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台風 19号の暴風雨が過 ぎると、急 に秋風が吹 き始めま した。里 を囲
む山々も少 しづつ色づ き始 めま した。米 のメリ
入れ も間近、実 りの秋で
す。 あぶ らむ通信をお手になさっている皆様 には、お元気でお過 しの

ことと思 います。 いつ もお寄せ下 さる多大など援助 に、厚 くお礼申 し上げます。
あぶ らむの里 の土地購入を終えて一年余、 この間、 私 たちの活動基地 とな るべ き
あぶ らむの宿 ・の一 日も早い完成 が、現地で働 く私 たちを含 めあぶ らむの会 に関 わ
る多 くの人 々の願 いであ りま した。 しか し、 その願 いが今 まさに実現 しよ うと して い
るのです。
6月 中旬、地元 の柳組 の手 によって、購入 した古家 の解体作業 が開始 され ま した。
建 っている時 は堂 々としていた家 も、解体 が進むにつれて実 にみすば らしくな って行
くのです。 それを見 るの は心細 い限 りで した。 「
大丈夫、心配す ることはな い ヨ。 組
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立 って行 けば、今まで以上 に立派な ものになるか ら」 と、棟梁 の片町 さんが励 ま して
くれま した。
百年以上 もた った家を解体す るのは容易 なことで はあ りません。実 に根気 のいる仕
事で した。柱 についたススで炭坑夫 のよ うに、顔を真黒 に して働 いて下 さった柳組 の
皆 さんの姿を忘れることはで きません。
そ して 7月 8日 、後援会代表 世話人 の八代先生 ご夫婦 は じめ、 多数 の来客 を迎 え、
あぶ らむの宿の棟上げが祝われま した。 その 日は一 日中夢 を見て いるよ うで した。 そ
の 日か ら三 カ月、片町建築 が総力をあげて仕 事を して ドさ っています。 そ して、今 ま
さに念願 の宿 が出来 1:かろうと してい るのです。
建築を担 って ヽさっている片町 さん と私 たちの約束 は、建築 に必要 なかか っただけ
の費用 を支払 うとい うことで、材料費 と大工 さん の 日当がその中味 です。従 って 、片
町建築 には経済的損失 こそはあれ、利益 は全 くないのです。 「人生 の旅人 が真 に安 ら
ぐ宿 をつ くりた いJ、そんな私 たちの願 いに共感 されて、片町 さん はポ ラ ンテ ィア精
神で仕事をされているのです。
しか し、大工を 5人 もかかえる片町 さん、 いつ まで も利益 のない仕事 に関 わ ってい
るわけには行 きません。 当初 は 8月 まで全員で関わ り、残 りは冬仕事 と して来春 まで
に完成 させる予定で した。 しか し、組立 って行 けば lr派な ものにな る ヨという言葉通
り、建築中のあぶ らむの宿 は、一 日一 日旅人を迎 えるべ き心安 らぐ宿 にと成 長 してい
くのです。そ して片町 さん もその姿 にホ レた らしく、 ここまで くれば俺 も早 く完成 し
た姿を見 たいと、請負 っている仕事を下請 に出 して まで、あぶ らむの宿 に全力を投入
して下 さることとな りま した。 そ して、■月24日竣工式 と決定 し、作業 の 日程 に区切
りをつ けることとな りま した。
建築費 の調達 はあぶ らむ債 の発行でまかな って行 くとい うことで出発 した宿の建築、
今回 も多 くの方 々の御協力 で約 1700万円の建築資金が寄 せ られ ま した。本当に感謝 に
たえません。伏 して厚 く々お礼申 し上 げます。
竣工式当 日は、 この建物 が与 え られたことの神への感謝 と、多大 な労力を もって完
成 して下 さった建築関係者へ の感謝 と慰労、 そ して多 くの協力をお寄 せ下 さ った地元
の人 々への感謝 を表 した く思 っています。 そ して、物心両面で ご協力下 さっている皆
様には、冬を迎 える季節 よ りも、暖 か くな った来春 にお被露 目させて いただ く予定で
います。
あぶ らむの会が発足 して 4年 、 二年 目に して土地が与 え られ、四年 目に して活動基
地 となるべ き宿が与え られる、ただ 々不思議 の限 りです。 このよ うな不可能 と思われ
た私 たちの夢 を実現 させて下 さった神 と皆様 にただ々感謝 で一杯 です。感謝 を表 わす
言葉が見出せな いことにはがゆさをおぼえます。本当にあ りが とうございま した。
あぶ らむの宿完成 の喜 びと共に、同時 に建築費 の さ らなる調達等、多 くの難問 をか
かえている私たちです。 あぶ らむの会 の働 きへの一層 の ご理解 とご協力をたまわ りま
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すよ う心中よりお願 い申 し上げます。
近 い将来、新築 なったあぶ らむの宿て、 ご協力 いただいた皆様方 とお会 いで きるこ
、
とを,こ
よ り楽 しみに してお ります。
恵 の秋、そ してやがで寒 さに向 います。呉 々 もご自愛 くだ さいませ。神 の御守 りを
お祈 りいた します。
1990年9月 24日

あぶ らむ の会代表

大郷

博

「ヘ リくだる者 に恵み」 一感酎の極みであります
あ3 ヾ
らむの会後援会代表世話人

八

代

崇

・
あぶ らむの会'の 支え手たちは、 とてつ もない ことをや っての けよ うと してい ま
す。 ・あぶ らむの里"を建設 しようとい う夢を抱 いて、 あぶ らむ の会 'が 池袋 の中華
屋 さんで発足 した今 か ら4年 前 に、そ こに集 った世話人たちの中 に、 あぶ らむの宿"
の建設が予定 どうりに進渉す ることを実感 して いた人 が果 た して何 人 いたで しょう
力,
。
その時 に 「とにか くやる っきゃな0、 神 さまは、本当に必要 な ものは必ずお与え く
だ さるのだか ら」 と言 った K君 の言葉を、「
大丈夫だろうか。大変 なところに首を突 っ
込んで しまった」 とい うよ うな顔 で聞 いていた人 も、何人かいたような気 が します。
土地取得を募金によ って実現 し、 ・あぶ らむの宿 ・の建設 資金 を 「あぶ らむ債」 に
よ って調達 しよ うとい う試み は、確かに不安 の多 い出発で はあ りま した。 しか し'あ
ぶ らむの会'は 、大郷君 という偉大 なイスを推 載 し、 彼 に宿 る信仰 の光 に照 されて、
そ こに集 う多 くの人たちの力強 い支援を獲得 しつつ、間 もな く所期の 目標を達成 しよ
うと しているのです。
イエス ・キ リス トの使徒 ペテ ロは、各地 に離散 ・寄留 している仲間たちにその第一
の手紙 5章 で次のように呼 びかけています。「
神 は高ぷ る者を退 け、 へ りくだ る者 に
恵 を与 えた もうJ。そ して更 に続 けます。「もろ もろの心 づかいを神 に委ねよ」と…。
大郷君 とその活動を支えている日本全国 に散 らされた人 々は、 ゼ ロか らの旅立 ちに
加わ ったす るべ きものを何 も持たない人たちで したか ら、当然 に も 「へ り くだ る者J
でなければ、計画その ものを一歩 も進 めることがで きませんで した。
しか し彼等 には、 あぶ らむの会'が 目指 そ うとす る夢 の実現 を願 い求 め る情熱 だ
けはあ ったと思 われます。 そ していよいよ あぶ らむの宿"の竣工式が迎 え られ ます。
まさに感謝 の極みであります。
なお、「あぶ らむ債」 の発行 は当分続 けなければな らない状況 にあ りますので、 今
後 ともみなさまの倍 旧の ご支援 をお願 いす る次第であ ります。
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日頃、 あぶ らむの里建設のために ご協力 いただ きあ りが とうございます。
いよいよ私 たちが夢見て きた ・あぶ らむの宿 'の竣工式 を迎えることにな りま した。
あぶ らむの会発足以来、後援会 は会の働 きを支え るために、 これ まで募金活動 を続
けてまい りま した。 お蔭様で、募金、あぶ らむ債 を合わせ、約4800万円に も上 る資金
を調達 することが出来 ま した。皆様方 には心 より感謝 いた してお ります。皆様方か ら
寄 せ られた資金を元 に、土地 を取得 し、多目的 ホール、作業小屋を建設 し、今、宿 が
完成 しよ うと しています。 しか しなが ら宿完成 までに、当面1000万円あまりの資金が
必要 とな って まい ります。何卒、今一度、皆様方の ご協力 とご支援を賜わ りた く、心
(事務局 ′
よ りお願 い中 し 1:げます。
1田)
9月 15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 31,187.880円
あぶ らむ債 (1回 10万11、 5年 間借用、無利子) 17.200,000円
※送金先 (募 金、 あぶ らむ債共通)
郵使振替

東京 7‑255427

あぶ らむの会後援会

銀行振替

第一勧業銀行池袋西 11支店 190‑1434235
あぶ らむの会後援会

代表世話人

八代 崇

09月 15日現在 の募金申 し込 み者 (1頂
不同 ・敬称略 9月 15日以 降の方 は次号 にて)
￨1谷蛛子 喘倉待子 中村洋 池田寿美子 熊谷―輌 ■本ll子 W・ F ハナマ ン 高野 7サ ノ 内田 タエ
木お出 阿久澤=男
渡辺饉 萩原久7 川上美砂 北山和民 メt山恵司 悦 r tttu昌 浩 阿都潮音 伊藤友
昭
丸直也 高坂征男 佐1,̀ 壇田敏雄 小松英機 原■1じr ittFl人
本Ш献
滝沢助凛 菊池武弘
ヤ 大橋忠雄 岸元忠螢
田正方 ・諄 r
小田倉正奥 斉薔孝 浅野豊志意 キープ協会 河野裕道 熱
西村元宏 中村太郎 高沢工 r 佐 々本国人 松岡和人 ￨￨け,■ '￨ミ二浦直 r 大澤浅香 武 市悦 r 伴欣●
宏 角田信 三
松本l・
l 代 河村博之
関回■雄 山本文大 田尾兵 ■ 赤尾目人 関正勝 鈴木茂男 佐晨
̀
祈 りの家協会 入川 ヨシ エ域清栄 大轟佐智 子 大城意 r 山本照 r 中村正実 '「
本武弥 矢部直美 屋宜
宣暉 島田マツ 嘉手苅米7 玉城 カナ II中 議 長尾文雄 イi井秀人 須員千世了 紀雅広 入澤 喜夫 高橋
正 「 武籐勝弘 波多野春 子 商瀬由香 ll川 久 ・■ 7 矢鋼 美
̀直

09月

15日現在 のあぶ らむ債 申 し込み者 (順不同 ・敬称略 9月15日以降の方は次号にて)

林英人 古羽真給 伴螢裕 澤木敬郎 宮崎秀貴 松口麻起 了 佐藝哲奥 4● 1美紀 0」 1卓 熊谷一輌 西ロ
邦昭 賀瑞実 長谷川勉 高瀬悛人 高瀬怜子 高瀬由香 高橋健人 鈴木厳仁 西村正和 新倉俊吾 久乃
河野工司 ・マ リ子 今里伸 橋本聰子 吉 仁 田中尚代 西村
佃正晟 山下恭弘 佐凛裕 鈴 木茂男
人下人口 西川貞子 キ西伸平 人 一生 大 II 外村民彦 深丼薫
̀郎
小原孝 r 場浅唯弘 ゎ本 壼 子 甲藤
善彦 八代崇 澪野毅 高瀬留美 高橋清 子 飯田尚明 ・囃 r 野崎￨17 11輌 暉 ・美津 r 贅来信一 内藤武
舟田正之 永原照明 木村敦 r 宮葛知 r 大島雅 r 高田建大 尾針意子 I・
・田二二冬 音野忠行 野崎久
r 筒丼腱作 馬場康弘 大選次 r 岩坪哲哉 藤倉良昭 沢口京 ■ 寺西格子 菊澤満喜 了 山田益男 筒井
啓 I 杉浦教 二郎 木下春子 百井幸子 中村ひろ子 鴨川久 責 了 伊藤友昭 荒木伸恰 中村 正実 奥山広
三原達也 オカダヒロシ
子 青柳■智子 楡原伸 高野勇 岡口贅三 佐藤良徳 実子 ■下杉 阿久津=男
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