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今年の夏 はどこへ行 ったので しょうか。人 の底が抜けたような雨、
雨、雨ばか りの毎 日に、 うんざりを通 り越 して、何か不安 な気持 ち
にな って きます。今 日も台風14号による大雨で警報 の発令、 子供 た
ちは学校が休み と大喜 び、私 は異常 出水 に備え自宅待機、 この時 と
ばか りに期 日を とっくに過 ぎた原稿書 きにペ ンを走 らせて います。
あぶ らむ通信 を手 にされている皆様 には、 お元気でお過 しのことと思 います。前号
よ リア ッとい う間に 6ケ 月、時 のたつあま りもの速 さに唖然 と して います。
都会 で生活 して いた時 はあまり関心を寄
せなか った天候 ですが、 日舎生活で は日々
の天気 に一喜―憂 して います。 しか し、今
年 の低温、長雨 は尋常 ではな く、 あぶ らむ
の農作物 も被害 をうけてい ます。何 か、大
きな 自然災害 の前兆 でないことを祈 ってい
ます。
昨年、 6反 の日で2400kgの米 を収穫、そ 富田桂さん 懸命に田植え前のしろかきです
の半分 を 「
食管法J違 反承知 の上で一部会
員 の方 々に販売 しま した。食味 もきる ことなが ら、無農薬 の安全 な米 をと、 ス タッフ
ー 同力を合 わせて きま した。昨今 は実 に不思議 な時代 で、地主 か ら田を借 りて も年貢
米 を納 める必要 がな くな りま した。米をつ くって も採算 が とれず、 しか し先祖 か らの
ものを荒すわけに もゆかず、誰か代 りにや って くれ る人がおればあ りがたいとい うこ
とになるのです。 この一事をみて も日本 の農業 の置かれて いる現状が理解 で きると思
います。おかげ様 で今年 は約一 町歩 の田を耕す大百姓 とな りま した。 しか し、一 口に
一町歩 の日といって も、 これだけの日をつ くるとい うことは大変 な仕事量 です。 おま
けに今年 は 「
完全無農薬Jと い うことで、除草剤 の使用 もや めたため、除草 にかかる
手間 たるや大変 な ものとな りま した。大人 3人 で40日 間 ほど除草作業 に費 したで しょ
うか。農業担 当の谷 さん始 め他 のスタッフの労 たるや大変な もので した。私 たちはこ
れまで田植時 に除草剤 を一度 だけ使用 し、農薬 は一切用 いず にきま した。 自然環境 の
保全、他 の生物 との共存、 そ して我 々 自身 の健康問題等 を考えると農薬 などは決 して
よい ものではあ りません。 しか しそれを一度拒否すれば収穫 は半減、 ひ っ くりかえ る
ほどの労働量、それ らをお してまで も完全無農薬 に徹するとい うことは、 それ はもは
や 「
使命感」 の領域 に入 るよ うな気が します。「除草剤 を使わなか ったおか げで、 今
年 はうちの田にホ タルが沢 山出て うれ しいネ」、 そ ういつて スタッフの谷 さん は 自分
の苦労 を吹 きとば して いますが、 しか し、 それは私たちアマチュア農業 だか らで きる
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こと、云 え ることであ って、米づ くりで生計をたてて い る人 に とって はそんな呑気 な
ことはいえないと思 います。 これまで安易 に 「
無農薬」 とい っていた私 ですが、 自分
たちでlBを耕 してみて始 めて肌 で感 じとった理想 と現実の相剋、 ネ ッ ト裏 で 「
農薬 は
悪だ」 と論 じている自分、 しか し他方、 グラン ドでプ レー してみて口ごもるもう一人
の 自分、解決 の糸 回はどこにあるので しょうか。来年 は農薬 こそ これ まで同様用 いな
いが、一回 だけは除草剤 の力を借 りようと思 っています。1心苦 しいですネ)
6月 18日、昨年 に引 き続 き沖縄 のハ ンセ ン病療養所 「
愛楽園Jよ り16名の皆 さんを
お迎 え した。今年 は沖縄 の伝統芸能 を通 して、地元 との交流 を計画 した。 そ して、丹
生川村社会福祉協議会 の多大 なご尽力で実現 の運 びとな った。
しか し、直前 にな って村内か らハ病 に対す る不安 の声がお こり、その解決 として同
病 を正 しく理解す るための講演会 を もつ ことになった。村内各層 の代表 の方 々60名ほ
どの参加 があ り熱心 に聞 いていただいた。
質疑 も終 り帰宅 の準備 を していた時、若 いお母 さんが話 しかけて きた。 「今 回、 私
はボ ランティアと してお手伝 い したいと思 っている。 しか し、私 には 2才 半 の子供 が
います。 田舎 の主婦 は子供 を年寄 りにあずけて くるとい うわけにはいきません。子供
を連れて きて ご迷惑 ではないで しょうかJ、そ う語 るその人の 目は真剣 だ った。 ハ ン
セ ン病 はうつ るよ うな病気で はない。 それに入園者 の大多数 は菌 の活動が停止 してい
る。 だが しか し 「
万分一Jと い うこともある。子供 に もしもの ことが あ った らとい う
おElさんの気持 が痛 いはどよ く伝わ って きた。「
人丈夫です ヨ。 一 緒 に連 れて い ら し
て下 さいJ。私 の言葉 にその若 いお母 さんははっきりと決心 された よ うだ った。 わず
かなや りとりだ ったが、 それは私 にとって とて も貴重 な体験 だ った。
ハ病 の ことはよ くわか った。 うつ るよ うな病気ではない こと も。だが しか し……J、
「
私 たちは未知 の ものに対 して、 また自分 に対 して不利益 を与え ると予想 され るものに
対 して、 この 「だが しか しJを もって 自分 の身 を守 りたがる傾 向があるので はないで
しょうか。私達 のそのよ うな行為 によって、多 くの人 々が傷 つ き、吉悩 の中 に生 きざ
るを得 ないことを知 っていて も、仲 々 自分 を一歩新 しい世界 に向けて踏み出せないの
が現実 です。 もの ごとを正 しく理解す るということは、その正 しい知識 に向けて 自 ら
に決断を促す こと、 また相手へのお もいや愛故 に、 どれだけ自分 自身 を変えて行 くの
か ということを、私 はこの若 いお母 さんか ら教え られたように思 いま した。
このよ うなこともあ ってか、「
沖縄 の祈 り、風 にの ってJと 題 された芸能交流会 は、
豊かな心 の通 いあ いを私 たちに与えて くれま した。
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さて、宿がで きて満 3才 を迎 えよ うとし
ているあぶ らむです。現在、昨年 に引 き続
き日本青年奉イ
1:協会 か ら派遣 されて くる一
年間 ボランティアを加え 3名 のスタ ソフと、
私 たち夫婦 とで全体 を切 り盛 りしています。
木工作業場 を改築 した スタッフハ ウスも出
来 Lり 、徐 々にで はあるが里 らしくな って
ニ ワ トリの小屋 づ くり

きま した。
これまでは、里 の建設 と自活 のためにエ

旅人育 てJの ためのプ ログラムづ くりを
ネルギーを注 いで きま したが、 これか らは 「
黙想会Jで す。 ヨーガ
進 めて行 きた く願 っています。 その第一弾 は、念願であ った 「
声な
教師の塩沢賢― さん、真言宗飛騨千光寺 の大 ド大園 さん、 そ して私 との二 人で 「
き声を聴 くJを テーマに、各 々の分野 における黙想や瞑想 の精神 や技術 を持 ち寄 って
組 み立ててみた く考えています。 どんな内容 になるや ら、 これか ら機会を得 て多 くの
旅人育 てJの プ ログラムを催 して行 きた く思 っています。
分野 の人 々 と協働 して、「
また、 これ も念願 であった 「あぶ らむの宿Jの パ ンフレッ トが出来上 りま した。 こ
の宿 の特徴を仲 々言葉 で表現で きな くて悩 んでいたのですが、西平直 さん の ご協力で
や っと納得 のい く宿 の案内が出来上が りま した。必要 として下 さる人 々に多 く利用 さ
れることを願 っています。
この長雨 は当分続 くので しょうか。 このまま冬 に突入すれば、今年 は大雪 にな って
しまいそ うです。地球規模 で異常気象、 これ も自然 の一部 なのですね。
短 い秋 の飛騨地、薪積 みなどもう冬 の準備 が始 ま りま した。 これか らの一時、新米
やなめ こなど秋 の山菜 で私 たちは秋 の一時 を楽 しみます。 よか った らご一緒 にお過 し
下 さい ませ。皆様 の ご健康 をお祈 りいた します。
1993年9月 20日
大 郷
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博

飛 呻 ― 沖 縄 愛 楽 回 交 流 田 聡輔 Ⅱ
昨年 の沖縄愛楽園 の方 々 と飛岬 の方 々 との相互交流 は、 お互 い
の心 に深 い感動を刻み込みま した。 そ して今年 もまた、愛楽園 の
方 々が飛騨 の地を訪間 されま した。滞在中、昨年 も訪 れた和光老
人 ホームに加え、今年 は新たに丹生川村 の方 々とも交流 の時を も
ちま した。「
飛騨 だよ りJに もあ りま したよ うに、 丹生川村 で は
受入 れにあた って村 の方 々の中 に不安 もあ ったよ うです。 その話
を聞 いた一人 の村 の障害者 の青年 が、今回 ボ ランテ ィアとして愛
楽園 の人 々の受 け入れに協力 して下 さった人々に向け励 ま しのメッ
セ ー ジを寄せて くれま した。青年 は交通事故で動かな くな った手
の代 りに、 口で棒 を噛み、 その棒 で ワー プロをたたき原稿を うっ
て くれ ま した。
そ こで今回、 その青年 のメッセージと訪問団 の回長 をつ とめ ら
れた愛楽園の松岡和夫 さんが滞在中詠 まれた短歌 を紹介 させて い
ただ くことに しま した。

峻 0メ P。 。 。」
鴻

巣

新

作

初 めま して ・・・
私 は先月25歳にな ったばか りなのですが、 19歳を迎 える春、出勤途中に 自 らス ピー
ドのだ し過 ぎてハ ン ドル操作 を誤 り、 ガー ドレールに追突、 その事故 で首 の骨 を骨折
し、その瞬間か ら両手両足 の機能 を含 め、 それまで体ぜんぶで感 じて いた感覚、
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痛 い ・かゆい 。熱 い ̀ 冷 たい
と感 じる機能 も、すべてを一瞬 に して失 いま した。 つ まり、 その 日か ら二度 と歩 く事
のない生活、食事 も、用 を足す こと も、身 の周 りの事全 て、 自分 で 自分 の事 が何一つ
として出来ない生活、寝たきりの生活が始 まりま した。
そ して、それまで生活 して きた18年間 とは、物 の見方 や考 え方 が180度変 わ りま し
た。
事故 か ら4年 と少 し、病院で リハ ビ リ生活を送 り、 ち ょうど 3年 前 の 6月 に退院、
退院 と同時 に村 の福祉 セ ンターの皆 さんのお世話 にな り始 めま した。
又、正直 なところ丹生川村 に も福祉 セ ンターがあるとは聞 いていま したが、場所 は
どこにあるのか、 どの様 な福祉活動 を してみえ るのか、又、 どんな人達がお世話 を し
て くれ るのだ ろうか と、 とにか く知 らな い事 ばか りで とて も不安で した。
で も、実際に福祉 セ ンターに来てみて感 じた ことは、建物が想像 して いたよ り明 る
くて、想像以上 に広か った ことに驚 きま した。
そ して実際に入浴 サー ビスを受 けてみて感 じた ことは、入院中 も リハ ビリの為 の浴
槽 に入 っていま したが、体 や頭 は洗えませんで した。 で も、 ここで は私一 人のために
四人 もの人 がつ き、体 を洗 って くれた り、髪 の毛 を切 って くれた り、爪切 り、耳か き
と、 とにか く全てや って くれるのです。
そ して初 めて福祉 セ ンターに来 た とき、何 よ りいちばん最初 に不安 を無 くして くれ
た ものは、福祉 セ ンターの人達 の笑顔 で した。
初 めて会 う人達、そ して これか ら先ず っとお世話 して くれる人達 が、 とて も優 しい
笑顔 で迎えて くれ た事 がいちばん嬉 しか ったのです。
また、私 は高校卒業 までの18年の生活 の中で、障害者 と呼 ばれている人達 の気持 ち
が どんな ものなのか考 えたことがあ りませんで した。
で も、何時 しか自分 自身 が障害者 と呼ばれ るよ うにな り、 いちばん恐か った事 は人
前 に出 ることで した。
病院 の中などで移動 はまだ良か ったのです けど、 リハ ビ リなどで車椅子 に乗 り外 へ
出 たときにすれ違 う人達 の視線 の冷 たいこと。せめて横 日でみるぐらいな らまだ しも、
立 ち止 まり、何 か珍 しい物で も見 るよ うな視線、偏見 の眼差 し、 そ して初めて味わ う
恐怖感。
「いったい私 がその人達 に何 を したと言 うので しょう。J
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偏見 の眼弟 しとは、無 意識 の うちに誰 かの心 を脅か し、誰かの心 に傷 をつけ、誰 か
の心 を開ざす ものだ と、私 はそ う感 じま した。
しか し、私 も障害者 となる以前、誰かの心 に傷をつ けていたか も知れないのです。
そ して実際に私 自身が両方 の立場 を経験 して思 うことは、 そ うい った視線 は無 意識
の うちに、そ して見ている人すべての視線 が偏見 の眼差 しだ とは限 りません。 そ して
見 られている人達 も、視線 を感 じたか らといって、「自分 は哀れみを受 けて い るJな
どと決 めつけてはいけません。
そ して見えない傷 とは、 日常生活 の中で も形や内容が違 うだけで、誰 もが無意識 の
うちに傷 つ け、又、傷つ いてい るものなのか も知れません。
ただ、私たち障害者 の見えない傷 とは、多種多様、 そ して大小異 なる傷 が心 と体 の
両方 にあるため、皆 さんが思 ってみえ るそれ以 上に とて も敏感 にな っているのだ と思
います。
で も、傷ついた人 たち誰 もが求 めている物 は、きっとF・じものではないで しょうか… ?

ハ ンセ ン病 につ いて少 し
私 がハ ンセ ン病 について どれだけの知識 があるのか と言えば、福祉 の方 か ら話 を聞
き、 そ してハ ンセ ン病 についての資料 を頂 いて、 それを読 んだだ けなので、 いま現在
力1っている事 は、名前 の出来 ・完全 に治 る病気、 それ とあと少 しの知識、 いまはこれ
ぐらいなのです。
また、頂 いた資料 を障害の内容 は全然違 いますが、同 じ障害者 と呼ばれる立場 の私
が読んで、二つの項 目が 目についたので、 どう日についたのか簡単 に書 きます。
【ハ ンセ ン病を病んだ人 に温かい手 を】 とい う項 日の最後 の所 に、 「社会復帰 の 出来
ないこのような人 々に、温か い手 を差 しのべて、少 しで も療養所の生活 が明 るくなる
よう、少 しで も幸せであ り楽 しい ものであるように、皆 さんの ご協力 を心か らお願 い
します。Jと 書かれていま したが、私 にとって温かい手 とは、福祉 セ ン ターの皆 さん
は もちろんの こと、 日常生活 の中 に沢山あ ります。
例 えば、郵便配達 の人達 は、郵使物が少 な く時間 があるときなど、私 の部屋 の窓 の
所 まで直接持 って きて くれ、僅かな時間ですが話 し相手 にな って くれます。近所 の人
達 も、近 くを通 るたびに一言 かけて くれ、 そ して温か い笑顔を残 していって くれます。
そ して友達や知人 は、仕事などで国道 や村道 を通 るとき、 クラクションを鳴 らして
いって くれ た り、パ ソシングを していって くれた り、顔や体 は見えませんが気持 ちや
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優 しさは十分屈 きます。
これ ら日常生活 での一 つ一 つが、私 に勇気 と活力 を くれ、 これ ら一つ一 つが、私 に
とって大 きなポ ランテ ィアなのです。
そ して 日常生活 の中で、私 を取 り囲む人達 の笑顔、偽 りの無 い笑顔、 ごく普通 の笑
顔、 これがいちばん温かい手 なのです。
ハ ンセ ン病療 養所 が設立
ハ ンセ ン病は直 る病気です】 この項 目の途中 と最後 に、「
【
されて百年 にな りますが、 そこで働 いていた職員 でハ ンセ ン病 にな った人は一人 もな
く、 どんなに感染 しに くい病気 かが実証 されています。 ・・・1943年にスルフォ ン剤
がハ ンセ ン病 に使用 されてか らは、完全 に直 る病気 にな りま した。J
シ

この項 目について私 は、正直まだ勉強不足で何 も言え る資格 などあ りません。
で も、一つだ け個人的 な意見 を聞 いて欲 しいのです。
どんな病気 に して も成 りた くて なった人 などいないと思 います。 そ して治 る病気 な
ら誰 もが 1日 で も速 く治 りた い。又、速 く治 してあげたい。
予防 で きる病気 な ら誰 もが予防す るで しょう。
で も、 いざ予防 を しようとして も、一 つ一つの病気 に対 して どの様 に予防を した ら
よいのか、 ある程度その病気 について自分で学 ばなければ、又、知識ある人か ら教 え
て もらわなければ予防 は出来 ません。
また、世 の中 にはまちが った知識 で予防 して いる人達が いることも事実で しょう。
もし、そ うい った古 い概念、 まちが った知識で病気 を予防 している人達が皆 さんの
身近 にいたときは、是非、皆 さんが持 っている正 しい知識を、 その人達 に教 えてあげ
て欲 しいと思 うのです。
こうい ったことも、一つのボランテ ィアなのではないで しょうか。
最後 まで聞 いて くれて、 どうも有 り難 うございま した。
皆 さんのポ ランテ ィア活動 を応援 して います。
頑張 って下 さい ・・・o
鴻
籠 AJヽκ yου・・・￨ァ助 力

PS

牧上君、上手 く書 けな くて ごめ〜んね。
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巣 新

作

飛

騨

の

地

に

て
松

岡

和

百年前 の合家建てたる大郷師 に招 かれて我 ら奥飛暉 に来 ぬ
若葉崩 ゆる四十八滝 を仰 ぎおれば奥飛騨 に来 し思 い湧 き来 る
日草取 りし頃思 いつつ風 になび く飛騨 の日ん圃の稲 を見てお り
沖縄 の療園 よ り来 し吾が手 とりて飛暉 の始 は踊 りたまいぬ
昼食 に招かれ し飛騨 の君が庭 のツッデは梅雨 にぬれて咲 きお り
乗鞍岳 の万年雪 に冷 したる ビールを君 と乾杯 して飲 む
六月 も冷 たき乗鞍岳 に来て柔 らか き芽を出す這 い松 を撫ず
町長 の奥様 のお茶 もうまか りき飛暉 の情 の心 に しみて
来年 もこいよて う飛暉の住職 の優 しき便 りに涙 こみ あ ぐ

飛騨 の人 ら迎えて共 に夕詢 しぬ旧知の如 く語 り合 いつつ

交流終え帰 るさにわれ らの肩抱 きぬ飛騨 よ り来 ませ し優 しき人 らは
(上の二首 は大郷師 らが昨年 10月に来 られた際 の作品)
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夫

シ リー ズ

い ま、現場 か ら

「
癒 しの手」 づ くりをめざ して

も

大

山

直

子 (鍼灸師)

人 は本当 にどん どん変化 してゆ きます。
私 は鍼灸PT(し ん きゅうし)で す。鍼 (ハ リ)や 灸、 または手技 といった治療手段
を用 い、 その向 いあ う相手 の身体 の状態 が、 どのよ うに変わ っていったかとい うこと
を見つめ毎 日悩みなが ら、かつ、面白か りなが ら仕事 を しています。
大学 を卒業後、私 は、 ある銀行系の コンピューターシステム開発の会社ヘ システム ・
エ ンジニアをめざ して就職 しま した。
「
00に な りたい。
Jと い う、何か コレとい う職業が大学Fll年
間で見つ け られなか っ
た私 は、一般企業 に新卒 として入社 で きるのは大学 を出たばか りの この時 しかない と
思 ったのと、 せ っか くな ら何か技術 を身 につ け られ る仕事 が良いのではないか と思 い
選択 した仕事で した。
しか し、 自分 の性質上、緻密 さや根気がなか った ことや、数字 とは、高校時代 に仲
たがいを して以来、就職後 も関係 の修復 が難 しか った りと、入社一年後 には、 早 くも
仕事 に挫折 し、他 の 自分 に合 った仕事を捜 したいと願 っていま した。 そ して、出来 れ
ば、 自分 のや っている事 が、 もっと単純 に、何 の役 に立 っているのか感 じられ るよう
なイし
事 を見つ けたいと考えていま した。
そんな時期、知 り合 いの女性 の顔面神経麻痺 が、鍼 を受 けて治 った とい う語を聞 い
た り、他 の友人や知人が、腰痛 や肩 こりなどで、鍼灸 の治療を受 けているという話 を
聞 いて、世の中には、鍼灸師 という職業 があったのだとい うことを、 この時期 は じめ
て 「
知 ったJよ うに思 います。 そ して、 この 「
知 ったJ時 点で、 自分 は、鍼灸師 にな
るとい うことをすでに決 めていたよ うな、今思 うとそんな気が します。
鍼灸師 というものになるためには、 その養成 のための専門学校 があ り、そ この課程
を終 了しないと、鍼灸師の資格 を得 るための国家試験を受 けられません。
そこで、私 も、 システム開発会社を二年 で退職 し、都内 に数 ケ所あ るうちのひとつ
の学校 に入学 しま した。 そ こで は、解剖、生理、病理学 などの現代医学の基礎知識 と、
東洋医学 の知識 と技術 を学 び、 三年間 の課程 を終 了の後、鍼師、灸師、あんま ・指圧 ・
マ ッサ ージ師 とい う、二 つの資格 を取得す ることがで きま した。
晴 れて鍼灸師 とな って、 これか ら、 どん どん実戦 で経験 を積 み、早 く一人前の治療
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家 にな りたいと願 う気持 ちは もちろんあ ったのですが、
お、と、 その時の 自分 の状況を考えると、 自分 は様 々な
意味で、 とて も自由であることに気 づ きま した。 こん
な 自由な時間 は、一生 の うちにそんなにあることでは
ないのでは…何 か今 しか出来 ないことにチ ャ レンジ し
てみよ う。 … と思 い始 めた半年後 には、 カナ ダの トロ
ン トで鍼灸 ・指LLの仕事 に就 いていま した。
トロン トでは、一年 と三ケ月程生活を しま した。まっ
た く違 った環境 の中での生活 は、新鮮 で面 白いこともた くさんありま したが、私にとっ
ては、 たいへんな面 も多 い十五 ケ月 で した。
実際、 どこで生活す るに して も、働 いて生活 してい くとい うのは、 それな りに大変
さを伴 うことであると思 います し、 その Lに 自分 の不 十分 な語学力か らくるス トレス
もあ りま した。 さらに、私 は、学校 を卒業 したての新前 の鍼灸師であ り、 自分 の技術
へ の 自信 は、吹 けば飛ぶよ うな もので しかな く、治療 の参考 にす る本 など もなかなか
手 に入 らなか った り、 ア ドバイスを受 ける相手 も少 なか った りで、悩 む こと しば しば
で した。 なかなか、症状 の改善 しない患者 さんなどは、 もう治療 に来 て欲 しくないと
思 った りもして …。患者 さん と、向 いあ ってい くことを避 けて、逃 げて いたことも
あ りま した。
しか し、 そ もそ も、病 は治療す る人間が治す ものではな く、その人 自身 の持 つ治癒
力 によ って治 るのであ って、治療者 が出来 ることは、 その治癒力 を高 め る手伝 いにす
ぎない… とは、良 く言 われ る事 であ り、私 自身患者 さんに対 して も、そのよ うに説明
して きたことも幾度 もあるのに、患者 が良 くな って きたのは自分 の手柄、良 くな らな
いのは自分 の失敗 のよ うに思 うの は、何 とも、 お ごった話 です。
東洋医学 は 「
病 を診 るな、人 を診 よ」 といわれ、私 も努めて、腹診や脈診 などによ
る診断 や、手足 など末端部 の状態を診 るなどして痛 みや苦痛 のある部分だけでな く、
全体を とらえて、治療 しようと してきたつ もりで した。 しか し結局 は治療す る人 間が
逃 げ腰では、治 ってい く方向への良 い変化 をお こすために必要 な、患者 さん との信頼
関係 が生 まれ るはず もな く、「
人を診 る」 ことなど、 で きていない訳 です。
この症状 には、 どのように治療 してい くか とか、 この痛 みをどのよ うに取 るか とい
う、技術 向上 も自分 には、 まだまだ大切 な ことですが、それよりも、自分の もとにや っ
て来 た人 とどう対 して い くか、 どのように接 してい くか とい う、 もっと基本 のことが、
自分 にはわか っていないということを知 りま した。 そんな、 日本 に帰 ってか ら勉強 し
直す ことを知 ったことが、 カナダでの外国人労働者生活 で得 た一番大 きい ものだ った
‑11‑

のか もしれません。
そんな訳 で、私 の (私の師匠の 言葉 を借 りて言 えば)「癒 しの手Jづ くりは、 まだ
始 ま ったばか りで ございます。 しか し、鍼灸界 のある名人 といわれ る先生 は、九 十歳
を越え られて、今 も尚、現役で治療を されているとい うこと。私 には、九 十歳までは、
あ と六十年程 あ ります じ … まあ、 まさか、 自分 が九十 まで仕事 を しているとは思 い
ませんが、七十歳 くらいにな って 「71+年 間治療 して いるけれど……Jな んでい うフ
レーズを言えた ら、 カ ッコイイだろうな ぁと、あ こがれ ます。
んの髪 の毛程度 の太 さの鍼 で、少 し刺激 しただけで、 また、米粒 の半分 の大 きさ
￨ま
もな い灸 をひとつすえただけで、痛 みが ス ッと消えた り、 コ リがス ッとゆるんだ りと、
ほんのわずかな刺激で、良 い変化 をどん どんお こしてい く身体 もあれば、 あれをや っ
て も、 これをや って も、 なかなか、良 い変化 の出づ らい身体 もあ ります。そんな、 が
ん こな身体 であって も、生 きて いる身体 です。刺激 に対 してそれが自党や他覚 にのぼ
る程大 きい ものではな くて も、必ず何か変化をお こしているはずです。わずかずつの、
小 さな変化 を見つめなが ら、 その身体 にあ きらめずに、 しつ こく、付 き合 ってい く執
念を持 ちたいと思 います。
人 は治 るように出来て いるのですか ら。

″
｀
ナテ ィヴィティー
木彫 リ クリスマス
人形 セ ッ ト販売
私 たちの活動地 フ ィリピン山岳地帯 に住 むイフガオ族 の人 々によって彫 られ
た ものを、 あぶ らむで仕上 げた ものです。心暖ま るク リスマスの一 時 にお飾 り
下 さい。
ォイル フ ィニ ッシュ仕上 げ
小 (16m)
人 ( 2 1 皿)

19,000

摺漆仕上 げ
28,000
36,000

24,000
送料別 ( 約7 5 0 円)
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1993年度あぶ らむの会総会報告
去 る 3月 20日 (上)、実践教育活動 あぶ らむの会1993年度総会 が東京 目黒 にあ る聖
パ ウロ教会 で開かれま した。
当 日は、 あぶ らむの会 の代表 の大郷 さんは もちろん の こと、奥様 の育 さん、長女 の
舞 ちゃん、次男 の耕輔君、次女 の友 ちゃん、 そ して昨年 の 4月 か ら働 いている富 田桂
さん も元気 な顔 を見 せて くれ ま した。
当 日は、お忙 しい中、50名近 い会員 の方 々が出席 して下 さいま した。
初 めに、大郷 さんよ り、 ス ライ ドを利用 し1992年度 の活動報告 とあぶ らむの里 の様
子 の紹介 があ りま した。昨年 1年 間であぶ らむの宿 の延 べ宿泊者 が1000人を越 えた こ
▼

と、地元の福祉協議会 の方 々や教会の方 々の研修会での利用 が増えて きて いること、
日んぼを 6反 、畑 を 3枚 耕 していること、 5つ の教会か ら木工の注文 があ ったことな
どが報告 されま した。
っづぃて、1992年度 の決算報告 がな されま した。総事業費 は19,178,315円
で した。
内訳 の概要 は以下 の通 りです。
く
収入〉
寄付
会費入金

2,971,000円

後援会 より

2,000,000円

前年度繰越金
宿泊研修
木工
その他
ー

1,058,530円

2,364,958円
7,230,900円
2,037,590円
(講 演会、農業、 バザ ー他)

1,515,387円

〈
支出〉
仕入 れ (宿)
仕入 れ (木工)

1,962,646円
762.582円

あぶ らむ在住者生活費 2,500,000円
借金返済 の預金

5,500,000円

備品 (車関係)

920,000円

ス タッフ給料

370,000円

光熱水 その他

5,338,237円

次年度繰越金

1,824,850円

(あ ぶ らむ債返済 に向けて)
(富 田さんへの給料)
(光 熱水費、通信費、修繕費他)

次 に、 1993年度活動予定が紹介 されま した。黙想会やTAセ
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ミナー、 ネパ ール研修

旅行、 ウル トラマ ラツンなどのプ ログラム、農業 は田んぼを10反歩 に拡大、里作 りは
スタ ッフハ ウスの増改築、そ して木T(す でに 4つ の教会 か ら注文 が きて いる)な ど
が予定 されています。 そ して、1998年度 ス タッフと して大郷夫妻以外 に、富田桂 さん
が昨年 に続 き今年 も、 また新たに谷市二 さん と 1年 間 ボ ランテ ィアの岩 田篤史 さんが
加わ るとの報告 があ りま した。
以上 の報告 を受 け質疑応答 に入 りま した。参加者 か らは、大郷 さん は じめス タッフ
の方 々へ の手当てを増額すべ きだ との意見が数多 く出されま した。 これに対 し、大郷
さんか らは宿や木工 の収入を もっと増 や していきたいとの発言があ りま したが、会員
か らはもっと会員一人 ひとりが会員を増や し、会費収入を増 やす努力 をすべ きだ との
意見 が出されま した。
最後 に、大郷 さんを支え る役員候補 の方 々の紹介 があ り、承認 いただ きま した。役
員 に決 ま った方 々は以下 の通 りです。 (敬称 は略 させていただきます)
崇 (日本聖公会北関東教区主教、立教学院院長)

八 代
河 野

裕 道 (日本聖公会東京教区司祭)

甲 藤 善

彦 (立教大学職員)

大 下

大

回 (飛騨千光寺住職)

中 村

正

賓 (中村税務会計事務所)

山

田 益

男 (通産省特許庁技官)

西

田 邦

昭 (立教大学職員)

新

倉 俊

吾 (日本航空)

鵜 川

久 (三菱電気)

鵜 ,‖ 貴

子 (トーハ ン)

深 野

毅 (立教大学職員)

下

田 由 香

バ ザ ー献 品のお願 い
あぶ らむの活動、建設資金 づ くりのため、毎月我楽多市 やバザーに参加 して
います。
献品 いただ けるものがあれば ご協力下 さいませ。
献品物 の内容 は問 いません。 よろ しくお願 い致 します。
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￨

ン

総会 の時点 で正会員 が281名 (法人会員 4団 体含む)で した。本来 で あれば、 総会
の運営 は会 の定款 に定 め られた定足数や議決数 などに則 り行 われ るものですが、 まだ
そ うした運営面での整備がで きて いません。 そこで、今年度 は出席 された会員 の方 に
報告了承 とい う形を とらさせていただ きま した。今後、会 の発展 に伴 って、会 の運営
も整備 していきたいと考えて います。
総会終了後、有志 の方 々が作 って下 さ ったカ レー と大郷 さんが飛騨 の地か ら持 って
来 られた地酒 で ささやかな懇親会 を持 ちま した。
初 めての総会 とい うことで不手際 も多 くあ り、出席 された方 々に大変 ご迷惑 をおか
けいた しま したが、 あぶ らむの会の活動 を直接知 っていただ くため、 またよ り良 い運
営がで きるよ うご意見、 ご批判を いただ くために、 これか らも毎年総会 を開催 してい
きます。今後 とも、多 くの会員 の方 々の ご出席 を期待 してお ります。 (文責

西日)

事 務 局 だ よ り
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。
昨年 6月 に会員 の募集 を開始 して以来、現在 までに正会員 は339人 の方 々か らご応
募 があ りま した。 また、賛助会員 は127人の方 々か らご応募があ りま した。 誠 にあ り
が とうございま した。
会員 の募集 は引 き続 き行 ってお ります ので、 よろ しくお願 いいた します。振込用紙
に 「
正会員申込 みJま たは 「
賛助会員申込みJと お書 きの うえ、今年度 の会費をお振
り込み下 さい。
会員 の方 で会費未納 の方 もよろ しくおねがいいた します。
なお、̀あ ぶ らむの里建設募金・ も引 き続 き行 ってお ります ので、 よろ しくおねが
いいた します。
会費 および募金 の振 り込 み口座 は次 の通 りです。
郵便振替

名古屋 0‑88065

あぶ らむの会

正会員申込み者 (9月 20日現在 ・敬称略)
荒木譲

諌山禎一郎

合靖峯 鬼本博文
子

崎長恭子

萩野登 太 田精一

大 田勝博

岸元忠義 岸元静江 黒木―郎

奥平清昭 奥平緑

窪田希世子 小林哲夫 沢 田京

沢田耕作 篠原陽子 芝有香 鈴木洋子
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鏑木静 河

菅原辰男

高橋保

武原春

谷祐一郎

美

江友子
生

田村 由紀子

辺多茂夫
村卓

松 田捷朗

丸山恒

森 田廻子

中川聡

野田修治

福原久美 堀 田利子

宮川す みれ 宗像千代子

宮崎誠也

堀

森本晴

山本淑子 八木洋子

山本良樹

渡

メデ ィア ・プラ ンニ ング 仙 日典子 鈴木聡子

八巻秀彦

田

山梨英夫

炭竃英子

宮本由美

西川照子

安 日英夫

山口真代

高野和子

賛助会員申込み者 (9月 20日現在 ・敬称略)
赤井充也 池 田寿美子 岩下 ひさ 江藤智子 尾崎裕子 加福 もとゑ 神島洋二 菊
地周子 木村信二 柴崎妙子 知念ハ ル 徳 田その 桃原松五郎 財団法人富山 YM
CA
永井一恵 永 日ナヘ 畑井正春 藤 田和久 増 田利雄 又吉亀次 松崎仁 宮
城 タケ 水谷裕
募金 申込み者 (9月 20日現在 ・敬称略)
尾針恵子 宮崎秀貴 保坂正三 佐伯道夫 聖公会下町 グループ 石原志乃 神崎雄
二 富山 マ リア教会婦人会 鵜川久 ・貴子 愛楽園訪間団―行 荒屋光夫 進藤淑 子
岸井孝司 ・ミッ子 澤 田耕作 新見仁 鵜川雅行 佐藤恵子 片町勝朗
中村聖子 嶋0と み 黒木一郎 ・誠子 澤 田甚一 細井民 二 沢越良子 萩原久子
中村洋 東京聖 パ ウ ロ教会 国見登 熊谷一綱 祈 りの家教会 堀江あつみ 三 谷誠
一 本田献一 原川恭― 関田寛雄 和 田八東 小笠原 スワ 篠宮慶次 畑井正春

大八木米子

藤田寛治 =村 正次 尾崎嘉代子 久田広子 松岡和夫 斎藤孝 立教高
校第42回 SPF実 行委員会 細川哲士 越 田信 シ ョーテ ック ・ホームサプライ 小
野健一 渡辺多茂夫 鈴木康仁 山 口千尋 藤倉待子 内間安仁 竹内寛 大久保茂
沢田京子

之

トピック 瀬り信子
永井一恵

金子玲 「

松岡秀子

杉 山千鶴子

三 根則子

菊地栄 三

高 畠通敏

′
フ ォー ラム 「
環境 と生 命」 93
昨年立教大学 で開催 しま したフォー ラムを今年 も11月28日 (日)10:00よ り
同大学 で開催す ることにな りま した。
星寛治氏J(山
今、人間 と自然 との共生を問 う」。講師 は 「
今年 のテーマは 「
形県高畠町、農民詩人 で有機農業を実践)と 「チカ ップ美息子氏」 (北海道、
アイヌ民族文様 ・刺繍家)。
奮 って ご参加下 さい。
問 い合わせ先

西日、 日村 (立教大学学生部)03‑3985‑2439
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