少年の生の姿 と、それが もた
年達 の中における 「旅する力Jの お とろえは否めない と思 い ます。それは他方 では、私た ち
大 人の責任で もあ ります。
その ような状況の中で、私はどのような働 きが で きるのか、 また、 テえ られたあぶ じむの
11とい うこの環境 を今 よりももっと活かす には どうすれば よいのか考 えて きま した。その
里 山生活学校」構想 をもつ ようにな りました。私 も現役 として第一級 に
結果、次 の ような 「
立てるのはあ と 10年 もあ りませ ん。やるのか、や らないのか、やる とすれば、今がその時、
と思 うようになって きま した。いろいろな意味で風が吹 きは じめ、時が満ちて きているよう
に思 い ます。皆様 のご判断、 ご意見 をいただければ嬉 しく思 い ます。

〜あぶ らむ 「
里山生活学校」 〜
●構想
・
この̀里山生活学校・は初期のキリス ト教主義学校が重視 していた ・
寄宿生活 、'共同生活・
・
・
ヽ
を中′
し
にこの自然環境の中で 「
環境教育Jを 意識 しつつ、 ものをつ くる ことを実践 しなが
ら、今人格的な青少年の育成を目指すものです。
里山Jと よばれる地域は、営 々 と営 まれてきた先人達の豊
あぶらむの里が立地 している 「
・
かな知恵に満ちたところです。木の活かし方、用い方、炭火焼 き等 環境教育'の一つの出発
点はこの里山とよばれる地域にあると私は考えます。
また、あぶらむの周辺には'職人'とよばれる人が沢山いてその協力が得 られること(大工、
家具、陶芸、染色、農園芸、蕎麦打ち等)。そしてまた、あぶらむの会会員の中に各 々の分
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野での著名な方 々がお られその協力が得 られること等、恵 まれた環境条件の中にあ ります。
これ らの与 えられた環境や条件 を活かせば、閉案 した現在の 日本の教育状況に対 して、一
つの大 きなイ ンパ ク トと将来的可能性 を示す ことがで きるもの と確信 してい ます.
そ して この里山生活学校 と家庭裁判所の補導委託に よる家裁少年 との関係ですが、 これ ま
での経験で同 じ傾向の問題 を有 した少
年 だけを集 めるとい うことはあ まりよ
い結果 を得 ることはで きませ ん。 ・
家
'だ
裁少年
け を対象 に した施設 にす る
ことは無理が多 く あ まりよい結果 を
得 ることがで きない と考 えます。多様
な背景 を持つ他 の少年達 の中で普通の
少年 として迎え、 日々の1,活指導 を
通 して気づ きを与えてい くことが重要
か と思います。
く構想の実現に向けて準備中>

●仕組 み
対
形

象 16歳 〜20歳 未満 の者で高校卒業資格 を目指す者
態
少年達 は全て、地元 の高山高校通信課 に入学 し、そ この生徒 となる。
F活 を送ることとす る。
少年達は全て、あぶ らむでの寄宿′
(以
午前中は高山高校通信課 下、学校)から送 われて くる各科 日の課題 に取 り組 む。
そ してあぶ らむのスタッフがそれ をサポー トする。 また、あぶ らむの会員で各 々
の分野 で活躍 されている人達の特別講義、講演 、実技指導 を得 る。そ して これ ら
の特別講演 を地域 の人達に提供 し公開講座 とする。
・
午後 は もの を育てる、 もの をつ くる'を テーマ に農業、林業 、各種 ものづ くり等、
全員それぞれの フイール ドに出て 自分 たちの生活 をつ くりあげて行 く。
定員は一学年 8名 とし、 3学 年 24名 まで とす る。
この 場 名 の里山′
「活学校生 の外 に最大 3ヽ 4名 までの家庭裁判所補導委託制度
による 隊 裁少年」を受け入れる こととする.
あぶ らむ里山生活学校の修練期 間は、通信課 の学習過程 にあわせ 3カ 年 とする。
ものづ くり等 は全て一級 の職人の指導 をうけ、そ こでつ くり出 されて くる もの を
販売 し(セールス等 の実学)、そ こで得た収益は少年達の研修旅行の費用にあてる。
Oi修 旅行先、韓国、 フイリピン、 タイ、ネパ ール等、 これ まであぶ ら0が 関わ
って きたフィール ドヽ 国際交流、国際理解)
この 「あぶ らむ里山生活学校J構 想 を実現 しようとすれば多額な費用 を必要 とす ることに

な ります。新 しくで きた 「
理事会」で議論 を重ね、 これ まであぶ らむを支 えて下 さつた皆様
里山生活
方 のご意見 を うかがいつつ、慎重 に決断 して行 きた く思 っています。 もし、この 「
学校」it設とい うことになれば、私、大郷の代ではこれで終 り、どうぞ最後のお力 をお貸 し
下 さい ます よう心 よりお願 い 申 し上げます。

2012年、今年 は大切な人 との別れな ど寂 しいこともあ りましたが、嬉 しいことも多 々あ
りました。
特に 10月初旬、カ トリックの修道会で聖母訪問会の皆さんがここで院長会議及び研修会
をもたれたが、その際 「
法人会員Jと してあぶらむの働きを応援すべ き申し出があ りました。
とっても力が与えられ嬉 しく思い ました。
このように今年も多 くの方 々より大きな力が与えられました。 この押 し出しによって来る
年も着実な歩みを重ねて行きたく願 つてい ます。
それではどうぞよいクリスマスを、そしてよい新年をお迎え下さい。
2012年 12月
あぶ らむの会 代表

大

郷

一般社団法人 あぶらむの会
第一回 記念総会の ご案内
会員の方、また当会 の活動 に関心ある方、ご参加下 さい。
日 時
場

所

2013年

3月 2日 (土 )15時

目白聖公会

会館

東京都新宿区下落合 3‑19‑4
(」
R自 白駅 を出て左、徒歩 5分 )

2013年

第13回 子どもから大人までのネパールの旅

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 3 年3 月 2 6 日〜 4 月 6 日 ( 1 2 日間)
お問い合わせはあぶ らむの会 ヘ
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博

社 団法人Q & A
回答者 :川 上詩朗 (あぶ らむの会監事/弁 護士)
Ｑ
Ａ

あぶ らむの会F社 団法人 になったメ リッ トは何 ですか。
あぶ らむの会は、 これ までも団体 としての実体 はあ りました。 しか し、法人格 (権利や
義務が帰属する主体 としての地位)は認められていませんでした。そのため、たとえば、
あぶらむの宿のような不動産や、預貯金、自動車、重機などの財産は、法律的には、あ
ぶらむの会代表である大郷先生個人に帰属 していました。 これに対 し、あぶらむの会が
社団法人になることによ り、これらの財産や権利等があぶらむの会に帰属することが明
確になりました。これは、あぶらむの会の活動を支える財政的基盤が強化されたといえ
ます。
また、自然人は亡 くなること力｀
ありますが、社団法人は、解散などの消滅事由がない
限り、団体 として存在 し続けます。そのため、世代を超えて持続的に活動できる基盤が
確立されたといえます。世代を超えて持続的に活動できる基盤が確立されたことは、あ
ぶらむの会が掲げている目的を未来に向けて創造的に実現 してい くための可能性が広
がったといえるのではないでしようか。社団法人が非営利的な活動を行つていると認め
られた場合には、税法上も優遇されるとい う実利的なメリットもありますが、未来に向
けた活動の基盤を確立したところに最大のメリットがあるのではないかと思い ます。

Ｑ
Ａ

社団法人 になって、具体的にどんなところが変わるのですか。
あぶらむの会は、これまでも団体 としての活動を行 つてきたと思います。 しかし、その
活動 には法律上の規制はありませんでした。いわばラフに運営 してきたといえるかもし
れません。しかし、これからは、法律 (一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律)に
従 つて会が運営 されなければなりません。あぶらむの会の基本的な事項は総会で決め、
日常的な事項 は理事会が決めることになります。毎事業年度終了後一定期間の間に定時
総会を開催すること、会の日常的な活動を決めるために定期的に理事会を開催するこ
と、会の活動が適正に行 われているか監事の監査を受けること、毎事業年度 ごとに、事
業報告書、事業計画書、計算書類 (貸借対照表及び損益計算書)、附属明細書などを作成
し、定款の定めにしたがって理事会や会員総会の承認を得ることなど、これ までになく
・
ルールに従 った運営'を心がける必要があります。
また、社団法人の主人公は、会員のみなさんです。 これからは、会員のみなさんの総
あぶらむの会の基本的な方向性が決められてい くことになります。そのためには、
意で、
その判断材料となる情報が十分に会員のみなさんに提供されることが大切です。これま
で以上に、あぶらむの会の活動の様子を会員のみなさんが共有することが大切になると
いえるでしょう。そして、なによりも、会員のみなさんがこれまで以上により積極的に
あぶ らむの会の活動に参加することが期待されているといえるのではないでしょうか。
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心 に残 った 記事 より
―医療費や介護費として次世代の「
私Jに多大な負担をかけながら、それを補ってあまり
私Jに 中 し訳 ないで しょう。一 (本文 よ り)
ある生 き方 を見つけなければ、次世代 の 「
山■で仙 人の ような4「
活 の私、世 の中にどんな本が出ているのか矢Πる手掛 か りは新聞広告
ぐらい。そんな私 を気遣 ってかいつ も東1激的な記事 を送 つて くれる卒業生 の4'1卓 君 (ЛI越
胃腸科病院勤務)。今回 も深 く考 えさせ られる記事 を送 って きて くれ ま した。少 し長文 にな
りますが、皆様 と共有 した く思い、出版社 の許可 を得て掲載 いた します。

物理学的世界観 から生物学的世界観ヘ
ー 「
私」 の捉 え方を変えるとき―
東京■業大学大学lt生命理 :学研究科教授 本川達雄 (もとかわ たつお)
11月 号)よ り全文転載
出典 :月刊 MOKU(2012年
MOKU出

版帥 による転載承認済

問夜 を追 々 と照 らす明 り。ネ ッ トで繋がり常に開 かれた市場。
二十四時間営業 するコンビニエンスス トア。
現在に至 るまで、人間 は便利 さを追い求 め、文明 を押 し進 めてきた。
しか しいま、便利 であるはずの、その文明 が私 たちを追いつめている。
人 口増加、食料不足、紛争問題、経済的破綻 …。
物理学的 な発想か ら築 き上 げ られた文明は、明 らかに限界 を迎 えている。
いま必要なのは、 これまでとはまった く異 なる発想 新 たな文明 だ。
物理学的世界観 から生物学的世界観 へ。生物学者の本川連雄氏 は、
根本の視点 を変 えることを説 く。
そこで語 られる生物学的世界観 とは 現代文明の矛盾 を突 く視座 を
与 えるとともに、新たな文明の可能性 を示唆 している。
もの ご との 多様性 を無 視 した物 理 学 的世 界観
近代 の社会は 古典物理学に よつて形成 されて きた と私 は思 つてい ます。ニュー トンカ学
jl然
、そ こでは世 界の見方
を基礎 に した技術が ここまで豊かな社会 をつ くつて きたのです。
も古典物理学に則 った ものにな ります。
近代 の学問をす る人たちは、文科系の人 も含めてみな 「ニュー トンカ学 の ような きれい な
体系 の学問 に したいJと い う思い を強 く持 っていました。デカル トもカ ン トも、そ してアダ
ム

ス ミス もみなそ うです。数学 を使 つて、数値化す ることを重要視 して きた。
この考 え方にならえば、すべ ては数字化 で きる とい うことにな ります。1+1は

必ず 2に

なる。1と い う究極 の粒子がある と考 える。そ して、その粒子 はすべ て 同 じなんですね。粒
子 を 2つ 足せば 2に なる し、3つ 足せば 3に なる。 ここでは、足 し算で世界がで きてい く。
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例えば、分子 とい う概念はいい例です。その辺に酸素の分子がいつぱい飛んでいますが、
その分子の 1つ ひとつ には個性なんか何 もないと考える。本当は分子に髭 (ひげ)が生えてい
た りあばたがあつたり、個性があるかもしれないんですよ。でもそ うは考えずに、みなまっ
たく同じ酸素分子とみなす。そして、そ うい う粒子 (基本の要素)を足 し算 して世界を構築す
る。これがニュー トン的な世界です。 この世界観で、近代の社会はできているのです。
物理学的世界観では、質の違いは間われず、量だけが問題 とされます。その考え力'そっ く
り貨幣経済に持ち込まれています。『もの1と は、本来それぞれ質が違っていて、かけがえ
がない ものです。本当は交換なんかできない。それを貨幣経済では、値札を貼 り、量化 して、
交換ができるようにしてしまう。質の違い を金額の多いか少ないかだけで表 して、「もの』
を一直線に並べ て、多いほうがいいとか少ないほ うがい￨ヽとか、安いはうがいいとか高いほ
うがいいとい う形で、価値を数量化 してしまいます。
そうなると、「
幸せは金の多いことである」とい うように、非常に単純に物事を考えるこ
とができるようになる。これが結局、い まの価植観なのです。物理学を基礎にした、物理学
的文明です。それに対 して、私が考えたのは、世界を、生物学を基本にして見たらどうなの
だろう、 といっことで した。
経済学においては、食物の値段 と携帯音楽プ レーヤーの値段 とは、とりわけて区別な ど付
けず、いつ しょくたにされています。 しか し、生 きてい くために絶対必要なものと贅沢 (ぜ
いたく)品 とは、実は質が違う。
でも質の違いを持ち込ませない、とい うの力ξ
、物理学的発想に基づ く経済学です。食べる
ものがな くなったら、い くら音楽を聴いていたって飢え死にしてしまい ます。そのことがい
ま、無視されてい ます。農産物の値段はべ らはうに安いで しょう。なければ死ぬとい うほど
大事なものなのに安い。ネットや携帯電話の使用料として払うお金のほうが、食費よりも多
い とい う生活をしている人すらい ますね。
人間にとって何が大事か、とい う考え力'そこにはないのです。結局、非常 に大事なところ
は、無条件に満たされているとい うのが大前提になっています。だから、その部分はあんま
り頭にない。それで、それほど大事ではない ものにいろいろ差別をつけて、こっちがいいあ
つち力 いつて言いながら、多額のお金を払っている。 これが、現実です。でも、本当はお
'い
金だって、区別はあるはずなのです。つ まり、大事なものを買うお金と、そ うでもないもの
を買うお金と。
同じヒ トと言 ったって、個人個人みんな顔付 きが違うじゃないですか。それでも同じ種で
す。生物 とはそもそも多様であって、同じではないんです。そういう多様 さが、意味を持つ
のが生物の世界なのです。とっかえが本当はできない し、そんなに簡単に数量化できるもの
ではない。だから、多様性を考えるような、生物学的な世界の見方をもう少 し大切にしよう
と言いたいのです。

生物学の世界では 「
私」は次の 「
私」に繋がってい く
生物には 「
生き残 って子孫を残すJと いう根本的な性質があります。 これを「
生物はず―
い
い
っと生き残つてい くJと うのが基本だ、と言 換えてもよいと私は思っています。もちろ
ん、どんなに生き残 っていこうとしても、個体は必ず傷つ きすり減っていき、永遠には生き
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られ ませ ん。その対策 として、個体 と して は死ぬ けれ ども、 自己 とそ つ くり同 じ子 どもをつ
くつて 、子 どもの形 で生 き延 びる。 そ うや って、 l l 代を更新 し/ . がいず 一 っ と生 き延 びて い

,逆 に言 えば ず つと続 いて
くのが、生物なのです。その ように体がつ くられてい るのですて
い くように個体が行動 しなければ それ は生物 としては間違 った行動 です。
しか し、い ま私たちはずっと続 いてい くようには行動 を してい ませ ん。 こんなに環境 を悪
くして、赤字国債 を大量 に出すな ど、 自分の11代の こと しか考 えてい ません。 これでは、次
の世代 は困って しまい ます。生 き残れないか もしれ ません。現代 日本人は 4:物 としては失
格 です。そ もそ も少子化 とは子どもを産 まないか わ起 こるわけで、 これは もちろん生IJと し
て失格 です。
少子化 は高齢化 とセ ッ トで起 こってい ます。その結果、
年寄 りに金 をみんな吸 い取 われて、
若者 は、お先真 っ暗 になつている.結 婚 もで きない 子 どももつ くれない。若者 は希望 を持
たせて もらえませ ん̀,で も 若者が希望 を持てなか つた ら 年寄 りだって希望が持てない と
思い ます よ。 自分が死 んだ後で も 子孫 も国 も地lkも繁栄 していると思 うか らこそ、い ま、
安心 してJiきてい られるものではないで しょうか。そ してそ うい う思い をみんなが持つ とい
うことは、そ もそ も生物 とい うのは 次の世代に繋が ってい くものだ とい うことが、私たち
の考えに おのず と反映 しているか らだ と思 い ます。
その次の世代の孫 としての 「
私￨
次の世代の 「
私 1をつ くる さ
私」をつ くる、その次の 「
',に
生物学的に見た 「
をつ くる。そ うや って 「
私Jを,tしてい くのが、
私Jで す.「私Jと い うのは、
い まの 」
:代の 「私Jだ けではないのです.そ うい う観点か らみれば、次の 世代が生 きに くい
や り方 しか してい ない、い まのネ「
会のや り方は、■物 としては、どうに もいただけ ません
みんな、い まの 「
私Jが んで しまつた ら後 は どうなつて も知 らない 、 といつて、 自分だ
'ヒ
けが い ちばんいいように振 る術 つてい ます.労 働判t合もそ うです.,自分た ちの給料 は減 らさ
1代のことを考 えた わ 自分の
ない、その代わ り若者 はみんな派遣に して安 くこ き使 う。次 ‖
給料 を十分に してで も、剰i入社員 を正規で雇 うとい うのが、上 しい次代 の労働者のつ くり方
で しょう。けれ ども、そ うい う方、
うには一 切動かない。次世代を令然育てず、次世代 をただ
る斉 っているわけで、
食い物 に してい るだけです。 自分 だけよければいい、 とい うようにI●
・
きわめて利己的ですね。 これでは社会が続 きません.
とはいえ私は、利己主義 をやめろなんて言 い ません.人 間は利己的な ものです.利 己主義
をやめろ と言 って も、
誰 も聞 く]は 持 たないで しょう。私は利己主義人 いに結構 と言い ます.
で も、その利己の 「己Jと は何かを考えて欲 しい。利する 「
私Jと は何か とい うことを考えて
子 どもの私J「孫 の私Jと 世代 を
欲 しいのです。生物 は 「
私Jを 長続 きさせ る手段 として、「
F物 学的 に見れば、「
私Jは 「い まの私Jだ けではあ りませ ん。次
交代 してい くのですか ら、・
の世
t代もその次の世 代の 「
私」を含めた トー タルの
私Jも みんな 「
私Jで す。 だか い子孫 の 「
私J「己Jの 考 え方が、
「
私Jが よ くなる利 已主義でなければな りません。 もっ とも基本的な 「
生物学的 に見れば、普段の考 えとは違 う。 こうい う見方があるとい うことを考慮 して欲 しい
のです。
生物学的な 「
私Jだ と
私Jの 見方 を、 もう一歩進 めてみ ます。生物学的に見れば、環境 も 「
捉 えられる と小生 は考 えてい ます。生物 とい うのは環境 に適応 して生 きてい ます。環境がな
くな って しまつた ら、その環境 に適応 して生 きて きた生物 は、 もう生 きていけない。 ￨ヽま、
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生物の多様性がどんどん失われていますが、それは、その生物の住んでいた環境が、どんど
ん破壊されているからです。それほど環境 は大事なもの、かけがえのない ものです。環境が
なくなれば 「
私Jは 死ぬ。だったら環境も「
私Jの 一部 と捉えてもよいのではないか。
い ま生きているこの体を持 った 「
私Jだ けが 「
私Jで あり、周 りな ど関係ないのだと考える
の も、物理的考え方の反映と言つていいか もしれません。基本粒子があつて、それは絶対変
わらないとい う物理学的な考え方です。でも、「
私」は周 りの様 々なものとのや り取 りの中
でできあが つている。だから、そこまで含 めて 「
私Jと 、生物学者 としては考えてみたいの
です。
科学 によって火 をつ けられた欲望は、人に幸せ をもた らすのか ?
私は時間について常日頃考えているのですが、物理の時間と生物の時間では異なると思 つ
てい ます。普段、日常の会話の中で 「時間」とい うときには、いろんな意味合い を込めて使
っているものです。しかしい ざ時間とは、と表立 って考えると、すべてに共通する時間、つ
まり時計の時間が時間だとなってしまう。そうい うふ うに単純化 共通化 して、確実に数字
にできるようにする、これが物理学的なや り方です。ニュー トンカ学における絶対時間を唯
―の時間と、常識的には考えます。
私たちは、小学校からずっと古典物理学的世界観 とい う、ひとつのものの見方で育ってい
ます。だから、それしかない と思つている。時間も絶対時間ひとつ。しかし、そうではない
生物学的な見方もあるのです。生物学的に見れば、時間は動物の体の大きさによって異なり
ます。これにはエネルギー消費量力'関係 してお り、動物の時間の進む速さは、エ ネルギー消
費量 (体重当たり)に正比例 します。もちろん、時間がいろいろあるなんてとんでもない話 だ
と、反発をする科学者 も多いでしよう。ひとつの ものにまとめてしまうのが科学であつて、
究極の一なる真理まで辿 り着かなければ科学ではない、とするのが正 当な科学のやり方です。
しか し、そんなふ うに単純化 してしまうと、現実を、見る目を失ってしまう恐れがあります。
現実は複雑です。その複雑なものを単純化するの力物 理学ですが、複雑なところに意味があ
ることもある。実は生物学においては、複雑性や多様性に大いに意味があるのです。これが
生物学の特徴のひとつです。
べ しJと い う
科学の特徴 とい うことで言えば、科学では価値 のことは取 り扱い ません。「
のは価値ですから、どう生きるべ きかなんてことは取 り扱わないのが科学です。原発はつ く
ります、原爆はつ くります。そこまでは理科系がやる。けれ ど、それをどう使うべ きか とい
う価値判断は、文科系に任せる。 これが科学のやり方です。 しかし、 これだけ科学が大きな
力を持 ってきているいま、それを扱 つている技術者や科学者が、自分 たちが生み出したもの
について、それをどう使 うべ きなのかという、価値の話をまった く抜 きにしてものをつ くる
ことが許されるのかは、考えなければいけません。これをつ くつた らどうい う影響があるの
かについても、あらかじめよく考える必要があります。
携帯電話が登場 して、世の中のや り方がまつた く変わったじゃないですか。それがよかっ
たのか悪かったのかは分か りませんが、ただ、それだけ影響力があったことは確かです。そ
れを、「
影響力なんて知 りません。私は物を作 っただけですから。イヤだったら使 わなきゃ
いいで しょうJと 言うのは、 どうかと思うのです。就職活動をするにしても、「
私、携帯持
‑10‑

っていません」と言 った ら、もはや企業に相手にされません。技術 は有無を言わさず全員を
巻き込むようになってしまっています。いったん便利なものをつ くり与 えてしまったら、た
とえ問題な点が少 々あったとしても、もう不便には戻れません。選択の余地はないのです。
人間の欲望にはきりがありません。いまの技術は、人間の欲望に火をつけています。功利
主義的に言えば、幸せとい うのは欲望がたくさん満たされることですから、いまの状況は、
ある意味では幸せだと言えます。 しかし、欲望を満たすために環境を破壊 している。もはや
環境が保たない事態になりつつあります。
そ こで先ほとの、「
環境 は私 だ」とい う発言 になるわけです。何とか して環境を守 りたい。
「
環境 は私だ」の発想はもともと仏教からもらったものです。仏教 では 「私つて何 ?」と聞き
ます。そして、実は私なんてないとい うところに辿 り着きます。議論の進め方としては、ま
私 とともにず っとあるもの」と定義
ず「
私」を、「
私 とは、私の意のままになるもの」かつ 「
します。ところが、私自身の心だって意のままになんかならない し、私は死ぬからず っと私
とともにはないのだから、
結局、「
私」なんてものはないとい うことになる。みんな何 となく、
私」はないのだから、そうい う思い違いを
確固 とした 「
私」があると思つているのですが、「
やめて、「
私」とい うものに捕われることのないようにと、仏教は教えます。
小生はこうい う「
私」の議論を引 つくり返 して考えたいと思いました。そんなに確固とし
た「
私」のほかに、
私」ではないのだけれども、それでも「
私」はある。普通 に考えている 「
私」、私の家も「
私」の一部、日の前の道路だって、ご近所さんだっ
女房も「
私」、子どもも「
て、そして自分の周 りの環境 だって、「
私」とは周 りを全部含
私」の一部なのではないか。「
めて 「
私」なのではないか。
自分のパー トナーを失った人の文章に、自分の半身を喪失 したように感 じたとあ りました
が、それは奥さんもその人の一部 だつたからでしょう。「
私」とは、「
狭い意味の私」が関わ
っている多くの ものから成 り立っている。また、そのような関係を持つ ものにより、「
狭い
{あ
私」
物理学的素粒子みたいな「
意味の私」も変わつてい く。確固 とした不変の私力 るとい う、
私」を捉
観、だけが 「
私」の見方ではないような気がするのです。もうちょっとゆるゆるに「
えたほうが、現実に上手に対処できるような気がしています。
仏教用語に、「
依正不似 (えしょうふに)Jと い う言葉があります。正法つ まり私の身心 と、
ではないとい う意味です。依 っているものとは、
その私の依 りところである依法 とは、
"U物
私」と環境とは別物ではない、環境は 「
私」だ、と
環境 と言 つてもいいで しょう。つ まり、「
い うことだと小生は解釈 してい ます。生物学的には、「
私」とは、私 の周 りにあるものを含
めた 「
私」ではありま
私」であり、それは、決して欲望のままに環境を搾取す るような狭い 「
せん。
私Jば かりの世界 を超 えて新 たな時代の老後 を生 きる
「
西洋風に言えば、周 りの ものの うちで、主体の私が興味を持つ ものだけ力Ч面値のあるもの
であり、興味がない ものには価値がないとなります。 しかし、生態系を考えれば、私が意識
的に興味を持 とうと持つ まい と、生態系の中の一員として多 くのものが存在 しており、そう
い うものたちがいる(つまり生物多様性がある)からこそ、生態系力課 たれています。そう考
主体である 「
価値があるのです。「
私J
えれば、それらには、
私Jが 興味を持 とうと持つ まいと、
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の好きなものとは付 き合う、「
私Jの 嫌いなものとは付 き合わないとし、「
私Jの好 きなもの
つ
い
ことだとい
のが
だけを集めてきて世界を くるのが幸せな
う
、 まの世の考え方のようです
ね。でも、嫌いなものにも、意味のあることも、結構あると思いますよ。
当世 は自分の気に入るように、環境を全部つ くり変えてしまう。いつで も活発に活動で き
るようにと、夜 も連々 と光をつける、夏だってクーラーをかけて快適にする。そうしたとこ
ろが、もう延 々とのべつなしに働かざるを得なくなりました。昔 は、
夏は暑いねえ、と言 つて、
のて一っとしていた。冬は冬 ごもりで休んでいた。それ ぐらいの休みをとれるほうが、体の
ためにはよかつたのかもしれません。ところが環境 を「
快適Jに したおかげで、季節 を問わ
つ
ず朝から晩まで、い でも働 きつぱなし。これでは、体が持ちません。ネットで繋がってい
る世界では、夜 も海外のマーケットは開いているのですから、おちおち寝ていられません。
でも、考えてみてください。夜、安眠できない世界なんて地獄以外の何物で もないでしょう。
よりものが豊かなほうが よい、よ り自由があるほうがよい と、ものと自由とを増やす こと
を追求 してきたのが近代です。働 きたいときに昼でも夜でも夏でも冬でも自由に働ける。技
術の力により、体や自然の制約を克服するのが進歩でした。 しかしそ うは言つても、私たち
は体を持って生きているのであり、その制約を無制限に取 り去ることはで きるものでもない
でしょう。体の制約を、もう少 し大切にする姿勢が必要なのではないでしょうか。体の制約
を守る技術 とは、体と相性がよくできている技術と言えるでしょう。制約を超すことを考え
るあまり、体と相性の悪い世界を、オ
支術はつ くり出しているような気がします。体との相性
のよさ、つ まりは生物学的視点を技術に導入する必要があると思いますね。
体の制約の克服 と言えば、高齢化社会の問題は、まさにこれですね。医療により、どんど
ん寿命 とい う制約力=克服されてきた。 これを手放 しでよしとで きるかが問題です。問題点は
二つあります。ひとつは、長生 きを実現するのに、ものす ごい資源や金がかかっていること。
その金は赤字国債でまかなうわけで、つ まりは、いまの私が長生きしていい 日にあえば、次
世代の私がとつても困る。 トータルの私で考えたら、長生きはそれほど歓迎すべ きことでは
ないのかもしれません。
二点目は、折角長生きしても、ありがたみがいまひとつのこと。なにせ体にガタの来た部
分が長 くなったのですから、その部分を生きるだけでもしんといのですが、また、その部分
をどう生きるかは、きわめて大きな問題です。医者は寿命を延ばしてくれるけれど、それを
どう生 きたらいいかは教えて くれません。医者 も技術者ですから、「
寿命 は伸 ばしてあげま
す。それをどう使 うかは各人が考えてくださいJと 言 うだけ。まさに科学のパ ターンです。
私は、医者にはガタの来た老後という時間を製造 した、製造者責任があると思うのですが。
生物にとつては、次世代を残すことに意味があります。老いて次世代をつ くれなくなった
後まで生きる生物は、ほとんどいません。ところが高齢化 とは、子孫 をつ くれなくなつた後
の寿命が延びたわけで、この部分は、生物としては存在する意味を持ちません。もちろん人
間はたんなる生物ではないのですから、生物として無意味になったからと言つても問題はな
いのですが、 この部分に、何 らかの意味づけをす る必要があるでしょう。 これに関しては、
既存 の大宗教も頼 りにはなりません。お釈迦様であれ、イエス様であれ、彼らが説教 してい
たときに、それを聞いていた人たちはみんな、三十代、四十代で死んでいたのです。だから
老人がどう生きるべ きかなんで聖典には書 いてないのです。
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医療費や介護費 として次世代の 「
私Jに 多大 な負担 をかけなが ら それ を補 ってあ ま りあ
る生 き方 を見 つ けなければ、次世代の 「
私Jに 申 し訳 ないで しょう。 こんな重 い課題が、技
術 によ り私たちに突 きつ け られているのが、いまの時代 です。生物学的に考 えれば、 もうち
よっと寿命のむ さは りを、ほ どほどにすべ きだ とい う気力 私 は してい ます。
'、
本 川 運雄 (も とかわ 。た つ お )
東京工 業大学大学院生命理工学研究科教授。1948年 (昭和 る)官城 県生 まれ,東 京大学理
学部生物学科卒業。琉球大学助教授 な どを経て現職。理学博士。専攻 は動物生理学。主な著
ゾウの時間 ネズミの時間』 『
普 に、 「
サ ンゴとサ ンゴ礁のはな し』 (中央公論新社)r世 界平
和 はナマ コとともにJ(阪 急 コ ミュニケーシ ョンズ)『 生物学的文明論』 (新潮新書)な ど多
数。 また歌 う生物学者 として も知 られてお り、CD「 ゾウの時間ネズ ミの時間ヽ歌 う生物学」
(日本 コロムビア)も出 してい る。
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家裁少年と太公望、16人目のK少 年その手記
2004年 、当時神戸家庭裁判 所調査官辻村徳 治氏 のすすめで、「
補導委託制度」に基 づ き、
家裁省理下 に置かれた少年 と半年間の生活 を共 にす ることとなった。「
些細 な ことです ぐに
カッカす る気 の短いあなたにそんなことで きるの」と女房殿 に厳 しく云われた。釣 り好 きな
私、周 りの釣 り仲間は皆気短か。短気 だか らこそいつ まで も待てるとい うこの逆説、気長の
人はよい釣 り師にはなれない とい う俗説に′
き強 くした私は石の上 に も9年 、この 10月 末に
16人 目の少年 を送 り出 した。 これ までの少年達 のおかげで気短 な私 も少 しは気長に待 てる
太公望 になって きた。今回 も宿 を訪ねて下 さった多 くの方 々の助けをお借 りして無事送 り出
す ことがで きた。少年 K君 の手記 をお とどけ します。

あぶ らむでの生 活 を振 り返つて
少年 K
僕 はここでの生活で一番考えた事があ ります。それは、
人の気持 ちを考えるとい う事です。
つか まる前 までは、人の気持ちなんで考える事 は出来ませんで した。 まず、悪い友達や暴走
族 と連 るんでいる事 じたい社会で生活 してい る人達や家族の事 なんてまった く考えていない
事 にな ります。深夜 に暴走行 為をや ってた り、
窃盗 をやるの もこれは考 えてい なさす ぎます。
ここには沢山のお客 さん達が来て自分の頑張 りをほめて くれた り、色 々話 を しますがそんな
みんなの為 に頑張 ってる人がバ イクの音でねむれなかった り、 自分の大切に しているバ イク
を盗 まれた りと、それを考 えるだけで 自分 は悪魔 の ような事 を して きて本当に申 し訳ない と
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思います。もし、それらの事が全て自分にきたら最初 は怒れるだけかもしれませんが、積み
重なつてい くうちに精神的にダメージがきておか しくなります。そうい う事を考えれば考え
るほど、自分は本当に被害者に対 しても家族や僕を支えてくれて来た人達に申し訳ないとい
う気持ちがあります。 ここに来たおかげで色 々な事を考えさせてもらい、仕事や人との出会
いの大切さを教えられました。
まず僕は2月 14日 に事件を起 こし、約一カ月後に捕まり鑑別所に入所 しました。その時
家族の面会や彼女からの手紙を見て本当に更正したいと思うようになりました。でも、あの
時も最近までもそ うでしたが、不良交友とは縁を切らないつ もりでいました。不良交友 と遊
んでいて も非行 をしなければ良いではないかと思 っていました。そうい う考えがあったから
こそ、ここに来てからちょっとして夜こっそりと母 と彼女 とチームの頭に電話をしてしまい
ました。電話ではもうまじめになるとかそうい う話をしていましたが、他の人からしてみれ
ば悪い友逮 と遊んでいて悪い事 をしないなんてまずありえない事だと思 うと思います。今自
分でもここで色 々な話を聞いて まったくその通 りだ と思ってます。暴走族仲間 と連るんでい
ると裏にはヤクザが付いているので、いつかヤクザにかんゆうされるかもしれません。よく
新聞にはヤクザがさぎをやったとかきょうかつ をやったとか色 々な事が載 つていますが、相
手の気持ちを考える事が出来ていれば人からお金をうばう事等出来 ません。それにそれはお
金をうばうだけではなくその被害者の人生もうばう事になります。それが分かつた今、不良
交友 と付 き合 ってい く事 は嫌だと思い ました。今まだ悪さをやっている奴 は今後ヤクザに
なつて もうどうしようもない所まで落ちた最低な人間になつてい くと思い ます。そんな人間
にはなりた くないです。もう家族を苦 しめたくない し、離れるのは嫌です。人を辛い思いに
させたくないです。だから僕 は不良交友 と縁を切 ります。そして、考えた結果これは嫌だっ
たけど彼女 とも離れようと思い ます。彼女 はみんなと地元が違うので僕の知 り合いとはあま
り関わりはありませんが、彼女の周 りも良い人違だけではありません。本当に自分を変える
ならば彼女とも離れた方が良いと思い ました。そして、帰って仕事だけに集中します。話は
戻 りますが僕はここで二度も電話をしました。一度目の電話は、合計8万 ぐらいはいってい
ました。電話の件は金額が問題ではなく、信用 してくれていた人を裏切 った事が問題です。
ふだん先生は、僕に頑張つてるとか色 々にめて くれています。かくれてこんな事をやった時
本当にシヨックだろうと思いました。2回 目もまた裏切 つて しまい ショックをあたえたと思
います。それでも先生は2回 ともボクの裏の顔がある事が分かつて良かったと許してくれま
した。内心すごくシ ヨツクでたまらなかったと思います。それでも許してくれた先生の為に
僕はもっとここでの生活を預張 ろ うって思いその後 もひたす ら頑張 っていましたが、8月
31日 に先生に強 く言 われて不貞腐れてしまい結果先生を押 し倒 してしまい ました。そして、
先生に「お前」と言ったりしてしまい ました。僕 はその時もうどうにでもなってしまえと思 つ
てい ました。なので宿に戻 つて来てからもここを逃げ出そ うと思 つたけど、考えているうち
に自分はなんて事をして しまったんだと思い逃げたら先生 はず つと嫌な気持 ちのまんまだ
し、家族はすご く悲 じむし色 々考えていて、先生に謝らないといけない と思い ました。そし
て次の日の夜に先生の部屋をノックしましたが返事がなかったので部屋 に戻 りました。そし
て次の日に食堂まで出てい き先生に謝 りました。先生に何を言われるかこわかったけどまず
謝 らない といけないと思ったので謝 りました。先生は当然許 してはくれませんでした。でも、
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許 しては くれ ませんで したが調査官が来た 日に死 にもの ぐるいで生活するな らここにいて も
良い と言 つて くれ ました。それか らは、いつ もより人の事 を考 えた りす るようにな りました。
今 で もまだ他 人に対 し「イラッJと くる事 はあるけ ど、それ をなるべ く表に出さない よ うに
してい ます。で も本当に人 との出会いがあったか らこそ他 人の気持 ちを考え られるようにな
りこの人のために頑張 りたい と思 うようにな りました。 ここでは僕は色 々な人に出会い ま し
た。大郷先41、おばさん、ス タッフのなな さん、む とう先生、親子のお客 さん 前日 さん、
シスター、不登校の子供達、 ウー ファーのボ ランティア、 まだまだ沢山の人がい ますが、こ
の人達がい なければ きっと自分 に変 わるチ ャンスはなかつたと思い ます。僕 は今 まで皆 さん
に言 われた事 をノー トの裏 と力ヽこ書 きました。それは、
自分ではな く誰かの為 になる生活 をす る。
自分ではな く他者優先。
信頼 されるようになる。
三方良 しの精神、自分 よし、他人よし、みんな良 し。
自分だけではな く世 の中沢山辛 い思 い を してい る人達がい る。
誰か を幸せに しろ。
嫌な事か ら逃 げるな。
何事 ￨こも基準 を しつか りさせ る。
正直は一生の宝。
悪 い事 ではな くま じめにやるのが本当の 自由。
や り直すチ ャンスはい くらで もある。
他人や過去は変えれない。変えられるのは 自分 と未来だけ。
自分に自信 を持つ。
自分の非 を素直に認めた り、まぬけ さを客観的 に実えた らそれは立派な事。
自分の気持 ちに嘘 をつかない。
ひの きの ようにまっす ぐ大 きくなれ。
存在 の尊 さ。
天網恢 々、疎 に して漏 らさず
等 々まだまだ沢山あ りますが色 々と教 えられま した。 もし、僕 がここではな く、あの時少
年院に行 っていれば、この言葉は何 も知 りませ んで した し、多分 自分 の気持ちに嘘 をついて
少年院生活 をお くり、仮退院後 また非行 をおか しその繰 り返 しだったか もしれ ません。 なの
で色々ここで問題 を起 こして しまい迷惑 をかけて しまい ま したが、ここにつれて来て下 さっ
た家裁の方本当にあ りが とうござい ました。僕 はここに来たおか げで本当に良い経験が出来
た し、 自分が ここに来た時 よ り変わったと言 われるようにな りま した。 ここでの経験 を活か
し、社会 でお母 さんの紹介 して くれた大工の所で働 こうと思っています。 まだどうなるかは
分か りませんが、僕 は地元に戻 った ら、非行 は しない、不良交友 と付 き合わないはもちろん、
大工の仕事 をまじめにやる し、
家族が毎 日一緒 におれる空間を家 の中に作 りたい と思い ます。
僕 の家族 はみんな仲が良いですが ご飯 を食べ た りす るのは 自分 の部屋です。それでは、 ご飯
を食べ てい るのではな くエサを食べ ているの と同 じだ と言われました。みんなでご飯 を食べ
るか らこそ幸せ をかみ じめる事が出来 ました。なので家 に帰つた らお母 さんにご飯 を作 って
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お母 さん力■ しければ僕が ご飯 を作 ろうと思い ます。そのためにこの1'チヤー
もらいたい し、
ハ ンを5人 分作 らせて頂 きました。なので帰 った らこ うい う風 になってほ しい と思 つてい ま
す。
この 十年間で沢

の人 に会い沢 ￨の事 を教わ り本当に学 びのある自分 を変えて く半年間に

な りました。社会に戻 つた らここでの人達の教えを忘れず一 日 口全力で′
L活 し家族 を守っ
い
と思いま
て行 きた
す。
あぶ らむの方 々本当にあ りが とうござい ました。

あぶらむの 日々の力、ウーファー
あぶ らむの会 専従 ス タ ッフ

門谷成 美

(ウーフ)とい う組織の
いつ も助 っ人 さんを求めていたあぶ らむに、今年の冬 「
WW00F」
豊かに残ってい る場所 、または人と人 との交流 を大切 に し
情報が もた らされ ました。 自llsが
てい るところで環境 を人事に しなが ら生 きる人たち(ホス ト)と、自然に沿 った41き方 をして
い く知1恵を学ぶために、仕事や家事 の手伝 い を してみたい 人たち(ウーファー)とをつ ないて
くれる世 界的組織。お金のや り取 りはな く、「
知恵」と 「
力」を交換する仕組 みです.
い
い
「
面白 か もしれな ね。」と人郷先41.
ホス トとして登録するためには審査があ ります。有機農場 を核 としているか、多種 多様 な
人を受け入れる事がで き右機的思考があるか どうかな どを問 うア ンケー トや様 々な書類 を提
出 しました。そ して審査の結果、3月 1日 にめでた くホス トとして登録 され ました。
ウー ファー第 1号 は 3月 25日 か ら2週 間滞在 して くれた イギ リス人のエ ド それか ら8
ヶ月余 りのF●
￨に、中国 1人 、オランダ 1人 、台湾 1人 、 タイ 1人 、 イタリア 1人 ギ リシャ
(5人
1家 族
)チ ェコ 2人 、オース トラリア 1人 、日本 5人 (男性 1、女性 4)と 10カ 国か ら
14人 と 1家 族があぶ らむに来て手伝 って くれ ました。
ウーファー さんの中には長期休みを利用 して来て くれる学生 さん もい ますが、
仕事 を辞め、
自分の本当の生 き方 を探 し求めて見える人 もた くさんい ます。皆 さん 「
学 びたいJ「役 に立
ちたいJと い う思 い を持 っています。今夏 はそんな思いを持 ったた くさんのウーファー さん
があぶ らむに集結、物凄 いエ ネルギーであふれてい ました。常に数十名のお客様がい らっ し
ゃる毎 日、そ して何 とお客様 とウーファー さん、ボランティアさんを合わせ るとЮ 人 もの
人があぶ らむに滞在す る 1と い う日が何 日かあるではあ りませ んか ￨「70人 、
、
、無理、、
、
J
さす力■こへ こたれ ましたが、や る しかないっ 1自然学校 やキャ ンプの子 ども達の プロ グラ
ムのサポー トや食事の準備 と片付 け、部屋 の準備 と掃除、畑仕事

仕事 は山の よ うにあ

り、 ウー ファー さんに休 んで もらえない状態が続 きま したが、「
私がや りますか ら休 んで下
さい。
Jと 逆 にス タッフを気遣 って くれます。海外 ウーファー さん とのや りと りは、英語が
吉手 な私にはかな り高い言葉の壁があって、いつ もいつ も悩みの種。で もこの時ばか りは悩
む暇 さえあ りませんで した。必死で単語 と身振 り手振 りで仕事 をお願 い し続けました。英語
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が話せな くて も、 日本語がわか らな くて も、 こちらの気持 ち と状況 を判 断 して頼 んだ以上の
仕事 をして くれる勘のいい ウーファー さん もい ま した。
「
言葉 じゃないんだ…」
長丁場で疲弊 してい くスタッフの体 を′
心配 して くれる優 しい気遣 い と、大 きな力 を 「
感 じるJ
事が で きた夏で した。
ウーフアーさん も、あぶ らむでた くさんの人 と関わ りなが ら自分 自身の課題 を見つ けた り、
課題 を克服 で きた と来た時 とは違 う輝 くような笑顔で帰 ってい く人 もい ます。そんな時 は本
当に嬉 しいですね。

英会話力はなくても海タトウーファーさんと会話 しようとする 「
度胸Jだ けはついてい く私、
町で困つている海外から来た方をみると無諜にも思わず声 をかけた りします。そして頼んだ
事が伝わっていないとき、自分の責任 ととらえ、どうしたら伝える事ができるのがあれこれ
と努力もします。私個人としても学びはたくさんありました。
先 日、3ヶ月手伝ってくれたチェコの2人 が帰ってい きました。「
帰 りたくない ￨」と涙
涙のお別れでした。是非来て下さいとチェコの住所を書いて置いていった2人 。「
必ず行 く
よ。
」と大郷先生。 もうす ぐイスラエルの ウーファーさんも来て くれる予定です。 こうして
大郷先生の行きたい場所が世界中にますます増えてい きます。

2012年
1月

あぶらむこの―年

初 日が射すおだやかな年明け。家裁少年 のいない家族 3人 だけの寂 しいお正月。
4日 初仕事 としてあぶ らむの会一般社 団法人の登録手続 き (郵送にて)

5日 付 けで正式に認可 される。
7日 〜 9日 沖縄か らの雪祭 り訪問団 (10名)寒 さきつ くな く、それな りの積雪。
2月 .一 般社 団法人の認可 を受 けての記念すべ き第1回理事会開催 (東京 にて)
長野 富山な ど近 隣県 は大雪 だつたが飛騨地方 は例年 の1/3ほ ど。嬉 しいや ら少 々
寂 しいや ら。
3月 10日
4月

春 を迎 えることので きる喜 び 「
春一番 の会」昨年 は中止で したが今年 は祝 い
ました。
第19回さくら道国際 ネーチ ャーラン (名古屋 一金沢2∞kmを 36時間以内で走 る国際

大会)
5月

家裁少年 (16人目)受 入れ
日起 し (日植準備開始)
水量調整用 の水路完成
21日 皆既 日食、その瞬間鳥の さえず りもやみ静 ま りかえっていたのが 印象的だった。

26日 田植 翌 日富山までの野休みサイクリング
6月 2日 〜 8日 福 島 一宮城 ―岩手 東北地方震災被 災地の旅
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7月

岐阜生 と死の会研修会
30日〜 4日 立教小学校あぶ らむの里 キャンプ

8月 3日 〜 5日 名古屋聖マ タイ教会キャンプ
5日 〜10日 あぶ らむ夏期 自然学校
マルコ教会学校 キャンプ
9日 〜11日 芦屋L●
11日〜13日 沖縄訪間
19日〜21日 名古屋聖 マルコ教会キヤ ンプ
25日 第 5回

桂歌之助落語会

27日〜28日 日本聖公会中部教 区聖歌隊合宿
9月 12日 〜17日 第 2回 野麦峠越 えウオーキ ング&ラ ン
2 2 日 稲刈 り
22日 あぶ らむ里山生活学校設立に向けてのシ ンポジウム
10月 1日 〜 4日 カ トリック教会聖母訪間会院長会議及 び研修会
ンデ スの風 コンサー ト)と 野麦峠旧道ハ イキ ング
6日 〜 8日 第 5回 WAYNO(ア
12日〜15日 沖縄 にて講演会、愛楽園訪間
15日 第 2回 あぶ らむの会理事会 (東京 にて)
16番目家裁少年審判 (家族の元へ帰 る)
29日〜 4日 長崎上五島鉄馬の旅
11月 10日 〜11日 社会福祉事業所就労継続支援 A型 事業所斉藤商店 ご―行 との応援 お泊
まリピザ パ ーテ ィー と豆腐 のつ くり方教室
23日〜25日 里山生活体験 シリー ズ落葉 は きと焼 イモ大会、越冬準備開始
12月 あぶ らむ通信発行
あぶ らむクリスマス会

2013年

こんなこと (行事予定)

1月 12日〜14日 あぶ らむ雪祭 り
2月 9日 〜11日 厳冬期雪祭 り
3月 25日〜 4月 5日 第13回子供か ら大人 までのネパ ールの旅
5月 25日 田植 え&野 休み コンサー ト 津軽 三味線 二代 日 高橋竹 山 inあぶ らむ
8月 5日 〜10日 あぶ らむ夏期 自然学校 (予定)
8月 24日 第 6回 桂歌之助落語会 (特別出演 当 り亭宝 くじ)
9月 11日〜16日 第 3回 野麦峠越 えウォーキング&ラ ン
9 月 2 1 日 稲刈 り
9月 22日 持 ち寄 リコンサー ト (新企画)
ンデスの風 コンサ ー ト)
10月12日 WAYNO(ア
10月13日 天生原生林 ウォー キ ング
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1 1 月 特別企画

ネパ ール ヒマ ラヤ トレッキ ング
( ジ ョム ソ ン→ ポ カラ1 0 , 自
1 1 日の旅 ) 一 予定

どうぞよいクリスマス を、そしてよいお年 をお迎え下 さい。

ⅢⅢ 寄 付 者 一 覧 ('‖ 年 12月 5日 〜 '12年 12月 13日 )被 称略 ‖ⅢⅢⅢ‖‖Ⅲl
江田宜子/河 合由美子/八 木克道/深 田馨子/泊 哲次/神 原一二美/学 校法人 聖 ヨセフ学
園岩田幼稚園/塩 田純子/坪 島行雄/伊 藤浩子/静 谷英夫/寺 田信一/松 岡龍哉/市 川1聖マ
リヤ教会/河 野裕道/三 沢悠子/楡 原冨美/岸 村信治/財 満研三郎 由美子/ジ ー ン レー
マン/大 場弘子/櫻 井智則/味 岡努 敏江/光 安啓明/矢 崎ふき子/藤 井朋子/古 川秀昭
昭子/俵 里英子/佃 寿子/田 中洋子/吉 川恵子/溝 際庸介/速 水直子/千 葉復活教会/江 見
淑子/吉 羽真治/中 村力 英子/中 村芳枝/宮 田洋子/原 川恭―/鵜 川l久 貴子/片 倉小夜
子/岡 野峻/矢 後和彦 正子/前 日康雄 彰子/市 川秀―/宮 日高保/愛 知聖ルカ教会/根
本寛 智景/桃 原松五郎/江 洲良秀/糸 数宝善/又 吉亀治/宗 像千代子/畑 井正春 郁子/
松居勲/新 家息子/大 城和子/星 野―朗/山 下明/長 谷川秀司/長 谷幸雄/富 山聖マ リア教
会/池 田正毅/加 納厚/猪 野愈/金 城由美子/小 島正則/今 関公雄/木 村秀子/森 田 トミ/
宮本真紀/三 井正秀/帥 アリミノ 田尾兵二/吉 越修 みや子/渡 辺直明/福 岡女学院中学
校 高等学校宗教部/― 柳百/工 藤真喜子/中 部学院大学宗教委員会/太 田昌子/高 瀬留美
/根 本四郎 陽子/雨 宮寿子/静 岡聖ペテロ教会/石 井紫織/新 開春樹 桂/横 浜聖 クリス
トファー教会/新 垣タケ子/中 島務/遼 山章夫 秀子/山 田益男/鈴 木武次 保子/渡 辺洋
一/安 藤隆年/鵜 川雅行/新 倉俊吾 久乃/池 崎純―/坂 尾新―/長 谷川牧子/須 間栄津子
/大 塚梅子/坂 本吉弘/南 山大学人間関係学科/島 文子/畑 野榮一 寿子/名 古屋聖マタイ
教会/芦 屋聖マルコ教会/岩 田牧夫 息子/日 本 BSA/豊 見城聖マルコ保育園園児と職員
/官 城正男 正子/田 口清吾/加 藤寛/大 郷穣 順子/星 野八千代/前 田晃伸 容子/島 袋
洋子/青 田浩 高橋竹山/池 田秀直/着 園紘志/石 原つや子/宮 城良子/比 屋根るり子/谷
孝子/官 脇温子/東 京セント ポール ライオ ンズクラブ
‖‖lガ ヴ ィス基 金 ('‖ 年 12月 5日 〜 '11年 12月 13日 )敬 称略 ‖‖Ⅲ‖‖Ⅲl
竹村真紀/上 田敏明
ⅢⅢ2012年

会賣 納 入 者 ― 覧 ('11年 12月 5日 〜 '12年 12月 13日 )敬 称略 Ⅲ

相澤牧人/朝 比奈誼/朝 比奈時子/穴 井悦子/味 岡努 敏子/赤 井充也/荒 井優仁 彩月/
赤松道子/岩 坪哲哉/岩 坪瑞枝/一 柳百/伊 東 日出子/伊 藤文雄 宜子/岩 沢満 喜美/石
崎東人/石 崎奈生美/伊 藤浩子/伊 藤幸史/今 関公雄/上 村誠/鵜 川1久 貴子/梅 沢雪子/
内田孝/上 田敏明/江 田宜子/岡 野峻/小 野裕/大 房健樹/大 城恵子/大 杉匡弘/大 槻カズ
子/大 田欽也/大 橋雅子/大 塚梅子/小 野田恵子/小 川智子/川 口弘二 暁子/川LE玲 子/
片桐多恵子/笠 井正志/川 満―彦 すわ子/笠 原雅子/片 岡義博/唐 木田麻起子/河 合由美
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子/木 島出/岸 井孝司 ミツ子/北 昌子/倉 辻明男/栗 山盛雄/栗 山洋子/黒 田則子/久 世
治靖/小 林賢三 佳子/小 池典ul1/河野裕道/小 池直子/小 林信夫 加代/小 柳證/三 瓶富
子/澤 野弥生/斎 田美代子/佐 藤芳子/櫻 丼智則/斉 藤寛明/斉 藤美登里/佐 藤耕―/佐 藤
哲典/佐 々本国夫 紀久江/笹 岡淳也/酒 井厚子/志 村弘子/渋 澤―郎/下 日英一

由香/

島袋洋子/城 下彰/篠 宮慶次/島 文子/渋 谷真理/鈴 木孝雄/杉 村進/鈴 木康邦/鈴 木知了
/杉 本良平 和子/鈴 木員喜子/鈴 木康仁/鈴 木正士/鈴 木裕子/41敷 正俊/染 谷孝章/高
瀬留美/田 中幸治/高 橋保/棚 橋忍/棚 橋美江/円 口清吾/竹 中浩/竹 内元章/俵 里英子/
丹安紀子/日 中孝子/武 原正明/高 演友理江/田 部博文

あさ子/竹 村真紀/田 中篤/筑 井

宏子/佃 寿子/寺 谷恵美子/富 永降史 敦子/時 高照子/外 村民彦/直 井雅子/中 村洋 久
美子/中 台哲夫 信子/中 山美 1町
子/長 縄年延/長 坂 F.1/長谷幸雄/西 垣正子/西 村jT和
美帆/西 川照子/新 倉俊吾

久乃/西 日晃/西 日喜久枝/西 村斐佐代/野 田修助

野榮一 寿子/長 谷川牧子/畑 井正春/長 谷川秀司/萩 谷長生

和子/畑

睦子/土 lF晴子/畑 中幸次

政子/日 野忠市 静子/古 市進/福 円桂/福 田亜矢子
/福 田一人/深 日馨子/藤 本雅明/星 野―朗/松 居勲/前 日員智子/丸 山恒/松 回捷朗/又

郎/福 留 史郎/平 野幸男/比 嘉良侑

吉亀次/前 日晃伸/前 田容子/丸 山千早/前 日晃/前 日広世/松 井尚子/官 田洋子/宮 城正
男 正子/宮 崎秀貴/宮 IIS員
/室 岡鉄夫 恵/宗 像和雄/宗 像千代子/武 藤六治/森 ロ トミ
/百 井幸子/山 田益男/山 内寿美子/藤 本隆/八 木克道/矢 野裕 史/山 本員/山 崎美責子/
吉植 よし子/吉 野康/吉 野美智子/吉 羽真治/渡 辺洋一

‖‖!新 規 会 員 ぐ11年 12月 5日 〜 '12年 12月 13日 )敬 称略 ‖Ⅲ‖‖Ⅲ‖ⅢⅢⅢl
大木聖/小 松純―/篠 日泰之/菅 原勝美/帯 原美穂子/聖 母訪問会 (法人会員)/根 本利子
子/槙 本寛 智景/溝 際康介/三 村英夫
/野 崎久子/羽 柴力1寿代/占 澤昭夫 タイ/星 野r〔
/井 出米蔵

メールア ドレス登録のお願 い
あぶ らむの近況報告 や活動案内等の迅速化が求められています。 また、
法人化 と共に年4回 のメールによる通48も発行 されてぃます。
あぶらむの会につ らなる皆様のメールア ドレスをお寄せ下 さればllし く
思 います。
***キ

■ ************Ⅲ

Ⅲ Ⅲ *****

登 録 方 法
以下のあぶ らむの会 メールア ドレスヘ、お名前と 「メールア ドレス登録J
と題 してメール をお寄せ下されば登録完了いたします。どうぞご協力の程
よろしくお願い致 します。
レア ドレス登録」
abram@h datakayama neJp「メーフ
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あぶらむ里山生活学校 大入版
〜

私 た ち と一 緒 に田舎 生 活 を してみ ません か

〜

将来田舎生活 を してみたい、日舎 に居 を移す ことはで きないが関心がある、そんな気持ち
のある人、私たちと一緒 にここあぶ らむの里で田舎生活 をしてみ ませんか。
1986年 、40オ の時東京 を離れ、 ここ飛騨 の里山で田舎生活 を始めた私、全 くの素人 とし
ての出発で したか ら、素人のわか らないところがわかる と思 い ます。
大工や家具職人等、その道 のプロ違 との協働 や この 25年 余 で得たい ろんな知識や知恵 を
お伝 え します。一緒 に私 たちと田舎生活 をや ってみませんか。田舎生活入門希望 の方お待 ち
してい ます。
*季 節作 業 *
く 1月 〜 3月 >
除雪作業、屋根 の雪下ろ し
雪害 による倒木処理
冬材 の切 り出 し
シイタケ、ナメコの植菌作業
家具づ くり
く レクレーシ ョン>
雪上 ウォーキ ング
猪臥山 (16∞m)登 山
春一番地 (純日本酒)の会
冬は富山湾のに ぎり鮨が うまい
く 4 月 〜6 月 >
田植 え準備
田植 え
畑打 ち、種 まき
. 草刈 り
くレクレーシ ョン>
山菜採 り
渓流釣 り
鯉釣 り
アウ トドアークッキング(石釜 ピザ等)
く 7月 〜 8月 >

休み

く 9月 〜 11月 >

￨￨:￨

稲刈 り、脱穀

.
‐￨

1

1

秋野菜収穫
.落 ち葉集め と堆肥作 り
薪作 り
:越 冬準備
く レクレーシ ヨン>
.野 麦峠、天生原生林ハ イキ ング
食糧調達 (官山情 での働 り)

■もの作 り *
丸太で小屋をつ くる(チョウハ リ=直 角の出し方、基礎の作 り方等含む)
家具作 り
豆腐作 り
燻煙品作 り
つけもの

‐

味噌作 り
*道 具の使 い方 ホ
木工電動工具の使い方
チェ ンツーの使い方、刃研 ぎ
ユンポ、ホイールローダーの使い方
ロープワーク
その他田舎生活に役立つ各種道具
*募 彙内害 キ
◎入学随時
◎作業及び講座内容 は前月及び前 々月に案内
◎参加の仕方→各自の関心あるものに参加下さい。
◎費用
10,yxl円 (会員無料)
後 は宿泊費のみ (1泊 3食 85∞ 円)
のみもの代及びイベン ト参加費別途〉
〈
登録料

◎申込み先
〒51D4121高山市国府町字津江 322卜1
一般社団法人あぶらむの会
TEL 05η‑72 4219 FAX 0577‑72‑94
amanejp
0mall abraln@hldatak〜

