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R158号 安房 l・
「
、冬期閉鎖J、 こん な標示 が道 路 の電光掲 示板 に
出るようにな りま した。飛騨か ら信州松本 へ抜 ける道 は、標高1790
mの 国道 としては最高地点 の安房峠を通 ります。冬になれ出言州 は、
近 くて最 も遠 い隣県 になって しまいます。冬 か足早 にや って きた飛
騨 です。
あぶ らむ通信をお手 にされている皆様 にはお元気でお過 ごしの ことと思 います。 ま
たまた枕詞 とな って しまい恐縮 していますが、皆様 へ のながの ご無沙汰をお赦 し下 さ
一 年 まとめて 号Jに な っ
いませ。前 号よりはや一年、季刊であ るものが、 いつ しか 「
て しまいま した。 これ も 一重に私 の怠惰 によるものです。皆様方 のお赦 しを乞 うばか
りです。「
諸魂庵落成」 に終始 したこの一年間を、 まとめて報告 させていただ きます。

嬌射昇
こ黒Fあ客』爾魂庵」

6月 26日、100名近 いお客様をお迎 え し、黙想 の家 「
諸魂庵」 の落成 を祝 った。 建

物 の性質上、沖縄 の愛楽園 の皆 さんにも出席 していただ きたか ったのですが、 その替
わ りにと、愛楽園で介護員 と して働 いてお られ る宮城 あや 子さん、そ して、沖縄 の伝
統舞踊 を もってお祝 いを と、わざわぎ遠路 かけつ けて 下さ った稲領 さん

家、 「あぶ

らむの宿」同様、多 くの人 々の暖か な気持 ちにつつ まれて完成を祝えたことは、私た
ちにとつて大 きな大 きな喜 びで した。
一昨年暮、黙想 の家 にと隣村丹生川村 の岡田家旧宅を いただ くことを決 め、わずか
の準備期間 の後、昨年二月 より建設を開始 しま した。 田畑跡 の埋立て造成、宿同様、
洞 さんの無料奉仕 による基礎工事、 そ して、柳組 の皆 さんによる旧家 の解体移築、棟
上 げまでは職人 さんたちにお願 い し、その後 は大上 の片町 さん と 1人で、約一年 かけ
て コツコツとつ くつて きま した。材料 の手配やその加工、また、電気、水道、かべ等々
の職人 さんの手配や調整 など、 日々の仕事 は山ほどあ りま した。 この一年半 は、諸魂
庵建設 と共 にあ ったといつて も過言 ではあ りませんで した。 それは、職人 さんに全て
をわたすだけの資金がなか ったとい うこともきることなが ら、私にあぶ らむの理念を

御前風」
諸魂庵 に映える琉舞祝の舞 「
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諸魂庵落成 の祝宴

与 え、 その実現 のためにこの世 を去 った後 もなお私 たちを支 え、導 いて くれた多 くの
人々の魂 に、私 たちな りに精一杯応 えたいとい う思 いがあったか らにはかなりません。
あぶ らむの宿 の落成式 も感無量 の ものが あ りま したが、 この度 はまたЯlの意味で胸が
諸魂記念Jと して、 これまで当会を支 えて 下さ った方 々で他 界
杯 にな りま した。「
されたお 一人お一人 のお名前 を読みあげさせて いただいた時、声がつ まって しまい仕
方 があ りませんで した。
末筆 にな りま したが、新築 な った諸魂庵 に納 め られて い るタブ レットと、 そこに記
されている人々のお名前を ご報告 させていただ きます。
諸魂記念
あぶ らむの会、 その理念 と実現 のため、多大 な ご支援、 ご加祷を くださ り、今 はこ
の luの働 きを終え、人 にて憩 う人 々を.4L念し、 その魂の平安を祈 る。
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あぶ らむ の 早 農 業 事 情
敷地内 の建物づ くり、十木、木 T

農業 (本年 は日 8反 5畝 、畑 1反 )、 宿泊客 の

お世:舌
、講演、研修会、相談、長期滞在者 の受 け入れ、そ して冬の一大仕事除雪、 こ
こでの牛活 をざ ぁ― と見わた して もこれだけの仕 事があ ります。 あれ もこれ もで欲張
りす ぎ、「1兎追 う者 は……」 とい うことにな りかねないとい う意 見 も承知 して いま
す。 しか し、 あぶ らむの経済をまわ し、 自然 との調和 ある生活 を考え ると、私 たちは
無理を承知で もこれだけの仕 事を こな して行かなければな りません。各 々の部門 を担
当 して くれる人材 があれば一番良 いことなのですが 。
こんな私 たちのお もいと現状 に、大 きな助 け人が きて下 さいま した。加藤正 さんで
す。加藤 さん は岐阜県 の農業指導員 をなさ っていて、地元古り町 の出身 です。 「自分
たちの食べ るものは可能 な限 り自分たちの手でJと 、 そのようなお もいはあ って も農
業知識 の ま った くない私 たちに、手を取 り足 を取 って教えて下 さい ます。岐 阜県内 と
い って も端か ら瑞、 3時 間余 をかけてあぶ らむの畑 まで指導 にきて下 さるのです。加
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上が良 いのに野菜 への愛情 の注 ぎ方が足 りません。 農業知識 が
藤 さんの開 ロー番、「
な くて も毎 日畑 に出て声をかけてやることぐらいはで きるで しょう。植物 も生 きもの、
愛情 の大切 さは同 じですJ。お っしゃる通 りです。加藤 さんの適切 な指導 と私 たちの
(私の ?)心 入替 により、畑が活 き々と し見事 な作物 がで きあが りま した。
あぶ らむの農業担 当部長加藤正 さんの手記 をお伝え します。

「
あぶらむの里」はたけの四季
1995年8月 上旬

昨年 に続 いての暑 い夏。

宇津江 の上 はすば らしい土だ。有機質 に富 んでいて養分を抱 きかかえる力が大 きい。
つ ま り、お、ところが深 いわけだ。 これな ら少 しわが ままな人間が野菜 を作 って もその
わがままを聞 いて くれてす ぐには怒 らないだろう。植物 を優 しく包み込み、根張 りや
茎葉を素直に育てて くれる上 にちがいない。感謝である。
各養分 のパ ラ ンス もよい。植物 を大 きく育 てて くれ るチ ッソや、体 をが っしり作 る
リンサ ン、花 や果実 に大切 なカ リ、微量 で もとって も大切 なテッやホウツなど申 し分
な く入 っている。耕 してみ る。 お、
かふかだ。耕 うん機 の後 は、 はればれす るくらい素
直 に上が こなれて る。上 のにお いが沸 き立つ。何 ともいえない香 りだ。 「私 は、 今、
野良 にいる。」実感 が胸 に追 る。
盛夏 の下。有 り余 る陽を うけなが ら輝 いていた雑草 の 「やつ またJや 「かやつ り」
は ロータ リーの刃先で微塵 に くだかれて い く。雑草 には申 し訳 ないがこのはたけには、
や つば り野菜が似合 うと思 う。
備中鍬 で畦を作 る。汗 が起 こされた上 にばたばた落 ちるが途端 に上 中に浸 みいる。
上が柔 らかいわけだ。起 こされた後か ら、 ミミズや コガネムンの幼虫 が クネクネと動
くが、家 の鶏 「
奥美濃古地鶏」 によ つてまたた くまにエサにされて しまう。
ミミズの多 さに鶏 も途中で見向 きもしな くな ったのには驚 いたが、 それほど上 の中
には生 き物が豊富であ り、人間が耕 さな くて も自然界 では常 に ミミズや他 の微生物 に
よ って耕 されていたのだ。本当に感謝である。
この上つ くり、先人 の努力 に他 な らないだろうと思 う。土 の改良 は 1年 や 2年 で解
決す るもので はな0、 日本 の水田だ って2000年の歴史の中で先輩達 の努力で米 が余 る
まで収穫で きるようにな ったのだ。
柔 らか く、深 く、植物を いとお しむような黒 い土。先人 の努力 に感謝 しなが ら、今、
土つ くりを継続 しなければな らないと思 う。
畦つ くりが完成。
畑 はみ るみる姿 を変 えた。体 の疲れ とは裏腹 に心 は満足 いっぱい。幸福感 いっぱい
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であ った。 この十 か ら生 まれる野菜 はきっと
柔 らか く滋養 に富 んだ ものだろ う。
ま もな く、大根やは くさいのたねを蒔 く時
か くる。
たねまきについて
たね は最初 に芽がで るのか根 がでるのかど
ち らだろう。発芽 と言 うくらいだか ら芽 のほ
うが先 だろうとお もわれ るが、残念 なが ら根

9月 の長雨で日がかわかすメ1取りに
悪戦苦闘の今年でした

のほうが先である。植物は動物 と違いたねがまかれた場所で養分を吸い生きるのだ。
つま り、動物 のよ うに移動することができないから、その場所で生活す ることを考え
るわけだ。それは、まず養分を吸う体常1から始まる。
蒔かれたたねは、いつでも根 と芽が伸びるわけではない。伸 びた途端に寒さや暑い
日がきたらたちまち枯れるからだ。だからたねは伸びる時を心得ている。たねを蒔 く
と人はいうが、まさに蒔 く時がある。 それは植物 の持つ生命に耳を傾けて聞いて きた
結果 に他ならなヽ、
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徐 々にではあれ、 あぶ らむではいろいろな研修会 が持 ち込 まれ、 また催す ことがで
きるよ うになって きま した。YMCAや ガールスカウ ト、 また教会 キ ャ ンプなど、研
修所 として の機能 を もつ諸魂庵 がで きてか らは、一段 と内容 も充実 して きま した。
高山 日赤病院 の中堅看護婦 の研修をお引受 け して 3年 日、今年 は新築 なった諸魂庵
を用 いて、 日ごろお もっていることを 自分 な りに表現 してみま した。 わずか 1泊 2日
の研修 で したが、確かな手 ごたえを得 て嬉 しく思 っています。
また、正月 には昨年 に続 き、地元 の人19名と共 に、 ネパ ールの山歩 きを楽 しみま し
た。 エペ レス トをはるかに見上 げる標高3800■の シ ャンポチエまでの 4泊 5日 の きつ
い山歩 きで したが、厳 しい自然条件 の中、物質的 には決 して豊か とはいえない彼等 の
真 の豊 か さとは
生活ですが、 その厳 しさの中で育 まれた心 のや さしさに触れた時、 「
何 かJを 参加者一人 々が考 え させ られたよ うに思 います。
また、 この研修旅行を通 して、地元 の青年大久保嘉久君 が海外青年協力隊 に参加 し、
本人 の希望 したネパ ールで この 7月 よ り働 いています。彼 のよ うな青年が うまれた こ
と、私 たちの大 きな喜 びであ り、感謝です。次号 には彼 のネパ ール報告 をお届 け した
く思 い ます。 ごFJl待
下 さい。
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最後 に、本年 の高山 日赤病院中堅看護婦研修会 の参加者か らいただいたお便 りを ご
紹介 させていただき、研修会 の一端 をお届 けいた します。
先 日は、 リフレッシュ研修 に参加 させて頂 き、 どうもあ りが とうございま した。
研修 目標 で第一 に達成 で きたことは、 心身共 に リフ レッシュ し、 職員間 の親 麟 を
図 る・ ということで した。 日常の多忙 な業務、家事 ・育児 など、すべ てのことか ら全
く解放 され、上 げ膳、すえ膳 のお美味 しいお食事 の上、豊 かな自然 に身を任せなが ら、
仲間 と共 に学 び、 自分をみつめ リラックスで きた機会 が与 えられたこと、本当に良か っ
たと感謝 して います。
あ らためて、二 日間 の研修をどうもあ りが とうございま した。
素晴 らしい環境 の中で、 ・
触 れ る・ とい う大 きなかつ大切 なテーマを中心 に幾 つ か
の体験 をさせて頂 きま した。最後 の実習で は、 コ ミュニケー ションの最大 の武器 とも
いえる言葉を制限す ることにより、残 された器官を最大限に用 い、 どうした ら相手 に
自分 の気持 ちを伝 え られるかを一生懸命 に考えつつ、40分の11、徘回 しま した。
・コ ミュニケー シ ョンは、小手先 の技術で はな く、 アー トである・ ・テ クニ ックで
はな く、 もっと全体的、総合的なもの・ と言われることが はんの少 しで もわか ったよ
、
うな気が します。 4つ ある心の窓の内、① を もっともっと広 げること、開かれた,こ
が
大切だ と教 えて頂 きま したが、 まず第一歩 は自分 か らすすんで声かけす ること、相手
のはな しに耳 を傾 け、 しっか り聞 くこと、共感 し、 うなづ くこと、 自分 の心 を開 いて
に もきっとお、
れ ることがで きるのではないで
考えを伝 えること、そ うすれば村1手の′
ら、
しょうか。相 手を信 じ、時 にはゆだねることも大切ですね。 また、人 と人 との出会 い
や、かかわ り合 いの中で 日に見え ることだけにとらわれ るので はな く、そ こに隠 され
た ものに日を止めるべ きことも気付 かされま した。逆 に言えば、外見 よりも中身を見
る日を養 うとい うことで しょうか。私達 は幸 い目が見えて感謝 なことなんですが、 そ
れによ って却 ってか くされた部分があるのではないか、人 は見え る、わか るといって
いなが ら、何一つ見えない、分 か らないのではないか… とい うことを感 じま した。私
達 は常 日頃、何 をみているのだろうか、私 は今、何 を 一番大切 に したいと思 って いる
のか、 どこに価値 をお くのか― ということまで考 えさせ られま した。
また、私 はよ く、中 1の娘 と衝突す るのですが、先 日もあることで口論 にな り、 と
にか く娘 を前 に して こいたい放題 の 自分 も大人げな くと思 いますが、 その後子供が、
・
お母 さんは、それで悪 いとは思 っていないの 7・と強 く言われ、 グサ ッときま した。
とにか く、 その夜 は情 けないや ら、 日惜 しいや ら、何 とも言えない複雑 な気持 ちで泣
けて仕方 あ りませんで したが、翌朝、意 を決 して ｀
昨 日はお母 さん も悪か ったわ、 ご
めんね・ と謝 まり、や さしく手を触 れると子供 も照れ臭そ うに小 さな声なが らも 私
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もごめんね・ と答え、爽やかな気持 ちで出かけることがで きま した。本 当に自分 の態
度 ひとつで変わるものです。 うなづ きと傾聴 も大事だ と思 いま した。納得 の￨●く迄、
話 させ ることですね。 た った 3つ の実習 か ら、 どんな ことで も学 びの材料 にで きるん
だな ァって改 めて感心 しま した。
ところで先生 は40歳で今 までの夢を実現 させる為、 ヒダの土地 においでにな り現在
の生活があるのですね、先生 のその考えについて こられた奥様 も又、共通 の価値観が
おあ りなので しょうね。大都会 の便利 な生活を捨て、 こち らに永住 され る決意 はなみ
なみな らぬ ものが あ ったことで しょう。 ご一緒 にな られた頃か ら同 じ目的 に向かい進
んで こられた結果 だ と思 います。最高 に素晴 らしいご夫婦 のあ り方ですね。家 に戻 っ
た ら、主人 はテ レビの前 で ゴロ… (いつ もですけど)比 べ るすべ もあ りませんが、内
心 マ ァ気楽 でいいか、
都会 か らここを訪れる旅人 は、 どんなに力 安 らぎ、渇 きの心がみたされ、 うるお
"心
い、求 めている ものが得 られるのではないか と思 います。
山を下 りて、 いつ もの生活 に戻 ると、 あの 2日 間 の体験がまるで夢 の中での出来 ご
とのよ うに思え ます。
あぶ らむの里での研修が、 これか らの私 にとって きっと良 い指標 とな り、忘れ得 ぬ
思 いで と して残 ることで しょう。家庭 において、職場 や地域 において、学 んだ り、教
わ ったことを生か し、実践 させて頂 きたい。研修 にい く前 に比 べ、何かやさ しい気持
ちが与え られたような気 が します。
最後 とな りま したが
本当にど うもあ りが とうございま した。先生 との出会 いを感謝 します。 きっと、 こ
れか らも折 につけ、あの時学 んだ言葉や、先生 の ことばがポロ ッポ ロ ッとこぼれて く
るか も知れません。ふ と立 ちどまって、今 自分 はどこにいるのか… と、 自分 に問 うて
みるの も必 要か も知れません。
.96
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あ ぶ らむ ネ パ ー ル 研 修 旅 行
ース (大人 を対象 とした もの)名 古屋空港発
間 り6年 1月 4日 〜15日 (12日間)

費 用 268,000円
■ Bコ ース (子供 か ら大人 まで)関 西空港発
期 間 '96年 3月 24日〜 4月 3日 11日 間
費 用 213,000円
旅行場所 は両 コースともチ トワン国立公園及 びア ンナブル ナ周辺 の
トレッキ ング (山歩 き)
詳 しくはあぶ らむの会 までお問合せ下 さい。
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そ して、
「この地球 の Lに、天 の川 のよ うな美 しい花 の星座 をつ くりた い。 花 を見 る心 が一
つになって、人 々が仲 よ くくらせ るよ うにJ、かつて 日本最長 の路線 バ スが名古屋 一
金沢間を走 つていた。 そのバ スの車掌 を して いた 。故佐藤良二 さんは、太平洋 と日本
海 を結 ぶ266kmの道を桜 の トンネルで結ば うと決意 した。彼 は少 な い休 暇 を使 い、乏
しい蓄 えを注 ぎ、2000本近 い木をその沿道 に植 えた。 しか し、志半 ばで病 に倒れ、逝 ぅ
た。47歳の短 い生涯 だ った。
「
限 りない夢 を託 したさくら道」、佐藤良 ■さんの遺志を受 け継 ぐとともに、彼が夢
みた ・
さ くらの トンネル'を 走 り抜 け、 自然 との調和、世界 の平和l実現を求 め、佐藤
きんの出身地、岐 早県 白鳥町 が中心 とな って、昨年 より 「さ くら道国際 ネイチ ャーラ
ン」 が開催 された。 そ して これまで、 い くつか のウル トラマ ラツンを企画 して きた当
会 が、全面的 に協力す ることとな った。
その大会に、当会 の会員で もある高澤芳子 さんが招待選手 と して参加 、 250kmを見
事、35時間44分で完走 された。乳 ガンとの問 いを、以前 あぶ らむ通信 に転載 させて も
らった彼女ですが、彼女 の これまでの歩 みの一端 を知 る者 として、彼女の完走 は我が
ことのよ うに嬉 しか った。
ここに、「スボーツとよかわ」 の、「それで も私 は走 り続 ける」を転載 させて いただ
き、彼女 の人生 とさ くら道 の奮戦 をお伝 えいた します。
地獄"に 」
「
幸 せな生活が一転 ・
「
気 が付 いた ら、走 っていたんです。後 ろを振 り返 るのが怖か った。 で も、過去 が
あるか ら今があるんですよね」
名 古屋市南区出身。活発 でよ く笑 い、 バ スケ ッ ト、陸上競技 とスポーツも万能。 ど
こにで もいる ・
普通 の女 の子・ が普通 に恋 を して、ハ タチで結婚。東京 に居 を構 えて
二 男 を もうけ、何不 自由ない生活 を送 っていた。が、三年後 に観

これが彼女にとっ

て 『
地獄 の 日々』 のプ ロローグで もあ った。
夫 は消息不明。「パパ はJを 繰 り返す長男 と、伝 い歩 きが出来 るよ うにな ったばか
子供 た
0の 次男 を抱 え、視界 に入 る全てが自 くばんや りかすんで い くのを感 じた。 「
ちに罪 はない。育 てな きゃ、生 きて いかな きゃJ。
テ レビのスイッチをひね るように、生活 がガラ リと変わ った。新聞配達 に始 ま って
昼間は飲食店 のパー トに出掛 け、夜 は洋裁 ・着付 けの免許を生 か して細 々と教室 を開
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くなど、骨身を削 るほど働 いた。 それで も 「
毎 日の生活がや っと。子供 に何一 つ欲 し
が る物を買 ってやれなか ったJと い う。
身内を頼 って東京か ら愛知県西尾市 へ。 1人 の子供 も大 きくな り、身 の回 りのこと
はもちろん、小 さな手で 母親 の手伝 い も買 って出て くれ る。「 貧 しいなが らも楽 し
いわが家・ ってい うのかな。何 とな く遠 くの方 か ら光が差 し込んで きたんですJ。
もう人丈夫、や っていける。時間をか けて、や っとの思 いで手 に入 れた幸 せ行 きの
片道切符。 だが、 ホームで芳子 さん親子 を待 ち伏せ していたのは、人使ではな く 『ガ
ン』 とい う悪魔だ った。
左胸 に異常 を感 じ出 した。 ■十歳 の時。乳房 の一 部が茶黄色 に変色 し、 日を追 って
大 き くなる。「
平Lガ ンだ。間違 いないJ。医師の診察 を受 ける前 に彼女 自身、分か って
いた。 が、医者 には診せた くな0、 会 って病名 を知 るのが怖 い。 それ もある。 しか し
本当に怖 か ったの は 「手術― 入院一 通院Jと な って生活を守れな くなることだ。息 子
は小学校 の五年 と二年。「命を情 しいとは思わない。私 は子供 のためだ けに生 きて い
るんです。先生、手術を しなか った らあ と何年 の命 なの」
。二 年 は もたないだ ろ う一
その言葉 に、断腸 の思 いで胸 にメスを入れ ることを決意 した。
「あの時、先生 が 『
五年 は生 きられる』 と言 っていた ら、私 は 子術 を選 ばなか った
で しょう。下 の子 が義務教育 さえ修了 して いて くれれば、 この世に未練 はなか ったん
ですJ。
手術 は無 事終 った。 が、 再発 の危険性 もある。「神様 お願 t、 あ と五年 は生 きさせ
て」
。死を覚悟 し、術後 も子供 を支えに働 き続 けた。「
胸を取 った 点で、 もう ・
ォン
'寺
ナ・ は卒業。生 きている間 に子供 に何を残 してやれるか、そればか り考えていましたJ。
しか し再発 の兆 しはな く、昭和 ri十一年 の夏 「 人でで きる前向 きなことをJと 何
気 な く始めた ジョギ ング。 それが彼女 の夢 とな り、人生を も変えていった。
一人黙 々 と練習 を積 み、三十七歳で伊吹山10キロマ ラツン初挑戦。 「場所 も申 し込
み方法 も知 らなか ったんですが、大勢 で走 るのがあんなに楽 しいなん て。 「私 は

人

じゃないんだ』 と改 めて感動 しま したJ。以来、月一 回 のペー スで県 内外 の大会 に参
戦。距離 も走 るたびに 「欲が出てJ10キ ロか ら20キ ロ、30キ ロか らフル と徐 々に伸 ば
し、′
Ч十歳 の時 には北海道 の 「サ ロマ湖100キロウル トラマラツン1に 挑 んだ。 100キ
ロ以 卜のウル トラ出場 は二 1回 を超え、年末年始 は東京―京都500キ ロを六 日間 で走
り抜 く 「
東海道53次 ジャーニー ランJが 待 ってい る。 そ して今春、 名 古屋一 金沢250
キ ロを不眠不休 で走 る過酷 な レース 「さ くら道 ネイチ ャー ラ ンJに 参戦 し、二 月がか
りで見事走破。 前年 リタイヤの雪辱 を果 た した。
「
走 っているとたまに傷 口が痛む ときがあるんですよ。そんな時 は言 うんです。『そ
う怒 りなさんな。長 く付 き合 ってい く友達 じゃない』 ってJ。
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自 らを 雑卓 レデ ィ'と 称 し、鉄人 レース ・トライアスコンに も果敢 に挑 む。
昨年十二 月、 マ ラツ ン仲間 だ った 自衛隊員 の正義 さん と再婚。一緒 に スイ ミングに
通 い、各地 の大会 に出場 す るなど、文字通 り二 人 三脚 のマラツン人生を歩む。「ちょっ
と遅 れち ゃったけど、青春 を今、思 い切 り楽 しんで いますJ。家庭不和 、 人間不信、
そ して ガ ンとの問 い。 その全てを人生 の肥 や しに、長 いロー ドを一歩 づつ力強 く走 り
続 ける。
「オ ッパ イー つ取 った ら笑顔 と幸 せが戻 って きた。 人生 って不思議 です よね ￨と 満
面の笑みをつ くった

。

今年 はまた、戦後50年とい うことで、かつての戦争 にお もいを寄 せ、不戦平和 を求
めて各地で様 々な催 しがなされた。核兵器の廃絶 と世界平和を願 って、88年89年に催
3回
された 「
広島一 長崎国際平和 ウル トラマ ラツンJ力ヽ その記念 の年 にあわせてli・
大会を開催 した。核兵器 の廃絶 と世界平和 を訴え求 めて、 8月 6日 11年広島を￨1発し、
9日 24時までに長1●ゴー ル、 その間429
kmを ´
人の ランナーが走 り続 けるのであ
る。 そんな大会に今年 は、海外か ら3ケ
珈へか ら4名 、17名 のランナー
国 4人、卜
が参加 して行われた。
海外 ランナー達 の参加動機 をご紹{介し、
ランナー達 の平和へ のお もいをお伝え し
ます。

RUN FOR PEACE
8 月 6 日 広 島原 爆 ドー ム前 を スター ト

ランナーからのメ ッセー ジ
Mcr COLIRTLι OⅣ マ ックス

コーテ ィロン

68歳

男性

フランス人

私 が この大会 に参加 したいのは、 この大会 の 目的が、単 なるスポー ツに終 るのでは
な く、本当の意味での平和や民族間 の理解、そ して、原爆 の追放 にまで広が って い く
反対
か らです。それゆえに、私 はフラ ンス政府が検討 して いる核実験 の再開 には断IЛ
しています。

Ioぉ ′PR′ IttF2

ホース ト プライスラー

60歳

男性

ドイ ツ人

私 は、人生 を何 の考え もな しに、そ して、 日的な しに過 ごした くない。 む しろ、私
たちの生 きる この時代 の直面す る問題 に対 して立 ち向か ってい きたい、 と考えていま
す。
―‑10‑―

全ての人 に対 して、私 は地球上のあ らゆる暴力に立ち向か う意思表示を したいと思 っ
ています。 そ して、 これは平和 の意思表示で な くてはな りません。
私 は、世界 の人 々に広島 ・長崎 の払 った犠牲 について思 い出 して もらいたい。そ し
て、 そ こで死んでいった人 々、今だに後遺症で苦 しんでいる人 々に対 しての個人的な
悲 しみを表明 していきたいのです。
私 は、私 たちの周 りの人 々をその無関心 な状態 か ら呼 び覚 ま したいのです。私 は、
この大会を異 なった国 の ランナーたちと行 いたいと思 っています。 また、 そうす るこ
とによ って、私 は自国の特別 な責任 について も明 らかに して い きたいと考えています。
原爆 の犠牲者 に対 して私 にで きる唯― の ことは、二度 と同 じ悲劇 を繰 り返 さないと
い うことだけです。
▼

ランナーは、平和に向けての営みを共有す る中で、他 の人 々へ人種や主義、肌 の色
を乗 り越えた友情 をみせることができるで しょう。
そ して、それは、伴走者間の協力が、 また、 ランナーと伴走 の協力 のみが、成功 ヘ
の唯― の道である ことを証明 して くれ るで しょう。
2Иcrttα ″Иυ9И力ⅥV

マルテ ィナ ハ ウスマ ン

35歳

女性

ドイツ人

私 は平和 のために何か したいと願 っています。私 の故郷 は第 二次世界大戦 で95パー
セ ントが破壊 されま した。 また、私 は複数 日にまたが るレースの経験 を もつ ウル トラ
ラ ンナーです。 だか ら、広島か ら長崎 までをその 2つ の特
平和 に向けてのまさに私 な りの表現方法 なのです。
残念 な ことに、私 の友人 のW REISERTは

日に走 ることは、世界
"1な

、数年前 の大会で は完走 す る ことがで

きませんで した。
だか ら、私 は、彼女 の努力 を も継続 したいと思 っています。私 の心 と体 が、走 りき
▼

るのに充分であります よ う、私 は現在沢山 の トレーニ ングを しています。特 に、 この
広島一 長崎の平和 ウル トラマラツンのために。
Pα c″″И CKEパ
トリック マ ック 40歳
男性 ドイツ在住 イギ リス人
̀″
私 は一人 の ラ ンナーとして、 自分が 世界 の平和のためにで きる最 も意味あることは、
広島か ら長崎 までを走 ることだと信 じています。
なぜな らば、 この大会、 そ して、それによ って生 まれ る状況 は、人 々を様 々な形で
結 び付 けて い くか らです。 そのことを本当にわかるためには、 この大会 に参加 し、直
接 それを体験す る以外 には方法 はあ りません。
私 は、再 びそれを体験 したい。
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〈編集後記〉
11月初 、落 葉 の終 って いない ところに季節外 れの雪 とな ったため、葉 の上 に積 もぅ
のため木 々が へ し折 れ、 大 きな被告か出 て しま い ま した。葉 の抵抗 だけで太
た IPい雪 ̀」
い幹 や枝 が へ し折 れ るので す。 今て には 「時Jと 「備 えJと い うものが あ ることに、
改 めて気 づか され ま した。
「一 年 ま とめて 号̲と な って しま ったため、皆様 には こ迷惑 をか けて しまい ま した。
来年 か らは、 1あぶ らむ ミニ通 信 ￨を 発行 し、新鮮 な出来事 をお伝 え した く言 画 して
います。
また、恐縮 ですが、 会員 の方 には会:年 度 末 とい うことで、会費納 入の ご案 内を同
封 させて いただ きます。宜 しくご協力 の ほとお願 い叶1し 1げます。
日 ■1寒さに向か います。 と うぞりt々 もご自愛 ドさいます よ うお祈 りいた します。
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