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飛瑯 だよ り ￨

前 )lで春の訪すれを 喜んでいたと思 ったらもう秋、月並 の 言葉で
すが時 の経 つ14さにただただ驚 きで―杯 です。稲刈 りも終 リホ ソと

はなめこやシイタケも出始めました。短い秋
J ―息、あぶらむの11に

の始 まりです。 あぶ らむ通
お 手の皆様 にはお元気 でお過 しの ことと思 います。 こ
こ、 あぶ らむの Rに ′
る者 も 「
L活 す̀̀;を
1元気 に しています。 とはいうものの元気 なのは
ねて 卜さぅ
か￨￨たようで今 つ元気 な し、私の方は,1を1方
r供達 だけ、 女レlは夏のl14れ

た人 々 とくみ交 した述 H連 夜のお酒 で‖が シュクシュク、llち ょうちん のない山 Iな
のにとうい う訳 か酒 htが増 えて しまいま した。
.Lいう十
ヤ様 の こ内
こ慮て盛況の 1々で した。
‖いて初 めての立、lt気
待マ1の十1をけ
'1に
)ですが、 この様 rて は年内にlt
1年間 の うちに、lJ‖ 千人油達成を‖概1とtて いたυ
ね 卜き ,た 十ヤ様 に感謝の気￨キ
で 杯です。
成 可tLのようです。 こん な遠 い 1ま でおI方
,て、 こんな 、
￨いや 、想像 して いたよ りもず , ■●派ですわ ￨、 「￨.11‐
ア派 と
は思 いませんで したJこ の夏、宿 を訪ねて ドさ った人々の第 ′iは持同 じで した。 「￨
年余を経 た家 を移築 したといえは、なんぼ リフォーム したとはいえ百才 はメ1才、人‖l
て いえば腰が11り人歯 ガ タガタ、 そんな イメー ジで られているのではないか と思 い
′
￨十年 ももたないのですか ら。 し
ます。確かに、現在新築 されて いる家 はri年、 いや 'こ
の家 は、子 さえかけてやれば 1、1メi年は
か し、 しっか りと した材料でつ くられた ￨十
もつのです。 それ も老醜をさらけだすので はな く、老 いの 美 しさとや さしさを もって
です。4:きて
人‖1を包 んで くれ るのです。 ほん ものの材料 でつ くられ た家 は十 き
̀,の
い ます。 みせかけの材料 でつ くられた家 は、みかけはどん なに ●派 て も、完成 したそ
の 日か ら劣化 が始 ま り、人‖
りを決 してやさ しく包む ことはないて しょう。 「ここに く
るととにか くよ く眠 れるんです ヨ」、 あぶ らむのイ￨はriniの歴 l̲と本物 の材料 の みが
人 々を暖か く包んで くれ るのたと思 い ます。
もち うるやさ しさて、 ここに
'Iる
1さで、四年日に して活」
1年、 予想外 の進lllkの
Jlの
さて、あぶ らむの会 が発足 して ′
べ
っ
い
ここまでを
ていま
111と考え
拠点 ともなる き宿 までが建 て しま ま した。 当初、
したか ら、 その進展の り さに1キとして,i惑い、■iが完成 した後 は u寺虚脱状態 にな っ
て しまいま した。 1987年のあぶ らむの会発足か ら、90年の■:完成 までの四 間は、 あ
̀l」
ぶ らむの第一次激動期 とい って も過 ,:ではないと思 います。

しかし、企くのゼロから‖1 発したあぶらむが、わすかの「
1 にここまでや ってこれた
背 景 は 体何 なの で しょうか。 1 , のか企て に
イ済 的物 l l l
優 先 し、人間 が脇 に押 しや られ、率
のみ
の
を 力 とす る社会的風潮 中 にあ つて、
的力
多 くの 人 々の魂か うめ き、古 しみのりi をあげ、
必 死 にな って心 の癒 しを求 めて いる今 1 の時
代 です。 そ して、元 来、人「りの魂 を養 い育 て
るべ き教 育 までが、経済的 発展 のみを優 先す
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お客様を囲んでの楽 しいひととき

る社会 の価値観 に隷属 して しまっている現状 の中で、 いかなる状況 にあ って も 「
転ん
だ ら起 きる」 とい う道理 を身 につ けて淡 々 と生 きる、「
人生 の良 き旅人Jを 育 て る こ
とに適進せよとの、皆様 か らの叱咤激励がその背景であると思 っています。 その意味
では宿 のさらなる活用をは じめ、「あぶ らむ構想Jの 展開が今後 の重要課題 とな って
きま した。
「
あ ぶ ら む 構 想 」 ―今 後 の 具 体 的 働 き に つ い て 一
◎ 青少年育成 (旅人育て)の ための小さな共同体 づ くり
私 たちはこれまで一年rl一人を原即1に、四人 の長期滞在者 とよばれ る青年達 との共
li活を送 って きま した。 なぜ年出,一人か といえば、私 たち夫婦で責任を もって関わ
同′
人の人間 に全身全霊 を もって関われ るということは、
Lに 「■づ くりJに よる業 となるか らです。 正直 いって 「青少年
私のつ くる木 1111以
育成 のための小 さな共同体 づ くりJと い うこの働 きに、私 はため らいを感 じた時 もあ
るのは 1〜 2名 だか らです。

りま した。精根尽 き果てたIキもあ りま した。 しか し、前 号の Krさ んのような文章に、
私 たちは新たな勇気 が 与え られ ま した。 そ して何 よりも、 このよ うな働 きを通 して人
生 の良 き旅人を育て るために、多 くの持様 よ りこの 「地 とこの行iが',えられたことを
思 うと、疲れたなんて いってはお られません。 あぶ らむとい うささやかな働 きの中か
ら彼 女の ような旅人が巣 立ったとい うことを、私 たちの大 きな書び、財産 と しなけれ
ばな りません。 そ してそれと共に、私たちの果すべ き役割 をは っきりと1旨し示 された
よ うに思 うのです。
現在の 日本社会では、例 えば、心 のパ ラ ンスを くずせばその行 く先は精神病院、家
庭 ヽ暴 力や引イ′的傾向 は教護院 と、す ぐに既存 の施設 にお、り分 け られて しまい ます。
私 はそれより前 に、 もっと柔軟 な 11問的場が必要 なように思 い ます。長 い人生、時 に
は心 のバ ラ ンスを くず した り、暴力的にな ってみた り、多 くの山坂を体験す るのが普
通です。特 に、人 と人 との心が触れ合 うことが極端に少 な くな った今 日ではなお さら
の ことです。
これは仮定 と現実両方 に渡 るのですが、 もしあぶ らむに、私 たち夫婦以外 に 2名 の
同働者が ',えられ るな らば、何 らかの理 由で高校生lFを断念 した人、複雑 な家庭環境
にi置
かれている人、心 のパ ランスを一時的 に くず して いる人等、 6名 ほどを対象 とし
て、小 さな共l・
l体 「
旅人育て場」 のような ものを営 みた く思 っています。
◎ 実践教育 (生きた場か らの学 び)プ ログラムの充実
これ まで も、あぶ らむの里づ くりと並行 して、 フ ィリピンはル ソン島山岳州 で 3回
のプログラムを営んで きま した。多 くの困難 の中 にあ って も強 く、 た くま しく生 きる
村人 との交 わ りを通 して、参加者 は旅人 としての資質 を豊かに し、 また、南北問題 の
中での私 たちの果すべ き役害1等を、一片 の理屈 と してではな く肌を通 して学んで きま
した。 日本 の若者達 の心 の成長 に も、 また、近隣諸国 とのよりよき相互理解、協力 に
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とって も、 このよ うな プログラムの必要性 と継続性 を強 く実感 します。
現在、中国山西省、 タイのバ ンコ ック郊外の村、 フィリピンの ミンダナオ島の村 よ
リプ ログラムの打診が来ています。 また、あぶ らむの出発点 である沖縄や、地元飛騨
地域 の リツースを用 いてのプログラムなど、「
生 きた場 か らの学 びJと して の実践教
育 プログラムは、「
旅人育 てJの ために も充実 して行かなければ と思 っています。
私たちと同 じ旅の途上 にあ って苦悩 しているアジアの人々への支援
昨年 フィリピン ・キ ャンプに、大 ■のり
1町 さん と農業の中屋 さん の 1人にスタッフ

◎

と して参加 して もらいま した。 これは一つには、1=来における つの小 さな試みのた
めです。 フィリピンの山岳州 サガタ村 に関わ って1311、私 なりにある程度村人が必 要
とす るものが見えて きま した。 ないないづ くしの村、 その中でさらに大変 な′
L活 を送
7xLI築
る親 のない子供達。他方、私 の生活す る飛騨地区は
等 の中間l技術 の豊富 なところ
ベば、彼 らにこの技術 を伝え、
です。 サガタ村周辺 に生 きる孤児達 とこの飛騨地 を率
1キ
村起 しの リー ダー として養成す る、そん な構図 が￨1来 liがります。 あぶ らむはその仲
介をするだけ、技術的lL導者は地元の職人 さん達です。こんな村起 し、I‖
際協力があ っ
て もよいのではと思 います。
◎

生活環境の見直 し、消費か ら創造 にむけて

現在あぶ らむでは、日と畑で ささやかなが ら農産物 の 可能 な限 りの 自給 にむけて歩
んでいます。私 たちとしては倉1造の 自びを′
11活の hlとす ると共 に、宿 において ドさる
ています。 そ して、 こ
人 々を i可
能 な限 り自分たちでつ くった もので もてな した くIJlっ
れ らの営みを通 して、私たちの現在の生活環境 を見riして行 きた く願 っています。私
たちの旅 の舞台 である地球環境 を守 るために。
私 はこれ まで神 と人 とに対 して、 これ らのII画実現 の ため I:地と宿 を与えて 卜さい
と願 って きま した。 そ してそれかかなえ られま した。 そ して今 ■は、共に汗する同働
者 をお 与え ドさいと願 い祈 ります。 もしこの 「あぶ らむの構想Jに 賛同 ドさり、共に
この地 にあ って働 いて 卜さるスタ ′フが新 たに 1人川 われば、 あぶ らむは L述 したよ
うな内容 の仕 事を 「分 に果 して行 けると思 います。 そのためには、真 の働 き人 と、 そ
れを支 える経済的裏付 けが必要 となって きます。私 たちは、tiの利用料、木 上品、 自
給 自足等で可能 な限 りあぶ らむを支えて行 きます。 しか し何分 にもリト
営利的 な働 きが
多 いため、全面的に支えることは不 」能です。 いつ もお願 いごとばか りで恐縮ですが、
あぶ らむのなそ うとす る働 きを ご理解 ドさり、皆様 には一 人で も多 く 「あぶ らむの会
心よりお願 い中 し上げます。
会員」 と して、私たちの働 きをお支え ドさいますよ う喪′
周囲 の山々が ところどころ色 づ き始 めま した。秋 を演出する赤 とんぼが沢口￨とびま
わ っている甲です。 なめ こゃ シイタケ も日1始め ま した。 どうぞ心落着 く季節、あぶ ら
むの里 へお出かけ下 さい。 お待 ち申 し上げてお ります。
1991年10月 あぶ らむの会代表

‑4‑

大郷

博

第 二 期 計 画 に 向 け新 体 制 で運 営
あぶらむの会後援会代表世話人 八代 崇

主 の ご恩寵 の もと益 々ご健勝 の こととお慶 び申 し上げます。
あぶ らむの会後援会は、1987年あぶ らむ の会発足 と同時 に大
郷先生 の活動 に関心 と信頼 を寄 せ る者 たちが集 いその活動 を開
始 しま した。 この間、皆様方 にはあぶ らむの会 の活動 を援助 す
るために多大 な御協力 をいただ き心 よ り感謝 いた してお ります。

Jc

第一期計画iとして、あぶ らむの里の土地取 得 を 目的 と した募金 を スター トさせ、
1989年3月 岐 阜県古城郡国府町字津江 に念願 の [地 5千 3F'坪 を取得 しま した。引 き
つづ き、第 1期計画 と して、宿建設 その他施設 の整備を目的 と した募金 を スター トさ
せ、多目的 ホール、木工所 そ して1990年11月にはあぶ らむの宿 を完成す ることがで き
ま した。 これ までに要 した資0約 5千 5百 万円 は、後援会 を窓 口と して第一期計画は
募金 で、第 1期計画 は募金 およびあぶ らむ債で調達 して きま した。
あぶ らむの会 は、発足以来 この 4年 間、あぶ らむの里建設にひたす ら遣進 して きま
完成を もって一段落
したが、大郷先生 は じめ ご家族 のたゆ まないご努力 により、411の
す ることがで きま した。 そこで大郷先生が 「
飛騨 だよ り」で触れ られているように第
ljllil画
に移 ってい くことにな りま した。 これまでの計画は、 土地取得、建物 の建設
とい ったいわゆるハ ー ド面を:￨ル
さに進 めて きま したが、第二期計画 は、公益社団法人
の取得お よび大郷先′
11と共 にあぶ らむの会の活動を担 ってい くスタッフの確保 とその
スタッフヘの安定 した人件費 の供給、そ して フィール ドエデュケー シ ョンプログラム
の実施 などいわゆるソフ ト面が中心 となります。 それ以外 に もハ ー ド面 と して スタッ
フが寝起 きする スタ ッフルームの建設 なども予定 しています。
公益社i」
法人の取得 に関 しては、前 号の 「
後援会事務局 だよ り」 で報告 しま したと
お り現4:「前調査を行 っていますが、法人格取得 のために必要 な条件をすべて満 たす
ためにはまだ数年掛 ることが判明 しま した。 したが って、当面 は 「
権利 なき法人」 と
して活動 を続 けて い きますが、 これを機会 に法人格取得へ向け新 たな体制 を整え、あ
ぶ らむの会 の運営を行 ってい くことにな りま した。概要 は以 ドの とお りです。
会員登録
これまであぶ らむの会後援会を通 じてあぶ らむの会を支えて きて いただいた皆様 お
よび これか らあぶ らむの会を支えていこうとい う意思 をお持 ちの方 々にあぶ らむの会
会員 と して登録 して いただ きます。会員 は、正会員 (個人会員、法人会員)お よび賛
助会員の 2と お りと します。
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一 人で も多 くの方 々に、正会員 として登録 して いただ けることを期待 してお ります。
正会員 と して登録 して いただ ける方 は、次回 のあぶ らむ通信 に同封す るハ ガキに必要
事項 を ご記入 の上、 ご返送下 さい。
なお、正会員 の方 には、特典 と して年 1回 1清 2日 の無料宿7白
券 およびあぶ らむ通
信 を送付 させて いただ きます。
正会員 が ご無理 な方 々に も、あぶ らむ通信発行 に要す る諸経費 として賛助会費 をお
収 めいただ ければ幸 いです。 お収 めいただいた方 は、 「
1動的 に賛助会員 と して登録 さ
せていただ きます。
会費
年会費 として正会員 の うち個人会員 は 1万 円、法人会長は 5万 円、賛助会長 は 3千
円を収 めていただ きます。
会費 の徴収 は、 1992年4月 以降 とさせていただ きます。
会 の運営
会 の活動 は、年 1回 開催 す る正会員 による総会 において決定 します。総会 では、11
業計画 の決定、事業報告の承認、 その他法人 の運営 に関す る●要な 1̀項などを議決 し
ます。 ご出席 いただけない方 には委任状 を持 って代え させていただきます。総会での
決定事項 はあぶ らむ通信 で会長 の持様 にご報告 いた します。
また、代表 の大郷先生 を補佐 するために11会員の中か ら10人前後か らなる役員会を
設置 します。
｀
事業 に要す る資金 は、会llか らの会費、募金、 その他 T・
業収入で解,います。 1雨iは
先に述 べ たスタッフの人件費、 スタッフルームの建設費、 プログラム費 などが 事業支
‖1の中心 になる予定 です。
第 二期計画への移行 に伴 t、 あぶ らむの宿建設 のために持様 に ご協力いただいたあ
ぶ らむ債 は10月末 口を もちまして終 了させていただ くことにな りま した。 ご協力誠 に
あ りが とうございま した。 なお、募金 は今後 も続 けさせて いただ きますので、 ご協力
よろ しくお願 いいた します。
最後 になりま したが、あぶ らむの会がその所期 の 目的である 「人生 の良 き旅人づ く
りJに 向 け、 ス タッフを充実 し、 フ ィール ドエデュケー ションプ ログラムを活発に実
施 してい くための基盤 となる、 より広範 な人 々による運営 と安定 した資金を確保す る
ために一人で も多 くの方 々に会員 にな っていただ きた く、何卒 ご協力のほどよろ しく
お願 い申 し上 げます。
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あ ぶ らむ の 宿 を 実 顔 で 支 え 続 け る 日 々
―一 人郷 育さんにお聞 きしました 一
0
育

飛騨 は秋 らしくなって きま したね。
今年 は ススキが素晴 らしくて、 お月見会の時 は良か った
ですよ。 で も、 もう盛 りは過 ぎて、そろそろ冬 の準備。 きの う L人 と r供 達 に ス
/zいて るか ら今年 はあ ったかいだ
トー プ川の薪を運 んで もらったんだけど、よ く・

０ 青

ろうって,話して ました。
この夏、11は忙 しか ったで しょう ?
78月 で350人 くらい来て 卜さ って、 うれ しか ったですよ。最年長 は89歳のおば

０ 育

あ さん。で もシ ャキ ンと して若 々 しくて、印象的 なお客 さんで したね。
十1のおかみ さん としてどんなことを心掛 けて いますか ?
ヽ
と身体 をゆ った りと休めて もらいたいと思 ってます。 お料理 は
自然 の中で、.し
生懸命や ってるけど、なかなかね (笑)。新鮮 な季節 の野 菜 や秋 はキ ンコを使 っ
たものなとをおHlじして いるんだけど、お金をかけたこ馳走ではな くて、 手「
1を
111で
べ
っ
かけた 手ボ
も、地元 で食 ておい しか たポテ トまん じゅう
1理ばか りです。
が好￨'7で
ね。 これは ジャガイモをも、
か した ものに
粉を入れて こねて まん じゅ
'1米
のなんだ
レ
うに して焼 いた も
けど、 r分 なりに タ を 1人したりして、 こんな もの

０ 育

が好1'7な
んです。 ジャガマ ンとか :った りす るんだけと、「lt騨高原 の lllJとか
こかね焼 きJと か しゃれた名1"にすればよか った (笑)。
ニ ワ トリも飼 ってるそ うですね。
新alな卵 を食べていただこうと思 ってね。 ももちゃん とはなちゃんという2羽 で、
私 が命名 したんだけど、お ととい トリ小￨●が完成す るまではホームレスだったの。
おい しい卵を宿 のあちこちに蔵み落 して くれるんで、それを見つ けるのが まるで
■探 し。 あ る時、宿 のお風呂はナ ラ林 がよ く見えるよ うにと窓が低 くしてあるん
だけど、 その窓か ら入 った らしく、湯舟にひとつ浮 いていて、温泉卵がで きちゃっ
た (笑)。それ以来、窓 は少 ししか開 けないよ うに してるけ ど。 それか ら宿 の 中

０ 青

に 11り込んで来 る度 に、つか まえて両 手でパ ァッと放 して いた ら、 なん と飛べ る
よ うにな っちゃってね (笑)。
4人 の r供 達 はお元気 ですか ?
長男 ・博輔 は自分の ことを落 ちこばれのオ ッチーだなんて ,1ってるけど、青春真 っ
盛 りって感 じで高校生活 をエ ンジ ョイ して る し、長女 ・舞 は農業高校 の実習 の話
を楽 しそ うに してる。 二男 ・耕輔 は i41iとか世界 の動 きにす ご く興味があ って、
■女 ・友 はそろそろ進学を意識 してがんば ってる。 4人 とも自分 の ことは自分で
す る し子伝 い もして くれ ます。 どん どん成rKしてい くので、お、と淋 しい気 もす る
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けどね。
0

東京育 ちの育 さんは、飛騨 へ行 って ど う
ですか ?

育

地元 の人たちは、何で も喜んで教えて く
れ るし、 おかげで農業 もやれて、感謝 し

ています。私 自身 は花や草が とて も好 き
になって、朝 に夕 に素晴 らしい自然の景
ももちゃんとはなちゃん
色が見 られ るのが とて もうれ しい。車の中 にはいつ も花 バサ ミを入れてあ って、

０ 育

買 い物 の途 中で も草む らに珍 しい花があるとそれを頂戴 して、宿 に飾 るんです。
それが とで も楽 しいのね。宿 には買 った花 は似合 わない し。
これか らの夢 は ?

０ 青

昔 か ら好 きだ った染 め物 や人形作 り、 ちりめん細工や、手製 の版画 のハ ガキ作 り
などを冬 にな った らや りたい。 お客 さんの目にとまれば一緒 にや って も楽 しいし。
朝 か ら晩 までの重労働で、育 さんが ここまでがんばれたのは何故で しょうか ?
私 にとって は自然 な道 の りだ ったような気がす るんです。大 きな進むべ き道 は大
郷 との間では了解 で きているか ら、曲が り角が来た ら無理 を しないで神様 に任 せ
て、祈 りなが ら待 つ、 そんな繰 り返 しで来 た らここまで来 た。 それが '1えられた
道 と一致 して いたとい う感 じで しょうか。

育

長 い旅を して宿 にたど り着 いた時、育 さんの 「い らっしゃいJの
言が聞 けると
心か らは っとす るとい う人、多 いよ うですよ。
私 は、おかみ とい うより、 まかない婦 だけど (笑)、そ う.:って もらえ るとうれ
しい。何 に もない、 それ しかで きないか ら、心 か らのお もてな しで、気持 ちよ く
お迎え したいと思 ってい ます。

3133833ユ
ニ
ユ
ニ
島
羹
懇
ュ
ニ
轟
ふ
畑
ぉoむ
ぉ
mO●ヽ
鶴●む
t
この11月で、宿が完成 して丸一年。 これを記念 して、来 る11月23日 (土)、
24日 (日)の 両 日、あぶ らむ祭を開催す ることにな りま した。
23日の夜 は、 シタール奏者 のスシュマ ●オマ タさんをお迎え しての ミニ
コンサー トも予定 して います。
晩秋 の一夜、 シタールの調 べを聴 きなが ら、美味 しいお酒 と心 づ くしの
料理で楽 しいひとときを過 しませんか。
参加 ご希望 の方 は、あぶ らむの宿 まで ご連絡 下さい。
, ■ , ■ 薔 摯 F ヨ町 T T ■ 薔 猥 F T I 摯

『■嗜 , ■ 壼 摯 『■町 H T T T I I I H ■
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――福祉 の場 で子供 たちを見つめて 一
国 立武蔵野学院勤務

佐藤 裕

部
1980年4月 、私 は立教大学 に入学 した。 同時 になぜか チ ャペルllltt B S A 16支
に も人部 した。 当時大郷先生 はこの16支部 の顧間で もあ り、以後私 は、先生 と現在 ま
でかかわ りを持つ ことにな った。今 もおそ らくそ うであろ うと思 うが、あの頃 も先生
はいつ も多忙で、 普段 は私達学生 とろ くに話 し合 う時間 もなか ったような感 じがする。
だか らたまにある ミーテ ィングでの先生 の話 は迫力があ り、ず い分印象深 か った。先
生 の話 はいつ も理路整然 と し、 しか も実行力のある人 なので、私達学生 は先生 と話 し
合 う時 は、かな り慎 重に言葉 を選んで語 さなければな らなか った。 そ して、大学卒業
前、先生 に初 めて同行 して頂 いた16支部の ネパールキ ャ ンプが、私 の進路 を決定的 に
さんか活動 して いたネパールチ
したよ うである。 このネパ ールキ ャンプとは、1/11m寛
トワ ン農場 でのキ ャンプである。
ヽ
卒業後、私 は企業に就職 したが、 どうもその仕 事に興味が持てなか った。私 の しが
そこにないのである。 どうも遠11りを して いるような感 じて、本当にや りたいことを
ヽ1くやろ うという気持 ちが強 か った。 それは福祉 の現場 で :1分を試 してみよ うという
気持 ちである。
(きょ
1987年4月 、私 は[■立武蔵rr学院 に就職 した。 ここは、児重福祉施設で教護院
うこいん)と 呼 ばれて いる。法 を犯 した少年が、家庭裁半1所の審判 で措 置 され人所 し
て来 る。 いわゆるリト′i少年 'で ある。彼 らはおお よそ中学 41の11代であ る。 非 行 の
種類 は盗み、校内暴力、 バ イク ・自動 車の無免許運転 など様 々であるが、彼 らの家庭
環境 が劣悪 であ ることはみな共通 して いる。放任、体制、極端 な過保護、両親の離婚 ・
自殺 などで彼 らの受 けた衝撃や不安 は、想像 しがたい ものがある。人所 当時 の彼 らに
は幼児性 がみ られ、情緒 が不安定で、人間不信があ り、 いつ も不安 をかかえて いる感
じである。私 はここで 5年 間生徒 に授業を した り、 クラブ活動 の指導 を した りという
立場で、 いっしょに生活 して きた。 そ こでいつ も思 うの は、「いかに彼 らの個性 を尊
重す るか 」 とい うことである。 ここでの授業 は、一応能力別 に クラス編成 され、人数
も各 クラス ト数名 とい った所 である。 しか し、 この クラス内で も生徒 の能力差がかな
りあ り、授業が先 に進 まな くなることがあ るのだ。 もつと生徒 の多 い一般 の学校 では
一
体 どんな事情であろ うか。
今年 9月 、私 は児童福祉海外研修 に参加 した。行先 は、デ ンマーク、 イギ リス、 ド
である。中で もデ ンマークの福祉 は、 スウェーデ
イツで、福祉先進国 といわれ るEtl々
ンと並んで世界で もっと も 「
進 んでいる」 といわれて いる。 この国 の福祉 ・教育事情
について説明す る。 この国 は、人口513万人、国 十面積 4カ 3千 面 の小 さな国 で酪 農
王国である。 1915年には女性参政権が実現 した。第二次世界大戦で ドイツに侵略 され
‑9‑

たデ ンマークは、今度 こそ、 自由で社会福祉国家をめざすのであ る。義務教育 は 9年
間であ り日本 と同 じであるが、その中身はかな り異な っている。私が驚かされたのは、
たとえば英語 の リーダーの教科書 (デ ンマークの母国語 はデ ンマー ク語)を 読 ませる
時 には、生徒 の能力 に合 った リー ダーの本を読 ませて い るということである。それは、
ここでは27人学級 なのであるが、27人 1人 ずつ教科書が異 なるとい うのではな く、同
じよ うな能力別 に 3人 、 2人 、 5人 など 1ク ラスの中で数種類の教科書を使 い、授業
を して い くとい うことなのであ る。 デ ンマー クのある先生 は、私達 に 「
機会 はみな平
等で なければな らない。 しか し、人の能力 はそ
れぞれ異 な ってい ると認識 しなければならない」
と述 べ た。異 な った能 力個ヤLを持 っているに も
かかわ らず、同 じクラスに入 り、文部省検定 の
年齢相応 の教科書で授業を受 け、人よ りよ い成
績を とるように仕向け られ る日本 の教育環境 を
どう考 えたらいいのだろ うか。 そ こでは、友達
と遊 んだ リケ ンカ した り、そ ういった ものか ら生れ るはずの 「他者への思 いや りJは 、
育 まれるのであろ うか。 む しろ、 それは、落 ちこばれを生み、社会か ら不 ｀
崎な差別を
受 けているではないのか。夏休みの宿題 につ いて も、 ここでは存在 しない。夏休み と
学腕生徒違の相刈 り風景

は旅行 した り、 よ く遊 ぶための ものであ って、勉強す るための ものではないというこ
とだ。 また、中卒時 に試験 があるよ うだが、 これ も受験 したい人が受 けるだけの話で
ある。 それで も高校進学率 は30%、 専門学校 が70%で ある。 専Fり
学校で、職業資格を
とるのである。障害者 は当 り前のように一般 の学校 に通 う。
福祉 の現場 ではどうであろうか。 日本 は、各職場 で、限 られた予算 で、狭 い空間 の
中で、欧米並みの労働時間 に追 いつ こうと必死 にもがいている。職 員の人数 はそのま
まで、労働 時間が短縮 されるわけであるか ら、現場 の人数 が 手薄 になる。 そ うなれば
あ る程度規模 の大 きな施設 しか生 き残れない現実がある。 日本には、弱肉強食 と競争
原理 しか働 かないだろ うか。今、 ヨーロ ッパではノーマ ライゼーションが全盛である。
特 にデ ンマークで は、脱施設化 が進み、児童や青少年 の施設収容 は減少の一途 をたど
り、 これに反比例 して代替施設、一般 里親、専業里親 への措置収容が増加 して い る。
つ まり、多人数 の施設 よ り、 もっとも月ヽきなファ ミリーのよ うな単位だ った ら、 より
よい福祉が提供で きると県や市 の福祉課 が考えているか らである。 ここで、 なぜ県や
市 の福祉課が出て きたか というと、 デ ンマークでは、 日本 のよ うな中央集権 はとって
いないか らである。今 日本で騒がれている地 方分権 が、 ヨーロ ッパ各地で実施 されて
いる。今回、私 がデ ンマークの福祉事情 について聞 いたの は、 ア ンデルセ ンの生誕地
オーデ ンセ市 の社会福祉担 当官 か らであ る。彼 はデ ンマー ク語で 「
私達 の町 オーデ ン
セでは」 とい う言葉をよ く使 った。初 め私 は 「なぜ、 デ ンマークではJと な らないの
か と不思議 に思 った。 あとでわか った ことであるが、地方分権が確立 したこの国では、
国か らの方針 や制約 などに縛 られ ることがないので、県 や市 は、 自由 に独 自にプラン
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を練 り、 予算 を組 み、 その福祉政策 を実行 しているとい うことで あ った。福祉 のモデ
ルは、与 え られるものではな く、 自分達 が、過去 の経験や歴史を踏 まえ、作 りあげて
い くものなので ある。 オーデ ンセのあるファ ミリーグルー プホームで訪問 した 、 メ
'寺
ンバーの 1人 が、施設 の職員 にこう質問 した。「どのよ うな日課 にな って いるのか説
りIして ください。Jそ れに対 し、 その職員 はす ぐに答えが出 なか った。 つ ま り日課 と
して のモデルがないのである。彼 は、考えた末 「毎週月曜 日午前中に職員会議があ り
火曜 日の午11中、親 子と面接す るが、あ とは決 ま っていない。みんなでハ イキ ングに
行 くか もしれない し、職員 rl身の研修 があるか もしれない し、急 な会議 があ るか もし
れないJと 述 べ た。 なるほど、 その通 りである。 H課 に従 って時に
1に追 われ る私達 だ
が、 ここではそ うではないのである。
私連 は、私達 のモデルをどう作 ってい くべ きであろ うか。職員 と収容児童が 1対 1
のよ うな コー ロ ′パの まね はで きないよ うに思え る し、御 上か らの方針ばか り聞 いて
いては独 自の ものなどで きるはずがな 0、 それは、私達 自身 が作 っていかなければな
らな いのだ。 そ して、我 々にいつ も学 ぶ姿勢 がなければな らない。
自分 の ことを思 うように しゃべれない武蔵野 の子供達。彼 らの親 は大人 と して 自立
で きず、rの 考え方 とあまり大差がなヽ、 この子供達 には、社会 ルールを説 く以 Lに
このような家庭環境 や社会 に負 けない強 い生 きる意志 と自己li張の方が大切ではない
か と思 う今日この頃である。私 にとって、個性 の尊重 とい うことが、 この旅 で永遠 の
テーマにな って しま った。

￨̲:::::::::::::::::::
日頃、 ・あぶ らむの里建設募金 "に ご協力 いただ きあ りが とうございます。
°
・
神 さまは、必要な ものは必ず与えて下 さる これ は以 前 に も触 れ ま したが、 募金
活動を始 めるにあた り、世話人 の一人 であるK氏 が言 った言葉 ですが、初 めはその金
額 の大 きさに 'またいつ ものように調子 の良 いことを言 ってかかる。 まあ、 だ まされ
たつ もりでや ってみ るか'そ んな気持 ちで事務局一同始 めたのですが、 ここまでその
言葉 どお りに実現 して きま した。1987年12月に 'あ ぶ らむの里建 設募金 "を 開始 して
丸 4年 。 この間延 べ1960名の方 々か ら約3580万円の募金 をいただ き、 135名の方 々か
ら約2400万円のあぶ らむ債を購入 いただ きま した。 これ らすべての方 々の気持 ちが結
実 し、私達 にあぶ らむの里 と宿が与え られ ま した。
大郷先4:の飛騨 だよりに もあ りま したが、 この夏 は多 くの方 々にあぶ らむの宿 を ご
利用 いただ きま した。長い歴史 と本物 の材料 で作 られた宿 だか らこそ持 つや さ しさ、
ぬ くもり、それに加えて大郷先生 ご家族 の心か らの もてな し、 そ してそれを支えて下
さ った多 くの方 々の暖かい気持 ちが、宿 を不1用す る人 々の疲 れを心か ら癒すのではな
いで しょうか。
上地 そ して宿 といわゆるハ ー ド面iが私達 に与 え られ ま したが、今度 は、 また厚かま
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しいお願 いを神 さまに しな くてはいけません。 それ は 人 ・です。 大郷先生 と共 にあ
ぶ らむの会 の活動を担 って いって くれ る人です。 そ して、皆様 には、素晴 らしい人が
与 え られ るよ う一緒 にお祈 りして いただ くことと、人を確保す るための現世的保証 と
して の お金 "を また厚か ま しくお願 い しなければな りません。 詳 しくは、 代表 世話
人の文章 の とお りです。何卒、 よろ しくお願 いいた します。
なお、 これ まで募金 な らびにあぶ らむ債 にご協力 いただ きま した方 々には、無料宿
泊券 をお送 りさせて いただ きます。 万 が一、 届 か なか った場合 には、 事務局 西 日
(0424‑82‑2051)ま で ご連絡下 さい。
(事務局

西田)

10月 7日 現在 の募金 な らびにあぶ らむ債 の申 し込 み総額 は以 下の通 りです。
募金申 し込 み総額 35,826,920円
あぶ らむ債 (1日 10万円、 5年 間借用、無利子)24,000,000万円
※送付先
郵便振替

東京 7‑255427

銀行振替

第一勧業銀行池袋西日支店 190‑1434235

あぶ らむの会後援会

あぶ らむの会後援会 代表世話人 八 代
010月 7日 現在の募金申し込み者 (順不同 ・敬称略10月7 Fl以
降の方は次号にて)
黒井 ミヤ 中村洋 費間隆夫 熊谷一綱 糟谷珠 r 赤井充也 松 Yl和人 沼尾康彦
高橋清子 小松英樹 新田和子 村瀬信也 外村民彦 高坂征男 ‐丸直也 池田秀
直 橋本祀子 岩間光雄 ・芳子 深田馨子 ロ ド初子 野崎久 r 人河内靖史 林英
夫 海宝道義 滝沢助蔵 岩浪恒子 大友正幸 安本潤 口:尾兵 1 中村ひろ子 月ヽ
笠原スワ 門田t介 斉藤皓彦 鈴木茂男 大久保茂之 リチャー ド・メリット 原
川恭一 森田利光 長間四郎 塚田道生 杉村進 野村浩一 ヽ岡真 武井秀雄 田
中誠 島谷晴朗 瀬堀信一 斉藤孝 戸塚恭子 筒井啓子 加福ともゑ 伴玲子 坂
本吉弘 渡辺幸 木田献一 和田八東 長尾恵 子 大和「1勝 岩坪哲哉 鴇田陽子
関田寛雄 中村正実 大澤浅香 堀田利子 佐口哲 畑井正春 井 L洋子 牛腸達也
池田史子 木下春子 鈴木康仁 ・佳子 ・希奈 鬼本博文 中山弘 高野 アサノ 宗像
和雄 ・千代子 佐藤節子 吉植 よし子 河田健二 三光教会 阿久津富男 石井秀夫
木島出 服部 ミツエ 松村行雄 新倉俊吾 ・久乃 園部千恵子 Jヒ陸霊交会 高松光
子 杉山満子 千場恵子 ピー ター ・テ リー 市川秀一 安藤正和 大野俊朗 阿部
潮音 佐 々木国夫 木谷 谷市三 高槻教会一同 藤沼義治 マツウラノブオ 島光
文子
010月 7日 現在 のあぶらむ債申 し込み者 (順不同 ・敬称略10月7日以降の方は次号にて)
堀内昭 吉田保子 川上詩朗 ・美砂 木村清一 佐多和子 宗像和雄 ・千代子 高橋
正子 中島澄子 谷合広彦 野崎節子
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