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した.,皆様 にはお元気 でお過 ごしの ことと[1います。

あぶ らむの稲 は今年 は大豊作 で した。一反 当た り約 8俵 (480に)、一反五畝 の日か

ら12抜ほど収穫で きま した。昨年 の五割増です。 しか し、 これが普通 なのです。隋rF
があまりに悪す ぎたのです。農協 の ライ スセ ンターヘ精米 にもっていった ら、担当の
｀
村 田さん も二袋を もちあ げるな り 今年 は
。
よ くで きて い るな ァ と一言 、女房 は・本
当 に'と いって顔を預1かせて いま した。農
業 は彼女 の担当、その一 瞬に一年 の苦労 が
報われるか否かなのです。来年 は反 当た り
10俵と早 くも意欲 (私か ら見れば欲 の皮が
つ っぱ って いるだけ)を 見せていますが、
素人農業 でそれ も無農薬では 8俵 が限度 だ

今年は豊作です

ろうと思 います。皆様 には申 し訳あ りませんが、 自分 たちが食べ るものを自分たちで
つ くって食べ るということは、今 日では最高 の贅沢 といわなければなりません。 あぶ
らむの宿 においでいただければ、私 たちのつ くった安全 でおい しい食 べ物 の数 々を ご
ちそ うさせて いただ きます。実 りの秋 はどこか私 たちの心 を豊かに して くれます。
土地取得完了 と同時 に建設 を ′、今年 の 日記 には・あぶ らむ槌音 元年 "と 記 して あ
ります。昨年暮れに入手 した二棟 の建物、梅雨前に建てな いとカ ビが はえて使用不能
になると大工 に云われ、 とにか く棟上 げだけで もと建設 を急 ぎま した。建物を建て る
には整地や資材搬入 の道路 づ くりなど、やるべ きことは山のよ うで した。 とで も人力
では及ぶ代物 ではあ りません。土木業者 に頼 むお金 もあ りません。自分 たちでや るし
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かないのです。 その ころの私 は毎 日によ う
に、 ユ ンボ (パ ワー シ ョベル)を 下 さい、
ユ ンポを下 さい"と

のように口走 っ

ていま した。 そんな
―私を、 大郷 もここま
で くれば重症 だな ァー・と周囲 の人 々1ま
憐
れんでいま した。
ところがそのユ ンポが確 かに天か ら降 っ
て きたのです 。東京 町 日の K氏 か ら、 あ

どろんこプ ロレス最高′

ぶ らむに必要なものならば買 って下 さいと、後援会を通 して二百万円の寄付があった
のです。あまりもの額の大きさに恐れをなした私はご辞退 したのですが、大郷 にあげ
るのではなく神喉 に献げるのだからというその一言で、私 たちはありがたくそのご好
意をいただ くことにいたしました。
ユンボの力は偉大です、以前は四、五日かかつていた木の株おこしも四、五分でか
たずいてしまいます。 1ト ンほどの岩も軽 々とつ り上げて しまいます。入力では一 ケ
月かかっても掘れない穴を、わずか20、30分で掘 ってしまいます。ユ ンポという機械
はそれほど便利な ものなのです。 しかし心 して使用 しないと、営々とした自然の営み
を一瞬にして破壊 して しまうのです。土地 にユ ンボのツメを入れる時、 ここをけずり
とっていいかどうか、いつ も迷 いが生 じます。 しか し、私 たちが生活するには道がい
ります。整地 も必要です。土地と対話 しながら、調和を保 ちながら、少 しづつ手をか
けて行 こうと思 っています。
そんな訳で、 フィリピンから帰 って今日まで、私 は牧師ならぬ土木師 として生活 し
てきました。おかげで 6月 24日、二棟の棟上げを迎えることができました。その日は
興者のあまり深夜に目が醒めて しまいました。その時はどういう訳か先に旅立 って行 っ
た人々の顔 ばかりが浮かんできました。両親はじめ沖縄のライ園の人々、そして若 く
して逝 った青木マ リヤなど、私 に生きるための勇気を与えてくれた人々が次 々と浮か
んできました。
こうして棟上 1/を迎えることができた背景 にも、不思議なことがあ りました。建設
にあたり基礎工事を推 にたのもうか、可能 ならば教えてもらいなが ら自分たちでやり
たいと思 っていました。そんな時、同 じ字津江で基礎工事を専業 とする洞邦宏 さんと
出会 いました。不思議 なことに洞さんはその昔、先年逝 った私の義兄の家に寄宿 して
いた人なのです。 これ も何かの縁、逝かれたお兄さんへの恩返 しと思 いお手伝 いしま
すと多忙な中私たちに基礎の打ち方を教えて下 さいました。 コンクリー ト打ちの 日は
子供 たちも総動員 しての作業でした。一番 しっかりした基礎だと私は思 っています。
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何故 な ら、あぶ らむ の里 に建物 を建て るために、先 に逝 った人 もそ して子供 たち も、
全ての人 のお もいが一緒 になって 出来上 がったものだか らです。それ に洞 さんの もう
一 つの顔 は神主、牧師の私 と神主 の洞 さん とで打 った基礎 ですか ら、 きつと世界一堅
固 な もの と信 じて います。
博覧会会場建物 の最低価落札、ユ ンポの寄付、洞 さん との出会 い、 たった一 つの建
物 があぶ らむの里 に立つ背景 に もこれだけ多 くの偶然 が重 なっています。 どれ一つ欠
けて も、今の私 たちの実力では建物 は建 ちませんで した。 きっと先 に逝 った人 々が天
上 にあつて、神様 にと りな しを して くれているのだ と思 っています。それに して も不
思議 が続 きます。
9月 24日、 集 まれ ′人生 の旅人 "とい うあぶ らむの記事 が、地元 の 中 日新 聞 に載
りま した。前号 の藤本隆君 のIE事を中心 に、 これまでのどの新聞記事 よ りも一番適切
にあぶ らむの会の内容を伝 えて くれま した。 さァー、 その 日か ら大変、毎 日によ うに
電話 や手紙 で問 い合わせがあ りま した。 どれ も切実な内容ばか りで した。私 たちあぶ
らむの会の働 きをより明確にす るために、い くつかの手紙 を紹介 したいと思 います。
「突然 お手紙 をさ しあげて申 し訳 あ りません。新聞 にお宅の記事がの り、母 に開 き、
知 りま した。私 は九月で21歳にな った ものです。健康 な体 と人並 みの頭 も持 っている
のですが外 に出た り動 くことが小さな頃か ら嫌 いで、人 との関わ り合 いを きけて生 き
て きたため、外 に出 られません。 しば らくで結構です。私をそ こに置 いて下 さいませ
んで しょうか。家事 など全 くしたことのない私 ですが、 きっと私 にで きるお仕事があ
ると思 うのです。全 くの甘 えですが、無理なお願 いだ と思 いますが、考 えて下 さいま
せんで しょうか。 このまま家 にいて、人 との関わ りを さけていた ら自立 で きません。
そのステ ップと してそこで動かせて もらえた ら……。
」
「
突然 のお便 りおゆるし下 さいませ。朝刊であなたの事、あぶ らむ の会 の記事 を 目
に し、思 い切 って ペ ンを取 りま した。実 は私 の長男 を是非あなた様 に助 けていただ き

あ ぶ らむ収 穫 感 謝 祭
毎年10月10日に催 していた あぶ らむ祭 "今年 は11月 3日 〜 5日 の期間行 いま
す。今年は建設中の建物を会場にと計画 しています。地元の人々との懇親会、露
天風呂、もちつき、テニス、野球大会など楽 しみ一杯です。
参加 ご希望の方 はご一報下 さいませ。
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たいのです。○○に動める25歳の物静かで
ナイーヴな性格で学ぶ事の好きな子ですが、
現在の社会生活 について行くことが出来ず、
つまづいて しまいました。私違夫婦の不和、
経済的 なことなどでずい分辛 く悲 しい思い
をさせてしまったのに、一言 も責めたりす
る事 もなく、逆 に私 を労 って くれる優 しい
心 の持ち主です。ふびんでなりません。 こ

昨年1鯛 、藩札 した建物を解体

の子 の様 な者でもお預かりいただけますで
しょうか。現在ニケ月位の人院生活を送 っ
ていますが、十月中には退院予定です。そ
の うちに一度是非何 いたいと思っておりま
す。
J
人生 の良き旅人を育てることを目的とし
たあぶらむの会、その働きとしてフィリピ

5月 、基礎打 ち開船

ンプログラムなど、生きた場からの学びとしての実践教育活動があ り、また、心疲れ
た人々が共 に集 い、そこで触れ合う人、自然 などとの交わりの中で、新 しく自己の現
実 に立ち向かう勇気を得て行 く、そんな場 としての宿づ くりがあげられます。
空家を借 りてのあぶらむの宿を始めて二年余、宿の利用に限 っていえばい くつかの
ことが報告できます。
その一つは短期滞在者で、 1〜 7日 間ほどの宿泊です。現在の仮宿 は15名ほどの宿
泊が可能 ですが、宿泊者 は全員一つの食卓 を囲みます。何故なら、あぶらむの宿 に集
う人々は皆一つの家族だか らです。見ず知 らずの者同士が、 これまでの自分の人生旅
路の中で自分なりに掴みとってきた旅の情報を静かに伝えあ っています。また、久 し
ぶ りの再会を果たした者はお互 いの安否を確かめあ っています。そして滞在中、ある
人は田畑を手伝 い、ある人は一日中薪割 りに熱中しています。薪割りは快 い集中力が
要求 され、またス トレス解消 に抜群 の効果をもっているようです。 こうして人と自然
との交わりを通 して都会の日常生活の疲れを癒 し、新 しい力を得て各自の現実に帰 っ
て行 くのです。
もう一つは長期滞在者です。昨年 の藤本君 のことは前号で紹介 しました。今年 は馬
場慎也君 (18歳)が 一緒 に生活 しています。彼は高校中退後、今後の方向を見定ある
ため一年 の約束でや って きました。寡黙で、 コツコツとよく働 く働き者 です。どんな
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に辛 い仕事でも決 して逃げません。休 日の
パ チンコが楽 しみのようです。半年 で顔つ
きがす っか り変わりました。
前号 あぶらむ通信の藤本君の記事は静か
な反響をよんだようです。彼のことを伝え
聞 いて二人が訪ねてきました。 しか し、体
験生活期間中、A子 さんは10日間で、B君
6月 、ほ14Lげ

は3日 間で、0日 に至っては 分で出て行 っ

完了

て しま しま した。私 たちのいた らなさも多 々あるのです
が、子育 てに対す る親 の責任感 の希薄 さや育 てかたの歪
みを強 く感 じさせ られま した。そ して今度 の新聞記事 で
す。一時の間 ここで生活を共 に しなが ら、 自分 自身 の人
生旅路 を旅す る力を育み、 これか らの歩 むべ き方向を見
定 めることを求 める人 々が、 これか らは増 え ることが強
く予想 されます。
ここを訪ずれる人 々の特徴 をあげれば、正直 で、生真
面 目す ぎて、ナイープで、不器用 であるとい うことか も
子供違も立派な労働力

知れません。宿 の主人 とは正反対 の人 ばか りです。彼 ら

の持つ特徴 はどれ も大切 な ものです。 しか し、私 たちの今 日の社会 はそれ らの特性を
もって生 きるにはあまりに も矛盾に満 ち満 ちています。自分の気持 ちに素直に生 きる
には、 その人 によほどの精神的 エネルギーがないと不可能 な ことです。
自分 に正 直 に生 きたい、 それは誰 もが願 う素朴 なことですが、それ はもはや贅沢 な
ことで、そんなことが許 されないのが私 たちの社会 です。社会 の歪 みがいつ しか正直
者 の歪み とな り、社会 に適応で きない 自分が病人であると思 い込み、 さらに 自分 を苦
しめているのです。 そんな彼等に必要 なことは、 今 のあなたのままで いいのですよ"
という素朴 な一言 ではないで しょうか。
しか し、私 はそんな彼 らに特別 の処方箋を持 っているわけで はあ りません。ただ、
この豊かな 自然 の中で共 に汗水 を流 し、精一杯働 くことと、私が出会 った沖縄 の ライ
園 の人 々やフィリピン、 ネパ ールの草 の根 の人 々のよ うに必死 に生 きる人 々を訪ね、
彼 らの生 きざまに触 れるとい う単純 な方法論 だけです。 しか しその ことが、多 くの若
者 たちに人生 の良 き旅人 と して生 きるに必要 なエネルギーを与えて きま した。
教育 "(人 が人 として育 つ)と い うことは、 もっと単純 な ことで あ るよ うに私 は
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思 います。 それが社会の複雑化 と共 に、みんなで寄 って
たか ってあま りに もい じくりまわ して しまい、学 ぶ こと
や育 つ ことか ら喜 びや感動を うば って しま ったよ うに思
います。人が育つ こと も、学ぶ ことへの意欲 も、それは
共感 と感動 を出発 としています 。そ して私 たちに、私 た
ちの人間的成長 のエ ネルギーと しての共感 と感動 を もた
らす ものが、 ・出会 い・で あ ると思 います 。 人生旅路 を
旅 して行 く力 は、所与 として私たちの内に固有 な もの と
してあるのではな く、一 つ々々の新たな出会いを通 して、
その度私 たちに与 え られて い くもの と考 えます。現実 を
歩 む自分の足 どりが重 くな った時、必死 で生 きるライ園

飛円の民家の内部

の人 々の事 を思 うと、不思議 と不確 かな明 日に向か う勇気 が与え られて くるのです。
私 たちあぶ らむの会の働 きも、そんな切 っ掛けを提供 できる場 になって行 きたいと願 っ
ています。
土地取得完了 と同時 に、あぶ らむの会 の課題 は、前述 の通 り第二段階 を迎えました。
長短期滞在者 の宿 や スタッフの宿舎、作業場建設 など、どえ も気 の遠 くなるよ うな こ
とばか りです。 しか し、私 たちに残 された道 は困難であ って も前に出 る道だけなので
す 。あぶ らむの会の働 き実現 のために も、社会のニーズに奉仕す るためにも、そ して
ここで働 く者 が牛活を して行 くために も、私 たちは働 きに必要な建物を建設 して行 く
しかな いのです。多 くの人 々に私 たちの生活を心配 して いただ き、心苦 しさと共 に感
謝 で一杯 です。
現在 の私 たちの生活 は、米 や野菜等 の 自給 自足、そ して宿、 くん煙品、木工品、講
演会謝礼 が主 な収入源 です。 そ して近 い将来 は、現在建設中の建物を用 いての レス ト
ラ ンを計画 して います。
私 たちの現在 の最大 の課題 は宿 の建設です。現在借月中の家 では借用期限等 もあり、
十分 な設備投資がで きません。一 日も早 く、あぶ らむの里 に旅人の宿 が出来上 が るこ
とを切 に願 っています。幸 い、近 くに飛騨 の古 い民家 が空家 とな っています。売買交
渉が十分 には進んでいませんが、 いずれ に しろあぶ らむの里に建設す る宿には、飛騨
の苦 い民家を移築 しようと計画 して います。
あぶ らむの会 には土地を与えて下 さ った皆様 にこれ以上のお願 い ごとは誠 に心苦 し
いのですが、近 い将来 「
旅人 の宿建設Jと い うことにな りま した ら、 もう一度お力を
お寄せ下 さいます事を伏 してお願 い申 し上 げます。
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半年 もご無沙汰 して しま ったため、今回 の飛騨便 りは長 い ものにな って しまいま し
た。最後 までお読み下 さりあ りが とうございま した。昨年 は10月末 に初雪があ りま し
た。 この使 りがお手元 に届 くころにはもうス トープのお世話 になっています。秋 も終
わ り、長 い冬 がや って来 るのです。
どうぞ皆様にはお元気 でお過 ごし下 さいますようお祈 り申 し上 げます。
'89,10,3 あぶ らむの会 代表 大郷

博

あ ぶ らむ の 里 展 示 会
あぶ らむの里建設 の進行状況や私 たちの生活 の紹介、 そ してそこで作 られたものを
皆様に直接知 っていただ きた く、 きさやかな展示会を東京 にて開催す ることに致 しま
した。 どうぞお出かけ下 さいますようご案内申 し上 げます。
日 時 11月 24日 〈
金)25日 (土)26日 (日)午 前 10時〜午後 8時
但 し24日は正午 より
場

所 豊島区立勤労福祉会館 (肌980‑3131)
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仕 事 と学 校 と仲 間
藤 本

隆 (19 年度あぶ らむ長期滞在者)

私 は、昼間仕事 を しなが ら夜、定時制 の高校 に通 っています。
私 は今昼間 はあまり元気がな くて、夜 になると元気 にな ります。 い うまで もな く昼
間の仕事 はお もしろ くな く夜 の学校 が楽 しいか らです。定時制 の高校 には、 いろいろ
な人が来て います。今私 のクラスには、五十歳 ぐらいのお じさん もいます。 いつ もこ
のお じさんは私 たちと一緒 に、給食を食べ たり、体育 の授業 でバ レーボールやバスケッ
トボールをや ったり、時 には体育祭で騎馬戦 をや った りして います。最初 は少 し不思
議 な感 じが したけど、毎 日学校へ通 っているうちにみんなそ うい う定時制 の風潮 にな
ざけて じょうだん言 い合 った りしています。
れて、今 では給食を食 べ なが ら、お、
先 日、体育祭をや った時 に、見事私 たちのクラスー 年 A組 が全校 の中 で優勝 しま
した。
その時、そのお じさん佐 々木 さん と言 う人なんですけど、その人が私 に 「
体育委員
さん今 日は、祝勝会をや るんですか。
」 と言 って きま した。私 はその時 け っこ うつ か
れていま した。 もちろん クラスみんな佐 々木 さん も、明 日は月曜 日でみんな仕事で朝
早 い人 もた くさんいるか らとい うことで今度 の土曜 日に行 くことに決 めま した。 この
時 は、なんだかす ご くうれ しか ったで した。本当な ら、 クラスのために百 メー トル全
力 で走 った り騎馬戦 で一生 けんめいがんば って くれた佐 々木 さんに私 の方か らさそ う
べ きだ ったなあと家 に着 いて思 った りもしま した。
定時制 は、昼間仕事 してる人がほとんどです。中には毎 日学校 に くる人 もいれば、
仕事 の方をがんば りす ぎたのか どうかはよ くわか りませんけど、 なかなか四年間続 か
ない人がた くさん います。 うちの クラスでいうと、夏休 みが終わ って二学期 の最初 の
ころか ら出席者がだ いたい半分 ぐらいになって しまいま した。
確か に 自分 も夏休 み力率 わ って二学期 の最初 はけ っこうつ らか ったで した。夏休み
の間 は、昼間仕事 して、仕事が終われば家 に帰 るなり、それか らまた遊びに行 ったり、
そ うい う生活を― ケ月送 ると体がけ っこ うつ らいのです。
私 は、今 や っている仕事を来年 の二月 いっぱいでやめよ うと思 つていま した。
そのひとつの理 由 は、今 の仕事 は、肉体的 な面 での苦痛 はないのです けど、精神的
な面 でけっこうつ らいのです。精神的な面でつ らいとい うのは、や っている仕事 の内
容 がや っぱ り自分 にはあわないのと、 とにか くよ しやるぞ という意欲 がわかないので
す。
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もう一 つの理 由は、日の前 にどうして もや りたいという仕事がで きたのです。今 の
私 にとって、 この定時制高校 に通 っている四年間、念願 の卒業証書 を手 に入れ ること
が 目標 です。だか らといつて、仕事 の方 もいいかげんには した くないけど、 自分 のや
りたい事 が目の前にあるのに、それを無理 にがまん してまで今 の仕事を続 けて もとい
ろいろ考 えたんですけどある学校 の先庫 に話を した ら、「そんなに仕事 の方面 で難 し
バ
くなることはないよ、だ いたいお前 はまだ十七歳 だろ う。俺 が十七歳 の時 はまだ カ
ば っか りや って遊 んでいたぞ。 自分のや りたいことがあるな ら、どん どんやれば いい
じゃないか」 と言 いま した。私 は先輩 の言 ったことを聞 いてか ら、は っきり決心 しま
した。
私 は、 こうい う仕事 の事ばか り考 えて いるわけではあ りません。や っば り学校 が楽
しいってい うのは、仲間がい っぱい集 まるか らです。僕 は中学 の時 か ら、勉強 はきら
いだ ったけど、毎 日学校 に行 くのが楽 しみで した。学校 に行 けば必ず友達 がいる。 こ
れ以上仲間が集 ま つて楽 しい所 は学校 しかな いと思 つていま した。
特 に定 時制 に来 た ら、年上 の人 もいれば年下 の人 もた くさん います。 よ く 「昼間仕
」 と中学校 の時 の友違
事 して、夜学校行 つていて、 いつたいいつ遊んでいるんだよ。
とかに言 われ ることがあるけど、ちゃん と遊ぶ時は遊 びます。 もちろん毎 日毎 日って
いうわけにはいかないけど、体 をこわさない程度 に、時 には遊 びす ぎて、朝起 きれな
いで会社 を遅刻 した り、学校 に居眠 りしにきている人 もいます。私 もその一 人 にちが
いあ りません。

くん 煙 品 生 産
秋 の訪 れと共 に くん煙品の製造 を再開 しま した。地域、職場、教会等 で共同購
入 いただければ幸 いです。無論一般家庭 へ の小売販売 もいた してお ります。
試食品お入用の方 はご連絡下 さい。
価格
・ハ ム

100g

470円

・ベー コン

″

320円

。ソーセー ジ

″

290円

・タ ン

″

。虹鱒

″

800円
450円

*防 腐剤、発色剤 の添加物 は一切使用 して いません。
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「今 年 もあ つ い 夏 で した 」
― 広 島 。長 崎 国 際 平 和 ウ ル トラ マ ラ ソ ン (428肺 )―
西 村 正 和
'86年のギ リシア ・スパ ル タス コ ン (247
km)で の提案 を もとに、第 1回 大会が行わ
れたのが昨年の こと。今年 も、資金 ぐりな
ど山積みす る問題 があ ったが 、「平和 へ の
歩 みは続 けて こそ意味があるJと い う思 い
か ら、下田君を中心 とす る実行委員会 の頑
張 りと多 くの人 々の熱意 によりなん とか第
2回 大会の実現 にこぎつけることができた。

ゴール直後平和の杯を飲みはす筆者

ボランテ ィアの人に も手弁当の参加 をお願 いす る一方、 ランナー も航空運賃 自己負担
という条件 の中で、昨年 に引 き続 き 2年 目のパ トリック ・マ ック選手 (英 ‑34歳 )、
ジェームス ・ザ レイ選手 (イ ラ ンー45歳 )、また新 しくマー ビン ・スカガーバ ー グ選
手 (米‑52歳 )を 迎え、私を加 えて 4名 の ラ ンナーが参加す ることにな った。
<今 年 の私のテーマ>
去年 この大会に参加 して感 じた事 は、原爆 の落 とされた 2つ の [1を結んで、広島 一
長崎428hを 走 るという体験 が 自分 な りに戦争 や平和 、核 の問題 をあえ る切 り口にな
るとい う事だ った。戦後生 まれの私 にとって演奏 も核 も平和 も、ど こか他人 ごとで し
かなか ったのだが、昨年 は原発 を中心 とす る核 の問題 の関心を持 ち、多 くの新 しい事
を知 った 。
また、今年 は 「
被害者 としての 日本Jば か りを強調す るマスコ ミ報道 に疑間を もち
「
加害者 としての 日本」 ということに こだわ りなが ら、文献 を読 んで い ったのだが 、
それだけで もこの大会 にかかわ った成果 のひとつ と言 える。
<大 会 の様子>
8月 6日 の正午 Runfor Peace′ "大郷実行委員長 の合図 に、長 い 3日 間 が始 ま っ
た。台風 の影響 によ り、小雨降 る中、初 日は時速 9価 、快調 なペー スで進 んだ。 3b
ごとに伴走車 が待 って くれて いて、水 や ジュース ・パ ンなどの補給 を受 けて現在地や
コース情報 などを もらって再 び走 り出す というもの。基本的 にはこれが ゴールまで続
くのである。
初 日は、125mま で行 ったところでようや く仮眠 とな った。
1時 間後 に起床 、 2日 目か らはむ し暑 さがぶ り返 し、35度 の温度 の中、疲労 と自動
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車 との闘 いになった。
疲れた足 をひきず りなが ら、他 の ラ ンナーは今頃 どこにいるのだ ろうか ? 今 日は
何血地点 まで行 けるだろ うか ?… …そんな事を考えて いるうち に夜 を迎 え た。230km
地点、誰 もいない真 っ暗な国道 を トボ トボと走 っていると、速 くに伴走車 の灯 りが見
えて くる、その喜 びといったら、 まるで迷子 になって泣 きそ うな坊 やがお母 さんを見
つ けた時 のよ うな嬉 しさだ。2501m地点 で 2日 目の仮眠 に入 る。
2時 間眠 って起床、 3日 目の始 まり。 タイムは去年 よ り随分早 いが疲 れ と足の痛み
で、ベースがあが らない。 なん とか 目標である360b地 点 まで辿 り着 き、1時 間仮眠
に入 った。それだけの仮眠 で も目がさあると新 しい一 日が始 まる気になるのだか ら不
思議 だ。
8月 9日 を迎えいよいよ ゴールに向か って いるとい う実感がわ いて きた。 ゴールま
であと37血 というところまできて、 ラス トスパ ー トす る地点を考 えていた。 その時で
ある。 日の前 に、伴走 チームと本部 の面 々が立 っていた。 そ して 「ここか ら走 るべ し」
と言 う。私 は 「まだ早す ぎる」 と言 つて断 った。練習の時 できえ、20姉以上走 ったこ
とがないのに……。 しか し伴走 チーム もゆず らない。「
安全 だ とわか って いるところ
まで行 ってか ら走 るよ りも、つぶれて もいいか ら、 ここか ら走れ、その方 が結果的 に
も早 いんだゾ.′
」 その声 はまるで悪 魔 の声 だ った。 「走 ります よ、走 れば いいんで
しょ」 なかばやけ くそで、走 り始 めた。途中か ら応援にかけつけた下田君や、伴走 チー
ムの末積 さん も引 き込んで 3人 で走 る。それに して も足が痛 い。辛 い。 自分で選 んだ
痛 さではないか ら、余計幸 くや り場 のない怒 りが こみ あげて くる。あとでよか つたと
思 うのは頭 でわか っていて もこの痛 みはあまりにも辛過 ぎた。発狂 して叫 びたい気持
ち。何度 も限界を感 じ、地面 に大 の字 に寝 たこともあった。起 きてまた走 る。そ して
遂 に、 あんなに遠 いと思 っていた長崎市 に突入。伴走 の仲間が叫ん でい る。 「リズム
を大切 に ′J「腕 を もっと振 って ′Jあ と 3 kmあと 2 km、天国まであと 1揃 ……。
遠 くに ゴールが見えて きた。そ して 3日 間、苦楽 を共 に し、私を支え続 けて くれた
伴走 チームの仲間 とともに、 ゴールにタッチ、長 い 3日 間 は終 わ った。辛 い事 も苦 し
か った事 もみんな終わ った。
<大 会が終わ つて>
最後 の37b」 か ら
今回 の大会を終えて、私 はまた一つ貴重 な体験 を した。それは 「
学 んだ こと。全て準備が整 い、安全圏 に入 ってか ら何かをやるのではな く、 もっと、
冒険 し、 リスクを負 って未知 へ挑む ことの大切 き。何事 において も慎重 (?)な 私 に
とっては体 で学 んだ 脱安全圏 "の体験 だ った。
<な せ平和 ウル トラマラツンなのか>
「
平和を アピールす るのに歌手 な ら歌 を歌 い、絵 か きな ら絵を描 く。私達 はウル ト
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ラランナーだか ら走 るのです」。 この大会 の提案者 であるパ トリック ・マ ックは、新
聞記者 のイ ンタ ビューに答 えそ う話 して いた。
照 りつ ける夏 の 日差 しの中で、暑 さに苦 しみ、極限 の走 りをす ることで、少 しで も
44年前 に被爆 し、死んでいった人 々に想 いをよせよ うとした、 ジェームス ・ザ レイ選
手 の走 り。「
一見不可能 なことに も思えるこの広島 ・長崎4 mを 走 って結ぶ ことによっ
て、不可能 に も思える世界 の平和 が可能 だ ということで示 したい ′」と語 っていたマー
ビン選手。
そ うした ラ ンナーたち一人一人の言葉 の中にそ して走 りの中 に、 この平和 ウル トラ
マ ラツ ンを支 える精神 がある。
未熟 な私 は、走 っているその時 はまだまだ走 る事 に精一杯 で他 の事 を考える余裕 は
ない。 しか し、平和 に向か って何かを したいとい う気持 ちの中で、準備 の段階 で様 々
な文献 を読んだ り、多 くの仲間 とともにこの大会を創 りあげ、 ランナーと して走 らせ
て もらうことによ つて、戦争 や平和 を過去 の事 。遠 くの事 として片づ けて しまうので
はな く、 自分 の問題 として考え られ るようにな って きた。
そ して今 「
平和 は語 るだけでな く、倉1り出 してい くものだJと い う言葉を改めて反
劉 している。

後援会事務局 だよ り
10月17日現在 に募金 の申 し込み総額及 び振 り込み総額 は以下の通 りです。
申 し込み総額

2,577万

8860円

振 り込み総額

2,485万

8850円

0前 号以降10月17日までの募金 の申 し込み者 (順不同)
場川久 鳥淵明彦 黒瀬, 子 百丼幸子 富城清感 池田寿美子

美砂 壼間隆夫 中村洋 阿久さ●男 高瀬由香
"1上
深谷麻子 吉村久美 染谷幸= 湯 ま貴子 豊里工子 松岡和失 城間真喜 矢部直実 佐藤―宏 星野―朗 深野穀 西
日邦昭 赤丼充也 辻真理 伊藤友昭 佐口哲 立花泉 鈴木雄― 浜田陽太郎 寺西l ●
子 篠宮晨次 林実夫 佐 々木紀
久江 中村ひろ子 原川ま― 滝沢助蔵 鈴木博士 ・彰子 鈴木康仁 赤尾昌人 長F￨・
四郎 金城端子 ・悦子 熊谷 ―
網 高坂征男 平口贅― 口中載 高島光江 富美工 田坂昭薇 筒丼啓子 村岡薫 伊藤光恭 。実保 田頭道登 黒井
ミャ 関工勝 篠田克雄 等農光人 湯浅雅弘 褥崎班司 新田和子 清水千鶴 森 口孝秋 堀切糸子 名取四郎 渡辺 ■
諸括保夫 肛部峰子 大和 口臓 渋沢―
"
子
郎 薇橋正子 北野春子 若林雅子 尾針明宏 恵子 逮口聖子 本田 リン 菊間みとり 河村博之 木村康― 高瀬 留
日尾兵二 久保田彰 ・君江 田中信一部 中村真之介 伊藤籠哉 橋本

美 米内順子 声沢弘道 岩本美和 大家俊夫 水谷満 森川和之 ・真美 宮本冬子 清水絆夫 五反口良蔵 阿部潮音
三田幸技 岩F . I 光
雄 広田勝― 木島出 聖公会有志 須藤秀夫 加藤貞夫 回名部匡省 松本信代 塩田純子 武井秀
雄 ・侑代 木日献一 大澤浅香 長谷川順三 石井正郎 ■谷珠子 竹内佳子 今井忍 平丼正成 牧野亘子 加納美津
会 藤間繁姜
子 遠藤息子 大坪秀夫 馬場豪弘 西川貞子 萩野■生 名取麻子 丸山知子 平岡真 市川聖 マ
'7協
ロ
ミ
・
クボタ
キ
ウ
阪本吉弘 山t 1 7 ・
栄 三浦直子 味目努 撃江 壼英隆 小力I 卓
糸牧宝書 敦子

‑12‑

