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あぶ らむの会発行
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菅沼 守氏作

長 い問待望 し、夢 にまで見 た 「あぶ らむの宿J力 '、多 くの人 々の
祝福 の中 に竣工式 を迎えま した。宿建設 のあまりもの スピー ドの速
さに、私 たちはただただ 日々追 われ るばか りで、 その喜 びをかみ し
め る余裕 などはありませんで した。 しか し、竣 工式 を終え一段落 し
た今、 ついこの前 まで草ぼ うぼ うの荒地 に、 この山里 の責婦人 の ごと く純 自壁 の舘が
つお、
つ と沸上 が
立派 に立 っている姿を見 るにつ け、夢ではなか った ことに驚 きと、お、
る喜 びと感謝 に胸 が はりさけんばか りです。 ご支援下 さ ってい る皆様や、建設 に多大
な御協力 をいただいた地元 の皆様 に、何 といって御礼 を申 し上げてよいのや ら、 その
言葉 さえ見当りません。 ただただ感謝 です。本当にありが とうございま した。
「
盤を研 ぐ 手 に降 る寒雨 飛騨 の春J、出来不出来 は月1と して この句 は私に とって
生涯忘れ ることはで きません。 ■年前、わずかばか りの信仰 とあぶ らむ構想 を胸 に、
J は切 ってはみた もの
私 は一人 この地 へや って きま した。 あぶ らむ構想実現 に向 け咬I・
の、果 た して野 となるか山 となるか、大 きな不安をかかえた私 に飛騨地 の寒 さが追打
ちをかけて きま した。今か ら思えば、試練 の 日々で した。
沖縄 の ライ園 に生 きる人 々に導 かれ、 キ リス ト教 の牧師を天職 とした私、不十分 な
が らも自 らが語 ることと生 きる ことを一致 させたいと願 って きま した。聖書 によれば
望んで いる事 が らを確認 し、 まだ見ていない事実 を確認す ることであるJ
信仰 とは、「
と教 えています。私 は、信 じて生 きることを職業 としている者 と して、聖書 の この言
葉を自 らの生 きざまの中で表現すべ しと云 いきかせて きま した。 そのような意味では、
あぶ らむ構想が この世的 な大 いなる確 か きの中か ら出発 したので はな く、多 くの不確
かさ、不安 に満 ちた中で出発 し、今 日、土地取得を終 え、 さ らには活動 の拠点 となる
べ き 「あぶ らむの宿」 の完成 にまで こぎつ けた とい うことは、信 じて生 きることの勝
利 として、皆様 と共 にこの事実を喜 び分 かちあ いたいと思 います。
それに して も不思議です。百年余 りを経 た館 が、 その昔 か らここに在 りま した ヨと
云わんばか りに、 あぶ らむの里 に建 っているのです。不思議以外の何物 で もあ りませ
ん。
あぶ らむの里土地取得 と共に、一刻 も早 くこの土地に生活 の拠点を もうけることを
願 って きま した。莫大 な費用 を必 要 とす る宿建設 には体力不十分、近所でいただいた
納屋を改造 して 自宅 にあて ることに しま した。 しか し、幸 か不幸 か、解体 した建物 は
何 を建てるに して も手間賃 は同 じな のだか ら、 建 て
白蟻 にや られてお り使用不能、「
るな ら納得 のゆ くものを建てた らどうかJと い う片町棟梁 の一 言で、 自宅 と宿 を併 せ
た建物 を建てることに決心 しま した。 そ してそれか ら花嫁探 し。本命候補 に幾度 も肘
鉄砲 を くらいなが らも、周囲 の人 々のお力添 えでどうにかお嫁入 り。 しか し、彼女 を
受 け入れ る経済基盤 など何一つないあぶ らむで した。
「自分 たちで 出来 ることは可能 な限 り自分 たちでJ、 これ はこれまで、 そ して これか
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らもあぶ らむのモ ッ トーですが、 プ ロの人 々
にとってはや っかいな ことです。 なぜな ら人
は、 ここは素人、 ここは職人 がや った ところ
と区別 して見ては くれません。全てが請負 っ
た職人 の仕事 として評価 されます。素人 との
協働 などもっての他 なのです。
しか し、全 てをおまかせす る経済的余裕 な
どあ りません。 自分 たちでで きることは自分 たちでやる しかないのです。 それには素
人だか らという甘えを捨 て、 しっか りとした仕事が出来 るようになるしかないのです。
これは私 にとって も大切な学 びで した。最初 は迷惑そ うな顔 を していた片町さんか ら、
いつ までにOOを

しておけ ヨと云われた時、本当に嬉 しく思 いま した。限 りない素人

と限 りない職人 が、一緒 にな ってつ くりあげて行 った一 つの世界、 これ も一つの不思
議です。
また春 にな り花嫁 を迎えるべ き基礎工事にとりかか ったとき、私 たちにはその工事
資材を購入す る資金 もあ りませんで した。支払 いは一 カ月後 だか らその間 にどうにか
しよう、例 によ って例 の ごと くのいいか げん さで工 事 ス ター ト。 そんな私 た ちに T
さんよ り資材費 の寄附。 このような不思議がい くつ も重 な りあ つて宿が出来 たのです。
カーテ ン布地 を寄附 して くれた卒業生 の S君 、 それを縫 って下 さ った Mさ ん、 自
分に出来 ることはこれだけと出社前後 に来 て拭 き掃除 を して下 さ った Oさ ん等 々、
宿建設 にお寄 せ下 さった皆様 のお気持 を列挙 しだ した ら切 りがあ りません。世の中に
贅を尽 した館 は多々あるが、 これほど多 くの人 々のお もいを尽 くした館 はそんなには
ないと思 い ます。
このよ うに、 このあぶ らむの宿建設 に携わ った職人 さんをは じめとする多 くの人 々
のお もいにつつ まれて、 ここに休む旅人 はきぅと疲れを癒 され、新 たな力を得て旅立 っ
てい くことを強 く々確信 します。
宿 の完成 を もって建設 の仕事 は一段落 したように思 い ます。他 に必要 な建物 といえ
ば、 ここで共 に働 くスタ ッフの家です。 これか らの私 たちの仕事 は、 この活動 の拠点
となるべ き宿を どのよ うに用 いて行 くか ということです。 いよいよ働 きの中味が問わ
れる時 とな りま した。土地取得 と宿の建設 はほんの第一歩、 これか らが本番です。 ど
うぞこれまでに倍 しま して、私 たちの働 きをおばえ、お祈 り、 ご支援下 さいますよ う
お願 い申 し上 げます。
今年 は暖かで穏 やかな冬 の幕開 きです。 しか し、やがてあの寒 さが訪 れて くること
と思 います。皆様 の暖かな ご支援を暖に して、来 る寒 きにむかいます。
末筆 にな りま したが、皆様 お一人 々の ご健勝 を切 にお祈 り申 し上 げます。
「あぶ らむの宿J、皆様 のおいでを心 よりお待 ち申 してお ります。
1990年11月
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あぶ らむの会代表

大郷

博

「
飛騨 のめてた」 で祝われた宴
鵜

川 貴

子

11月24日に行われた、 あぶ らむの宿 の竣 正式 に行 って参 りま した。
外側 か ら見たあぶ らむの宿 は、 その堂 々たる大 きさ、自壁 と黒 い木 の コン トラス ト
の美 しき、 まわ りの山や林 と溶 けあ う様子 など、 どこを とって も素晴 らしい もので し
た。
長 い飛騨 の歴史によ つて培 われて きた この建物以外にあぶ らむの宿 と してふ さわ し
い ものはあるまいとさえ思われ ま した。
す っか りいい気持 になって玄関か ら一歩中 にはいると、土間 というにはあまりに広
い土間か ら、 さらに広 いお座敷か ら、廊下か ら、何か ら、作業途中のいろいろな もの
が置かれて いま した。 う―ん、間 に合 うのだろうか、 とい う心配を している暇 もな く、
そ こにいる全員が働 いているのです。 二 日前 に トイ レが、 ■ 日前 に水道 が、 そ して、
前 日の午後 にな ってよ うや くお湯が使えるようにな りま した。 そしてポイラーのほか、
階段、洗面所、 トイ レ、お風呂などが当 日24日の午前中 に完成 したのです。 ギ リギ リ
とはいえ結局間 に合わせ るあぶ らむにはいつ もなが ら感嘆 しますが、今回 は大工さん
や職人 さんたちの力 によるものだけに有難 く、あぶ らむを支える輸 の広が りを感 じま
した。中で も階段 の取付 と檜のお風呂は圧巻で、別 の場所で組み立て られた階段を運
び込んで きた時、「白木 って こんなにきれいなんだJと 再認識す るほど色 も形 も生 ま
れたてのみずみず しさがあ り、 まるで オブジェのよ うで した。 い ぎ取 り付 けとい う時
は、出来上が ってい く宿 の姿をひ とつひとつ確かめてい くような気持で、大 工さんの
仕事を見せて いただ きました。今、何 かがで き 卜が る過程 をこうや って丁寧 に見 るこ
とので きる機会がないな ぁと思 いなが ら一 。綸 のお風 呂 の素晴 ら しさにつ いて は、
是非皆 さんに もゆ っ くり浸 か って味わ っていただ きたいと思 います。
準備 の もう一 つの柱 であるお料理 の方 は、育 さんを中心 に、味岡和子 さん、野村 の
お母 さん、洞 さん、自石 さんなどいつ もあぶ らむがお世話 になっている奥様方 の大奮
闘 と、岐阜 か らわぎわざ腕を振 るいに来て下 さ った本職 の料理人、服部 さん の六面八
賛 の活躍 で、素晴 らしい手作 りの品 々が並びま した。 オー ドブル、焼 き豚、おさしみ、
れ るご馳走 の数 々で した。
お赤飯、姫竹 の子 の煮物 などなど、 まさに、暖かみあお、
さて、よ うや く準備 も整 い駐車場係 と下足番が走 り回 る中、式 に来て下 さったのは、
まず この宿 を建て るにあた つてそれぞれの仕事を引受 けて下 さ った、飛騨 の大工さん、
左官 さん、職人 さん方。 いつ もなか ら絶 えず応援 して下 さる川上国府町長 は じめ国府
ヽ
や古川、高山の皆 さん。 そ してそのご家族。東京方面か らは、あぶ らむ の会後援会イ
ロ
表 の八代主教、事務局長 の西田さん、甲藤翁率 いる松戸教会 の皆 さん、 飛騨 150キ
を走 った森川 さん と海宝 さん、立教大学 の学生、およびその OBた ちで あ りま した。
総勢 100余名 の大会衆 が、余裕 で座 った宿 の広 さを ご想像下 さい。 老若男女 、何 の垣
根 もな く、ただあぶ らむを支える者 としてそ こにいる姿 は、七福神 と天使見習 いたち
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完成 したあぶらむの宿の宿泊客第一号となった方々

台所 も大忙 し、中央が育 さん

土間か ら玄関ヘ

なん と総 ひの き造 りのお風 呂

階段 の取 り付 け作業
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大郷代表 のあいさつ、感無量

感謝 を込 めた記 念板

鳳やかな実い声 は夜更けまで

2階 の個=入 ロ

里の全景、左に木工所、中央 に宿、右 に物置き
左の林 の奥が多 目的ホール
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の大宴会 のよ うで した。
峻 工式 は洞 さんの進行 ですすめ られ、 まず はあぶ らむの会代表の大郷先生 のご挨拶。
先生がお話 にな ってい るその間、台所では育 さんが正座 して じっと聞 き入 って いま し
た。本当 に、 ここまで来 ま したね、育 さん。
そのあと八代主教 より、「あぶ らむJの 名前 の出来をか らめたお話 があ りま した。
それか ら、地元 の皆 さんを代表 して川上町長か らお祝いの言葉を いただ きま した。国
府 の皆 さんにこの地をあぶ らむに譲 っていただいてか ら約 4年 。長か ったとは思えま
せん。 いえ、正直言 えば思 った以上 に早 くこんな立派な宿が完成 しま した。 それ も、
多 くの人の理解 と、理解 した気持 の現われがあ ったか らです。 この宿 も、片町建築 さ
ん、柳組 さん、洞邦宏 さん、片町板金 さん、長谷左官 さん、 ス ミ装飾 さん、下形設備
さん、渡辺電気 さん、山 l建具 I:芸さん、イ￨ド製畳 さん方が、商売 を越えた心意気で、
素晴 らしい技術 を破格 の費用で請負 って 下さ ったおかげです。式 では、皆 さんの気持
にあぶ らむな りのや り方でお応え しよ うと、写真 のよ うな記念板 を宿 に掲 げま した。
この板 には八代主教 が聖水をふ りかけて ヽさいま した。
食前 の祈 りの後、 いよいよ大宴会の始 まりとして鏡開 きが行われ ま した。小槌を握
るは、川上町長、大郷先′
￨、 八代 ●教、 そ してあぶ らむの会後援会 事務局長で、 日夜
募金 とあぶ らむ債 の領収書を手放 さない西田さんの 4人 です。771′I区長 さんの音頭
で乾杯 した後 は、御馳走 とお酒が入 り乱れ、正統派 の大饗宴 の突入です。 おな じみ相
撲甚句あ り、 どといつあ り、興奮 のあまりの停電 あ り。で も、 これ までのどの宴会 よ
り素晴 らしか ったのは、宴 の一番始 めに歌われた祝 い歌 「
飛騨 のめでたJと 呼ばれて
いる歌です。最初 に調子を取 る独唱があり、 その後全 員の大合唱 になるのですが、穏
やかで明 るい旋律、70人 もの声が つ にそろい、 11地の心 を豊かに伝えて くれました。
全員が背筋 を伸 して歌 う姿 に、東京勢 は聞 き惚れ るばか りで した。 聞 けば、 「飛騨 の
めでたJは その町 によって少 しずつ異な り、 こんなに近 くとも今回歌 ったの と高山市
のではまた違 うそ うです。 それで もみんなその町 々のパージ ョンを覚 えていて歌える
のです。皆 さんか らいただいた山のよ うなお酒やお祝 いと合わせて、 この 「飛騨 のあ
、
でたJは ,し
に残 る贈 り物 にな りま した。 そ して、あぶ らむか らのお返 しとして、切 り
絵作家 の菅沼 さんにデザイ ンしていただいたあぶ らむ Tシ ャツを皆 さん にお持 ち帰
りいただ きま した。
大坪 さんの音頭による三三七拍子の中締 めの後 も延 々宴 は続 き、あぶ らむの夜 は更
けていきま した。 あまりの熱気 にあて られて、 ち ょっと涼みに外 に出 ると、星 の明 り
で道 が見えるほどの満天 の空。東京 のよ うに弱 々 しい星ではあ りません。 ここで は、
星 も、木 も、川 も、生命力旺盛 です。せれでいて誰 もお互 いを損 ったりしません。振
り返 れば宿 は明々 とまわ りの間を照 らしなが らも、林 の中 に しっとりと熔 け込み、星
の光 も消 さず、川 の音 も消 さず、 ただ暖かい人間 の家 としてそ こにあ りま した。 ここ
でな ら、傷つ いた り疲れた りした人 々が癒 され、 この国府 の地 を第二、第二のふ るさ
とと してまた旅立 っていける、 と自然 に思え るものがあ りま した。 にぎやかな宴会 の
続 く宿 はた くさんの期待 と可能性 に満 ちなが らも、 ゆ った りとたたずんで い ま した。
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審稿者紹介 あぶらむの宿の建築をひきうけて下さった片町建築棟梁。 「飛
騨 の匠」の技 と心意気を地で行 く人で、 この人なくしては宿の完成 はありえ
なかった。あぶ らむ関係者、 この人に足を向けて寝るわけには行 きません。
(大郷)

ヽ︱︱ ︱︱ノ

あぶ らむ の 宿 の 建 築 に関 わ つて

片町建築 代表者 片 町 恒 司
遠山の頂 きに雪 が光 り。飛騨 の山が紅葉か ら時 を移 して冬 の訪れを告げております。
この度緑 あ って、「あぶ らむの宿Jの 建築 に、微力 な私 が携 わ らせて頂 く事がで き、
の
今完成 の 日を迎え ることがで きま した事は、私 にと つて大 きな感動であり、人生 一
ペー ジに新 しく加 えてお きたいと思 います。
大郷博様 との出逢 い。 さらには会員の皆様 の心 か らなる奉仕 の姿に も新 たな感動 を
の
覚 えま した。今 までにない体験 をさせて頂 くことがで きたことも、 「あぶ らむ宿」
建築 をさせて頂 いたお陰 だ と感謝致 してお ります。
大変古 くさびれた家屋であ った ものが多 くの人達 の愛 と善意 によって、見違 えるよ
うに立派 によみがえ り、皆様 の心 のよ りどころとして活躍 の場 となることを願 ってや
みません。
こうした、素晴 らしい 「あぶ らむの宿Jの 建設 にあた って陰 の功労者の一番手 に上
げたい人が居 ます。 その人は大郷夫人です。本当に御苦労様で した。
何卒会員 の皆様 には、 こうした素晴 らしい 「あぶ らむの宿Jと 結 ばれた事 を飛躍 の
第一歩 とされ、 さらに前進 され ることをお祈 り して私の御礼 の言葉とさせて頂 きます。

関心 のある方 はあぶ らむの宿 ヘ
お問 い合 せ下 さい。
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飛騨 の国 の名刺、真言宗 「
千光寺J住 職。宗教者 として常 に人間 の在 りよ う
を問い続 け、特 に青少年 の教育 に熱,心で、飛騨一円多 くの人 々に尊敬 されて
いる。 また、千光寺 の円空仏 は有名。
飛騨千光寺

住職

大

下 大

ヽ︱ ︱︱ ︱ノ
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「
神 の意志 としてのネ ッ トワーク」

回

「あぶ らむの宿J力 ヽこの度 りっばに完成 されて本当におめで とうございます。
大郷御夫妻 が気持を合わせ、家族みんなが力 を合 わせ、地元や支援者の方 々の絶大
な協力があ って、 まさ しく人生の旅人 の宿 にお、さわ しい建物 がで きあが った ことは、
まことに喜ば しいことです。
私個 人は真言宗 の僧侶 ですが、大郷 さんに出会 って以来、熱烈 な ファンにな り、宗
教 の垣根を越 えて友達の仲 間 に入れて頂 いてお ります。 (自分 で勝手 にそ う思 い こん
では大郷 さんにいつ も迷惑 をかけて います)。大郷 さんの持 ってい る暖 か く広 い御心
は私 だけでな く、訪れてHl会う人 々を引 きつ けて1に
まない ものがあ ります。 「法 (お
しえ)は 人に依 っては じめて拡 まるJと い う仏語 は、大郷 さんのよ うな人を い うので
はないで しょうか。
以前に 「あぶ らむの宿Jと な る元家 というので しょうか、解体中の古家を訪 ねたこ
とがあ ります。 その時大郷 さん も誰れ も居な くて、私 と私 の子 ども二人 とでその苦家
の回 りを巡 って きま した。
日本 の木造家屋 はだれ も人が住 まないとどん どん さびれてゆ きますが、一度人が手
を入れ、 そこの住 み出す と新 しい生命が群牛 します。
木魂 は生 きて いるのです。
これか らそ こでどれだけ多 くの魂が癒 されてゆ くので しょうか。本当に楽 しみです。
飛騨 に新た しいネ ットワー クが生れようと して います。
いや もうすでに、 そのネ ッ トは張 りめ ぐらされて いて、その縁を通 じて人々が 「あ
ぶ らむの宿Jに 向か ってい るか もしれません。
大 きな組織で もな く、権力を もつた もので もな く、金 のあ り余 るもので もな く、一
つ一 つ は弱 くてたよりない ものか もしれな0、 しか し、 その弱 い一つ一 つが 互いに強
い結 びつ きを もって、 じょうぶなネッ トをつ くることは飛騨 の農村 に新 しい日本のあ
るべ き姿を見せて くれるのではないで しょうか。
それは地球や宇宙 の調和 をめざす神 の意志、善 なる人 々の意識 な くしてどうして実
現で きるで しょうか。
私達 は等 しく大 自然 の意 の中で生かされ、支えあ って学習す る徒 なので しょう。
これか らの 「あぶ らむの宿Jを みんなで盛 り上 げま しょう。
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14才にてハ ンセン病発病、現在沖縄の愛楽園に入園。日本聖公会沖縄教区執事
歌集 「十五夜月J
愛楽園祈 りの家教会に奉仕。また歌人でもあり、
職 にあって、
を通 して、
苦悩の中にあっても信 じて生 きることの大切さと強 さを語る。

＼︱ ︱ ︱ ︱ ノ ´

／１ １ １ ＼

あ ぶ ら む の 里 を 訪 ね て

夫

松

岡 和

5年 前、大郷先生 が立教のチ ャプ レンを辞任 して岐阜であぶ ら
むの里を建設すると言 った時、私 は御子様方 の事 を思 って反対 し
た。 しか し大郷先生 の決心 は固 く、その昔、 主なる神がアプラム
に 「あなたはFT」
を出て親族に別れ、父 の家 を離れ、私が示す地 に
行 きなさいJ(倉1世記 12章1節 )と 言 われた よ うに、 大郷先生 も
住み心地 の良 いハ ランの地、す なわち東京を離れて岐 阜の国府町
に移住 された。 目的 は 「
人生旅路 の中で疲 れた人 々が身体 と心を
休 め る宿Jを 造 ることでありま した。
そのため大郷先生 は後援会事務所を西日1邦昭氏̀tに設 け、国府では 5千 坪 の土地を
地元の町長様 や有志 の御協力を得 て購入、 また飛騨高山博覧会後 の建物 二棟を購入 し
家屋を建築、僅 か 4年 で着 々と完成 に向か っていることは驚 くばかりです。 1度 は行 っ
てみたい と思 っていたところ、昨年 5月 立教大学 の水谷 チ ャプ レンの御要望 で上 京、
5月 28日 (日)立 大 チ ャペルで説教す る機会が与 え られ、翌29日、西田氏宅 か ら大郷
先生 の運転す る車で先生 の■男耕輔君 と友 ちゃん達 と一緒 にあぶ らむの里へ向 った。
東京か ら飛騨 までは 3百 キ ロ位、途中三回 はど休憩 して (あぶ らむの里)に 着 いた
のが夕刻。
飛騨 の山の雪 を握 りて食 べおれば遥 け くも来 し思 い湧 きくる
遥 け くも来 しかな』 の感を深 くしま した。翌 日、大郷先生
とい う歌が生れ、本当に 『
の御案内 で 5千 坪 の土地 に行 った。唐松 や楢 の樹 が空 に伸びてお り、その林 の中 に作
業小屋 と整地用のユ ンボ等 があ り、 これを大郷先4:が操作すると聞 いて驚 いた。 また
大郷先生 はフィリピンか ら仕入 れて きた荒彫 りの 十字架、子供 の天使像を磨 いて ニ ス
を塗 り、銀製 の 十字架 のペ ンダ ン ト等 も東京 で展示 して売上金を比島の孤児院 に献金
し、将来 は同院 か ら中学卒 の少年達 をあぶ らむの里に連れて来て職業副1練を行 う計画
だ という大郷先生 のお話 と、東京育 ちの奥 さんが野菜や水稲えを作 り、運 しい農家 の
奥 さんにな り切 っている姿 に も深 く感動 しま した。私 はあぶ らむの里を訪ねて よか つ
たと思 いま した。
働 き者 の奥 さん と、理解 あるお子様方 と、地元 の人々と後援会の温かい御協力によつ
て、大郷先生 の夢 はあの美 しい飛騨 の山地で実 りつつあ ります。私 は大郷先生 の素晴
らしいお働 きに拍手 を送 り、先生 のお働 きが神 と人 々に祝福 され ますよ う遠 く沖縄 の
地 にあ つて、病友 と共 にお祈 りしてお ります。大郷先生、奥 さん ガ ンバ って下 さい。
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東京農大在学中よリアジアの農業 に関わる。80‑85年、一食献金運動に支え
られネパールの農業開発計画に従事する。現在は福岡県にて自然農業 と養鶏
を営む側、農業を通 しての人間開発、アジアとの協働を目指 している。

ヽ︱ ︱︱ ︱ノ
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九 州 の地 か ら、 大 郷 さ ん ヘ

佐

藤
寛
飛騨 の国府町を今 までに二度訪 れた。 まだ雪 の残 っている三月 に行 った ときに は、
大郷 さんがあぶ らむの里の敷地 を夢見 るような眼差 しで 「ここには宿が建ち、あそ こ
には木 工の工場 を作 り…… Jと こち らの茫然 と した顔 には全 く気付 く様子 もな く語 っ
て くれた。 きわめつ けは敷地 のほぼ中央にある大木をさ し 「去年 の ク リスマスにはこ
こに0電 球を沢山付 けた。 きれいだ ったぞ ―。J
九州 の 1,のお 百ltさんの我が身 にとってみれば大郷 さんの話 が壮 大無比、 雲 の 中。
北海道 の原野 を買わ された人のその時 の心理 も私 はその時 チ ョッ ト理解 で きたような
気が した。
牧草の種 を蒔 き、草をそだてその草で ニ フ トリを養 い、卵 を生 ませその卵を配達 し
て という生活を していると自ず と考え方 もチマチマ して くるのだろ うか。 それよ りも
国税調査 のときなど私などは職業欄 に農業 と記入すればそれだけですんで しまうけれ
ど 一体大郷 さんはなん と記入す るのだろうかなどとどうで もいいような感想 を もちな
が ら帰 って きた。
農業 な らば第 次産業、T鉱 業 な らば第 二次産業 と昔習 ったけれ ど果た してあぶ ら
ヽ
む の里はどのカテゴ リーに入ればよいので しょうか。 いて
え、 あぶ らむの里はきっと
そんな既存 の分類 には入れ られない活動 にな ってい くので しょう。
大郷 さん の ところには犬 が二匹 いた。首 か ら鎖 を解かれ ると野 を駆 け抜 け川 を飛 び
越 し、いっきに今までたくわえていたエネルギーを爆発させるように走 りまわ っていた。
その姿を大郷 さんにオーバ ーラ ップ しては、大 さんに、 いや大郷 さんに失礼 だろうか。
姿が見えな くな った犬を呼 び戻すのに、大郷 さんは人 の耳 には聞 こえないが犬 だけ
には聞 こえ る高 い周波数をだす とい う 「
犬笛」を吹 いていた。笛 の音を聞 いた犬 はあ
わてて飼主の ところに駆 け戻 って きて いた。 それを見ていてひ ょっとす ると私達 には
聞 こえないが大郷 さんの耳 だけには聞 こえる 「
笛があ り、 それで行動 を自由に操 って
いる 「
方Jが いるのか もしれないと思 った。
もしかすると笛 は二本 あ り、片方 はきっと育 さんが手 に しているのだろう。笛 が二
本 あ り、持 ち主がそれを紛失 した りしない限 り、 あぶ らむ
の里 は、 これか らも発展 して い くことで しょう。大郷 さん、
どうぞ これか らも笛 の音 には耳 を澄 ま して いて くだ さい。
育 さんの笛 の音が聞 こえないお、りを した りしないよ うに。
―■ ―

r ― ― ――
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家 族 と して 迎 え ら れ た あ ぶ ら む の 宿 で の 生 活
筒 井 啓 子
あぶ らむの里には、昨 日の新 しい宿屋の上棟式 の賑 わいがまだ残 ってい る様であ っ
た。隅 の方 で談笑 していた人達 に気遅 れ して件んで いると、一人離れて私の方 へ歩 い
て こられたのが大郷先生であ った。「おめで とうござい ます。ず い分立派 ですねJ「 い
や ぁ、皆 さんのお陰 です」先生 はいかに も嬉 しそ うであ つた。
この春、初めて ここを訪れたときには、 まだ基礎 も出来て いなか った建物 が、 いま
夏の 日を浴びて立 っている。私 も嬉 しか った。
私 が 「いのちの電話Jの ポ ランテ ィアを していた時、先生 は私達 の勉強会の リーダー
であ った。 当時、立教大学 のチ ャプ レンの戦 に在 った先生が大学 を辞めて飛騨高山ヘ
行かれ、「あぶ らむの宿Jの 建設 に情熱 を傾 けてお られ ることは知 って いたが、 あ ま
りに遠 くてお訪 ねす る折 もな いままにな っていた。思 い立 って飛騨 を訪ね何年ぶ りか
でお目にかか った時、 日に焼 けた頬に髭を生や し、作業衣 に地 下足袋姿 の先生 の変身
ぶ りに、眼 を瞳 る思 いであ った。 その時 は急用で慌 ただ しく帰 って しま ったが、今度
は仔細あ って少 しゆ っ くりさせて頂 くつ もりで きて いる。
さて、次 の 日か ら私 の 「あぶ らむの宿」 での生活が始 ま った。私 は先生の家 に泊あ
て頂 いたが、宇津江の先生 の家 と山の宿屋 とは 3キ ロも離れてい るので、泊 り客があ
ると材料を運んで賄 うのである。加えて新 しい宿屋 も建築中 とあ って、 ■足 な らぬ三
足 の草性 を履 いての生活 は容易ではなか った。 その上 、解体 した民家 の梁や柱 などを
使 った残 りの 古材を燃や した り、 スーパーの一隅を借 りて帽子 を売 って の資金作 り、
女子大生20人 ほどのボラ ンテ ィアを迎え る準備 (これは殿方 が楽 しみに して いたよ う
で、 しば しば話題にな った)そ れに、 じゃが芋 の収穫や稲 の消毒 のような農作業 も季
を外せない。普通 の家庭 のほぼ=1軒分 はあろうか と思われる労働 の シワ寄 せは、 どう
して もその家 の主婦 の肩 にかか って くる。育 さんはそれを明 る くエ ネルギ ッシュにこ
な してはお られたが、かな り無理を して い るのではないか と気がか りであ った。
建築現場 へ茶菓子 を運んだ り、買物 に行 った り、時 には豆の種 を蒔 いた りと殆 ど一
日中育 さん と行動 を共 に しなが ら、人 といることのあま り好 きで はな い私が、精神的
に疲 れないのが不思議 であ った。高山 にいる間、少 しの違和感 もな くありのままの 自
分で過せたことを私 はありがたいと思 っている。
違和感 と言 えば、 この 3月 か ら転勤で神戸 に住 んでいる長男 が出張で名古屋 まで来
た時、用があ って逢 いに行 ったが、久 しぶ りの都会 の雑踏や、 ホテルの レス トランの
華 やかな雰囲気 の中で、 なぜか 自分 を異邦人 のよ うに感 じ、溶 け込 めなか った。
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翌 日、宿へ帰 るため高山本線 に乗 ると、ふ
るさとへ向か うよ うな安 らぎを覚 えたのであ
る。宿ではいつ もの賑やかな食卓 と笑顔 が私
の帰 りを待 っていて くれた。
炎天下、新 しい宿屋 は日一 日と家 らしくなっ
ていった。屋根を葺 き、 トタンを張 って行 く。
その行程を目にす るのは楽 しか った。家 の回
りに石が配置 されると一段 と格調が高 くなる。
先生 はその作業 に精 を出 してお られたが、気 にい らないとあのま い石を何度で も積み
直す。凝 り性 とい うのか、 その気持 はよ く判 るのだが、 それに して も目を三角 に して
裕太君を叱咤激励 し汗 まみれでユ ンボを操作す る先生を見て いると、「ご苦労様 デス」
と言 いた くな った。
朝夕 の気温 がやや低 くな った或 る朝、玄関の方 が騒 が しい。何事か と思 った ら、崚
を持 って来 たのだ。庭先で捉 まえた とかで、山で仕事をす る者 はよ く見ておかに ゃい
かん とご親切 に持 って来 たという。 さらに 「
颯 は旨いぞ ぉJと 煽 られて、 じゃあ今晩
ニ
へ
料理す るか と、 ビ ール袋 の まま冷蔵庫 入れたのには驚 いた。私 はその日、麦茶が
服 みた くて も冷蔵庫 を開 け られず、仕方 な く水を服んで いた。夕方、帰 って きた先生
は朝 の勢 いはどこへや ら、 オイ、裕太やれ よ、 と言 う。彼 はニヤ リと無言。 さっさと
自分 の部屋へ行 って しまった。結局、崚 はもう一晩冷蔵庫 に安置 され、翌朝青 さんが
捨て に行 った。橋 の上か ら投 げ られ る崚 をチ ラと見たが もう死んで いて、崚騒動 は一
件落着 した。
山の 自然 には腹 もいれば蛍 もいる。飛騨 へ行 ったお陰で私 は生 れて初めて蛍狩 りを
した。蛍 は方向指示灯 を点減 させ ると仲間 と勘違 い して集 ま つて くるのだ と教え られ
て、気 の毒 な気が したが、 なるほど、林 の中や近 くの木で点 々と光 り初め、それが吸
い寄 せ られ るようにこち らへ流 れて くる。思 い もかけぬ幻想的 な光 りの飛行であ った。
スカー トの中で光 っているの もいて、 エ ッチな奴 だ と笑われて い る。誰 かのポケ ッ ト
に一 つボ ッと光 っている蛍 が何 ともい じらしい。 7月 末 にまた行 った時 には、点減す
る数 が少 な くて、山の夏 は早 くも盛 りを過 ぎたのであろ うか と寂 しか った。
蛍狩 りの帰 り、あぶ らむの里の下 の道 にお化 けがHlた。体格 のいい、朗 らかな タチ
のおイ
しナといえば、お判 りであろうか……そ う、育 さんのお化 けなので ある。
夜 にな って も車 はかなりひんばんに上が って くる。多分、四十八滝方面 へ行 くので
あろ う。 その車 の ライ トに向か って、彼女 はいきな り自いエ プロ ンをガパ ソと顔 にか
け、「お化 けェ……」 と叫んだのだ。大 きな長靴 を履 いた このお化 けを何 と思 ったか、
車 は無事通過 して行 った。彼女 はライ トが近 付 くたびに 「お化 け ェ……Jを くり返す。
初 めはグ ラグラ笑 っていた私連 も、遂 に辞易 して、 いつ とはな しに反対側 へ逃 げるよ
うに移動 して しまった。一人残 されたお化 けがおか しく、 そ して可愛 か った。
「あぶ らむの宿」 の暖か さに甘えて、思 わぬ長逗留 をさせて頂 いた私 も、 そろそろ
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本来 の主婦業 に戻 らな くてはと思 っていた矢先、突然 の事故で先生 が入院 された。
建築現場 の梁 か ら落 ち、下 に石 があ って、肋骨 を折 ったのである。す ぐに救急車で
高山の病院へ運 ばれ、絶対安静 と言われた時 には、 これか ら先 どうなるのか と思 った
が、熱 も出ず、水 も溜 ま らなか ったのは不幸中 の幸 いであ った。
先生 の病状 も落着 き、私 も明 日は帰 るとい う日、育 さん と高山の町を歩 いた。 よ く
晴れて 日差 しはきび しか ったが、風 は爽やかであ った。八幡宮 の傍 の和風喫茶店へ入
り、炉端 で くつ ろいだ時、心 がのびのびと解放 されて何 とも言えず愉 しか った。
それ は私のようにネクラの人間 には、減多 に味わえぬた ぐいの 「たの しさJで あり、
その時 の心 のあ りようを私 はとで も大切 な ものに思 ってい る。 それは同時 に 「あぶ ら
むの宿」 を大切 に思 うことで もある。宿 とい う土壌 あ っての捻 りだと思 うか らである。
先生 は 「
宿 へ来 た時 はうちの家族ですJと お っしゃつて くだ さるが、私 もまた宿 の
心 の実家」 だ と思 っている。
存在を 「
今年 は山の紅葉を見に行かれなか った。来年 は是非行 ってみたい ものである。
1990 11 12
匡

ヨ

―…
―…
……
…‐
r―
― …… ￨ お 待 ち し て い ま
￨

￨ * あ ぶ らむの宿 での宿泊が可能 にな りま した。
個人、 ご家族連 れはもちろん教会関係 のお集 まり、会社 の研修 などに もご利用
下 さい。30名か ら40名 くらいの方 に もお泊 りいただけ ます。
ホ星座観察や森林浴が楽 しめ るほか、近 くにはテニ スコー ト、 グラウ ン ド、 10カ
所 のスキー場 などがあ ります。 また農作業や木 li作業 をスタッフと共に体験す
るの も楽 しいか と思 います。 のんび りす るなり、身体 を リフレッシュするなり、
どうぞ ご自由にご活用下 さい。
￨1駅ド車、駅 まで車でお迎えに行 き
●交通手段 は 高山本線国府駅 または飛騨古 り
ます。
車 の方 は、季節、方面 により異 な りますので、宿 へお問 い合わせ
下 さい。
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￢

￨
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H。 18

談

東京編

私 た ちの現場 か ら、 あぶ らむ へ の メ ッセー ジ

￨
￨
￨
￨

竣正式を間近 に した11月18日、東京 に住む 4人 のあぶ らむの会 々員の方 々にお集 り
いただ きま した。深 まる秋 の静 かな夜。 それぞれの近況やいま感 じて いる問題、 あぶ
らむの里に寄 せ る熱 い想 いなどが語 られ ま した。 その模様 をご紹介 します。参加者 は
鵜川久 さん (S38生 )、寺西裕子 さん (S35生 )、り1上玲子 さん (S29生 )、西 日邦昭
さん (S26生 )の 立教大学を母校 とす る 4人 です。
司会

まず持 さんの 自己紹介を、大郷 さん との日1会いを含 めてお願 い します。

‖川 僕 は 8年 半前 に立教大学 に入学 しまして、1年 の時 にフィリピンキ ャンプ、次
に ク リスマ ス実行委員会、沖縄 キ ャ ンプなどに参加 しま した、
,大 郷先′
●か らは何
パ
度 もフライ ンで殴 られたようなシ ョックを受 けたことが あ るんですが、 100キ
ロ リレーの時、 よ うや くきちん と話がで きたかな ぁとい う気持 が あ ります。 で、
実 は先4iが立教 をやめた年 に撲 も卒業 して、 1菱 電気 とい うメー カーに就職 しま
した。 は じめ神戸にいた頃、「人郷 さん、高山 にいるらしいよ ￨
とい うことで、名 ヨ
i屋にいた悪 い友達 と月に 一度 くらい遊 びに
●
訪ねていま した。 iの降 りしきる￨ヽ ひとり幕 しを していた先
生が (心細 さの余 りか)走 り去る僕 らの車に'Iを投 げつ けたよ
うな こと もあ りま した。 だか ら、最初 に高￨11の
木 ■の学校で占
バ
労 をされている頃か ら イクで土地を探 してあそこに決 め、 こ

鵜川 さん

こに家族を呼んで きたいとilっていた頃 も時 々行 っていま した
か ら、 この会には結構思 い人れがあ ります。 今 は会社 の海外 事
業部 という所 で半導体 を ヨーロ ッパ に売 るとい う仕 事を してい

て電話 とファックスに夜遅 くまでか じりついている毎 日です。
寺西

私 は港lX立高陵中学校 の国語 の教師です。 大郷男′1:とは立教 の C「Sと い うサー
クルやバ ロ ックコンサー トなどで関わ っていたんですが、 うさん臭そ うなチャプ
レンだ と気 になっていま した。 で、沖縄 キ ャンプヘ行 って、先生 が大 きな夢 を持
ていて、 それを私たちに見せたい って ことが分 か って、 それ以来 ズルズルとつ き
合 って います。卒業後、先生 が高山 に入 られてか らは人の心を休 める宿屋 を作 ろ
うってい うのが、何 とな く私 たちの夢 に もなった感 じです。

川上

私 は大学 を卒業 した後、何を した らいいか分か らな くて大学でバ イ トを して い
たんですが、 その長 いモ ラ トリアム時代 に、 フ ィリピンキ ャ ンプの立て看板を見
て どうして も行 きた くな って、 ボランテ ィアス タッフとして参加 して、大郷先生
と知 り合 いま した。 あのキ ャンプは私 にとって人生がひっくり返 るくらいの出来
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事 で、 そ こで初 めて仲間 と深 く話す体験 を した り…… 遅 いんですが青春 の始 まり
だ ったよ うに思 うんです (笑)。その後 もネパ ールに一緒 に行 った り、100キロマ
ラツンで も走 っち ゃた りして、 自分 の考えている限界 っていうのは、超え られる
ものなんだ って こともわか りま した。反発 を感 じたこともあ りま したが、今まで
もそ して これかれ も、 自分 に影響 を与えて くれる人だと思 います。正直=,っていっ
たん枠 を外 されたか ら、 ち ょっと困 って ます (笑)。今 は渋谷区 の社会教育部 青
少年課育成係 とい うと ころで、 いろん な企 画 をや った り、 子供
会 の リー ダーを養成 した り して いるんですが、大郷 先生 の プ ロ
グラムを体験 じち ゃうとIXで活動 してい る青年 た ちが物 足 りな
いんで￨よ ね。 ￨′
え られた枠 の 中か らはみ ￨￨そ うと しな い。 人
￨:のや った こと って、枠 を取 り払 ってそ こか らエ ネルギー
郷 先′
が ￨￨た つて ことだ と思 うけ ど、そ うい うエ ネルギ ーを引 き‖￨す
教育 が仕 事 の中でで きな いか な って思 うんですが、 なか なか難
寺西 さん

しいですね。

西日 立教大学 の職員 を しています。人郷 さん とHI会ったの は
13年くらい前、 立教 のチ ャブ レンと して赴任 して きた時です。本当の 意味でヽIり
合 ったのは、沖縄 キ ャンプを 締 にや り始 めてか らです。 そ して先41が去 られた
ヽって もらい ま し
後 も沖縄 キ ャンプを続 けて きました。体調 の悪 い時は他 の人にイ
たか。人郷 さんが これ までや って来 られたことは、イi者の核入れ作 業の手伝 いだ
たような気 が します。人郷先41と 緒 に￨1会 った若者たちは、 その核 を もって し
て、 自分の人生を育ててい ってい るように思 います。 更に今、何 の因果 があぶ ら
.jをや っています。 そこで感 じるのは、人それぞれ夢があるんで しょ
むの会 の事務「
うが、現実 の中ではそれを果た しづ らい所 があ って自分 ので きないことを大郷 さ
んに託 して、その働 きを支えて いきたいという人がたくさんいらっしゃるんだな ぁ
と、募金 やあぶ らむ債なとで感 じています。
司会 さて、 その夢 だ った宿がつ いに先成 しま したね。
西 日 初 めて この構想 を大郷 さんか ら開 いた 、全部で 億円 くらいかか るとい うん
'キ
でそんなバ カな、 とび っ くりしたんだよね (笑)。
川上 大郷先生 はいつ もび っくりするよ うな事 を言い出 して、で もそれを現実 に して
きた人だ もんね。
司会

それでは皆 さんの仕事 や生活の場で、 とんな出1題を感 じているかを寺西 さんか
らお願 い します。

寺西

問題 はいろいろあ ります。個別教育 っていうと聞 こえがいいんですけど、最近
の中学生 は他人に関心 を持 っていないんですね。 音楽で合唱 をや って い るとき、
がひとつにな ったよい合叫￨は
「
『
和音 の和』 の意味 が分か らなければ、みんない しヽ
で きない」 って突 き放 した ことがあるんです。結局、女 子生徒 の何人 かが泣 きな
が らクラスメー トを説得 して、またみんな教室 に戻 って きたんですけど。
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西 田 大学生 もそ う。他 の人 の事 には余 り関心がない。 自分 の事で精一杯という感 じ。
鵜川 企業にいて も、 ここ 2・ 3年 入 って くる人 は特 にそ うい う感 じですよ。 だか ら
働 き盛 りの人達 は戸惑 って ますよ。 一体 これ は何 なんだ って、僕が聞かれ た りす
るんです。 こうい う新 しい世代 が増 えて きていることか らも、 もうこれ までのよ
うな日本の経 済成長 はあ りえないだろ うって気 がす るんだけど。
西 日 教育 の面 か ら見 ると、経済的な豊か さのみが先行 し過 ぎて いるとい うことが こ
うい う状況 を4:み￨￨￨し
て きて いると も言える。就職 について も売 り子市場 だ と言
われて いるけど、それが レールに乗 って さえいれば何 とかなるとい う意識 を′
「み
出 したんだろうね。
司会
鵜川

鵜川 さん は、Lの ‖:代の人たちを どう思 いますか。
僕 は就職す る前、企業人 と言 うのは利益優先でア ンアの人たちを踏みに じって
も何 とも思 わない人たちだ と思 って いたんですが、実際 にはご く普通 の人たちば
か りで、 与え られたイ
「事を コッコッと 4i懸 命にや っているだけなんですね。家
族や社会 のためにみんなガ ンバ ロウってや って きたんだろうと思 うんですが、ltt
職 して 4年 半、僕 は今、企業で毎 日必死に働 く人たちが、 なぜあそこまでがんば
れ るのか、 その モチベー ンョンに興味があるんです。

司会
寺西

それに して も若 い人 の変化 は時代 の変化 とい うことなんで しょうか。
学校 で r供 たちに 「工業高校 って何す る所 ?Jっ て聞かれて 「コンピューター
や車 の事を勉強す る所」 って答えた りして るんだけど、 年生 の時 には船乗 にな
11になると普通高校 へ行 くのがよい とみんなが
りたい って 言う Fも い るのに 1年′

考えるよ うにな っち ゃうんですよね。価値観が つにな って しまって。
川上 最近 い くつかの農村 を訪ねたんですが、農林業を継 ぐ若 い人 たちは驚 くはど少
ないんです。林 業なんて環境問題 を考 え るとす ごく大事 な仕事
なのに。 1形 の高畠町へ行 ぅた時 も、農 業高校 へ行 くのは本当
に農業をや りたいか らではな く、偏差値 で輪切 りされ た結果だ
と聞 きま した。
西 日 自分 の 子供 の事 を考え ると、制度的な学校教育 には限界
があるか ら、親 としてはで きるだけいろんな世界 に出合 わせて
や りたいと考 えているんだよね。 いろん な世界 を知 ることは、
川 上 さん

寺西

迷 うことになるか もしれないけど螢かな選択がで きるん じゃな
いか と思 ってね。

今の子供 たちは、 日本が経済的に超 一流I対だと疑 ってないですね。私が小 さい
頃 はそ うじゃなか ったのに。

西 日 僕が小学生 の時 には社会科 の教科書 に貿易赤字 って書 いてあ ったのを覚 えてい
るよ。 それが工業製品 の輸 出で黒字 にな って 日米摩擦が起 きて、農産物を自由化
しろと言われて日本の農村が破壊 されそ うにな っている。一方 で、 日米構造協議
などで大幅 な内需拡大が求 め られて、 リブー ト法 が作 られ、 リゾー ト開発 が進ん
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で 自然 が破壊 されてゆ く。今 の 日本 は社会 としてのパ ランスが崩 れて、 いびつな
形 になって しま って るんだよね。
川上 私 のすんでいる杉並 は、 この夏、 ほとんどず っと光化学 スモ ック注意報が出 っ
放 しだ ったんです。東京 はどんどん住みづ らくな ってい くよ うな気が しますね。
話題 になっている ゴ ミ問題 では、 日本 は行政 に責任を取れ とい う人が多 いの に、
欧米 では企業が責任を自覚 してい ると聞 くんだけど、 日本の企業 はどうなんです
か

鵜川

。

ヨーロ ッパの中 には リサ イクルで きるか、先合に処理で きる製品 しか作 っち ゃ
いけないとい う法律が通 りそ うなll・
lもあ ります。 こういう行政 レベルの規制が始
ま ってい る国 もあ るんだけど、 ￨1本ではまただ し、市民 の意識が変 って企業を変
えるとい う所 まで もいっていないん じゃないで しょうか。広 く環境問題 を考え る
と、一つの答え として現在の牛活 レベ ルを ドげぎるを得 ないという見解 があると

思 うんですが、それを今の 日本が受 け容れ られ るで しょうか。本当 は個人 の意識
が変 ることか ら環境問題 の解決 も始 まるんだ と思 うんだけど、 い くら個人がかん
ば って もどうしようもない と思 って しまう人が多 いん じゃないかな。 そ う思 うの
は、 まずいと思 うんだけど。
西日 世界の0 2 % の 国 1 1 で
、 2 % の 人 1 をl i める 1 本が2 0 % も の資源 を使 って い る
というの はとて て
,おか しな状況たよね。 このいびつな形 にな ぅ
た日本 は「
を失 ていると思 う。 けれども環境問題 は企
̀F̀J‖
にな ,́て きてい るか ら 可際的な批判が巻 き起 これ
地球的 な￨・
題
ば、 これ までのようにはいかな くなるん じゃないかな。 そ うい
う批判 を受 け11める感性 は残 っているだろうと却liキ
したいね。
寺西 さん は、東京41れて東京0ち なのに、教育研修で ■
年間、新潟 へ行 ぅたそ うですが、都会 と地方 の生活をどう思 い
司会

西 日 さん

ますか。

新潟市内ではな く、 「越 市とい う所 にいま した。 コンヒ
カ リのは1甫に囲 まれてた訳だけど、春 になると 斉 に出植が始 って、苗が伸びる、
風が吹 いて青 い稲が揺れ ると緑 のlnlを
感 じるんです。秋 は穂が垂れて きて黄金色
バ
スは
に染 るんですよね。
一日に何本 しかないけど馴れれば苦痛 じゃない し。 た
寺西

だ映Lm館は町 に 3軒 しかない し、 コンサー トがあれば競 ってチケ ットを手に入れ
るんです。都会ではいつで も見 られたのに。 で も結局、東京に戻 ってか らの方が
忙 しくて、 み られな くな っち ゃったんだ けど (笑)。だか ら今 で も月に一 度 くら
い、東京を抜 け出 して地方 の空気 を吸 いに行 きた くな っちゃう。
一同 (う なづ く)
西日 僕 はそろそろ40歳を迎え るんだけど、長 く仕事をや っていると頭脳 というか頭
の方 は大 きくな ってゆ くのに、肉体 の方 がち ょっと待 って くれ、 もうだめだと反
舌Lを起 こして くるんだよね。都市 の時間の流れ の速 さに疲 れて くるんだ と思 うん
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だけど、 ゆ った りとした時の中 に身を置 きた くなる。 だか ら、 そ
ういうあぶ らむの里にな っては しいと期待 してるんだよね。地球
と人 との関係を考えると、頭脳を持 った人間がどんどん先行 して、
地球 とい う肉体が もういやだいやだ って言 ってるんだ と思 う。
私 もデスクワークばか りしていると、土 にまみれて汗 が流 した
くな るんです。 山ヘ キ ャ ンプヘ行 った りす ると、子供 たちはテ ン

川上

J

I

卜の中で トランプばか りして いて外へ出 よ うとしない。 その子 の親 たちは 「この
野草 は食べ られ るJと か言 って喜んで走 り回 ってい るのにね (笑)。 自然 の魅 力
とか汗 を流す気持 ちよさを知 らないまま子供が育 つのは、将来 の ことを考 えると
こわいですよ。
司会 積極的 に農村 に関 わ っている川 上さんは地 方へお嫁 に来 ないか って誘 われませ
んか。
田舎 の良 さはよ く分か るんだけど、 や っば り意識 に壁があると思 うんです。私

川上

の回 りでは、夫婦別性 とか家事分担 の平等 とかがだんだん当た り前 になって きて
て……、今後、農村 と都会 は 「い きなり嫁に来 いJじ ゃな くてお互 いの考 えをぶ
つ け合 うような交流が必要なのでは、 と思 います。
寺西

東京にいる時に農産物 の 自由化 と聞 くと、や って もいいん じゃないか と思 った
けど、地方を体験す ると彼等 の 目で考え られ るよ うにな ったか らで しょうか。 そ
うは言えな くな りま したよ。

川上 安全 な ものな らいいけど汚染 された ものは嫌 だ しね。 ネパ ールか ら帰 って きた
佐藤寛 さん もニ ワ トリの平飼 いを しなか ら新聞みたいな ものを出 してがんば って
いる し、地方で村お こしを進めている所 は、 みんながんば ってますよね。
西日

立教では山形県高畠町で地域 ぐるみで有機農業に取 り組んで いる人たちと交流
して いるんだよね。傲慢 な言 い方か もしれ ないけど、彼 らはキ ャンプに行 く学生
や我 々を通 して、彼 らの持つ可能性 とか豊か さとい うものを見 い出 して くれ るん
じゃないか と思 う。 そ して高畠 の人たちは 「自分 たちは単 に農業をや って い るん
じゃないんだ。農業、教育、文化、医療 と トー タルな形 での農村 づ くりをや って
い くんだ。
Jと 言 うんだよね。 だか ら、 あぶ らむの宿 に都会 か ら人 間 が行 って、
もし国府 の持 っているものの中で我 々が生 き生 き して い くんであれば、逆 に国府
の人たちも、 もしか した ら今 まで気 づいていた以上 の ものを土地が持 っているん
だ と、気 づいて くれ るん じゃないだ ろうか、そんな形 の橋渡 しの役割 があぶ らむ
にあ っていいん じゃないか と思 うんだよね。

鵜川 確 かにあぶ らむの会 ってのはある意味で中途半端な形で、国府 の人 たちか ら見
て も僕 たちか ら見て も面白い所 だ し、 どうにで もで きるとも言えますよね。 とり
あえず場所 があ って、人が いて、建物 がで きて、 どう使 うか っての は結構、面白
く勝手 にで きるん じゃないか って。
川上 勝手にで きる って所が、す ごくいい所だ と思 うのね。役所 の施設を使 って交流
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したりす ることもあ るけど、勝手 にで きないのね。夜何時 までとかお酒を飲ん じゃ
いけない とか。 フ リーでや っている所 は可能性を もっと広 げて、あぶ らむの里 も、
必ず こういうお、うにや らな きゃいけな いとか、毎年 や らなきゃいけないとか考え
ないで、行 き当 りば つた りで どん どんや ってい くとい う施設であ ってはしいのね。
大郷先生 の人生 もそうなのか もしれな いけど。
一同 (笑 って うなづ く)
西 日 や っば り僕 は、あぶ らむの里 ってのはひとつのキ ャンバ スだ というイメー ジが
す ご く強 いんだよね。 どうい う絵を描 き、色をつ けるかはみんなでや ることで人
郷博一人 の絵 だけ じゃ面白 くないんだ ょ。
鵜川 大郷 さん は、最初 にこれやろ うってアイデア出 したり、他 の人を引 き込んだ り
す ることは得意だけど、それか ら後 は、誰か大勢 の人たちがサボー トしないとね。
、 一万円 と出 し合 って支えている
西日 一人一人が絵を描 くために、 みんなが 三千1り
後援会 なんだか らね。
鵜川 さんな ら、 いまどう使 ってみたいですか。
川 いま会社 にいて思 うのは、課長 さん ぐらいにな ると、固 ま っちゃうのね。仕事
こう、会社 こう、子供 がいて食 わせなあかん となると結構かわ いそうで、夜赤坂

司会

行 ってカラオケ歌 うしか楽 しみな くな っち ゃった りしてね。例えば最近、企業が
課長 とか部長 に 1カ 月 とか 3カ 月の休暇を くれ るところがあるで しょ。 そ うい う
人たちが ポー ンと行 って薪を害1って過 ごして もいいだ ろうし。 それか ら僕 自身 は
2、 3カ 月 に一 Fl先/1の顔 を見に行 って、あの多目的 ホールのベ ラ ンダに椅子を
出 して ―日ポー ッと本 を読んでみたいな ぁ。 そ して、僕 自身 が大学 の時 にシ ョッ
クを受 けた フィ リピンキ ャ ンプの様 な 日常 と違 うところヘ ボ ンと行 って違 う世界
をみるとい う、 そうい うプ ログラム とか働 きがあ った ら面 白 いだ ろ うな と思 う。
それで採算取 れ るかどうか は月1と して (笑)。
司会 会で働 きたいと思 った こともある寺西 さんはどうですか。
寺西 ず っと考 えているんだけどね、老後 のために (爆笑)。で も、 あそ こに入 るた
めには、大郷先生 の夢をお手伝 いす るん じゃな くて、 自分の夢を持 って入 らなけ
れば長続 きしないだろうと思 うのね。 だか ら西田 さんの言 うようにキ ャ ンバ スに
みんなが絵を描 いて、 それをぶつけ合 ってや ってい く中
であぶ らむの村人 にな っていけると思 うんだけど。実 は
きょう、大崎 の協会 で 「あぶ らむの宿 がで きるんだ って
ね」 と言 われたわけ。 つ まり私たち仲間だけじゃな くて、
かな りた くさんの人が関わ りを持 って期待 してるのよね。
だか ら一 人で も多 くの人が、何 らかのチ ャンスに訪 れ る
といいと思 う。高山 って東京 か らは行 きにくい所だけど、
中部地方 の人たちや 日本海側か ら行 ける人 もいる し、関
(カ ッ ト高瀬留美)

わ って くれて いる人 たちは全国 にいるわけだか ら、年一
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回で も足を運 べ るといいですよね。 それか ら山村留学 みたいな形 の交流 もいいで
すよね。子供 にとって仲間がで きる ってす ご く嬉 しい ことだか ら、地元 の子供 た
ちにとって も。 それか ら、 申 し訳 ないけど学校教育 で はカバー してあげ られない
子供 たちがいる訳 ね。登校拒否 だけ じゃな くて、登社拒否 の大人 もいるで しょう
し。 もしその人 に行 く意思があれば、星 と緑 の美 しい高山へ行 ってみた らと勧め
た0、 それか ら教育 セ ミナーに参加 した時、野村 のお じい さんが 「
30年経 った木
は30年 もつJと 言 ったのが教師の言葉 と違 って、ず しっときたのね。 だか ら、何
が大切か、 どこに価値観 を置 くか って事 が伝 わ って くる場所のような気がするの。
他 にはフィ リピンや沖縄 キ ャンプのよ うなことがで きるか もしれない し。 日本に
あ る同 じ様 な役割 の場所 とつなが った発信基地みたいな役割を して もいいだろう
し。
鵜り￨ そのためには、組織 とか ス タッフとか いろい ろ考えて いかないと。 それか らテ
ニスギ ャルが気軽 に泊 るの もいいか ら、毎週金曜 日に東京発 の小型 パ スが出 ると
か、考えて もいいん じゃないかな。
川上 施設 と しては、障害者 の施設 が一般 の人を受 け容 れている宿 など、他 に もあ り
ますよね。 で も平和 ウル トラマ ラツ ンとか走 ることを一緒 にや つている宿 って他
にないですよね。走 るというテーマ とい うか看板 のついた宿 は、面白いと思 いま
すね。
司会 とにか く、 これか らのあぶ らむの会 ですか ら、 これか らもいろんなご意 見や ご
希望を聞かせて下 さい。今 日は遅 くまでどうもあ りが とうございま した。
(司会 ・文責 川上美砂)

高F I ; ￨

い

日頃、 あぶ らむの里建設募金 "に ご協力 いただ き、誠にあ りが とうごさいます。
竣 工式 を 2日 後 に控 えた日の夜、大郷先生 が教 え子 の結婚式 に出席す るために、竣
工式 の準備 に忙 しい合 い間をぬ って、東京 に出て こられ ま した。地元の方 々に ご依頼
した原稿を受 け取 るためにお会 い し、久 しぶ りに語 らいの時を持 ちま した。 先生 は、
竣工式 の準備でお疲れの ご様子 で したが、 そのお顔 は、大 きな ことをや り遂 げた満足
感 に満 ち溢れ、同性 の私が見ていて もホ レボ レす るほどで した。 いろいろなお話を し
たのですが、その中で 「
世 の中 に贅 を尽 くした家 は数多 くあるが、 これほど思 いを尽
くした家 はないよ ￨と 嬉 しそうに話 して らしたのが とて も印象的で した。
そ して 2日 後竣 工式 に伺 ったのですが、地元を代表 して御挨拶 いただいた川上町長
様 のお話 の中 に も、「
普通、家 は建ててか ら魂が宿 るものだが、 あぶ らむ の宿 は先 に
魂が寄 り集 って建て られた家 だJと いうようなお言葉があ りま した。
大郷先生 をは じめとす るご家族 の方 々、 そ して これまで ご寄付 いただいた延べ1660
名 の方 々、 あぶ らむ債を購入 して下 さった106名の方 々、宿 の建築 に携 わ って 下さ っ
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た方 々、地元飛騨 の方 々、その他多 くの方 々の思 いが寄せ集 め られ、あぶ らむの宿 は
完成 しま した。本当にあ りが とうございま した。後援会 の事務局 の一人 として、言葉
で は言 い尽 くせない喜 びで一杯です。
大郷先生 と語 り合 った夜、先生 に 「夢 が実現 しま したねJと 言 葉 をか けた ところ
「イャ、や っと夢 の入口に立 ったばか りだよ。 この与え られた宿 を使 って、 どの よ う
な人を育 ててい くか、 これか らが本当の夢 の実現だよJと 返事が帰 って きま した。何
が一体 この人 を して これほどまでの情熱 を生み出 させてい くのか、 ただただ驚嘆す る
ばか りです。大郷先生が この宿をどのよ うに生か して い くのか楽 しみですが、一方で
この私達 に与え られた宿の主人公 は、 あぶ らむの会に関 わ って下 さ ってい る皆様方一
人 ひとりです。是非 そのためにも、建築費 の残 りおよそ800万円 の支払 いの ため に、
募金 な らびにあぶ らむ債 の購入 のほど何卒、皆様方の ご協力 と ご支援 を賜 わ りた く、
り
よ りお願 い申 し上げます。
じヽ
(事務局

西田)

H月 30日現在 の募金 な らびにあぶ らむ債 の中 し込み総額 は以 下の通 りです。
募金申 し込み総額 32,076.380円
あぶ らむ債 (11110万 円、 5年 間借用、無利 r)21.100,000円
※送金先 (募 金 。あぶ らむ債共通)
郵便振替

東京 7‑255427

あぶ らむの会後援会

銀行振替

]支店 190‑1434535
第一勧業銀行池袋西 【
あぶ らむの会後援会

代表世話人 八

代

崇

OH月 30日現在 の募金 申 し込 み者 (順不同 ・敬称略 n月 30日以 降 の方 は次 号にて)
鋤柄不二 子 菊間 みどり 伊東友昭 中村洋 岩間光雄 池田寿美 r 精谷珠子 鶴
員隆 比嘉 マツ 山里 ツル 新 田智恵子 安藤希代絵 斎藤友子 弥永昌吉 森本光
阿久津富男 木田献― 青木道一 長谷川勉
佐 口哲 鈴木千絵 ・ピー ター カーテ ィス 橋本艶子 R・ A・ メ

生

吉田保子 篠宮慶次

堀 田利子 沼尾博
リッ ト 鈴木博士 ・彰子

矢部直美

田中幸治 近藤真紀

進藤武

隈崎加代子

島田信弥 筒
高瀬由香 屋良朝夫 W・ F・ ハ ナ

井啓子 田中一有 河村博之 川上詩朗 ・美砂
マ ン 高坂征男 海宝道義 鴨下至治 中山弘 沼尾康彦 深野毅 熊谷一綱
011月 30日現在 のあぶ らむ債 申 し込 み者 (1慣
不同 ・敬称略11月30日以降の方 は次号 に
て)
城下彰

星野一朗

寺本康朗 池田雅人
鈴木博士 ・彰子
田馨子

朝 日奈誼

宮川あつみ 神山正之

久保田純子

ジー ン ・レーマ ン ・幸子

萩原久子 浜田陽太郎 田坂昭範 浅野純子 石井光子 ・正郎
口尾兵二 野田修治 ・洋子 本田 リン 佐藤六郎 仁木敦子 深
森 田浩 史 小泉恵子
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