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昨年 の暮、家 の側 に 積 み した薪 もだ いぶ背丈 が低 くな って きま
した。 この地 に来 たころは新が少 な くな ると不安 になった もので し
1年
たが、 「
Elの使用量 が把握 で きた今は逆で、薪が少 な くな った分 だ
け春 に近づ いているのです。
しか し、厳冬真最中 の今、春 はまだまだ遠いのですが皆様 にはお
元気 でお過 ごしの ことと思 います。 この通信 がお手元 にlHくころには、 もうす っか り
Ч季 の内 で一 番好 きです)、
春 の ことと思 います。冬 は決 して嫌で はないのですが (′
が弾みます。
春 という言葉 を日にす るだけで どこ力"こヽ
皆様 か ら多人 なご支援 をいただいて いるあぶ らむですが、 ここで一体 どのよ うなこ
とが起 こっているのか、 その実態 をお知 らせす る ことは仲 々困難 なことで した。特に、
何 らかの問題 をかかえ学校 に行 っていない中高生 たちとの共同生活 に関 しては、プ ラ
イパ シーの問題 もあ り、 これまでは何一 つお伝 えす ることはあ りませんて した。
しか し今●1は、 S君 や K君 の生 の声 に支え られて、 あぶ らむで起 こっていることや、
それ らを通 して 日ごろ感 じて いることをお伝 え した く思 います。
昨年 あぶ らむの里で生活を した二人の青年 に、周囲 の大人 に対 して、また社会や 自
分 自身 に対 して、 日ごろ思 っていることを 自由 に書 いて欲 しいとたのみ ま した。引 き
受 けて くれ るだろうかとい う思 いが強か ったのですが、 1人 とも原稿を寄 せて くれま
した。
卒業 させ るか ら、 そのかわ り学校 には来
S君 16才、中学三年生 です。学校 か らは 「
ないでは しい」 といわれている、不思議な中学生です。
昨年秋、 ち ょうど稲 の脱 こくの ころで した。 ある日突然、 これ も不思議な大人 に連
れ られて、友人 のH君 と二人 でや って きま した。 その不思議 な大人 は (無論、初対 面
です)う やむや と強引 さで二人 をあぶ らむに押 しつ けるように して、翌朝去 って行 き
ま した。私 はそのいいか げんなや り方 に怒 りを憶 えつつ も、 二人 の 子供 には責任 がな
いと思 い、彼 らの ここでの生活 を引受 けま した。
あぶ らむでは、労働 は強制 ではあ りません。全 くのゼ ロか ら出発 したあぶ らむを支
え、創 りあげて行 くには、私 たちには必死で働 くしか道 はないのです。 しか し、あ り
がたいことに、 ここで牛活 を共 にす る人 々はこのあぶ らむ倉1りに参力nするために、重
い労働 を共 に して くれ るのです。
彼 ら二人 もその労働 に参加 して くれま した。稲 の脱 こ くを終えた後 の稲架 のかたう
けが 二人 の仕事 で した。私 はその手順 を説明 し、彼 らにまかせま した。脱 こく機を運
転 しなが ら二人 の働 きぶ りを見 ていると、最初 は私 のいった通 りにや っていた二人で
したが、 その内 に彼 ら流 のや り方をT夫 し、 あれ これ と三度 ほど新 しいやり方を試み、
最後 は私 の説明 したや り方 に もどってい ったのです。私 はその様子 を見て いて、胸 が
一杯 にな りま した。髪 は茶色でおめめ三 角 とい った 二人で したが、常 に 自分 自身で も
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の ごとを考 え、判断 し行動す る、主体性 と批
判的精神 に満 ちみちた素晴 らしい 子供 たちで
した。
夜 が暗 く長 いあぶ らむの里では、夕食後 の
団槃 は自然 の成 り行 きです。 そん な中 で 、
お二月準備、男だけでのおもちつき

「
昨 日のボクと今 日のボ クはちが うJと ポツ
リと語 った彼 らの言葉が私か ら離れません。
「
先生 はす ぐ決 めつ けて しま う。 そ の ことが

腹立 た しく、 つい粗暴 にな った りして しまう。 で も昨 日はや りす ぎたと反省 し、今 日
は もう少 し努力 してま じめにやろうと思 って学校 に行 って も、先生 はボクたちを見 る
日を変え ようとはせず、決 めつ けて しまう。今 日は少 しはま じめにやろうと思 ってい
るのに、決 めつ けられてま うとかえ ってその分 だけよけいに舌t暴になって しまうんだ。
昨 日のポクと今 日のポクとはちが うんだ。先生 や大人 たちはその ことをわか って は く
れないJ。彼 らのその話 を聞 いていた ら、40年はど前 の ことが鮮 やか に想 い出 されて
きま した。
10才ほど年 卜の姉 と、 オパの家 を訪ねた時 の ことだ った。 昔話 しのために出 された
アルバ ム、 しば らくして後、 どうい う訳 かその写真 が落書 きされ、破かれて いた。子
供 は私一人、周囲 の大人 の 目が一勢 に私 を見 た。誰 もの 目が犯人 はお前だ といってい
た。 自分 ではない、で も子供 はその場で私一人、 この逃れ よ うのない中で私 は泣 き叫
び、必死 にあばれた。 その ことによつて しか私 の心 は満 たされず、周囲 の大人 は犯人
が私であることを確信 した。今 で も想 い出す と悲 しくなる。
人人 とい うものは年齢 をとると、硬 くなるのは身体 だけではな く、最 も自由 (柔ω
である心 まで も硬 くなるので しょうか。相 手の中に日々生 まれる変化を追 うことに疲
れ、決 あつ けとい う一度お した烙印で しか ものを見よ うとしな いので しょうか。 それ
が大人 とい うな らば、成長 の直中 にある若者 は造反す るのはあた りまえ と思 います。
人間的であ り、主体的で あろうとす る心 ある者 はど反抗的 になるので はないで しょう
か。
全ての生命 は大 きな連鎖 の中 に生 きています。人間 も例外ではな く、 その意味 では
青少年 の心 の苦痛 の叫びは、私 たち大人 の心 の貧困 の表われのよ うに思 われます。大
人 と しての私 たちの人間的貧 しさが、次代を背負 う若者たちの心を荒廃 させて いると
いえば言 い過 ぎで しょうか。彼 らの言動 の背後 に、 どの ような心 の叫 びがあるのか、
私 たちは今少 し忍耐 と感性 と愛情 を もって聴 いてやれば、彼 らの心 は もっと安 らぎ、
人 として ま っす ぐに成長 して行 くよ うに思 えてな りません。
K君 の原稿 には、私 もお どろきま した。 それはその内容 にで はな く、 この通信 を通
して公 に したことにです。眉毛 に ソ リが入 った狼 のよ うな目を して いた彼 が、素晴 ら
しい笑顔 を見せて くれただけで私 たちには大 きな喜びだ ったのに、 「一 生一度 しか な
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い我 が人生 、二度 と同 じ事を しないよ うに心 に決めま したJと い う彼 の心 を聴 いて、
ヽ
は喜 びと嬉 しさで満 たされています。 たった一人で もいい、真底 か ら自分
私 たちの,こ
の人生をま っす ぐに追 い求 めて行 こうする若者が、 もしこのあぶ らむか ら生 まれて行
くな らば、神様 はきっとそれを祝福 して下さると思 います。
今回 は、 Ktt S君 の原稿 に励 まされた私たちで した。
さて、 この飛騨使 りの しめ くくりに、またまたお願 い ごとで恐縮 ですが、 ご協カ ド
さいます ようお願 い中 し上 げます。
月1稿で詳 しく説明 させていただ きますが、私 たちの働 きにどうLて も必要 な、研修
所 (黙想 の家)を 今春 より建設 した く計
"じ
ています。私 はこの館を、 「諸魂 庵Jと 命名

く、 そのような働 きの館 としたいと願 ってい
るか らです。

崚 驚 澪 ヽ
一 率 苺 機鷲 辮 ●
一
艤 壕壕 〜

し、 この世での働 きを終え られた人 々の魂 が
寄 り集 ま って、次代 を背負 う若 者を育 てて行

︑

した いと思 っていますが、 その理J]は、逝 去
されたお二人 の ご遺族 か らの ご寄付 か ら出発

冬 の遠 び

林 内での ソ リ遊 び

幸い、千光寺住職、大 ド大園さんの紹介で、
丹生川村 の岡田氏 より、 190年経 た家をゆず り受 けることにな りま した。
この飛暉地 で も、 昔か らの古い民家 が少 しづつ 姿を消 しつつあ います。 あぶ らむの
宿 のような家 はこの地 の大 きな財オ と思 います。 なぜ な ら、 このよ うな家 は、すすけ
たその太 い柱 や梁 で、私 たちの′
磁を深 く癒 して くれ るか らです。家 まで もが使 い捨 て
にな ったような時代、200年近 く′
Lき て きた家を、新 しい御I値観 の象徴 と して、次代
に残 して行 きた く、強 く願 っています。
あぶ らむの会 が発足 して 8年 日を迎 えま した。 この10年で活動 のための基盤 づ くり
諸魂庵Jは 、 内容 において もかたちにお
を と考えてきま した。その意味では、 この 「
いて も、一つの節 日となる、あぶ らむにと って象徴的 な建物 になると思 います。
どうぞ、私たち と共 にお祈 り下 さり、 ご支援 いただければ幸 いに思 い ます。
ト事、私 たち も
昨夜 か らの雪、大雪 とな りま した。 これか らブル トーザーで除雪 のイ
あぶ らむの夢実現 のため、黙 々 と前へ押 し歩み続 けて行 きます。
晩冬 とはいえ厳寒の 日々、皆様 の ご健康 をお祈 りいた します。
1994年3月
あぶ らむの会代表
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『一 生 一 度 の 我 人 生 』

K君 (18才)
ば くが、大郷先生 と初めて出合 ったのは、昨年 の 2月 で した。 まだその ころは、地
元で も有名 な暴走愚連隊 に入隊 していま した。 そ もそ も、 ぼ くの人生をちが う道 に行
かせたの も暴走族 のせいだと思 って います。
ぼ くが暴走族 に入隊を しているころは、他 の暴走族 との喧嘩 や、他 の暴走族 の人間
をさらって、顔が無 くなるぐらいにな ぐった り色 々あ りま した。 そんなある日、 ぼ く
は私立高校へ転入 しま した。
初 めは 「ようしがんば るぞ !Jと 思 い元気 に登校 して行 きま した。 で も、一歩学校
を出 るとや っば り暴走族 に入隊 して いるとい うので皆 が一 歩 さが って しまい、近所 の
人 も日の色 が変わ っているのがわか りま した。
そ して、私立高校 の先生 にも暴走族 に入隊 して い るのがわか って しまい、 きゅうに
先生 の 日の色 も変 わ ったのがわか りま した。 それか らとい うもの、先生 はやた らば く
に きび しく、 なぜ こんなに変わるのだ ろうとぼ くは思 いま した。 しだいにぼ くもその
態度 にがまんがで きず、毎 日のよ うに先生 と喧嘩を して いま した。
ぼ くは思 いま した。 なぜ大人 は、子供 の悪 い所 があ っただ けで、それをどのよ うに
直 して成長 させてや らないのか ?、 どうして一緒 にな って考 えてや らないのか ?、 ど
うして、一緒 に話 し合わないのか ?、 そう思 いま した。
で もぼ くは学校が好 きで した。冬休みの 日、 ぼ くは謹慎を うけてま した。 その間 レ
ポー ト200枚近 く宿題 として出されま した。ぼ くは、一生懸命がんばって全部 の レポー
トをや りま した。 そ して三学期 の前半 に両親 とぼ くが相談室 に呼 ばれ、学年主任 と担
任 がいま した。
そ こで はっきりとぼ くは言われま した。
「
学校 にこな くていい」
と。 ぼ くは頭 の中が真 っ白にな りま した。今 までがんば ったのに、 レポー ト200枚やっ
たのになぜだ。
そ してぼ くは、頭に血がのぼ り言いたい事 を全部言 って帰 りま した。 その後 は、 も
うメチ ャクチ ャ、先生 とや り合 った り、学校に行かなか ったりして、やりたい事をいっ
ぱいや りま した。
そ して数 日後、両親が校長先生 の所 へ行 き話を してみればそのような事 は言 ってな
い、 そんな事 があるわけがないと言 われ、 それを聞 きば くは、 ます ます頭 に血がのぼ
りま した。
そんな時に、あぶ らむの里 に行 きま した。 で もや っぱ り自分で は、 その事 が頭 の中
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にあ り、帰 ってか ら先輩達 の卒業式 に単車 で校内中を爆走 しま した。
その後、学校 も千葉県 の学校 に転入 させ られ、で もけ つきょく同 じで、そ この学校
も続 きませんで した。
心
そ して六月 ごろもう一 回あぶ らむの里に12日間 ぐらい、生活 を立て直 しに 自分が′
の中で行 きた いと思 い きま した。
̀子
々仕 事を して、 その仕事の中で 自分 の心 の中 に何 かが変
そ して、あぶ らむの甲で色
わ って行 くのをかん じま した。
そんなある日、あぶ らむの里 に色 々な人 々が来て いて、 その中で 自分 の思 っている
事 を聞 いて もらいま した。皆 さんぼ くの話を しんけんに聞 いて くれて、何 かぼ くの心
の中を全て うちあけてスッキ リした気分 にな りま した。 そ して次 の 日か らなぜか、頭
の中が軽 くな った気分で した。 ぼ くは、大人への考えが少 し変わり、ぼ くも大人になっ
た ら自分 の経験 した事 を話 してあげた いです。
そ して帰 る日にな って、突然 ニ ュースが入 って きま した。 ぼ くの小学校 か らの友達
で、同 じ暴走患連隊 に入隊 していた友達が殺害 されたと聞 きま した。新間、 テ レビで
全国に しらされば くは何 も言 え ませんで した。
あぶ らむの里で生 まれ変わ り、あぶ らむの■か
ぼ くは、 ―
生一度 しかない我人
̀Lを
ら旅立ち、そ して三度 と同 じ事を しないよ うに心 に決 めま した。
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S君 (16才)
ぼ くは、大人についてなにを書 いていいのか分か らないけど、大人について 書 くこ
とは、あまりあ りません。
で も、大人 になると、車 に乗 れ るし、 タパ コもすえ るか ら、￨く 大人 にな りたいで
す。
けど、お こってばか りいる人人 より、 いつ も笑 っている大人 にな りたいです。
そのためには、 これか らもいろいろ勉強 して い きたい し、 いろいろためになること
を聞 いていきたいと思 っています。

S君 のお母 さんか らの手紙
寒 中お見舞 い中 し 卜げます。
あぶ らむの方 々に暖 か いお心 で受 け入 れて いただ き、 Sの 気持 ち も人分 ほ ぐれて ま
い りま した。大人 なんか信用 で きな い と日頃 口に してお りま したが、何 かをつかんだ
様 です。
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鶯 ヽ燿 菫 苺 苺
滲 ︱ ヽ苺 囃 菫

先 日依頼 されま した作文ですが、 どう思わ
れるかを考えす ぎて、素直 に文章 がで きな く
て遅 くな って しまいま した。 お許 し下さい。
私 との会話 の中で Sか 語 った人人 への気持
ちを代筆 します。

二月 は記録的大, 、 大層根の雪下ろ し
は一 日仕事

Or供 の話 を しっか り間がないで、思 い込み
だけで決 めてかか る大人 にな りた くない。
● 子供のことを適当にあ しらったり、み くびっ
た りす る人人 にはな りた くない。

0 失 敗 を とが め られてばか り じゃ、 勇気 も自信 もな くな って しまう。 にっこり笑 って
元気 づ ける人間 が好 き。

● r供 にうそをつ くなと言 う。 うそをつ くのは人人 じゃな いか。 いやな事 で もいやで
ない顔をす る。本当の気持 ちをおさえて……。 それが大人だとい う。全 く訳が分か
らん。
●転んで痛 さが分 か るのに、転はないよ う先に Lめ る。痛 いことが分 か って 自分 で考
え ることがで きるのに、なんで にめ るの ?先 生 も、親 も……。
僕が大人 になった ら子供を自￨￨にしてや るんだ。
反省す ることがた くさんあります。
親 の心子知 らず、 と溜息 をついたり、 い ろいろ悩 みま した。 Sは 今春 か らあぶ らむ
で暮 らしたいと前向 きに希望を持 っています。私連親 も、 Sに とってそれが幸lHであ
ると思 います。 いろんな事 を体験 させて自信 につなげて欲 しいと願 い ます。
後 日、 あぶ らむにお じゃま して ご相談 した く思 いますので、 どうかよろ しくお願 い
します。
時節柄、風邪 などひかぬよ うご自愛下 さい。
舌L筆舌L文にて失礼 いた します。
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・
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あぶ らむで 1年 を過 ごして
一年間ポランテ ィア 岸井

篤史

冬 の 日、静かな朝。 目が覚 めると、 キ リッとした冷気が体をつつむ。 スタッフハ
ウスを出て、雪 の積 もった坂道をおぼつかない足 どりで い くと、薪 ス トープのはんの
りと した暖気 につつ まれた宿 につ く。 一 日の活力を得たあとの作業。 人郷 さんの木 を
見つめる鋭 い 目に驚 き、 なにげない会話 の中 に発見がある。雪 がた くさん降れば作業
は中断、雪 か きに時間が奪われ る。夕刻、一 日の疲 れた体 に川 のせせ らぎで冷や され
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た ビールが染みわた り、みん なの笑 いにつつ まれた夕食
が始 まる。そ してまた、 あぶ らむを静 けさがつつんでい
く。
私 はこんななんで もない一 日が好 きで、 幸せな気持 ち
にな ります。
私 は、0日 本 青年奉仕協会 (略称、 」YVA・ ジパ)
の 1年 間 ボランテ ィアとしてあぶ らむで活動 して いる岸
井篤史です。去春大学 を卒業 し、教員を志望 していま し
たが、教 員になるためには人 と しての自分を磨 くことが
大切 だ と考 え、 いろい ろな経験 をつ むために 1年 間 ボ ラ
ンテ ィアプ ログラムに参加希望 し、あぶ らむに来 ること
にな った。

一 年間 の働 きを終 え帰 って
い った 」YVAボ ラ ン テ ィ
ア、岸井君

初 日、大郷 さんか らあぶ らむの活動 や生活 につ いての
の中 に晴雲 が立ち込めて きた。 あぶ らむの
己、
説明があ ったが、 その話 を聞 くにつれ、′
活動 において、 自分 ので きそ うなことが何一 つ ないのである。農業、木 上、 里の環境
整備、 自分 の住む スタッフハ ウスの建築。不安が募 り、 自分 は今まで何 を して生 きて
きたのだろうか と気が滅入 って しまった。
現場 にで ると、 それ は現実 の ものとな った。 自分 で段取 りを考え、進 めてい く人郷
さん。 その巨￨りを突 っ立 っているだけの 自分。 こんな 自分 がなさけな くて嫌 だ った。
その うち、「自分 は教員 にな りたいんだ。 この作業 はその時 に役 に立つだ ろ うか」 な
どと考えるよ うにな っていた。 そ して、 こんな風 に打算的 な考えを持 っている自分が、
また嫌だ った。
木 工を していたあ る日、手押 しがんなを前 に して大郷 さんが、 「これで平 面を だ し
て基準 を作 るんだ。 もし、その基準が しっか りして いないと、 いい ものは作 れないん
だJと いった。 そ して手押 しがんなをかけ、 日と耳 で平面がでているかチ ェリクして
いた。
私 はハ ッとした。 これは教員 のみな らず、人 と して生 きてい く:で 重要な ことでは
ないか。 自分 の内 に基準を含1り、 自分 の 日や耳 で判断 して い く。 これ こそ、私 がいろ
いろな経験 か ら得 たいと思 って いたことではないのだろ うか。一 見、関係 ないと思 っ
ていた ことが 自分 に密接 につなが っていると知 った 日。私 はうれ しか った。確固 たる
志を身 につけ、 目を鍛えよ う。 これが、私 の活動 テーマ となり、作業 に打 ち込 む こと
がで きた。
活動終了 まで、あと数週間。 あぶ らむに来 る前 には、終了後、 ドラマチ ックに変化
した自分 の姿を想像 していたが、 そんな感覚 は、今 はない。 もしか した ら何 も変わ っ
ていないのではないか と思 うこと もある。 それで もいいで はないか。今 は、 あぶ らむ
での活動 テーマをいつ まで も追求 して生 きて いこうと考 えている。
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翻

m

あぶ らむの会 で は、 人間 の心 が安 らぐとはど うい うことなのかを学 ぶ ことを 日的 と

―

して、去 る 1月 3日 か ら13日まで飛騨 の方 々 と共 にネパ ール の地 を訪ねて きま した。
この旅 にFn行 した立教大 学教員 の西平 直 さん に紀 行文 を寄 せて いただ きま した。

ネパ ール の旅

雑感

西平
直
いつ頃 だ ったで しょうか。風 の便 りに、大郷先生が飛卿の人連 とネパ ールに行 くと
い う話 を聞 きま した。「
行 きたい、で も、私が行 っていいんだろうか」
。少 し心配で し
たが、 そんな不安 はどこ吹 く風。実 に、楽 しく愉快 な旅 で した。
H氏 は、若 い娘 さんを見 かけるや、 カメラカメラとあわてだ し、 0氏 は、すて きな
ステワーデスに惚れ込 んで夢見心地 にな って しまい、 K氏 は、初の海外旅行 といいな
が ら、食べ るわ飲むわの絶好調。
イビ■ もネ ゴ トもハギ シ リも、皆 さん元気 でにぎやかに、期待以上 の旅を満喫 して
きた というわけです。
そんな愉快 な旅 の中で、今回 も、 い くつか忘れ られない言葉 に出会 い ま した。旅 の
場面を思 い起 こさせ るよ うな、臨場感 あ8,れ る、生 け補 りにされて きた言葉。
ご一緒 させて頂いた H氏 は、味 と匂 いにとて もデ リケー トな方 で したか ら、 お口に
召 さない食 事であ った りす ると、何 とも哀れに萎れてお りま した。 それが、 カ トマ ン
ズのある レス トランに入 った時 はまさに絶好fl。
「これは日本 と 一緒 や、 うまい うまい」
。 その満足 そ うな満身 の笑 みが、 とて も印
象的で した。
私 は、 どんな味 も大文夫。 バ ンコクの とびきり辛 いカ レー以外 は、すべておい しく
食べ ま した。 で も、その代 わ り、 Hさ んはど感激す ることもなか ったのです。
それに比 べて、 この方 は 「自分 の味Jを 強 く持 っている。好 き嫌 いが はっきりして
いるか ら、好 みの味 に出会 った ら、 こんなに感動す る。
ど っちが 「
得Jだ ろ うか。 どっちの方 が楽 しいだ ろうか。 どっち もど っち、 ヒ ト様
ざまかな、 と思 ったのです。
同 じことは、 もう一 度、 トレッキ ングの二 日日、 ランドル ンの寒 い山小屋で もあ り
ま した。皆 な、 この 日のために持参 した日本 のカ ップヌー ドルを、 それ こそ、 うまい
うまいと食べ たのです。
ヒマ ラヤまで来て カ ップ ヌー ドルで もなかろうと、乗 り気でなか った私 で したが、
あに図 らんや、一 口食 べて、 これはうまい。震えが くるほど、おい しい味て した。
「これが 日本 の味や、 うまいうまい。」
は じゃいで食 べ る 「お じさんたちJの 姿が、何や ら 「かわい らしくJ見 えま した。
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「で もJと 思 ったのです。 もしこのおい しさ故に、 日本 の味以外 は ダメだ とが、 マ ズ
イと言 って しま った ら、それは残念 です。 ま して、異国 の食 べ物 を 「ゲテモノ ￨な ど
と言 って しま った ら、 とて もおか しな間違 いになると思 ったのです。
私 たちには私たちの、彼 らには彼 らの、互 いに異 なる 「お い しさJが ある。そんな、
あた り前の ことを、 いつ もと こかで感 じてい
たいと思 うのです。
それは 「日本 の味 と 一緒や、うまい うまいJ
を否定す ることで はあ りません。それは大切
̀
うまくて当然。 あのカップヌー ドルは、誰 が
文句 を言お うとや っば りうまいのです。
で も、 まさにその ラー メンをマズイと感 じ
る人がい るか もしれないことを、 どこかで憶
えてお きたい。そ して、私 たちにはマ ズクて
食べ られない味が、懐 か しく、 おい しくて仕
方がない人がいることも、忘れないよ うに し

地元飛騨 の人 たちとのネパ ー ル研修旅
行。少女 が 背■ つて いたた き木 をかつ
ぐ洞さん

たいと思 うのです。
そ して、 お 互い笑 って しまいたい。 こんなに違 うものか と、朴I子を実 うと同 じだけ、
自分 自身 を笑 って しまうセ ンスを、 いつ も持 っていたいと思 うのです。 それが、旅を
鷺かにす ることであ り、昨今 はや りの 「コクサイカ」 の根 っこで もあると思 うのです。
もうひとつ。私 たちのガイ ドを して くれた若 いネパ ールの青年 たちも、 とて も印象
的で した。
ラ ン ドル ンの、電気 もな い風 の吹 き込む小屋に泊ま った晩、 ローツクを囲 んで、 し
ば らく話 し込みま した。 ネパール は今 どうなのか。若 い人達 には希望があるのか。伝
統 の影響 はどの くらい強 いのか。
彼 らの L手 な 日本語 と、おい しい地酒 の ロキシーに助 け られ、す いぶん話が聞 けま
した。
その ラ ン ドル ンか ら、深 い谷 を挟んで対岸 のガ ン ドル クには、電気がついていま し
た。彼 らは、 その明か りを指 さ しなが ら、二つの村 の違 いを盛 んに強調 しま した。
どち らも経済力 の乏 しい、月ヽさな山肌 の村。それなのに、なぜ一方 にだけ電気が入 っ
たのか。
公共に役立つJこ とに使 ったが、使わなか っ
それ は、村に入 った金を、電気 と言 う 「
たかの違 い。村全体 のために予算 を使 う発想 がくある>か く ない>か の違 いだ と言 う
のです。 つ まり、 ガ ン ドル クでは上 に立つ者 が、 その金を独 り占め しなか った。上 に
立つ者 も偉か ったが、 それを支えた村 の人 も偉か ったとい うわけです。
ネパールの多 くの村 で は、村 のボスが予算 を独 り占めにす る。 自分 の子弟 の奨学金
に使 い込み、私腹 を肥 やす ことばか り考 える。 そ してその回 りを、お こぼれに預 かろ
―‑10‑―

うと男たちが、手揉み しなが ら取 り囲む。 そ うや って、村 の力関係が はっきりし、格
差がよけい開 いて しまうと言 うのです。
「日本だ って同 じだぞJ。そ う言 いたか ったのですが、 日本 のODAに

話 が移 って、

何 も言 えな くな りま した。
金持 ち 日本 の ODA(政
府開発援助)が 、「
貧 しい国Jで 、道路 を作 り病 院 を建 て
る。で も、実際それを請 け負 うのは、 日本 の企業。 ネパ ール国 の名前を借 りて、 日本
の政府が 日本 の企業 に仕事を 与え、金太 りさせて いるとい うわけです。
そ して、 日本企業 と結託す るネパール政府 の要人 たちが、利権 をむ さば り、それに
村 のボスたちが タカ リつ き、みんな自分勝手 に私腹を肥や し、庶民 はほった らか しに
され、格差 は拡が り、権力構造がは っきりす るとい うわけです。
日本 も悪 いが、 ネパ ールの人人たち も悪 ￨、 みんな自分 のことだ け考 えている。
▼

なんか、暗 い気持 ちにな りそ うで した。
「では結局、 ネバ ールにど うな っては しいのか。 ル ピーが強 くなることか。経済的
に良 くなることか」
。
彼 らはこんなお、うに答えて くれま した。
「
大人たちが、 自分勝 手な ことばか り考え るので はな く、 ′
iいに協力 して、国全体
の力をつ けてゆ くこと。 そ して、 ネパ ールとい う国 に誇 りを持て るようになること」。

<ネ パールという国 に誇 りを持てるようになること>。
このお い元気 な若者 たちの切り拓 くネパールの未来に、私も参加 したい。 そんなこ
とを感 じた旅で した。

星野道夫氏 の世界
2月 26日、「
極北最後 の大 自然、 アラスカを撮 って20年、星野道夫氏
の世界Jと 題 して、地元国府町町民会館で、講演会 とスライ ド上映会を
催 しま した。
星野 さんは、彼 の写真集 を初めて見 て以来、会 いたい会 いたいと念 じ
て きた人で した。 お会 い して、人間 はこのようにまで透明になれるもの
か と、我 と我 が身を見つめ直 しま した。
星野 さんの近藷 を是非読んでみて下 さ0、 極北 の大 自然 の息吹 きと共
に、彼 の 自然 に対す る姿勢 や人 と しての透明感 などが、 きっと伝わ って
くると思 います。
エ ッセー集 「イニ ュニ ック (生命)」新潮社 1,300円
写真 とエ ッセー 「アラスカ、風 のよ うな物語J小 学館 4,800円
写真集 「アラスカ、極北、生命 の地図 1朝 日新聞社 5,900円
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研修棟 ―黙想 の家

諸魂庵 "建 設 にむけて

1992年12月、 これまであぶ らむ の会 を、 そ して私個人を深 く支えて下 さっていた、
木俣茂世神父 が、赴任先 の中国 ・河西南昌で急逝 された。 あまりに も突然 のことに、
の弾薬運 びで
私 は言葉 を失 って しま った。満州 での少年時代、志願兵 として最 前llxで
死戦 を くぐり、 シベ リアの捕虜収容所 で は死体 の埋葬係、収容所火事の際lll走し、南
人郷君、 人間、 生 きよ うと
満 にむけて20日間余飲 まず食わずで走 り続 けたとい う。「
思 えば、 どんな状況 の中 にあ って も生 され るもの ヨ。希望 を捨 ててはいけない ヨJと 、
いつ も私を励 ま し支えつづ けて ドさ った、深 い祈 りの人だ った。
その彼が さよな らもいわずに、突然 に逝 って しまいま した。 世話 にな り、多人の迷
惑をかけた中国 にお返 ししたい、 その中国で彼 は多 くの人 々の心に感動を残 して、アッ
とい うHlに走 り抜 けて いって しま ったのです。
ヽ
にかけていたあぶ らむへ と、多額 な ご寄
日本での葬儀 の後、 ご遺族 よ り 1兄が,こ
念す るものをと、 「モーセ基金Jと
小1をいただ きま した。 いつの 日か、木俣神父を:己
して積 ヤて ることに しま した。
そ して昨年 の中 ごろ、未 だ若 くて奥さんをな くしたM氏 よ り、 「あふ らむの働 きの
ためにJと 、 これ も多額 の寄付 をいただ きま した。私 はそのll点て 、 そ―セ基金 ￨
魂)を
を 「諸魂基金Jと し、 この 世での働 きを終えて帰人 された多 くの人 々の魂 (,者
べ
の
って
う若者
を育てる
く、黙
によ
を背負
魂
次代
記念 し、前述 したように、彼 らの魂
諸魂庵」建設 を決心 いた しま した。
想、研修 の館 「
ち ょうどその ころ、千光 ■住職人 卜大国氏 の紹介で、「l生川村 の 司 さんよ り、数
屋 として いた人家 を譲 っていただ くことにな りま した。
年前 まで￨↓
亨れ,正 1年棟 LIと あ りま し
大黒柱 にうちつ け られていた棟札を割 ってみ ると、「
た。家 に帰 って辞典で調 べ た ら 「
亨和元年 は1801年」 とあ りま した。 190年た った ￨￨
家 なのです。 8間 × 711(56´7)の 平屋ですが、その風格 たるや仲 々の もので、特 に
諸魂庵Jの 名 にも、さわ しく、 き つと
囲炉裏 の煙で黒光 した梁 の丸太 が素晴 らしく、「
心安 まる黙想 の家 に仕 :がることと思 い ます。
建設費 は約2000万円を予定 して いますが、 その内1000万円は これまでお寄 せいただ
諸魂庵建設募金Jと さ
いた寄付 金及 びあぶ らむの 自己資金、残 り1000万円を新 しく 「
せていただ きた く思 います。
いつ もいつ も皆様 にはお願 い ごとばか りで心苦 しい限 りなのですが、 ご支援 のほど
よろ しくお願 い申 し Lげ ます。
諸魂庵Jと い う名 にちなみ、 これまであぶ らむの会を ご支援 いただいた方 で、
尚、「
すでに人に召 された方 々のお名前 を記念板 に記 し、 キ リス ト教会の暦 に従 い11月2日 、
それ らの方 々を憶 え、あぶ らむで記念式 を もたせていただ きた く思 っています。
その意味で は、皆様方 の中で記念 される方 がい らっしゃいま した ら、遠慮 な くお申
込み いただ きた く思 います。
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移築を待つ ・
略魂庵・

190年饉た太い梁

黙想の家 路 凱LЛ
げ 平面図
間
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12畳間

8畳 間
研修 ホール

(糸
勺80J壁
)

7

8畳 間

8畳 間

畳

収納室
収納室
関

トイ レ

8畳 間
流 し台

トイ レ

この世 の働 きを終 え天 に召 された人 々の魂が集 まって、次代 を背負 う若者 の魂 を育
む館、そんな 「
諸魂庵」建設 にご協力下 さいすよ う、重ねてお願 い申 し ヒげます。
<寄 附方法>
一 日 1万 円
名 古屋0‑88065 あぶ らむの会
※振替用紙 に ・
黙想 の家建設募金 ・をご記入下 さい。

郵便振替
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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。
本文 で もご報告 いた しま したよ うに、新 たに '黙想 の家建設募金 "を 開始 す る こと
にな りま した。 い くつかの会費、募金 の種類 があ ります ので、以下 に整理 してお きま
す。
1

正会員 個人会員

会費年 1万 円

法人会費

会費年 5万 円

2

賛助会員
会費年 3千 円
3 黙想 の家建設募金 一 口 1万 円
4 ‑般 寄附
各会費、募金 とも、振替用紙 に必ず その種類 を明記 して下 さい。
皆様 には、重 ね重ね ご迷惑 をおかけ し申 し訳 あ りませんが、あぶ らむの会 の益 々の
発展 のためにお力添えの程、 よろ しくお願 いいた します。
会費および募金 の振替 口座 は次 の とお 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 (3月 7日 現在 ・敬称略)
杉山久美子
世

福島修子 吉本iE 酒井英代

日中尚代

浦本淳 r

高盛 山香 岸井篤史 後藤康夫

鬼本照 男

鬼本麗 子 宮尾春

荒り暉己子

賛助会員申込み者 (3月 7日 現在 ・敬称略)
田 ￨:久子 光安啓明

内間安仁

新井一彦 小野翠

募金 申込み者 (3月 7日 現在 ・敬称略)
中村 ひろ子 賀来信一 岡登正子 武 田宏

加藤真理 子

―丸直也 島II
̀:弥 瀬堀光江
具志堅興永 功野裕子 大城恵子 杉村進 山形 和田八東 山本 百 渡辺直明
松戸聖 パ ウロ教会 堀江あつみ ショーテ ック ・ホームサプライ 野崎久子 萩尾信
住田篤

東京聖 テモテ奉仕会 掛川毅雄 山崎俊樹 !‖島昌 F 杉山千
山下恭弘 ・由美子 祈 りの家教会 唐木田麻起 子 梶原恵理子 形

也 ・出穂 熊谷一綱
鶴子 安斉勇夫

部賢 三根則子 丼上洋子 磯貝澄美子 菊地栄三 山口千尋 味岡敏江 田中一有
甲原一 湯田啓一 古沢伸雄 京都復活教会 清水聖 ヤ コプ教会 立教高筈学校学
友会本部 古屋良子
子 宇野徹 福 田詩郎

小笠原 スワ 倉家正雄 谷昌二 小林賢 ■ 鷲見淑
福田直美 セ ン トポール ・ライオ ンズ 桑名 エ ピフ ァニー

松本信代

石井秀夫 木島出 手塚利雄 横 山文彦
ス ト教会 本問勇吉 田頭道登

工藤真喜 子 岩間光雄
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伴欣征

神日 キ リ

