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ソウルの街角で見つけた土人形J
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もわずか とな りました。本当に一年の経 つのが早 いで
"年
すね。あぶ らむ通信 をお手の背様 にはお元気でお過 ご しの こと
と思い ます.
今年 もいろんな出来事があったあぶ らむです。超不況 とい う
ご時世なのに沢山の人々に訪ねていただき勇気づけ られた事や、季節 はずれの雪に泣かされた
ことなど様 々です。い くつかのことを手記風 に書いてみ ました。

●季節はずれということ
天が ドのすべ ての事には季節があ り すべ てのわぎには時がある.■ きるに時があ り 死ぬ
｀
るにll力
あ り、オ
直えるに時があ り ltえ た ものを抜 くに時力'あり、殺すに時があ り 癒すに
'十
があ り、こわすに時があ り 建てるに時があ り、泣 くに時があ り 笑 うにヽ
キがあ り、悲 しサ￨[
時があ り Vlる にliがあ り…… これは 日約聖書伝道の 出の 一節で→.
があるJ私 はこの ,i葉にいつ も
天が ドのすべ ての事 には季￨￨があ り、すべてのわ ぎには1手
「
どこかひかれます.
I)'129日 あぶ らむの りに初雪が きました。 この地 に11舌してか らの初雪記録 はI)月31 で
,たのですが その本格￨ウ
降 ￨″ に よい ささか驚かされ ました、
したから さほど驚かなか´
リ
「
1参
旅
11月2 からの連体 に 組の■マルコ保イ
,同の保けさんたちH)名のあぶ らむの里イ
'中
￨,ま
い
い
「A
あ
した.■ を米だ見た こともな 人が るとか 11が 降 ることを鳳 っています ￨と ̀iが
j,っしゃる+￨ごんに●1をllLせ
であげようと思 ,たの
Xが 人 l,ました.人 がはるばる l ltか
',い
にはめ￢→,し く そσ,任 」‖￨̀ヴ のように雪が￨￨りました
か、11も 秋1背れが続 く11月初イ
リ'中
の ,の環境 =i宋
,,縄か
刻な被告カツ11ました 7・性[て
十 さんは人■びで したが、あふ
',●
',の
・
・
い ない ところに 季節 はずれの 人■ とな ,たため 性′)1に ,が社 もりへ ば りつ き その ￨さ
で 人 上の木 々がへ じ折れて しまったのです.あ ぶ r,もの 中 旬の 本の多 くは■ の本を代 表する
ナラ (コ十ラ)の 本です 着F人林や シイタケのホク木 ヒして15‐10年などで切 り廻 されて 1ま
した.
がお りると葉をかた く茶色に して落某 にま
10月末からll月にかけ ll色に色づ き、市がい く1嵯
す .こ の季節 のプロセ スをイトない と木々は落葉 しないのです ,も のごとに対 して身変わ りの 中
い私は 「さ ,さと■ をお として しまえばよいの に,と ようのですが 植物 は つ つ季節の儀
式 を経て行かないと冬 J111む か うことはで きないのです。雪の 重さで 自分の身がへ し,iられ
ようとも季節の儀式 を経 ない ・
l lり、■ を落 L雪 に対するIt抗を少な くし冬にそなえるとい うこ
とはで きないのです。あ と2週 間もすればす っか 0落 葉 して しまう木 々、 どれだけ大雪になろ
l 余りの 「
季節は
うとも大空にむかってそびえ立っている木 々達なのですが、このたった 2週 r・
なダメージをうけて しまっ
ずれJの ため本々は深亥」
たのです。
「
地球温暖化 によ り 面上昇OOlllJ「 平均
"′ ニュースが報道 さ
気温0度 巨昇Jと い うような
れ ます。それ らの出来事が私たちの生活 にどの
ような影響 を与えるのか、私たちの多 くは想像
で きないのが現実です。 しか し自然 のlll近
くて
生活 してい ると、その現実 の 一端 がみえて くる
ように われ ます。地球環境 とい うのは精 こう
'よ
ような もの なのだ とい うことを 1
な精密機械の
年 とい う長 い季節 の移 り変 わ りの中で、たか
だか 2週 F・
5ほ ど時のお とずれがずれるだけで木 々

季節 はずれの雪被害 倒木処理はいのちがけ

は深刻 なダメージをうける。季節が規則正 しく移って行 くとい うことがいかに大切な ことなの
か、 「
季節 はずれの大雪Jに 地球の環境問題 を考 えさせ られるのです。
雪 も一段落 したので敷地内を見廻 りました。 この雪で弓な りに出が つたものや中ほどでへ し
折れたもの、 また根 こそ ぎ倒れた ものなど、その数百本以上 とな りました。 この ような大 きな
力で無理矢理にへ し折 られた本を倒すのは非常 に危険力ヽ半うのです。大 きな力がかかってへ し
折れた木には我 々の予想 を越 えたエ ネルギーがかかっています。切 り倒す時、それはあたかも
強 くまかれたゼンマイネツが切れては じけるように、巨大なエ ネルギーを爆発 させては じける
のです。例木処理 は死 と隣 り合わせの最 も危険な作業なのです。
●大 切 な 人 々 との 別 れ
の年 となった。寂 し
, 3 ν年はあぶらむにとって、また、私個人にとつても大切な人々とのお
い限 りです。
"1れ
山城 タケさん
、 「
転 んだら起 きるJ私 に人生の良 き旅人の何 たるかを教えて くれた人の一人
"才
ハ
であ った。16オで ンセン病 を発病 し、18オ〜おオ までの人生で 番■や ぐ時の11年間、家族 と別
れ人■離れた海岸で一人で幕 らした。夕暮れ時力'一番淋 しく辛 くて、 人泣いたとい う。一番恐かつ
たものはli毒のハブ蛇でも何で もなく 「人間が一番恐かったJと い う言葉に胸力協 んだ。
私たちの想像 を絶するような人生を歩んで きた タケさん、 「長い人生、山坂沢山あ りますよ。転
ぶこともあ ります よ.で も転んだら起 きあが りなさいねJと 私 に話 した。私はその 言葉 にどれだけ
、
tで きたことだろ うか。′
の母親 をな くしたようで薇 しい限 りである。
し
文えられ、ぶかオ
武,(春美 さん オ、私を,中
縄愛楽Hへ 導いて くれた人である。Ю 年、ホテル学校の研修でハ ワ
にもつて きていた 冊の本、受楽国産みの親青
イに行つた時出会つた人で、彼女が留学先 まで大￨」
へ
木恵哉師の 「
選ばれた島」 によって私 は沖縄 と導かれ今 日となつた。私の人生の道先案 内人だつ
た。
また、町為地であつた現在のあぶ らむの■の敷地 を、お金 も何 もな くただ夢だけをもつていた身
/1不ltかな私に光って ￨さ つた川上廣之前国‖町町長。
ああ―、 これでやっと安心 して町
私の身元確認のため町三役 と共 に立教大学 までおいでにな り 「
(元
ヨ
の
つて
できます
イミで川
L町 長の愛称)。
に帰
町長
報告
」 と安堵 されたモツチ さん
こんないい加減な私 に大切な町有地をよく売 って下 さいました。大 きなカケだつたと思い ます。私
はそんなあなたに絶対迷惑はかけてはいけない と今 日ここまで頑張 つて きました。あなたの決断が
なかつたらあぶらむの里は誕生 しませんで した。飛騨 の国府にあぶ らむ在 りといわれるよう今後 と
も精進いた します。あ りが とうござい ました。
そ して木俣宣遭 さん、あなたがご寄付 して下 さったユ ンボ (パワーシヤベ ル)力 iなかつたらあぶ
らむの里の建設は進み ませんで した。全 くの手作業で切 り株一つ取 り除 くのに10日はどかかつた開
拓初期。土木業者に依頼する資金など 銭 もなかった私は全ての作業 を自分でやる しかなかった。
そのためにはどうしても中古品でいい、ユ ンボ
カ必 要だつた。そんな私の願いをきいて ヽさり、
あなたはあぶらむにユ ンボを寄付 して ドさい ま
した。あぶらむで1 3 年間働 きにl u l き
、時には木
の伐採事故から私の命 を守 って くれたユ ンボは
あなたの死 と時 を同 じくして動かな くなって し
まい ました。解体業者に引 き取 られて行 く時、
私は戦友 を見送るような気持 ちで涙が流れて仕
方があ りませんで した。 「
長い問 この仕事 をし
ていて、 こんなにお しまれて見送 われる機械な
んて始めてだ」 といった解体業者の言葉が私 に
とってせめて ものな ぐさめで した。あ リカゞとう
戦友との別れ。遺影を胸に木俣宣道夫人 ご苦労様でした。

ござい ました。
また磯員澄美子 さん、 「
本人の遺 言の中にあぶ らむの会へ の協力があ りましたのでJ 私 はその電
話で初めてあなたの逝去 を知 りました。一度 きりのあぶ らむの里訪間、そんなあなた力海 年 クリス
マスに忘れることな く私 たちを力強 く支えて ドさい ました。多 くの人々に見守 られ、支えられて私
たちの働 き力' 今日あることを教えられました。あ リカ' とうございました。
今年は本当 に多 くの大切な人 々とのお別れの年だつた。多 くの人に導かれ支 えられてここまで歩
んで きた。その人たちの思いを しっか りと受け とめて生 きなければならない と 改めて強 く感 じさ
せ られた 1 年で した。

●あぶ らむ トラ ス トと N P O
昨年 7 月 、話のあったあぶ らしの敷地 と地続 きの裏山 4 町 部購人の件、あぶ らむの里の環境保全
て買 うことに決めた. 私 はこれまでご支援 くだ さっている
と林業体験 プログラム等将来計画を
′
、
と思い 金銭的数 卜のことは極力書かないように して きまし
̀え
し
配をめ■サてはいけない
皆様 にあ まり′
度, 1 体的に書かなけオ■ざと思います。
た。 しか し今回は これまでの●過 をあるl ■
1 動等 々
あぶ らむの経済はその 8 制 は 自分達の経済活動 ( l l の利用収 入 本工 農業、講演お
'成
り2 害1 は会費、寄イ
人等あぶ らむをご支援 卜さる皆様方のご協力 によるものです。
11又
このご協力いただいている2 割 の客はあぶ ¨むの里建設 とその将来計画に用い させていただ くこ
とに決め、私 たちスタ ′フの生活費やあぶ らむの運営費等 は山カイ
動でまかなうことを基本と
̀i斉
'占
してい ます。
そのようななかで将 来への貯 えとしてVЮ万円預金 してい ました 売 りに出 された 「地価格 はl lly)
、私たちとすれば銀行ll入オtしたとして も5年
万円で したので 、預金 を全部はたけば残 り3∞万1り
いた
はどで返済できるだろうとい うιえで した.そ して、その銀行‖入れの 一部分 皆様 にごl ly力
つ
っ
0と
人
別 に趣意苺を く た
だけた,,ありがたい とい う気持 らが1111なところで した.で すが
',特
あ Ś',む トラス トヘのご協力1の お
信前サに軽い気l↓らで 「
事に対処す るのではな く、あぶ
',し
'日
1坪 でも2坪 で もご協力 していただければそれだけ
を書かせてもらいました.私 たちとしては
lllい
,夕
を開けてみれば大変なことになって しまい ました 多くの
であ りがたが つたのです。 ところが
坪分のご協力が寄せ られました
分 とこの 1年 間で12,7∞
方 々より1坪分、10坪分、100「分 l lXl坪
―
ばか
りがたさと中訳けなさとで
杯です。 ご協力いただ きま
りで、あ
私たちとしてはただただ驚 く
、
よりお礼 申 し にげ ます.
した皆様に,し
これは もっとしっか りと働 きなさい というキ から′)メ ′セー ジだと思 ってい ます。将 来計画の
'様 たこのあぶ らむのりを用いて人生の旅人へ の奉
1つ の 「
小 さな小学校づ くりJを 含めて 与 え￨,れ
ヽ
の成長にI幻
わる仕事 に励みなさいとい う皆
仕 と共に、人11のよき旅人づ くり、特 に若い人たちの し
い
い
り
が
とうござ
ました.
からの叱
と思つて
ます.あ
様
咤激励
1さ せようと思ってい ます。近年 NPO法 の成立に
そ して これを機 にあぶ らむの会の法 人化 を加け
よりこれ まで 可法 による法人化 を検討 して きました。pi轄官庁 との間の事務仕事 の繁雑 さ等、人手
￨こなれませんで した。 しか しだか らといって
不足の現状 にあつては過度 の負担 とな り今 つ積極泊
常利団体 と
あぶ らむ トラス トJを 機 にNPOに よるJ卜
従来のままでいる訳 にも行 きません。 この 「
しての法人化 を目指すべ き準備 を してい ます。皆様 のご理解、 ご指導 ご協力 をよろ しくお願いjt
します。
新 しい年、皆様 お一人々の上 に豊かな平安があ ります ようお析 りいた します。
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あJ7i5む□韓日交流
2002年12月韓国 よ り突然の訪H月
団があった。車興道牧lrを団長 とす る韓回長老派教会の
日本農業視察団―行 13名だつた。韓国で農卜
」伝道 に従事 してい る人たち、農産物 の生産 と
そ の 自主販売 で農民 と生活 を共に し自立援助 してい るとい う。 日本 に も夢 見人が いる とい
う話 をきいてわざわざこの飛騨 の 里 まで訪ねて きた。私はその好意 に韓国 lll酎
真露 をもつ
て こた えた。異国で飲む自国の酒 お 11いボルテー ジが Lっ た。楽 しい一時だつた。
翌朝、 二日酔 い気味 の頭 を寄せあい我 々にで きる韓 日交流 を話 し合 った。韓国 を訪ね西
人間刑務所 で 日帝時代の蛮行の事実 を見るの もいい また、 とロシマ やすガサキ を訪 ねる
の もいい。 しか しそれ以外 にもっと我 々でで きることはないだろうか。
「
韓国 人戦争歴史多観.末 来希望的現像 見願Jと 筆談 された趙牧師の 言葉 じゃないが、
は何か を 11いに話 し合 った。
両卜の これ までの歴 史 をあ、まえた うえでの希望 的建設的lelき
本年 7月 、 中牧師 より突然,■
絡があ り2名 の青年のホー′、ステ ィの要請があ つた。社長
兼小使 いの私、即断即決.」 ヽまわ りの き くのが収 りえのあぶ らむの会、その場 で二つi区事
で OKし た
●ln爬さん (イ サ ンヒ
大学 4年 生、剣:兌美 ■ (チ ヨン テ オ ン)17オ 高校 3年 41
'23オ
の 1人だった 1人 ともあぶ
らむが どんな ところか十分な説明 を うける こ ともな く、 日本
の常 空港 1行けば迎え人力ヽヽ
る とい うきわめてラフな内″ヽだった らしい.オ￨に 17才のチ ョ
ンイ￨よ大変だ った。あぶ らむの住ワiさえ知 ′
,なか ,た彼が人 可審査 の際不審者扱 い されly
泄直11 渡れ きった 人情 であぶ ¨むへ や って きた
そんな彼 らとこの夏 1ケ 月余の 生活が始 ま ,た.チ ョンア￨は私 と 緒 に土木や 仕事、
サ ンヒさんは家 事イ
[事。 多忙 な夏、働 きづ くめの′
, だった、
′
ll.唱
お ￨い言葉は通 じなか つたが気持 ちはよ くlTじ合った。仕 事内容 を日本語で・
して も
[確 に イした 1人だった 言葉が地 じて も気持 ちの通 じない と とJi活する よ りも数 十イ
青
'1角
楽 でそ して助 け られた。 言葉 とい うものはその背後 に気持 ち (心)め 'そえ られていない と
通 じない とい うあた りまえの ことを改めて教 え¨れたこの夏だった。
そんな彼 らか ら手紙が寄せ られた。あ りの ままのli活を共るす るこ との大切 さを教 え ら
れた.今 後 ともこの ような交流 プログラムを継続 してい きたい とllFっ
ている.
ヽ
の労 を取 って ヽさつた金丙鎮 さんに,し
よ りお礼 中 しあげ ます。
尚、翻,沢

遠 い地での気 づ き

李相熙 (イ ・サ ンヒ)

この春、あ る集 まりの場 で よ く存 じ 卜げてい る牧師 さまか ら日本 に行 って しば ら く暮 ら
して こないか と言 われた.い や、 言われた とい うよ り、そんな話が出たその場 で行 かせ て
くだ さい とお願 い した とい う方が正 しい。高校生 の時、私 は始 めて 日本語 を学 び、 日本 と
い う日に関心 を持 つ ようになった。その時以 来ず つ と日本 に行 きたい と思 つていた。私 の
年頃 の丼 い 人た ちは直接見 た り経験 したことが ないので ま しなのか も,‖れないが、韓 国人
であるな ら誰 しもどこかで 日本 に対す るあ ま りよ くない感情 を持 っているのは事実 だ。そ
のせいか 、 日本 とい う国に行 きたが ってい る私 に、周 りの人た ちは 日本 に対す る固定観念
で ち ょと悪 い イメー ジを持 つ ように表現 こそすれ、いい話 は して くれ なか った。そんな人
たちに出会 ったか らだったか もしれない、私が直接 日本 と出会 いたい と思 ったのは。

ともあれ私 は多 くの ことを身に付 けて い ない姿 で 日本 に向か った。初 めはあれこれの本
を手 に取 り、 日本文化 の勉強 を しようとも思 ったが、す ぐにやめて しまった。 い くら日本
文化 について書 い た ものであ つて も、オ 国人の視線 で書 い た もの なので そ うい うことを
た くさん知 って行 つて、新 たな本当の文化 を私 の中に一通 り満 たす前 に、 まず 「韓国人J
とい う判断の物 差 して本当 に大切 な もの をす くい上げ ることでで きるだろうか らだ った。
この よ うに春 か ら期待 していた私 の 日本生活 は 7月 の後 卜になってや つと始 まつた。 7月
19日、二十歳 は超 えて いたが韓日の外 に出た ことが 度 もなか つた私が、 言葉 も韓国語 し
か知 らない私が、同行者 もな く目的地 もよく力￨らない まま、宛 もな く富山行 きの飛行機 に乗 っ
た。普段 の 「
私Jの ことを考えてみる と、 まった く想像 もで きない行動 だった.確 実 で、
な じみのあ る ものばか り求めてい た私だつたのに…。 しか し今考 えてみる と、 日本 にイiき
たい と思 つた瞬間か らが祝福 される ことだった。
官 空港か ら自動 11に乗 って見知 らぬ道 を 2時 間 ほ ど走 り、40数 日間 を41活するあふ ら
ことll外には
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敷かれた■の床‐ 「
,ぬ地で
を覚 えた 兄知 ′
たの だ と感 した とき Fllめて ヽ 日の地 に着 いたのだ とい う緊Ijl感
ヽ
めた た まに1'1■ ′て買い物 に
だの中に人
夜 を明か し 次 の 力 らはあふ
',0の
"始
でかけた りしたが ほ とん ど外￨￨せず 、あぶ らむの 中で過 ご した 限 な くざこちない 1
´
,きで,1除もし 班のい1あぶ
れる客 人た ちの ため =,1り
を ,力
￨を川1なし ̀,■ の食事￨サ
',も
tのイ1 liを
の 前には台
あれ こオ
円 iは、0さ ん と■ さんの担
1,tつ た。私の 手伝 ,たイ
1う
'1で
ともに過 ご した 彼 女らの生活 はたい
1を彼 女
当部 門だったので 私 はほ とん どの1+‖
',と
へ ん lH.則
l」
で、各 自の受 け持 ちはは つ きりと決め られて いた 何 1出￨は‖別 な ことの ない
lF.員
な 日常 だ ったが 、私 な りに対￨しい環境 に適応 しようと したせ いか、たいへ ん疵 れて
In勺
l りを見波す余
早 く寝 木につい た.だ が純 り返 される H常 にだんだん となれ始 めてか らはl■
の
い
い
い
な と う■丈、言葉が通 じ
う道 ■だけで 人を知￨る で1ま
裕 もで きた.特 に 「i槃 Jと
や
ない か らと言 って しまで通 じないのでは ない とい う ll丈に気づい てか らは 、人 々に
―
'し
の
つた
よう
￨ ぎてい く時間が どう しよ うもなか
.― 週間が 日
す くな い
￨―Hが 早 く ・
に過 ぎ、毎 日の 日常 のイ
[事に喜 びを覚 え、そ の 中で意味 を見つ けることがで きた。 なにか
をliようとして人為的な努ソ
,を しないli、始 めて持 つ ことので きる自由 と平安 と安 息を
生 まれて始め て感 した。 夏中、新針 な野
菜 を 1 分 に得 られ る ように して くれた畑
で大 き く育 ったの を選 びか ご に人れ る幸
せ 、黒 ( ■ ったフ ルーベ リー を少 しづつ
に作 って貯蔵す る●び、
集 めて甘 い ジャ′、
ご
る とてつ もない 星た
と繰
り広
げ
られ
夜
ちの荘厳 さ、′
1 1 まれ て始 めて見 るいろい
ろなI I 物まで、生活 の場 がすべ て■ に生
気 をあたえる羽 に包 まれ とて も平安 だっ
た。今 まで何 の こ とも思 わす に暮 ￨ , して
きた の に、人が 自然 と共 に生 きて い くこ
とが 、 どれほ どに大 きな祝福 であ るのか
がそ の時 に気 づ くこ とがで きた。

夜の一時

ホ ー ム ステ イボ ラ ンテ ィアの二 人

あぶ らむを訪れ る人たちは、私が訪問 した 7月 末か ら8月 末 までの夏 に一番 多か った。
私 はあが らむについ て何 も理解 してい ない状態 で生活 を始 めたので、訪れ る人た ちの多様
さにたいへ ん驚 いた。教 会の修練会、中 高等学校 の同好会 の集 ま り、大学生 たちの農村
奉仕活動 、家族水入 らずの休暇、同僚 たちの団号 の場 としてあぶ らむを訪ね る人たち、 日
本 の どこに行 ってあんなに多様 な層 の人 々 を私 は 度 に会 うことがで きるだろうか。 もち
ろん後か ら彼 らの生活 を見守 る程度 だつたが、それだけで も二度 とはない ほん とうに貴重
な体験 だった。 またた くさんの時間を一緒 に過 ご した人 々のおか げで、 日本 について 自分
で も知 らない内に持 っていた少 し否定的なイメージをlrO%脱 ぎ捨 てることがで きた。韓国
と日本 の過去の麻 史を振 り返 り、希望的な米来 を語 られる真 摯 さ、人 々 と隔 てな く交わ り
、
をお持 ちの大郷牧師 さま、私 にはお よび もつか ない
し
楽 しむすべ を知 ってい る、開かれた′
大 きなあぶ らむの家事 を とて も上手 に受 け持 たれる育 さん、言来の通 じない私 に嫌 な顔 ―
つせず何 事 もゆっ くりと 「寧 に説明 して くれた舞 さん (後で は、同 じ言葉で も舞 さんの言
葉 は聞 き取れ るほ どだ った)、 牧師 さまの大 きな力 になってい るひろすけ さん (いつ もど
こかを1■我 してい る姿が 自然 に思 える くらい によくli我 していた)、 日本生活の最初の頃、
、
し
をもって激励 して くだ さったニ シヒラ先生夫婦 、あぶ らむ最初のボ ラ ンテ イア として
関′
す るべ きイ[事を教 えて くだ さ りたいへ ん助 か ったナオ コ さん、気 さ くで よ く笑 っていたナ
ル ミさん、毎朝新間 を持 ってきて、liliには郵便物 を見て くれた、サオ リ、アカネ、ツカサ、
1恵 の ある母親 の典型、 トモ ミさん、その他 に も
勤勉 で 責任感 の あ る ヒラ ノさん、優 しく女
名前を覚 えて い ませ んが 、心 の 中に今 まで も残 つているた くさんの 人々のおかげで 、本 当
に十せで した。 日本の ことをよ く知￨らなか ったのに もかかわ らず、 どこかに持 っていた韓
L人 特 右 の固定観念 を、言葉通 りに固定観 念 としてだけに留 め られ るように して くれたす
べ ての人々に感謝 します。
最rllに
少 し言及 しま したが、あた らしく人に会 った り、新 しい環境 に適応 して慣 れるこ
とを拒 否す る傾 rlが多分 にある人間です。同 りが い くら言って も、それ らを壊 して得 られ
るこ とを放葉 しなが ら暮 ら して きたのです 。 ところが この夏は私 のそ の ような閉 ざされた
4i活方式 に新 しい窓を開けて くれた本当 に貴重 な時間で した。
した 日本だ ったので 足 を始めて踏み じめた瞬間に感 した空気
何 も匈￨らないl■態 で.lj l樹
1
か らすべ てを純 Ittに
受 け入れることがで きた ようだ。少 しもつと多 くの理解 をもって訪‖
っただろ
は
どの
のこと
司
いた
ろん
られ
る機会があ
うが、今
回
共
また他
を得
して
な ら 1,ち
体 であろ うと、外 で他 人が研究 し理解 した ことを受 け入れた後で言 う言葉 と、実際 に私が
その共 同体 に入 り経験 した後 に言う言葉 とでは天 と地 ほ どの違 いがある こを学 んだこ と。
それ 自体 に満足 してい る.ほ とんどの時間 をあふ らむで過 ご したので、 日本 のい ろんな姿
を見て きた わけではないが 、そ んなことは少 しも残 念だ とは思 わない。夜遅 くまで話 しを
してい た時 、誰 かが 、 日本 を全部、あぶ らむで見た ような包容力があ り自由な ところ とだ
と考えてはいけない と言つて くれたが、そ んなことはゆつ くりと学 んでい って も遅 くない
のでは ない か と思 えた。 日本 は韓国 とは違 うおか しな人たちの暮 ら して いる国で はない と
い う事実 を経験 した人 として、尋 ねる人たちに正直 に 言える ことがで きたか らだ。海 を越
えて 日本 に向か い 、私 が愛 し慈 しみたい 人々がいつ も、 自分 の役割 を担 い なが ら暮 らして
いるだろ うか ら、機会あるたびに訪れたい とい う気持 ちを抱 いて帰 ったことだけで も、2ケ
l、得 られるものの最高 を得 た と思 うか らだ。
月あ まりの時l・
に
富 山空港 始 めて到着 した時、迎 えに来て くだ さった牧師様 との初めての出会 い と、出
発 の 日やは り直接 空港 に見送 りに来て くだ さ り、最後 まで見届 けて くだ さつた牧ITさまの
姿が、本 を書 く時 のエ ピローグとプロロー グの ように 私 の初めての 日本生活 の始 ま りと
終 わ りを飾 つたまま、いつ まで も忘れること力'できないだろ う。

都 会 の時 間 と田舎 の時 間
立教新座中高生が今夏もあぶらむを訪ねてくれた。今年でもう5年 にもなるだろうか。
里山の生活体験から学 びたいと炎天 下のきつい 1草刈 りなど汗を流 している。その中で
彼 らに 1時 間ほど話す とい う私の役割がある。昨年 は 「
都会 と田舎の違い、それは時間
の違いであるJと い う私が日ごろ思 っていることを話 した。
都会 と田舎の時間の違い、考 は分秒時間であ り田合 は年時間である。 この年時間を
̀会
いつこうとしているところに自然破壊等 を含
無視 して都会の分秒時間にあわせよう、追
めた我々の今 日の問題があり、そして、分秒時間と年時間をどのように調和 して行 くか
に、 これからの課題があるとい うことを話 した。
中高生の若者 にどのように理解 してもらえるかと思 つたが、皆真剣 に受け とめ考 えて
くれた。
今年 は 「
山 と海 との出会い」 とい うテーマの話をした。実は昨年、海仲間と協力 して
サバニプロジェクト」 をたちあげた。忘れ去られい く沖縄の伝統的舟 「
サバニJの 造
「
船技術を受け継 ぐとい うものである。そしてもう一つ、海と山とが一つ につ ながでって
いることを表現 してみたかった。あぶらむの里にある杉の木で沖縄の舟サバ=を つ くる
とい う 「
サバニプロジェクト」がこうして始まった。
5月 5日 子供の日私 は敷地内に立 っていた大きな杉の木を切 り倒 した。それまで幾度
か切 り倒そうと試みたが、その度木の気追に押 しもどされどこか恐 くて切 り倒す ことが
できなかった。
6月 4日 縄から最後のサバニ大工新城康弘氏の来里が決った。もう時間的余裕 はな
'中
かつた。 「
お前はこれから
生まれ変わって沖縄の舟サバニになるんだぞ」 とり1導を渡 し、
幹のまわ りに酒をかけ短 く祈 ると共 に一気 に切 り倒 した。樹齢百年余 りの本 は無音のま
ま静かに倒れた。まきぞえをくった近 くの本が大きな悲鳴をあげへ し折れて しまった。
こうしてあぶらむの里敷地で育 ってきた杉の木で沖縄伝統の舟サバニが誕生 した。
私 はそんな話を彼 ら中高生に話 して聞かせ、そしてアラスカで見た産卵 を終え、川岸
に打 ちあげられた沢山の鮭の死がいの光景や星野道夫さんの遡上する無数の鮭 の群やそ
の死がいの写真な どを彼 らに見せ、海と山とがつなが り、一体 となって 自然が営なまれ
めぐつていることを話 した。
そんな私 の話を彼 らはどのように受け とめてくれたのだろうか。送られてきた文集に
次のような一文があった。読 んでいてとっても嬉 しかつた。これからもここでの生活を
充実させ、次代 を背負 う彼 らに自然 との共生の一つの在 り方を伝えて行 こうと思 つた。

人 と海 と 山 と の 関 係
立教新座中学校 2年生 松岡洋佑
僕 は去年 に続 いてキヤンプに参加するのは二回日です。今回、一番考えさせ られた こ
とは、前回もとで も印象的 だった大郷先生のお話で した。特 に二つのテーマは′
きに残 り

ました。一つ は都会 と口舎 の時間の差について、 もう一つ は海、山はつ ながっていて、
私達 の生活 にも大 きく関わ って くるとい う事 についてです。
都会では電車 も時間ぴつた りに来ます。また、会社員等 の人々も秒、分を とても気 に
していそが しい毎 日です。逆に日舎では自然にか こまれながら時が とてもゆっ くり流れ
ていました。今回 も自分 自ら体験す る事 でそれを実感 しました。 また、日舎 の人々を囲
んでい る大自然にもそれらが見 られました。一年、一年、ゆっ くり大 きくなってい まし
た。 どちらがいい とは僕 には決 めることはできませんで したが、やっぱ り人は生 き物な
のだから自然 とい う故郷にいることで 自分や周 りを確実 に大 きく出来ると思 い ます。
次 に、海、山のつ なが りについての話を元に考 えました。つ なが りの具体例 の一つ に
大郷先生の趣味 のサパニがあ りました。 「
海 と山」 と言えば僕 には夏休 みに山 と海のど
ちらかに行 くとい うことで正反対 のイメージをもっていました。 しか し、それ とは裏腹
に、サバニでは優秀な山の本 と、海の船乗 りが 一緒になっていることがわか りました。
それは 見偶然 みたいだけれど他にもつ なが りがあ りました。サケです。サケは川で生
まれ、lD へ
けiてい きますが、やがて2Lらんの時期 になると再び川に戻 つてきます。その
時サ ケは I登りをし、卵 を産むとやがて死んで しまい ます。そ して土 とな り、木達 に栄
養 をあたえます。
つ まりそ こで も海と山はつ ながっていたのです。海 と 11の
関係 を今 まで考 えなか つた
僕 はとてもおどろきました。別 だと思 つていた ものがつながったのです。結局、人、海、
山はたが い を無視 して生活はHl来ないのです。今回はその ことが 一番の収穫だと思 い ま
す。それを考 えた 1でもっと自然 に触 れてい きたいです。

あぶらむの里の杉 が沖縄 の舟サバことなる
( 富山湾で進水式)
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第7回 子供から大人までのネパールの旅
期 間 12003年 3月 25日 吹)〜4月 5日 ll)
お問合せ : あぶ らむの会まで

2 0 0 2 年 あぶ らむこの一年
1月

一度 は見 てお きたい世界 の旅、 カンボジア、ア ンコールワッ ト遺跡 の旅

2月

今年の冬 は平年並
神戸国際大学ネt拝堂家具 式納品
第 7回 子供 か ら大人までの ネパールの旅

政情不安定 の為中止 とする。
4月 JA岐 阜厚生連 看護専門学校新人生オリエンテーション キャンプ
/tW沢
250km)
第 9回 さくら道国際ネーチヤー ラン (名古屋 一
3月

5月 14日 田植え
6月

7月

高山日赤看護専門学校 2年 生研修会 (同学年卒業をもって閉校 となる)
ゲシユ タル ト セラピー研修会
能登半島 ヨット&シ ーカヤ ックの旅 (沖縄 カヤ ックセンター共催)
サバニづ くり開始、完成
岡林信康あぶ らむ コンサ ー ト
ユ ンボ引退式
サ パニあぶ らむ号進水式

8月

韓L■
l よリホームステイボラ ンテ ィア 2名 来 甲
各教会夏期 キヤンプ (岐中バ プテス ト教会、岐阜加納教会、横浜クリス トフアー
教会、富山マ リヤ教会、一宮聖光教会、岐阜 パ ウロ教会)
立教新座中高校里 1体験 プログラム (3,自4油 )
松陰女学院放送部合宿

新建築者集団全国大会
森 の恵みJ
第 4回 あぶ らむの里 自然体験 プ ログラム 「
9月 ・高山日赤病院看護部研修会
1 6 日1 1 メ
l
27日脱穀
10月 21日 〜28日 韓国訪間、監理教神学大学 にて講演
29日初雪
11月 1日 諸魂庵 にて逝去者記念式
沖縄豊見城聖 マルコ保育園保母 さん研修旅行
2日 〜 4日 季節 はずれの雪 とな り木の被害 でる
冬野菜収穫
越冬準備開始
12月 あぶ いむ通信発行
22日あぶ らむクリスマス会
※2003年 どうぞよいお年 をお迎え下 さい

あ131ら
む トラス ト こ協力総坪数 12,790坪 分
合 計 金 額 11,766.590円
ど、P曳 ら超も♂曳ハ爛み″ヽハ漁みどヽ■渕みo野
協力者一覧 r、

ヽ´粕あしヽ´ヽ

和代/佃 寿 千/柳 原信/石 井秀夫/小 池典昭/日 本美容専門学校/
大房建樹/渡 辺洋 /丸
1亘/鈴 木員喜子/林 徹/失 後和彦 lE子 /松 本昌子/下 畑幹
/内 Щ八州成/立 花泉/● 藤武/富 Ш高保 桂/1T林 みつ子/加 納美津子/串 間 T秋 /
小野翠/安 出英夫

美砂/西 垣正子/川 崎東介/工 藤真喜手/馬 場慎 也/
,「東勇/南 カト
千/笠 松敗f/鈴 木上士/梶 原恵理子/木 鳥出/青 木裕 ●/直 井雅子/小
('/篠塚達/石 日衣子/澤 田 馬 実穂/米 日
川卓/保 木正平/「 田英 、山香/小 柳「
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‖‖Ⅲl寄付 者 一 覧 ('01年 12月 1日〜'02年 11月 20日 )‖‖‖‖ⅢⅢⅢⅢ‖Ⅲ‖￨‖Ⅲ‖l
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敦子/青 木信之/小 金井聖公会/菅 野和子/浅 川英明

/山 田益男/佐 日哲/松 尾正枝/友 沢加イヽ子/木 俣貞子/劇 部秀穂
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ミツ子/「i時健 一

￨

山理/東 野光男
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Ⅲ‖‖1新規 会員 ('01年12月 1日〜'02年 11月 20日 )￨‖ⅢI‖Ⅲ‖Ⅲ‖‖Ⅲ‖￨‖Ⅲ‖Ⅲl
/岩 坪I請
植木友理江/三 井lll子
枝/川 崎

夫/松 1浩 /貴 失陣 鶴慈 T玲 /伊 藤勉

文

代/鈴 木伸/米 澤忠美子/山 口節了/安 11■ /木 ll十え/1●ジャバ ンマ ネージメン ト
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原司奈

ついて 》
:こ
あぶらむの会」
《「
「あぶらむの会Jは 日約聖書創世記に出てくる、信仰の父アプラハムの旅立ち
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
の前の名前、 「
性故に、安住の地を離れて 「
行く先知 らず して」旅立ちました。全 てに対 してあ
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J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
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。

