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ツウルの街 角で見 つけた土 人形

2007年

昨年 とは う って変 わ つて雪 の な い 年 明 けで した。

こんな時 に限 って 、沖縄 か らは雪 を求 めて4 0 名 もの 「
雪遊 び
訪間団J 力 ' ありました。雪 とい う雪 を全部 か き集めて ソリコー

スをつ くつた り、雨乞 い ならぬ雪乞 いの踊 りをお どつた りと、 この地 に来て20年、始めての
事 だ らけの年明け とな りました。
あぶ らむ通信お手の皆様 にはお元気でお過 ごしのことと思い ます。今年 も、 この一年間の
ささやかな歩みをお届 けで きる ことを嬉 しく思 い ます。
●成 人 式 を迎 えた あぶ らむ
1987年、あぶ らむの会が この地 に産声 をあげて20年 とな りました。 「ア ッJと い う間の20
年 で した。荒地だ つたこの上地 に人植 し、石や切 り株 を除去 しなが らの道づ くりな どの開拓
宿」 づ くりヽ の施設建設期.数 々の問題 をかかえた現実 に対 し
期.活 動 の拠点 となるべ く 「
て、試み的 プログラムの展開期。そ して今 1人生の良 き旅人づ くりJと い うあぶ らむの設立
tか ら私たちが果た して行かなければならないことの輪郭が より鮮明 に見
目的の中で、 こオ
あなたの思 うようにや ってみなさいJと いっ
え始めてきたように思い ます。多 くの人々に、 「
て励 まされ、支 えられて きた20年間で した。感謝 を して もしきれ ません。本当にあ りが とう
ござい ました。
人間でいえば成人式 を迎 えたあぶ らむです。 もっと祝 いの行事 をしてや りたか つたのです
が、1国人的祝 い事が先行 して しまい、あぶ らむまで手が まわ らない といつた一年で した。 こ
の地に来た時、 まだ小学生だった 4人 の子 どもたちが次 々と結婚 を宣言。

年 に 1人も結婚
1に
となれば親 も大変なので、 「
合同結婚式」 を提案 したら、ひややかな反応。親 として特り
何 をす る訳で もないのですが、どこか落 ち着 かず、あぶ らもの成人式 に専念することがで き
ませ んで した。
のはほんとした東京生活か ら一転 した ここでの41活。真冬、水 点 卜10数度の中での除■作
業や通学。小 さなか らだを弓な りに して、 重い生 コンの 入つた一輪車 を丼 した 了供たち。 8
年間働 い た立教大学 のネL拝■。 ウエデ イング姿 の娘 と人生 した時、晩秋 の冷たい雨の中、片
道10kmの 自転車通学 の辛 さで、家 に着 くな つ泣 き出 した娘 の姿 を想 い出 し、一瞬胸が詰 ま
りました。あぶ らむ創設の20年は、その まま私たち家族の20年で した。
● 買 つた 方 が安 い お米
だか ら720坪、約2,4∞『、
現在、あぶ らむが米作 りしてい る日の面積 は2反4畝、一反力おlXl坪
24ア ールである。 この面積 の口 を現代的農機共 の力 を借 りず に全 て昔 なが らの手作業 でや
るとい うことは 自分 たちにとっては不可能である。 これだけの規模 の 日を維持す るのに、あ
ぶ らむが所有 してい る農機具 は、 トラクター (日を耕す機械)、 バ インダー (稲を刈 り束ね
る機械)、 ハーベス タ (脱穀機)、 そ して田植機 は リース使用 である。最低限、 これだけの
農業機械が ない とで きないのである。 どれ も新品で買 えば数十万円〜数百万円 もする しろも
のばか り。あぶ らむが買 える農業機械 といえばスクラップ (廃品)ヽ1前 の ものばか り。 自動
車 な らば毎 日で も使 えるが、農機具ばか りはどう頑張 ってみて も年 に一度、 たった一 回 きり
しか使 えない。そんな もののために予算 を使 う余裕 な ど全 くない。 けれ ども機械が なければ
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何 一つで きない現代。スクラップ寸前の ものであろうが、
機械 にた よらぎるを得 ないのである。
9月 25日、メ」り入れ前夜、農機具 の 点検 をした ら刈 り取 り結東機 のバ インダーのエ ンジン
がかか らない。 どんな機械で もエ ンジンが始動 しなければ話 にな らない。昨年、 しまう前 に
点検整備 を したのに と私 は不満たらた ら。で もエ ンジンはかかって くれなか った。修理診断
の結果
「
電子 ス ター ターJの 故障 とのこと。部『l交換 で35,000円との こと,3万 円で買 っ
た機械 に35万 円の修理代。お まけにこの機械、消費税 並みの未結束 を生 じる しろものである。
刈 り取 るのが遅 くて も しつか りと結束 してなんぼ とい う機械 なのに 5%ほ どの未ru束が出
ては、その後始末が大変 である。私 は修理す る気持 ちにはなれなか つた。そんな私 の真理 を
見越 してか 「このバ インダー 5年 落 ち。 こんな上質な 1古品そ うは出ません ヨ.値 段 は18
万円。新,■なら,鎖5万円です ヨ̀,Jと 売 り込み晨機 具l̲。 「じゆう― はち まん えんJ、
ツロバ ンをは じいていた。
その瞬間 118万円で どれだけの米が買えるだろうかJと 私 のlllは
かつ ては60kgあ た り2万 3丁 円ほ どだった米 の価格 が 流通 の 部 自由化 が始 まつた95年
ごろか ら落 ち続 け、 この秋 は 1万 4■ 円台 となった。今年 のあぶ らむの1又
穫量 は ヒエに もや
られ、従来 の収穫量 1,2α
)kgを大きく判 り込み 、750kgほどだった。 もし、全部売 つて現金化
肥rl代、日にかける 年間の労力、それ ら全てをひっ くるめた
ものが 、5年 落 ちの 「
刈 り収 り紺束機Jと 司格なのである。稲作従事者の議 しもが、 「
米を
つ くって も農機具代 の足 しに もならん。機械 の支払 のためにやつているもんさ。」全 く同感
ハ ーベス タ」 (脱穀機)の エ ンジンがかか ら
である。お まけに天 日干 しした詢
1の脱穀中 に 「
して も18万円あま り。 苗代

な くなって しまった。 「
故障 1の ■告、またまた数十万円の出費か 1?あ ぶ らむの悩 みは深
まるばか りだった。
「
米 はつ くるよりも買 う方力■まるかに安 いのである !1」 この 「トリック (つ くるよりも
買う方が安 い)」 が ￨1本とい うにをおか しくしていると しか思 えないのです。
● 少年 た ちの変 容
そんな米づ くりなんか、やめた方がいい。た しかに数字の にではそ うい うことになる.「 数
れて しまうこと間違 いな し.
字至上主義」 の今 回で は、「
改革Jの 名の もとに、あ つさ りとtllら
補導委託Jで あぶ らむ預か りとなつた少年、半年間の4i活を終え もうす
家庭裁判所 か ら 「
ぐ家 に帰 れる とい う時だ った。 「
家 に帰 れる こと嬉 しい だろ う￨と い う私 の野暮 な質問 に、
彼は 「
帰 りたい気持 ち80%… Jと 答えた。残 り20%は ここにいたい気持 ち とい う。その理山
をたずねたら、 「
皆 でお しゃべ りしながら食事で きるか ら.食 事がおい しくて、楽 しいか らJ
とい う答えが返 って きた。少年は母親 との二人暮 らし。お母 さんは 日に三つの仕事 をしな
一人食
が ら必死で4i活を支えて きた。少年が もの心 ついた時か らここへ来るまで、いつ も 「
い。J
家 に帰れるのは嬉 しいが、また一人食事が始 まるか と思 うとlllし
事Jだ ったとい う。 「
とい う少年 の叶露 に胸 が詰 まった。 「
食事 の仕方Jを 見れば、その人の生活や人柄が よ く見
える。あぶ らむへ 来 る少年達 の食事 の雑 さ、 きたなさ、 「
食堂にニ ワ トリを飼お うか。Jと
私 に云われるほ ど食べ方が雑 である。食べ終 わった茶碗 にはごはんつぶ だ らけ。折 り詰 め弁
当を食べ る時、まず フタについ たごはんつぶか ら食べ るように躾 けられた私 にとっては、耐
えられない光景である。
そんな少年達 もいつの間 にか、茶碗 に一粒 のご飯 も残 さず にきれい に食べ るようになって
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uぎ落葉 を集 め、堆肥 と
行 く。彼等 の ここでの役割 の一つ に、農作業がある。今 の季節 であオ
や卓取 りなど、収穫 までの山ほどの手間。食 卓にのは
して田畑 に返す。無農薬 のため虫llkり
るまでにどれだけの労力が支払 われているのか、少年達 は身 をもつて知 るのである。 「ごは
んは もっ ときれ い に食べ なさいJと 、彼等 は幾度 とな く云われて きた ことと思 う。 しか し、
実感 のない ところには言葉 は心の深 みにまでは届かない。
ゼニ、かねJの 問題 で
この ように少年達 の変容 を直 に見るにつけ、私 たちの米づ くりは 「
はな くなつて くる。そ してそれは、あぶ らむだけが直面 している問題 ではな く、″tく日本 と
い う国が直面 している問題 と思 う。経済効率 以外 の価値基準 をどのように持てるのか、つ き
つ け られている￨.l題
は大 きくて深 い。
●再び沖縄ヘ
(現
1968年、始めて沖縄 のハ ンセ ン病療養所 を訪ねてか らもう40年になった。生 きた現場
1つた私は、その後 も沖縄 にかかわ り続 け、そ してフイリピン
実)か ら学ぶ ことの 大切 さを女
ネパ ール と学 びの場が広が っていつた。
19%年 に始 まった 「
子供 か ら人人までの ネパールの旅Jも 、今年 で11,1日を数 えた。今後
は各年毎 にlII・
す ことに した。参加人数延べ 150人になった。多 くの困難が伴 う旅 だったが無
事故 で よ くも11年間 も続 いた もの と 関係者及び大いなる見守 りの源である神 に感謝 したい。

韓国

,中
縄が多 くの 人々 に注 目され、関心 を持 たれるようにな つてか らは、私 はフ イリピン ネ
パールの方へ よ り多 くの関心 を向けて きた。 しか し、生 きた場か らの学びの大切 さを教 えら
れた沖縄 との関 わ りか ら40年、そ してあぶ らむの会割l設20年の節 日年 、 縄 をもう 度若者
'中
との学 びの場 としようと思うようになって きた。丼者育 てのためにもう 度沖縄 の胸 を借 り
ようと思 つてい る。
冬 、■ のあぶ らもの里 にやつて くる 縄 の r供 たち.限 りな く透明 なれ と多 くのいの ちに
'中
縄 の地で、 自分 の人4iを考 え求める本 11の「供 たち。や つと両方向 プロ グラムが実
溢れ た,中
現 しそ うだ。遅 々と した私たちの歩 みですが、見守 って ドさい。
が過 ぎ、新 しい年 を迎 えようとしています。あぶ らむの農機具は
そんな、 こん なで21/17年
どれ もエ ンジン停止状態ですが 、私 のエ ンジンは次 のステージに向けて始動開始です。 これ
表現Jで
までの20年間はあぶ らむの里 とい う舞台づ くり、 これか らはこの舞台 を用 いての 「
す。2∞8年 とい う新 しい年、若者育 ての序章 曲がかなで られる年 となるように したい と願 つ
てい ます。
それでは どうぞ よい クリスマス を、そ してよいお年 をお迎 え下 さい。

2∞7年12月
あぶらむの会 代表 大
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郷

博

あんなこと としてこんなこと
の主な報告事項)
あんな こと ●oo7年
● 家庭 裁 判所 よ りの 少年補 導 委託
200年 9月 初めての少年 を受け入れて,L3年 がた らました.こ の間、6名 の少年 を受け
かろ うが
を終 え、各 々の家庭 に帰 つてい きました。人生、l jrt多
入れ、 うち5名 が最終審押〕
まつす くに歩んでいって.lしい と利iります.
● ガ ヴ ィス奨 学 金
として 反町真理 rさ んが代表を務めるNGO「 コーデ イレラ グリー ン ネッ
次年度 もlll航
トワー クJを 通 して、フ イリピンはカリンカ州● 大学 に ■ふ 5名 の学Jlに授 業￨￨を応援 します.
メル ″ョー カカ ー リン リサ ク リス
ら感 訓I の手i l t が
イの 4 名 力ヽ
h き ま した

バ ガ イ、 ジ ョン J

リア ガ, r ′ ― ナ

→ドルウ I

● あぶ らむ 黙 想 会
の ,1び とな り
念 rlだったぁぶ :,むで の黙想会 幾 人か の 人か ら背 をり￨され や っ と
/1・
'(現
ま した 初 めてのi式み なの に21名 もの 参llイ を得 た こ とは 大きな ■びて した 人郷 の ￨‖す
のぶ修 女が 参加 して ヽさい ま した.私 と し
る〃 会で は′
し、
ハじとばか リ ナザ レ1,女会が
',、
^想
んなお llり をい ただ きま した '￨し か ったて
て も大きな安心 で した。参川イの 人が
',こ
'
先 日の黙想会では た くさんの■重で新鮮 な経験 をさせて頂 き、ありが とうございま
した。初 めてのお祈 り 毎食のおい しい食 べ物 そ してあ ぶらむのスタッフの方 々 をは
じめ、参加 された素徹 な人々 との出会 い。一言 では言 い尽 くせませんが 黙想会 を通 じ
て 真心 と真剣 さとお茶 目の ないませな雰囲気 を存分に楽 しんだ気が します。そ して何
か自分に不足 しているものに気付 き また求 めていたものに出会 えた気 が し、 とても満
たされま した。
いつか、あぶ らむでの このような機会 があれば 是非 また参加 したいと思います。
後回 しとなって しまいま したが あぶ らむの会の個人会員への申 し込み をお願 い しま
す。ホームペー ジ上 で、 入会の きっかけは??"と の事なので…。黙想会において、本
当 のこ と 大切 なもの を自身に問 いか ける機会 を得 て 何 か を始 めるには良 い時 かな
と思 ったか らです。

年
こんな こ と ( 2 0 0 8の
主な行動予定)
ガシキ島
●沖縄キヤンプi n ト
0目

｀
し
感動 とい う′
的 , 中縄 の 自然、風 i 、「史 との出会いをi 芭して、 ■供 たちに ・
のお、るえを伝 えたい。

()場

所

縄青年 の家
沖縄慶良間諸鳥渡嘉敷島 日立,中
Ott l●1 20い年度 3月 27日ヽ4月 2日 1予定)
、
者
●対象年齢 小
学J:及びプログラムヘ の ̲l,亡
●参 力1費

未定
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●あぶ らむ雪祭 りと雪 の猪伏山 スノーシュー ・トレッキング
○雪祭 り 2月 8日 ヽ11日
○ トレッキング 2月 下旬〜 3月 中旬
●あぶ らむ 自然学校
○ 期間 8月 上旬の6泊 7口
○ 対象年齢 月ヽ 中学生
●あぶ らむ周辺の登山 ・トレッキング 大展望 が楽 しめる山之村の天蓋山 (7月中旬)
あぶらむの里周辺には1,500mほどの眺望のよい山がた くさんあ ります。周囲の景色 を楽
しみながら、今年 もゆっくり歩いてみた く思 つています。

饉圏爾目爾
世 の 中 が 妙 だ つてい うけ ど

意味 もな く妙 じゃな く 妙 にな った瞬間 が ある

近頃の流行りは 「
妙」である。ミョーと表laし、発苦 した方が実感出来るかもしれない。次々
と起こる事件の、原因と結果に納得がいかない。
過去にも悲惨な事件は数えきれないくらいにあったが、事情 は香み込めた。納得はしない
までも、そういうことか、しかしなあ、他の方法もあったろうに、という思い方も出来た。
しかし、ここ何年かはそうではない。これでは殺人事件 の裁判でいうところの、動機と殺意の
有無などもほとんど無意味になってしまう。動機 がなくても犯行に及ぶし、殺意がなくても人は
殺す。もはや動機と殺意が曖昧だからといって、罪を割ぢ￨には出来ない状況になっているのだ。
人々は妙だミョーだと頭を抱え、その都度の対処法探 しにキリキリ舞 しているが、それで
は方策 は見つか らない。妙はぼくらが作った。世の中のミョーは、小 さい興変を見逃 してき
たことが積み菫なって怪物化 したものである。そもそもの小さい具変は大 したことではなく、
実って済ませられる程度のことだった。でも、許 してはいけなかった。許 したためにいつの
間にか寄り集 まり、社会の価値観、人の美意機という背景を腐 らせてしまったのだ。
たとえば、小 さな異変が誕生 した 「
時」というものがある。その時を点にしてクックッと
時」を並べてみる。
社会の直線が由がってきたのだ。思いつくままに、その 「
「3Kと いう格付けを無神経にした時』
『
少女売春を援助交際と言い換え、売春と交際を同義悟にしてしまった時J
「
父親不要の家族常識を実いながら作った時J
「 詫びたら負け"、 何があっても、ごめんと先に言うなを生活の知恵にした時J
「 友だちのような関係"を 善意っぼく美化 した時』
「
勤勉、真面目を、野暮、ダサイと笑いものにした時J
「
死はリセットだと信じこませ、■けそうならとりあえず死ね、とゲームでその気にさせてしまった時』
『
万引きを万引き程度、恐喝をカツアゲごときとぃう風潮にしてしまった時』
ホリエモンを世紀の英雄に祭り上げた時J
『
『
弱い者いじめの図式を芸として確立させ、それを お笑い"と 認知 した時J
ぎっと頭に浮かんだものを書いただけでもこのくらいある。気がつかなかったが、その都鷹、
これらの小実変で角度がついて曲がっていたのだ。
これらの一つ一つは、常識化 してしまって、何 らの危険を感じないというのが実情である。
しかし、無抵抗に受け入れて、こんなものは単なる流行り廃れ、もしくは、今様ですよなん
て思っていると、とんでもないところへ舌L反射 し、社会を歪め、人を傷つけ、子 らを聞の迷
い子にしてしまう因となるのである。
清 らかな厭世 一言葉 を失 くした 日本人 ヘー
阿久 悠 著
新潮社
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写真て見る
あ 61ら む
こ の 20年

1 9 8 7 年、初 め て この土地 に出会 った。
荒れ茫 々の 、 ススキ ケ原 だつた.

鰊 ̲

子供 たち もまだ小 さかった。

硼過 剌

道路 づ くりか ら全ての作業 、手前で.
万人力 の パ ワー シャベ ルの おか げで、
抜根作 業 や石の移 動 も楽 になった。

は
の
占
民
家
襲
Bヨ
聰
園
D惨葉
[t冤
「
解体移築前 の 家.

右 はその内‐1 2
( 二階部分)

み ようみ まねで初めて建 てた道 具小 屋.
ここに寝 , 自ま りす るこ ともあ った。
夜 明 けが待 ち遠 しか った。

範しく佳生がつ屁自

｀
醸

〈玄関 〉

宿外観
(2省 〉

19%年 黙想 の家 陥 魂庵J完 成。
荒れ茫 々のススキケ原だつた土地 も整備 され、
作物 がで きるようになって きた。
― S―

スタソフ ハウスJ
若者 たちの生活の場 「

アラスカ冬物語

2007年 2月 21日 、1ヒ緯66度33分 アー
クテ イク サ ー クル (北極圏人口)を
越 えること約100km、 コール ドフ ッ ト

の村 は 416℃ だった。1992年、星野道
弟の本 を読 んでやって 下さいJと 、￨ア ラスカ風 の
夫 さんのお姉 さん、三原京子 さんか ら 「
ような物語Jを い ただいた。星野道夫 とい う人を知 った最初 だった。数 々の写真 もさること
なが ら、透￨1感に満 ちた文章 に圧倒 された。 こんな文章 を書 く人に会 ってみたい !!私 の彼
への ラブ コールが始 まつた。19%年 2月 、彼 はあぶ らむの■ を訪 ねて くれた。飛騨古川駅 に
迎 えに出ていた私、恋 いこがれている人を待 つ私 とは対照的 に、電車 をお りて きた彼の顔は
「
姉が行け といったか ら来 たけど、あぶ らむって何 なの よJと い う怪言
オな顔だった。 2泊 3
日のあぶ らも滞在、私 にとっては至福 な時だ った。 「人郷 さん、次 はあなたがアラスカに来
る番です ヨJ。 1996年9月 、私 はアラスカに彼 を訪ねるための準備 をしていた。そ んな矢先
の 8月 8日 、彼 はカムチ ャ ッカで熊 に襲われ、突然 に一人旅立 っていって しまった。
アラスカのこと、いろいろと話 して くれた。 「
2,自3日 のあぶ らむ滞在の時、彼 は厳冬l14の
撮
影の旅か ら家に帰 ると、 Tl暖 かな場所は冷蔵庫の い。 番苦労す るのはフ イルムをまきあ
げる時 、フ イルムが凍 って しまってバ リバ リになってい るか ら、ゆっ くり少 しず つ まきあげ
て しまう。 シャッター も15分もすれば凍 って しまってお りな くな って しまう」,
ない とtJJれ
彼の話、 どれ もこれ も私の想像 を超 えるものばか りだ ,́た。
た私、厳冬期 は未経験 だった。 度 はたずねてみたかっ
夏秋期のアラスカを 3度 ほ どlluね
た。彼が どの ような環境 の中で撮影 していたのか、一度 はこの身で体験 したかつた。あぶ ら
むの会■伴、￨ア ラスカ オーロラの旅 ￨に 参力‖した12名、アラ スカ第 2の 街 フェアバ ンク
スか ら北へ 約400km、 北極圏 の本
,コ ール ドフッ トを目指 した。 フェアバ ンクス出発の朝 は
‑36℃ だつた。最初に感 じたのがllのたなび き方だ つた。車 の排気 ガス も家庭か ら出る煙 も
どれ も元気がな く 人高 く上 に登 ることもな く、ヘ ナヘ ナ とのはったか と思えばす ぐに地人
にお りて くるのである。 「
寒 い は煙 に含 まれている水分 が凍 って しまい、煙 は地山1近くに
たなび くのです ヨ.ア ラスカでは寒 くて学校が休校 になるのではな く、凍結 スモ ックによつ
てなるのです。 ￨と 説明 して くれたガ イドの安藤 さんの言葉が理解 で きるまでに、1キ
11が必
要だ った。■ を走 らせ ていて不思議 な
ことがい くつ もお こった。厳冬期 の ア
ラスカでは自動車の単独行 は厳禁である.,
故障 して しまえばそれは即 1死 ￨を 意
味 する。 どの■ にも精巧 な温度副がつ
いていた。気温がある線 を越 える と深
刻 な状況 におちいるか らである。 アラ
スカはその山1積か らい えば道路 はほん
のわず かである。その分、 自家‖飛行
機 が お ぎな って い る。 「ダルトン ハイ
ウェーJ 、北極 海 の海底 油 田基地 に必要
北緯66度33分 これより北極圏.気 温 は‑38℃ だった。 物資 を通ぶため につ くられた道である。
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走 るのは、我 々の■以外 はほ とん
ど大型の物資輸送車隊 ばか りだ つた。
そ ん な道 を

を越 え、谷 を くだ り

4 0 0 m 近 くを走 つた。不思議 な こと
に山にむか って今 つて行 くと気温が
高 くな っていった。逆 に くだ り道 に
さしかかるとみるみる気温が下がつ
てい く。 「な んだ アー 、 これ はJ 、
頭が正常 につい て行かない. 我 々の
ま低 くな
世界 では山にむかえば気1 , 日

北極海油田基地へ物資 を運ぶ大型 トラック. 排 気ガスの
水分 が凍結 し煙が地上 にたなび く. 気 温 は‑ 4 1 ℃ だった。

り、平地 に日1 れば高 くなる. 厳 冬期
のアラスカは逆 だつた。一定以 卜に低 く冷や された空気は■ くな り下 に沈 むこと、そ こまで
まわるまでにまた時間が必要だった。
vltが
アラ スカ第一の大,f、ユー コン川にさしかか つた.河 日か ら2 800kmほどの地点 、なのに
橋 はこの ケ所 だけ とい う。 このあ とカナ ダ領 に入 り約4.000kmほどの 人河.カ ナ ダ領 に 4
つの橋 、 この大河 に して計 5つ の橋 しかない とい う。極北 の 人地の広大 さを実 よさせ られた.
川は全而 凍結 、数 メー トル下 に水が流れている とい う。私 たちの日に人る ものは凍結 した世
スリ ップが ない とい う ‐
X)℃ほ
結 して も 40℃の世界 になると
界 しかなか つた ,企 ull凍
'Ìの
い
タ
であつた。
で きな 話
どの飛騨 の冬でス リップに悩 まされている私 には これ もよく
'1解
‖い
お こるとい うことは タイヤの摩擦熟で氷力'溶け、 タイヤ と水 のFllに
イヤ スリップカ｀
水の膜がで きるか らお こる現象であつて 摩擦熱で も溶けない 40℃の11界にあつてはスリッ
tも理解 で きるまでに時F]が必 要な ことばか
い とのこと、どれ もこオ
',な
りの運繊 だった。 フェアバ ンクスをJI発して 8時 間は ど、車 は 日的地 コール ドワッ ト11に着
いた。村 といつて も北極海海底油日に物資 を通ぶ ドライバー達 のための ドライブ インだけ.
プとい う現 象がお こ

「
次 のサーヴイス ステーシヨンまで2 5 0 マイル ( 4 0 0 k m ) J とい う標識がまたアラスカの
, t 大さを教えてくれた。
￨オー ロ ラ見物Jと い って も楽 な ことではなか つた。
いつ 、 どこに口￨るかは今 くわか らない。 (今11 番 よ
つた。)オ ー
く出 た時 間帯 は午前 2時 か ら4時 の ln5だ
ロラは360度の 大窄 の どこにでるかわか らない。家 の中
で出現 を待 てば天空 の一 部 しか見張 りで きない。屋外
となれば20ヽ30分ほ どもす る とこの生身のか らだが凍
結 しは じめ、か らだの動 き力゛ぎこちな くなつて くる。「ア
ラ スカでは毎冬、 自宅 の玄 関 ドアの収手 に手 をかけた
状態で凍死 して いる人が いるんです ヨ。か らだ に異変
20分間 と
を感 じた ときは もう手遅れ。 だか ら厳冬llllは
時間 を決めて行動す るんです。特 に他州 、他 国 か ら移
住 して きた人が よ くや られるんです。Jと 話 して くれ
た星野道夫 さんの言葉 を想 い出 した。外気 を直 に呼吸
‑10‑

真冬の余興。髪 に水をつけたら数秒で
ごらんの とおり。恐るべ き‑ 3 8 ℃。

氷でバ リ
すれば肺炎 になって しまう。マ フラーの覆面越 しに呼吸するため、日や鼻 の周Jplは
バ リになつて しまう。 まぶたが凍 りついて日があかない。 オー ロラ見物 も気楽 なことではな
く、いの ち力ヽナの重労働 であった。そ んなオーロラ見物 だったが、一度天空にオーロラが舞
い始 めると一同狂喜乱舞、歓声奇声 を発 しなが らとびまわった。気温が 40℃である ことを
い う時にカメラのシャッ
忘 れて しまっていた。そ してオーロラのクライマ ックス、ここ― lTlと
ター を切 ろ うとした ら、 シャッターは凍 りついて しまっていて動 かなかった。
私力￢日人的に厳 しく思 つたのは外 での用足 し作業 だった。飛騨の地で 日常的に身につ けて
いる ものが 、厳冬期 のアラスカで どれだけ通用す る ものか試 したかつたので、アラ スカ特製
の防寒服 をつ ける ことは しなか つた。暖かめパ ンツに股引、特製 ダウ ンのズボ ン下 にズボ ン、
そ して 番外 にオーバー ズボ ンと五重が さねのいでた ちだ つた。 い ざ用 を足そ う とい う時
厚手の手袋 を したままで とい うわけ にはいかない。手袋 をはず したその瞬間、指が棒 の よう
になつて しまう。その指で 5つ の トンネルを くぐりぬ けなければな らないので 、その作業 た
るや困難 きわ ま りない ものだ った。 40℃の世 界はマ ンガの ような世 界だつた。星野遭夫 さ
つ きまとっていた と思う。 しか し、彼の本 にはそん
んの厳冬期 の撮影旅行 に もそんな困lllが
な話 は一つ もでて こない。意区的に書かなか つたのだろ うか。我 々の ガイ ド役 の安藤 さんは
愚痴 をこに していた。 「■野道夫が見たアラスカが見たい」 とい う問 い合 わせが 多 くある と
い う。それ もあの広大なアラスカを 5泊 6Hと か―週間内で とい う注 文。仕事 だか ら仕 方な
い と案内す ると、夏 ならば蚊が多 い とか冬 ならば寒す ぎるとか 、■野道夫 の本 にはそんな こ
と一つ も書かれていない と文句 を言 うとい う。我 々の想像力欠刻￨もそ こまで くれば世界遺産
ものである。 しか し、私 はそ こ までで は なか ったが 、や は り 40℃ の世 界 は想像外 だった、
私たちの住 むll界、 日毎 にバーチ ヤル化 して きた。映像でいろんなもの、世 界 を見、そ して
見た気持 ちになっている。その 見た ような、体験 したような錯覚が多 くの問題 を産み出 して
いる今 日このごろである。40℃ の厳冬期 のアラスカは、改 めて実際 に触れ体験 してみるこ
との大切 さ、重要 さを私 に教 えて くれた。

夜空 に舞 うオーロラ、外 は‑40℃ だった。 フェアバンクス郊タトで。
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最近思うことと、あぶらむプログラム
立教小学生の感想
2年 前 、 「
脳内汚染 ￨と い う本 を読み、大 きな衝撃 と共 にある種 の納得 を得 た。著者 は京
専門Fと なった人である。そんな経
都医療少年院の医師であ り、大学 で哲学、転部 してl Klの
歴にひかれて読んでみた。不金枝児 やひきこもり、また家庭裁半り
所か らの補導委託 で預かる
‖卓が多々あ った私 に、本書 は多 くの気づ きと納
少年達 と直 に接 していて、 積 していた疑‖
得 を与 えて くれた。
は麻業 と同 じであるJと い うことである。以下、
著者 の主張 を一言でいえば、￨い √グーヱ、
脳内汚染か らの脱出 ￨、 一ゲ ーZ、 ネッ ト依存症 ―か らフ用 してみ
少 し長 くなるが著者の 「
たい。
党醒斉1の静脈注射 に も匹敵。
tるコン ドンの インペ リアル カレッジとハ ンマー
ノーベ ル11受ll者を輩ILしたことで
オ
'1ら
ス ミス病院のり1究者地 は、PET(l・u電 子放劇田i層撮影)と い う淑1定装置 を用い、テ レビゲー
′
、をプ レイすることによ り脳 の￨で 何が起 きているのかを調べ た。 8人 の リ
リ
性 ボランテ イア
1/での ドー
が、戦 11を操縦す るゲームを∞分間行つた。す ると、1尚内の線条体 と ばれる.l・
'手
‐
パ ミン放Hlが、約 2倍 にも1曽えていたのである。 これは 体 何 を意味するのであろうか。
ドー パ ミンは、脳 勺の神経伝達物質の一つで、報酬系 とよばれる仕組 みを支えてい る。報
酬系 とい うのは、何か を努力 して達成 した ときに、心 の報酬 を 与える脳 の仕判1みで、た とえ
ば、難 しい出1題を古労 して解いたときとが、十 ッカーのゴールを決めたときにも、￨や った ￨￨
とい う思 い と 緒 にlltl‖
されるのである.達 成 した ときだけでな く、 もう少 しで達成で きそ
うだ とい う期待 の高 ま りと同時 に、 じわ じわ と放出が高 まる。
特 に線 条体 の側坐核 と呼ばれる部位で、 ドーパ ミンが放出 されると、快感が生 じる.性 ll
なエ クスタンーの状態 において も ドーパ ミンの放出がおこ り、それが性的な喜びの源泉 とも
、
な つている。人の脳 は、そ うした′
じ
地 よい体験 を記憶 して、また同 じ行動 を繰 り返す ように
なる。心地 のいい ことを、人はす ぐ覚 えるのである。つ まり報酬系は、人が何かを学習する
時、それ を強化するシステムで もある。
を味 わい、褒 めて貰 うと、人 はその行為 をまた意欲
勉強 にしろ、 スポー ツに しろ、達IIt感
的 にやろ う とす る。逆 に、やって も達成で きなか つた り、貶 される と、 もう二度 とや りた く
な くなって しまう。心 の報酬 を司るシステムは、その意味で、意欲 の源泉で もある。
ところが、 コカインや覚醒剤 とい った麻薬 は、業理学 llな作用 によ り、直接的に ドーパ ミ
ンの放出を増や して します.,何もltワ
0な努力 を しな くて も、薬物 を鼻か ら吸 い込んだ り、静
脈 に,キ
射す るだけで、線条体 に ドーパ ミンが溢れるのである。その結果、現実 llに努力す る
ことな く、激 し,Ч央感が得 られて しまう。つ ま り、報酬系の短絡的満足 を引 き起 こすのであ
る.
ちなみに 同論 文に弓け‖されているデー タによると、覚醍剤 (アンフェタミン)(02mg/聴 )
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を静脈 に注射 した場合の ドーパ ミン放出の増加 は、約23倍 と算出 される。ゲームを50分問
プ レイす ることによって生 じた ドーパ ミン放 出の増加が、約20倍 だ とい うことは、ゲー ム
をプ レイすることによって、党醒剤 を静脈注射 したのにはぼ匹敵す る,大
態が、脳 の中で起 き
ていた とい うことである。
この ような子 ども達 を取 りま く現実 の中で、我 々がで きることとい えば 「
お米がで きるま
でJを 丁寧 にやる しかない と私 は思 つている。 「
飛騨便 り]に も記 したが 、米 はつ くるよ り
も買 う方が数倍安価 なのが現実 です。 だか らといってそれをお金で解決 して しまえば、大切
なものは何 も見えな くなって しまうのです。私 たちは 「
便利 さJの 名の もとに、 この大切 な
ものを捨 て去 って きたのです。すなわち、1大
切 な ものは 日々の遅 々たる営 み とい う 「プロセ
ス (過程)Jの 中で しか身 につ ける ことがで きないのです。 「
便利 さJと い うことは、 「
始
め と終 わ りの間をいかにはぶ くかJ、 いわゆる 「
キセル社会Jで しかない と思 い ます。始 め
と終 わ りとの この 「問合いJの 中にこそ、実は私たちの人間的成長 に必要な学 び、気づ きが
あるのです。私たちが ￨お米がで きるまでJに 同執 しているのはその点 にあるのです。
あぶ らむにやって くるいろんな課題 をかかえた子供 たち、私 はその食事 のイ
1方に注 目しま
す。 まず始 めは、10人が10人まで、茶碗 に無 数のご飯つぶ をつ けた ままで、ごちそ うさまを
して しまいます。おかず もあちこちのlllに
手 をつけての くいちらし状態です。 しか し炎天下、
日の草取 りをした り、畑の手 入れ仕事 などを経験する と、いつ しか食べ 方が変わつて くるの
です。 「もっ ときれい に食べ な さいJと いわれな くても、お互い気がつ くと茶碗 に 粒 も残
す ことな く、 きれい に食べ られてい るのです。人生 に 一番必要な 「あ りが とうJ=￨い ただ
きますJと い う言葉 は、この 「
お米がで きるまで」 =も の ごとのプロセ ス 価 程)に 参与す
ることにあることと、私 は確信 します。 このプロセスをはぶいた ところでは、私 たちに気 づ
き、学 びそ して感謝 とい う大切 なことが うばわれて しまうばか りではな く、 「
仮想現実」 な
るものが (TVゲ ームや ネ ッ ト等)、 「
い
となる
ころ
と うと
麻薬Jと 同種類
に、私 は今 日的
課題 を強 く感 じます。
「
脳内汚染」 とい う本 との出会いは 2年 はど前ですが、私 は 自分の動物的 「カンJと して、
その ことの危険性 をTVゲ ームの出だ したころよ り感 じて しまい ました。 だか ら米 は買う方
が安 いこ とはわかっていて も、 「
お米がで きるまでJに こだわって きました。 「
体験主義J
といつて一笑 にふ され ようが、自分で一つ一つ体験 し、それを 「
経験Jと して行 くことの大
切 さに、私はこだわ ります。
そんなことを漠然 と思 い、考 えていた私 に、卒業生 の一人が小学校 5年 生の体験学習 プロ
グラム をもって きて くれ ました。現場 の小学校教師 と飛騨 の 口Iで、半ば仙人暮 らしの ような
生活 を してい る私 との協 同作業、思索が始 ま りました。子供 たちの反応が気 になる ところで
す。以下、小学校5年生のい くつかの感想文 をお伝 え します。
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「
飛騨高山」
56C 6

金子

颯

ぼ くは、グローバルの説明会でいろいろな コースの写真 を見た時か ら
日よくは絶対飛騨高山あぶ らむの コースにす るぞ lJ
と決めてい ました。なぜか と言 うとは くは 自然や虫が大好 きであぶ らむには虫がた くさんい
そうだった し、なによリー度 ツリーハ ウスでねてみたか ったか らです。ただ一つナイ トハ イ
クが どうかなと心配で した。
そ して行 く日に近づ くにつれて とって もワクワクして きました。
いよい よその 日が来 ま した。大 きな荷物 を持 つて
「あぶ らむヘ ゴー !」
みんなでバス に乗 つて トラ ンプを した りお しゃべ りを して 5時 間 ぐらい過 ご しました。そ
してやっとあぶ らむに着 きました。あぶ らむの土地はとつても広 くて、そ してとまる宿 もとつ V
で も広か つたです。思 いつ きり走 り回 りました。その 日の夜 、あぶ らむにすんで いる大郷先
生 とい うお じい さんのお話 を聞 きました。色 々な楽 しいお話 を聞 きました。大郷先生は、
「とつて もいつぱいな人だな〜 と思 つたけれ どち ょっとふ じぎな感 じもするな」
で もそ こがいい。そ して ごえ もんとい う部屋 にとまることにな りました。
2日 日です。朝 7時 に起 きました。空気が とつて もきれいで した。あぶ らむのは じめての
朝 です。
今 日の メインはピザ作 りです。 これ も楽 しみに してい ました。みんなで粉 を練 りま した。
そ して少 しその きじをおいて木工場で作品を作 りました。 自分の顔 を葉や木や タネで作 りま
した。 よくで きました。
ピザは、 きじをのば して ぐをいつぱいのせて大 きなか まどで焼 きました。 りつぱなか まど
です。大郷先4iが焼 いて くれ ました。
そ してみんなでおなかいつぱい に食べ ました。最高におい しかつたです。
年 後 はまきわりです 。まきわりをやるのは初 めてです 。大 郷 先 生 が教 えてくれました。よくわ
れなかつたけれど大 郷 先 生がや つてくれました。おのをあげて、「ピュー」とおのをおろして… V
ツ｀シンJ
「
とまきが まっぶたつ にわれます。大郷先生はす ごいなヽ と思 い ました。
この 日の夜、 きもだめ しに行 きました,,ぼくは仲 のいい友達 と行 きました。 と中、おはか
もあ りました。お はかの所で鈴 の音が した り声が しました。ぼ くは
「
絶対先生 だなJ
と思 つたけれ ど友達 は走 って行 って しまい ました。 2人 になつて歩 いてい たら木のうらに先
生がい ました。バ レパ レです。 ゴールについて帰 りました。そ してね ました。
3日 目は四十八竜 の上流 で川遊 びを しました。が んばって魚 をとりました。そ してお昼 を
食べ ました。そ してあぶ らむで 自由に しました。 トカゲをとった り虫をつか まえた りしまし
た。そ して仮みんをしていよい よオーバーナイ トハ イクです。出発 は夜の 7時 半です。
出発 して山道をず 一っと歩 きました。 3時 間半かけて11キロ歩 きました。 いぶ し山の出ちょ
うに着 きました。満月 も見えてホタルも見えました。満月にてらされた雲海 も見 ました。 とつ
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tどあ とか ら古 しくなっ
て も感動 しました。休 けい をして 下りました。 は じめは楽 だったけオ
た りねむ くなった り大変で した。テ イム先11に支 えて もらい半分ね r・
ヵ,ら歩 きました.テ ィ
ム先■力'支えて くれたので助か りました.テ ィム先生あ りが とう 1そ してみんなで声 をかけ
合 ってや っとあぶ らむに着 きました。す ご くうれ しくてたま りませんで した.つ かれてお、ら
,ら したけ ど 「
やった ヽっJて 感 じで した。着いたのは朝 の 6時 で した。そ して思 いっ きり
ねてか らじゃがい もは りをしました.4日 目の始 まりです.は った しゃがい もで カレー を作
りました。飯合で ご飲 をた きました。そのカ レー ライスはとって もおい しかったです.
それか らあふ らむの大か くれ んはをや りました。先生達がおにで した。ぼ くは友達 とシ ョ
ベルカーの中にいたら大 をつれた人郷 先Jlにみつか りました.み つかったので次 はおにです。
けっこ ういっぱいの 人を見つ けたけれ ど全 員はみつ けられなかったです.す ご く楽 しかった
っ
な。 この 日の夜はまらにまったッリーハ ウスです.ツ リーハ ウスでみんなで しゃべ った
"■
た ￨,して楽 しく過 ご しました.本 のかお りもいい し ゃ ,ばツリーハ ウスはいい な。
日は高山市 を見学 しておみやげを買い ました,お まん じゅうゃ llかぶ を買い ました。
高山市 にある3(X)年
前 にで きた とい う じんや を見学 しました.あ ぶ らむのイ
占も300年前に作 ,,
5

れてい ました。す ごいなと■ttヽ
ました,
の うきllでや りま
午後官川 とい う川でいかだ下 りをゃ りました 最初は練習で 大きな ゴヱ、
のいかだですぃすい進み ました。 と ,
した.流 れはけっこう甲かったです.そ して大きなゴ′、
て もお もしろかったです。
へ 行 きました ノ
つかれ をとるために,11′ヽiむil泉
,てんぶろ もある L晨 11で1
そこで休
んであぶ ら0で バーベ キ J― をや ￨,ました お内に ツーセー ンにlF来liいかにた くさん食べ
ました そ Lて キ ヤンプフアイヤ ー をや りま した A B(1と
た しもの は と ,て も
'LJlの
楽 しかったです.
,て1,いし」,「
もうけJI九￨ります.す ご く残念.あ ぶ らむは と´
です ￨1然 がた くさんあ りま
す.そ して楽 しいいろいろなプログラム もある L、 本当に楽 しい口iだな.
6

あぶ らむの最後のこはん を食べ て、あぶ らもとお別れ しました。すんご― く楽 し

か ,た な.
ぱ くは

を選 んで 本 ・
1 に よか ったで す あ
'
,
む
ぶ , , むでや , たこ とl L た物 人搬1 先4 1 やスタ , 7 の みな様
あぶ

全剖 切 な思 い出 です .
̀大
あぶ らむか ら帰 って 来て、東 京 には 自然 が 少 な くて
す ご く残 念 な気持 ちにな りま した。家 の l l r く
には、 スー
バ ー や コ ンビニ が た くさんあ って それ は便利 だけ ど、
小 さい ころか ら虫や 自然 が大 好 きなぼ くは、 あ ぶ らむ
み た い な 自然 な口「に, ん で み るの もいい か な と思 い ま
した.
qが
t」
自然 が あ って 、仲 「
・ ぃ る こ とが 大 だ とわか りま
した。最高 なグ ローバ ルで した。
大郷 先 生 とス タ ッフ と、 つ れ て 行 って くれ た 先月, あ
りが と うご ざい ま した.
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「オーバーナイ トハ イク」
5年 C組 33

古川

歩

平成 19年 7月 29日 の夜、 グローバ ルエ クスカー シヨンで行 つた飛騨高山のあぶ らむの里で、
ぼ くは 6人 の友達 と一緒 にオーバ イナ イ トハ イクでいぶ し Iに今 りま した。
オーバーナイ トハ イクとい うのは、てつ夜でいぶ し1旧まで26キ ロメー トル歩 くハ イキ ング
です。出発す る前、 ぼ くたちは学校 の クラス と同 じA組 、B組 、C組 の三 つの グループに分
1の大久保 さんとい う男 の人、B組 の引率 は遠 先41、
かれ ました。A組 のりP率はあぶ らむのり
C組 の引率 は西村先生で した。ぼ くは もちろんC相 で した。夜 7時 ぐらいか ら、A組 、C組 、
B痢1の順番で、いぶ し出に向けて出発 しました。
tど周 りはよく見えま
tど、月が出ていて、1音いけオ
人気 は夜なので よくわか らなか ったけオ
tど 、
した。日1発した時 は、 まだあた ったかかつたけオ
￨いぶ し は寒 いか らあたたかいかっこうを して行 きな さい.J
と先生 たちに言 われたので、ぼ くは長そで長 ズボ ンの 上に レインコー トを若 て、水 とうを入
1てい るので、かい中電灯 はリュ ツクに人れ ました。夜
れた りJノ クを しょい ました。 月が日
中にみん なと外 を歩 いた りしたことはなか つたので、ぼ くは出発の とき、ワクワクした気持
ちで した。
IH発 してか らは、 しば らくiH路を歩 きました。先Jlも友達 も、みんなで構 に広がつて歩い
てい ま した。歩いている うちに、だんだんと山道 になつて きました。山道 は登 リカ■ナっこ う
きつかったけれ ど、
「くまが出そ うだ。J
などと、みんな と言 い合 い なが ら楽 しく歩 きま した。 とHl、A組 やBr■にlLいついた りぬ か
された りしなが ら、頂 卜に向か ってがんばって歩 きま した。頂上が どんなところなのか、楽
しみで した。 いぶ し山の頂 卜に近づ くと寒 くなつて来 ま した。だんだんつかれて来たので、
みんなあ ま りしゃべ らな くな つてい ました。
夜中の12時 ぐらいに頂 卜に着 きました。頂 卜はす ご く広 かったです。神社の ような ものに
tど 、ぼ くはつかれて しまって 「がれなか つたのが残念で した。頂 「
ltく階 だんがあったけオ

26 5kmの オ ーバ ー ナイ ト ハ イ ク.
路上 で―休 み 、その まま眠 って しま う子 も。

小麦粉 がピザに。自分 でつ くることによって
食 への関心 もちがって くる。石窯 で焼 くピザは
とにか くうまい 1
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か ら周 りを見 る と、今 まで歩 いて来た道や、飛騨高山の町の明か りが下の方 に見えて、
「とて も高いんだなあ。J
と思 つて達成感 を感 じました。頂上 で20分ぐらい して、先生たちか らもらったチ ョコレー ト
を食べ た り、パ ンを食べ た りしました。なぜ かす ご くおい しく感 じました。
休 けいが終わってか ら、今度 はちが う道 を通 つて山 を下 りま した。 ドリの道は意地悪みた
いにす ご く長 くて、地 ご くのように大変で した。あぶ らむの里に早 く着 いてねむ りたいのに
ず っと道が続 いてい らい らして しまい ました. 卜りの中で とちゅう休けい したときは、山道
の道 ばたの石がごろごろ してい るところで、ねごこ地は悪かったけれ ど、 リュ ックをま くら
にしてねむって しまい ました。下 りている と中で、雨がお、り始 めたので、折 りたたみのか さ
をさ して歩 きました。IIを下 りてか らは、占い家が何 けんかあ ったので 、そのそばを通 ると
きは静かにしました。最後の方は とて もつかれて、だまって歩 きました。
た く 歩 いて空が少 し明る くなったころ、あぶ らむの里 にとう着 しました I宿 についてか
らは、ただただねむ りたい とい うこと しか考 えてい ませんで した。お茶 を飲んで昼の12時ま
で ぐっす りねむ りました。起 きたとき昨 ロオーバーナイ トハ イクでいぶ し日の頂 卜に登って、
今 日帰 つて きたような、変 な感 じ力'しました。
オーバーナイ トハ イクは、ぼ くが グローバルエ クスカー ションで飛騨 高山の コー スを選ん
だ一つの理由です。ぼ くは行 く前 は、オーバーナイ トハ イクは もっと、プラックホールにい
るみたいに真 っ暗 なのか と思 つていたけれ ど、 じっさいは月が明 るか ったです。月がそんな
に明 るいとい うことは、今 までまった く失1りませんで した。 これはあぶ らむの11に行かなか っ
た ら、わか らないこ とだった と思い ます。夜 中にねむいのに山を 下りるのは大変だったけれ
ど、今考える ととて も楽 しい tuい出にな りました。
ぼ くは、同 じ日本なのに、飛騨高 は都会 とは、ぜんぜんちが うんだなあ―と思い ました。
家の数は少ない し、都会 とはちがって不便 です。冬 に雪がふ つたらもっと大変だと思い ます。
これがいなか というのか と思い ました。で も自然にいっぱい囲 まれてい ます。都会は人がいつ
ぱいいてに ぎやかです。 オーバーナ イ トハ イクだけではな くて、川 ドリや ピザ作 りな ど飛騨
高山では都会ではで きない ことがた く山で きて楽 しか ったです。 また時々は、飛騨高山のあ
ぶ らむの里の ようなところに行 って、 自然 と遊 びたいなあと思 い ます。

楽 しさが溢 れる後姿 。子 どもはこ うでな くちゃ。
,
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I ア ー マ ッ トのいかだ。夏 は水遊 びが一番。
川 と親 しむことによって自然 への関心が高 まる。

アメリカよりあぶらむヘ
― From AmeHca wth Love一
」ヽ￨ 1 智 子

あぶ らむで 1年 十、ス タツフとして よ く働 き、家庭裁半1所か ら補 導委託 で預 かつた少年 た
ちを面倒 みて くれた彼女が、 アメリカ、アイオア州立大学 の 大学院に学 ぶため、あぶ らしを
離れ ました。学業 を終 えた後、 またあぶ らむにもどって きたい といつて くれてい ます。そ う
なれば嬉 しいですね。ア メリカに行 って感 じた、あぶ らむ発見記です。
「ア メリカに行 ったらお蕎友 もお寿司 もたべ られな くなっちゃうよ〜。 ともちゃん、それ
ヽ
で もいいの ?￨と い う大郷 さんの 言葉に,し
柵 さぶ られ、皆 さん との しば しのお別れに後ろ髪
をり￨かれなが ら日本 を後 に し、 とうもろこ し畑、大豆畑が果て しな く続 く大地にや つて きて
もう2ケ 月以上が経 ちました。
「
食 と農業を勉強す るのになんでア メリカに行 くの ?lJと 大郷 さんに問われた とき、 まっ
た くもつともな意見だ と思いつつ 、それで もどうして ももう一度 アメリカで勉強す る夢 を叶
えた く、あぶ らむの 1年 4カ 月の暮 らしに渓、洪でお別れ したのがついこの前 のような、ず っ
、ンを見てはあぶ らむを想 い、人を見ては {大種 も
と普の ような、不思議 な感 じです。 カメ′
関係 な く)ぶ ぶ (あぶ らむの大)の 香 りまで懐か しくな り、か はちやを見ては育 さんの煮物
が恋 しくなる、 といった共合 に、あぶ らむが頭か ら離れることはあ りませ ん。
現在、私 はア イオワ州立 大学 で、 どの ように晨業の形が変 わって きたのか、農業の変化が
I」
食 にどの ような影靱 を えて きたのか、現在の農業 を変 えられるならば、 どの形を模索すべ
きかな ど、とにか く食 と晨業 にかかわることを片瑞か ¨勉強 してい ます。今回は学生である
と 同時に教授 のアシスタン トもしてい ます。地方問題 に関する社会学部 のクラスのデ イスカッ
シ ョン部分のす
H当で、大部分が ア イオワ出身の大学‖iたちと、資囚、移民、農業政策、バ イ
オエ タノールの もた らす影響 など、アメリカの地方部 に深 くかかわるテーマ について勉強 し
てい ます。なぜ 日本人の私がアメリカの地方問題 をア メリカ人の学41に教えているんだろう、
には
と不思議 に思 うこともあ りますが 今の ところ自分が取 つている授業 と同 じくらい (1寺
それ以 卜)教 える ことを楽 しんでい ます。
さて同 じプ ロ グラムの大学院 生 と将来 の
夢 を話 して い る と、 「で きれば どこか に土
地 を見つけ、農業 を しなが ら、 ワー クシ ョ ソ
プをしたり、自給 自足に近い形のコ ミュニテ イ
を作 りた い。そ して都市部 の r供 たち を受
け入れて…Jと いっ た コ メン トを よ く聞 き
ます。 そ のたび、私 は まさにあぶ らむのア
メ リカ版 !と 思 い 、あぶ らむの話 を した く
な ります。みんなあぶ らむの話には興味津 々。
こち らに来て い か にあぶ らむの よ うな場
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あぶらむの畑 でとれた大 豆で味 噌をつくる智ちゃん。

ワi がl l 界中で必 要 とされてい るのか

つ くづ く感 じてい る次 第 です . 大 学 卒業後、 l l は約 3
年 十東京 の翻訳会社で仕 事 を して い ま した. そ の 問→・っ とアメ リカ行 きは 考 えてい たのです
が 、 ア メ リカで 食 と農業 を勉 強す る前 に、 ￨ 1 本の 他 の県 で生 活 してみたい 、晨業 を近 くで 見
てみ たい と思 い、不思議 な縁 の あ ったあぶ らむで l J l か
せ てい ただ きま した。そ して今ア メリ
カで勉 強す る 卜で

あぶ らむでの 1 年 1 カ 月が とて もせ1 米
深 い ものであった と感 してい ます.

社が教 えてい るア メ リカの学生 も、 ￨ 1 本の名 者 と同様 食か ら離 れてい ます. 広 人な農地 に
日 まれて育 った学4 , も 現 在の大規模 出業が もた らす影響 や 家畜 の扱 い な どの さまざまな
‖‖題 につい て意識 の ない生徒 が 多 く 食べ 物 は i からではな くスーパ ーマ ケ , フトか ら と
いっ た感覚が現, : です. ■ ●や鶏 内 を食べ て も スーバーの パ ックになる以前 の 、■ きて い
る動物 には結 びつ きませ ん。 私 もあふ らむで 暮 らす まで はそ うで した. 真 冬 に トマ トやナ ス
を食べ て も違和感 はなか ったです し どのお 米 をr = べて て
, それは ど味 のキ を感 じませ んで し
た。 ところが あぶ らむの生 1 舌を経 て 東京 に戻 った時 に

力' あま りに道 うこ と
野 業やお米 の1 木

に シ ョ ックを受 けた こ とははっ き ￨ , と党 えて い まう.
あ ゝr , むは地 元の 方 々

全 劇 世 界 各1 し
か

まる皆 さん 颯 日か ら来ていた徐 さん
',■
末 との 交流 だけで な く 会7 「
H 時 代 ￨ : はほ と
ム どかか わ りが なか った ￨イt′)少11た
Ji
',と
￨
,
れ
する機 会 も, ズ
, 舌を, t t ●
ま した: ￨ セ
',と
べ
I
出
1 1 で, 力｀
, したI ￨ はヽ てか 大切なたt t 」
、
' t イはやは り
の
で , 少年, 1 イ, 1 "
不
食 り「
̀
,
つ
だす ときにい も, 1 リ
リ会 をす るので
' そ
の た びにl l ら1 ま を揃 えて 、ル, ぶ ' 力
でみ ス
',む
なで 食 I を した こ とが 子の思 い出 だ った ヒ
; ´てい ま した. 食

1 を, 1 んで 、会, 1 1 と
r̀べ

大好 きなぶぶ ( 大) と 一緒に猪伏 山 まで
スノー シュー ハ イキ ン ク.

物 を, t 有す る とい う人l 」
な こ とを行 日当た り

j,て い るあぶ らむは、離れてみて改 めてす ごいな、 と感 じます.あ ふ ¨むの食事は
前にイ
それ までの少年たちの食生お
1とは大き く辻 った とttいます し、「1んはや1円
でのイ「
■ しぃた
けやなめこのヽ
1菌、味噌作 りなと、食べ物 の■産のプロセスにかかわるこ とは 私 に とって
大 きな学 びであった とともに、少年た ちに とって も意味深 いこ とだった と思 い まづ.
今年 5月 までいたM̀と は一i7にln植えを糸
千版 しました.田 植えの 1週 .1後、彼 を,1りか
て ら自転車 で官
の

へ行 ったときのこと、実 りの時季 を迎 えた麦 を見てM]は

んにはもう米がで きてるんだ よ 1と もさん、こオ
t米 ?!Jと

「なんで ここ
とで もびっ くりしてい まし

た。宮口に行 く前 には 「
富 に出んにはほ とんどないJと 言 っていた彼 で したが、富山市内
に入ってい くつ もの日んぼを一緒 に見て、 ここのオ
直え方、米 の成長具合はどうだ、ああだ と
.fし、た を見て驚 く往 を見て、なんだか とて も嬉 しくな りました。米 の産地 に行 った として
も、

んぼを語る16歳は中 々い ないのではないで しょうか.ま た多 くの 人は 作 l17と
しての
い
つい
の
て把掃 もな く、■の収穫時期 は把握 していないのではないて しょう力■,
米やス 違 に
いる
農業が行われて
地域、行われていない地域 の どこに住 んでいた として も、直接 かかわ り
がない と見えない物 は沢山あ ります.常 に食べ物 を口にで きるとい う恵 まれた環境 にいなが
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ら、 日本 人 もア メリカ人 も食べ物 についてあ ま り意識 知識 がないのが実情です。M需 のエ
ピツー ドの ようなあぶ らむの話は私の授業で も使 わせて もいつてお り、教 えている学生 にす
る とみんなとて も興味深 く聞いて くれ ます。
あぶ らむの■には、畑 、日んはだけでな く、山 にもおい しい物がた くさんあ ります。昨年
の今頃 は、みんなで きのこ図鑑 を調べ 、若十 の緊張感 とともに味 わった ・しめ じ"ご 飯 に感
動 してい ました。里の恵みに関 しては、ぶぶ (大)も 立派 な先生です。本 を見たわけで も、
誰 に教 わったわけで もな く、 よもぎ、ぜ んまい コンフ リー など、栄養た っぷ りの山来 を散
歩途中 に夢 中で食べ ているがぶ を見て よく感動 したものです。私 たちはどうして も人間の も
の さしで言算 した り、善悪 を判断 したが りますが、 自然 に教 わるとい うほかの動物 たちが普
通に行 っていることを忘れてい ます。 自然 の恵みか ら学ぶあぶ らむの姿勢 は、自然学校や夏
季 キヤンプに来る子供たち、 さまざまな問題 を抱 えてやつて くる少年達 だけでな く、宿 に集
まる大人の皆 さん、そ して私 の ようなス タッフにも多 くを教 えて くれ るはずです。
があ ります。大学院で勉強 してい
現在 は、 どこに行 つて も皆 スペシ ヤリス トを目指すlll向
る私が言 うの もおか しな話ですが、スペ シヤリス トを目指す前 に、4i活 してい く上での知識
をもっと重視 しなければなとつ くづ く思 い ます。畑や田んはの手 入れ、まきの準備、排水滞
や ド水の掃除、あぶ らむの仕事 は私 たちが生活す る 卜で必要 なこと、当た り前 にとらえてい
ることを改めて教 えて くれ ました。会社長時代 には、私 たちが生活 してい くためにどの よう
な基盤が必要なのか、エ ネルギー、水、食べ物 など、すべ てにおいて東京が どれだけ他県 に
依存 しているのか、何 も知 ろ うともせず に暮 らしてい ました。電気 はスイツチを押せばつ く
もの、食べ物 はどの季節で もスーパーで手 に入る ものに過 ぎませ んで した。 日本が消費 して
いるエ ネルギーの約 4%し か 自同で供給で きないこと、食の60%以 上を外国からの輸入に頼 っ
ていること、ましてや下水処理、その他、生活の基本 については何 も知 らず に暮 らす ことに
は多 くの危険力■まいんでい ます。あぶ らむはその ような基本 を問いかけて くれる責重な場所
です。
しました。卒業後 日本 に戻 った時のカルチャーショッ
私 は大学時代の 4年 半をアメリカでlljご
クは最初 にアメリカヘ来た ときよ りもひどく、東京での会社員時代 はアメリカに戻 ることば
道 としてではな く、新
か り考 えて暮 らしてい ました。あぶ らむの里での 1年 4カ 月は、lltげ
たな気持 ちで再びア メリカに来 る自信 を与えて くれま した。私があぶ らむを知る きつかけを
与 えて くれた小学校以来の友達 と彼女 のお父 さん、そ してあぶ らむの皆 さん とあぶ らむを支
えている数多 くの方 々に感謝 の気持 ちで一杯 です。今学生 として、教 える立場 として学んで
い ることを、いつの 日かあぶ らむの学校で活かす ことがで きればなと思 いなが ら、今 日もア
イオワで 自転車を こいでい ます。

高山市 との町村合併に ともない、従来使用 してきた国府町ケーブル ・ネッ トが
廃止 となり、新たに 「ヒダ ・タカヤマ」 に編入 とな りま した。
それに伴 いEメ ールア ドレス、あぶ らむホ ームペー ジのア ドレスも変わ りま し
たのでご案内いた します。

E¨メ…ル abram@hidatakavama.ne.ip
―

ー
カ

2007年
1月

あぶ らむこの一年

沖縄 よ り40名の 「
雪遊び訪間団J。 なのに積雪 ゼロ。初めて雪乞 いの儀式 をする。
沖縄の子供たちとlllの
神 に裸踊 りをささげたら、とたんに雪があ り出 した。
(1月 6日 ヽ 8日 )

2月

南山大学人間関係学科 ゼ ミ合宿
韓国 メツシス ト教会徐牧師一家帰国
沖縄訪問団第 2陣 (16名)。 周囲か ら雪 をかき集めて、どうにか しの ぐ。
あぶ らむ主催 「
厳冬期 のアラスカの旅J

3月

今年 もなを迎えることの喜び 「
春一番 の会J

4月

第11「￨「子 どもか ら大人までのネパールの旅J(参 加者 11名)
」A岐 阜厚生違看護専門学校新入生オリエ ンテーション キャンプ

5月

第14回さ くら道国際ネーチャーラン (名古屋 一金沢250km)参 加者94名
田オ
直え (19日)

v

沖縄 より 「田植え体験訪間団」 (18ヽ20日 参加者11名)
津軽三味線 二代 日高橋竹 コンサー ト
6月

グシュ タル ト セラピー研修会

7月

生 と死を考 える会」研修会
岐阜 「

8月

立教小学校 「自然 の中でお もいっ きリキャンプ」 (5泊 6日
あぶ らむ 自然学校 (67H7日
参加者 19名)

参加者23名)

南山大学人間関係学科 ゼ ミ合宿
9月
V

立教大学生 フ イリピン キャンプ合宿
第 1回 あぶ らむ黙想会 (3泊 4日 参加者21名)
肴青メ1り (26〜27日)
高山日赤病院研修医研修

10月 7日 脱穀。収穫量例年の 3割 減
11月 逝去者記念式
「
海 と山との出会 いJ、 富山 「
寿司栄J

坂本吉弘 さんと共に

味噌用大豆、えごま、自菜、大根等冬用野菜収穫
12月 沖縄訪問 (キャンプ地渡嘉敷島 下見、愛楽国訪問)
越冬準備開始
あぶ らむ通信発送
あぶ らむクリスマス会

ど うぞ よい ク リス マス を、そ してよいお年 をお迎 え下 さい 。
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‖‖‖‖寄 付 者 一 覧 ('06年11月 13日 〜'07年 11月 19日 )‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖Ⅲ‖‖
石神耕太郎/近 藤真紀/鈴 木脩平/神 日健次/坂 本吉弘/宮 城正男

正子/小 川智子/

津 ヤ コブ教会/芹 田フミ子/下 田英一/萩 尾出穂/前 日晃伸 容子/太 田置慈/梅 沢雪
子/北 山和民/日 野忠市/富 永隆史 敦子/星 野一朗/佃 寿子/長 野純吉/■ 沢悠子/
谷市三/竹 田純郎/坂 日和信/木 ノ内伸子/長 谷川牧子/長 谷幸雄/笹 岡節雄/須 間栄
津子/松 戸幸パ ウロ教会出張 バザ ー/森 田 トミ/長 谷川秀司/市 川聖 マ リヤ教会/山 田
日出夫/伊 藤法子/1i田 敏明/岸 井孝司/高 瀬留美/市 川秀一/根 本四郎/中 村芳枝/
串間千秋/静 岡聖ペ テ ロ教会/小 林武/渡 辺直明/藤 田宏之/高 濱友理江/:藤 真喜子
/池 崎静L /島 袋洋子/星 野直子/高 橋恵大朗/谷 草子/倉 石昇/福 岡女学院中学校高
等学校宗教部/小 林賢 ■ 佳子/松 村昭子/砂 川貴代/松 戸聖パ ウロ教会/八 代洋子/
宮古聖ヤ コブ教会/横 浜型 クリス トフ アー教会/松 本昌子/又 古亀次/杉 浦進/窪 寺俊 ̲
l和夫/人 呼豊/杉 山敏
之/湊 治郎/ジ ーン レーマ ン/岡 田賛二/祈 りの家教会/松 l■
子/三 原エ イ/鵜 川雅行/森 毅/矢 部直美/菅 野和了/森 本光生/片 桐多恵了/神 回キ
リス ト教会/沢 円京子/今 関公雄/静 谷英夫/大 槻 カズ子/上 師晴了/松 尾正枝/中 野
L日
え り子/京 野和子/江 田宣子/東 京聖 テモテ教会奉仕会/松 居勲/浜 中好美/森 f・
教子/河 野iド
司

マ リ子/ド 常前英一/斎 藤由美子/伊 藤文雄/和 川喜久枝/管 原美穂

整備:工
場/金 子美弥了/島 Hj信弥/
子/松 平信久/鈴 木育 二/長 尾文雄/げJ清水向rlJ車
鈴木武次/江 ￨1官子/佐 藤明了/池 け1秀直/坂 Ft新―/畑 井正本/久 Щ広 了/野 崎久 i
/石 原つや 子/本 田 りん/安 藤実

陽了/小 泉息子/東 祐了/鈴 木茂男/橋 岡加者「r/

鈴木康仁 /松 出あさみ/大 保木 I博 /俵 里英子/財 満研三郎

由美子/矢 崎ふ き子/倉

持昌弘/中 島努
‖‖Ⅲl新規 会 員 ('06年 11月 26日 〜'07年 11月 19日 )Ⅲ ‖ⅢⅢ‖Ⅲ‖‖‖‖‖‖Ⅲ‖‖
笠原雅子/日 根野慶 /石 崎東 大 奈生美/山 田裕章/永 田綾子/小 川智子/渡 辺信子

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