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あぶ らむ通信 ' 97夏 秋号 をお届 けいた します。

飛騨 た よ り

年 ごとに夏 の暑 さが厳 しく感 じられ ます。地球 の環境変化 による も
ので しょうか、それ とも年齢 のせいで しょうか。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。長 ―い長 いご無沙汰 をお赦 し下 さい。
気 がついた ら前号 よ りもう 年が経 ってい ま した。
1年 経 つの も早ければ、10年

経 つの も早い もので、あぶ らむの会が発足 して 10周

年 の節 日の年 を迎 えました。皆様方の多大 なご協力 のおかげでや つと、少 しは心安 らぐ
あぶ らむの里 となって きま した。 この 間、短距離競争 ラ ンナーの ように全速力 で走 り通
して きたためか、あ ちこちに疲労が たま りかけているら しく、心 は熱 してい るのですが、
身体 の方 の レスポ ンスが少 し鈍 くなって きているような状態 です。仕事 の途 中で腰 を伸
ばす回数 も多 くなって きま した。 しか し、私たちの社会 の抱 えている問題 を考 える とそ
んなことはいってはお られ ませ ん。働 き人の ことも含 め、 この節 日の年 にこそ、将来に
向けての体勢づ くりを しっか りとしなければ と思 つてい ます。
まず最初 に報告 しなければな らないことは悲 しく、平 い出来事です。あぶ らむの会の
代 表世話 人として、創 立時 より多大な労 をお とり下 さつた人代崇先生が逝去 され ました。
65才 で した。八代先生 とは 1968年

に初めて,中
縄 でお会い して以来、牧lTの卵 とし

時代 と、ず つとお世話 にな りっぱな しで した。 これか
'教
ら少 しず つご 慰返 しをと思 つていた ところですが、少 々 早い別れ となって しまい ま した。

ての神 田キ リス ト教会時代 や

また動物写真家 としてアラスカの 自然 を撮 り続け、私 たちに預言者 としての メ ッセー
ンをお くり続 けて くれてい た星野道夫 さん との突然の別れ も、大 きな痛手 で した。星野
さんが逝 って もう 1年 、 この間私 は彼 の著書 を幾度 も幾度 も読み返 して きま した。彼が
私 たちに伝 えん とす る メッセージ もさる ことなが ら、彼 の透明感溢れる文章に圧倒 され、
私 は恥ずか しくてベ ンを執 ることが出来 な くなって しまい ま した。なぜ なら、彼 の文 章
の現
が鏡 とな り、そ こに映 し出 される自分 の姿 に、私は自分の、そ してあぶ らむのlalき
在 と将来 をいろいろ と深 く考 えさせ られて しまい 、ペ ンを執 る手 が ます ます重 くなつて
しまい ました。

昨年 より毎夏、遠路 11回の松

よ りはるばるあぶ らむの里 へ訪れ て下 さる、清水秀 月

ご夫妻が い らっ しゃい ます。清水 さんは地元で 「
光明 クリニ ックJを FT3設してお られ、
を病 んだ人の総合的癒 しを実践 して
、 l ll気
医術 だけではな く、精神 的な深 い配慮 もlJlえ
お られるお医者 さんです。そんな清水 さんか ら頂 い た手紙 にこんな一文があ りま した。
「人の生 と死 を看 なが ら、いつ も思うことは、生 きている今 を41き通す ことで過去 と未来

をつ な ぎ、魂 とも言 うべ きものを成長 させてゆ く一つの過程 ではないか と

。病 も

死 も、その時 々で必要 な もので、大 きな区切 りであ り次 の一歩であるとい う気が してな
愛 はす ば らしい IJ
りません。人の臨死 に出会 う際 、 メッセ ージを受 けます。ある人 は、「
とはほえみ を浮かべ て旅 立ち、「ちゃん と一 人で逝 く準備 が出来 たか ら′
心配す るなよJと
い う人があ り、最後 までな き騒 ぐ人あ り、様 々ですが、や は り、人は生 きたように死 ん
でゆ くようです。生 き方が死 に方 その もの にな つて展 開 され ます。 だか ら、いか に生 き、
J
自分 ら しくあるか とい うことの大切 さを思 わず にはい られ ません。
この 10年 、かた ちとしてのあぶ らむの里作 りに今力投球 していた私 、それが一段落
し、 この与 え られた空間を,‖いてのあぶ らむの働 きとい うソフ ト部分 を考 えて行かな く
てはな らない最 も重要 なときにおける大切 な人たちの死 (沖縄愛楽同の松村行雄執事 の
生
死 を通 して生 を考 えるJ、「
死や、他 の人に者の死 も大きなきっかけ とな りました)、「
を通 しての死へ の準備」、生 きる ことを もっともつとll明に して行かなければな らないの
還暦」 とい う人生 の暦 における区切
に、それを怠 っていた 自分 に気が つ き始め ました。「
りまであ と 10年 ほ ど、先 に逝 って もなおあぶ らむを導 いて ヽさっている人 々に応 えう
る ような働 きを しなければ と懸ってい ます。幸 い に今年 は右能な働 き人が ラえ られ まし
た。 スタッフー 司― 丸 とな り、多 くの円∫
題 を抱 え込 んだこの時代 のただ中にあ つて、真
てい ます。今後 ともあぶ らむ
を積みiね て行 きた くHjtつ
摯な気持 ちでひとつ ひ とつlrlき
のldlき
に皆様 のご支援 をお寄せ下 さい ませ。末筆 なが ら皆様 のご健康 をおつiりい た しま
‐
3‐
。
1997年
あぶ らむの会代表

あぶ らむの宿′戊式 にて 「
■水 ￨ で
ILネ
高して ￨ き る在 りし日の人代先生
( 9 0 年H 月 )

8月
大郷 博

さようなら八代先生 さようなら星野道夫 さん
またお会いで きる日まで

病気 と八代先生
｀
おもしろい ものを見せようか。これ術後 3日 日、5H日 …。何ならとれか一枚 Lげ
「
るわ。好 きなものもってって。
J
脳腫瘍の手術をされた八代先生を見舞いにいつた私。い ささか緊張気味で病室 に入つ
た。そんな私 を気遣か うかのように、先41はニコニコ しながら数葉の写真を見せて くれ
た。それは手術後の頭部 を自分で撮った実に生々 しい写真 だった。先生は病気 を茶化 し
ていた。
「この人は自分の病気の大変さを分かっていないのヨ」 と洋 「夫人。そばでニヤニヤし
ている先生。
なんは病気音痴の人であつたとしても、その深刻さを知らないはずはない。1人
病をも
茶化 してしまうその姿 に、私 は八代先41の底力れぬ姿 を見 た。
あぶらむの■」 を
脳腫瘍 と肺 ガンの手術を終えて後、先生 は産声をあげたばか りの 「
訪ねて くだす った。他 の来客も重なり、その 日、大然の岩魚の骨酒をあるまった。大 ド
ンプ リによく焼 いた魚 を入れ、それに熱 カンの洒を注 ぐ。岩魚のそれは天下一riの味。
参加者全員で一回ずつ、まわしのみする。
周日、 ドンプリが先生の前にきたとき、「これは私の大好きなものですが、現在は戻
者と女房に禁 じられてお りますので失礼 します。
」 と次に回された。 1月 日、「
皆さんお
い しそうですね、また、ニオイもか ぐわしくJ。■月日、「ちょつとニオイをかぐだけは
いいですか」。四周日、「ちよつとなめるだけ、いいですかJ。五周日、「ちょつと一日だ
けいいですか」。先生のあまりのい じらしさに、「
先生、この際好きなだけの まれたらど
ああ―うま
うですか」。 と言 った私。「
そうか、そんな ら、ちょっとだけいただ くわ」。「
い !死んだ後、人代を偲ぶ会で、遺影 にむかって献杯 と言われるより、生きているうち
にのむ酒のお方がうまい IJ。そう言い きった先′
卜の一言、私は忘れることが出来ない。
す ごい人だつた。天国での再会が楽 しみな人でもある。

おとずれJ第 71号 より
神田キリス ト教会誌 「

弔辞
星野道夫 さん、大郷 です。「
今度 は大郷 さんが アラスカを訪ね る番 です ヨJ、あなたの
そのお誘 い に 9月 末 にお訪ねす る予定 だったその矢先 に、 この よ うなかた ちでお別れ し
なければな らないこ とに、胸 が は りさけんばか りに悲 しく、痛み を憶 えます。
5年 前、お姉様 の京 了様 より、「これ弟、道夫 の本 です。読 んでやって下 さい。
Jと い
って、「アラス カ 風 の ような物語Jを いただ きました。それがあなた との出会 いで した。
私 が圧倒 されたのは、数 々の写真 もさることなが ら、あなたがつづ る文章 の透 明感 で し
た。そ してその文字は、 度 も見 たことのないアラス カが眼前 に立体感 をもってせ まっ
て くるのです。それが私 のあなたへ の性 れの始めで した。
こんな透明感 のある文章 を普 く人 と会 ってみたい、あなた と直接 お会 いで きる日を切
望 して きま した。

94年 2月 、念願かなつてあなたは私 たちの住 む飛騨 の地 を訪ねて くれ ることにな り
ました。汽車の到着 を待 つ までの間、私の胸 は高鳴 り続 けま した。他 方、列車 か ら降 り
は どんな人間なのだ
て きたあなたの顔 は対象的で、「あぶ らむの会 つて何 だろ う。大lF3と
ろう。
」 と、あなたの顔 には不安 そ うな思 いが満 ちてい ま した。 これが私 たちの出会 いの
始めで した。
お会 い してまだほんのわずかな月 日しかた つて ないの に、私 の そ して私たちの心の中
に占めるあなたの存在感 の大 きさは一体 どこか ら生 まれて くるので しょうか。
京子 さんか らいただいた本 、あなたか らお送 りい ただいた本 を、私 は書店 で求め、兄
弟 の ように して きた私 の甥 にお くって きました。あなたの 出来事 を知￨り、彼 の妻 はこの
ような手紙 をお くつて きました。
「
あ まりにも悲 しいニュース、何 といっていいのかわか りませ ん。星野 さんの本 の 中
の、 妻 の直子 が妊娠 しま した'と い う言葉が浮かんで きて、お会い したこともない方 な
のだけ ど、 どうしてあんなにも‑4i懸 命生 きて ら して、純粋 な方が、亡 くならなければ
な らないのか、信 じられ ません。進 さん もこの二 日ほど寝れない 日々 を送 ってい ます。
・会 つたこともない方の死 だけ ど、苦 しくて悲 しくて仕方が ない ―"と 。
どう してペ ンをlllっ
たのかわか らないけれ ど、進 むさん と二人、心か ら星野 さんのご
冥福 をお,iり してお ります。
J

の この気持 ちは、あなたの本 を通 してあなた と出会 つた多 くの人 々の気持 ちで し
lr4女
よう。 しか し、人の心 に占めるあなたの存在感 は一体 どこか らくるので しょうか。

あなたは私 にこんな話 を して くれ ました。
「
撮影 に出かけるような所 は道 な どあ りませ ん。セ スナ機で日的地 に入 り、 2週 間、
3週 間後 のむか えを頼むのです。その間僕 は じつとその ところに留 ま り続 けるのです 。
アラスカの地は被写体 を追 い求めてこち らがあちこち移動す るのではな く、被写体 とな
る動物 た ちが こちらへ や つて くる時 をただ じ一っと待 つのです。ただ、ただ、地平線 を
見つ めて生 きる日々なのです。 目的 とす る写真が思 つた より早 く撮 れた として も、パ イ
ロ ッ トとのl」
束 の 日まで 、 じ―つとその地 に留 まらなければならないのです 。アラスカ
の生活 はそんな毎 日なのです。
J
地平線 を見 つめて生 きる 日々あなたはその中で、あなたはあなたがそれ まで出会 つた
こと、それが 人であれ、出来事であれ、一片 の言葉 であれ、それ らをひ とつひ とつ真摯
にかみ くだ き、あなたは自分の 言葉、自分 の41き方 と して きたのではないで しょうか。
その ようなあなたの中に、私は真実 を求 めてや まない求道者の姿 を見る ように思 い ま し
た。
今 くの偶然 とはい え、あなたの悲報は、あなたと私 を橋渡 しして下 さつたお姉様 の京
子 さんが、私 どもに滞在 してい らっ しゃるときで した。京子 さんは、年老 いた ご両親 に
は 自分 の日か らこの ことを伝 えたい と、 刻 も早 くご両親様 の もとへ帰 ることを希望 さ
れ、私 もささやかなが らそのお手伝 い をさせていただ きま した。
その時お父様 は籐 の安楽椅 1に 身体 をなげだ し、中空 を見つめ 、ほ う然 としてい らつ
しゃい ま した。そんなお父様 に京子 さんは、「お父 さん、道夫 をアラスカヘ 送 った ときか
らこの 日の ことを覚悟 していたで しょJと いい ま した。それを聞いたお父様 は、「そ うだ
ね、そ うだねJと 二 回、 自分 に強 く言 い聞かせ るように うなずか れ ました。 なん と壮烈t
な慰めの 言葉 で しようか。 この言葉 の 中に、あなたのそ してあなたの家族 のすべ てが集
約 されてい るように .Hいます。
あなたはいい ま した。「
動物 たちの真実 な姿 を撮 るためには、人間は身構 えてはいけな
い。護 身用 にと銃 を持 ったその瞬間、動物 たちは警戒 し、真実 な姿 を見せ ては くれない。
J
と、あなたはいつ も丸腰 で写真 を撮 り続 け ました。愛 くる しい動物 たちの姿 の背後 に、
いのちを賭 しているあなたの真実 を見 ます。

「
真実なるものの発見は、いのちとひきかえに!Jと い うあなたのメッセージを感 じ
ずにはいられません。
しか し、 ここに一つの不思議力,感じられてな りません。この真実 なるものを求めてや
まない求道者のようなあなたの日から、「
祈 り」 とい う言葉が一切でてこないとい う不思
祈 りJ
議 さです。これまであなたの著書に全て目を通 してきましたが、あなたの日から 「
とい うことを聞 くことがありませんでした。
だが、絶筆 となった 「ナメークの贈 り物」 の中に、あなたは初めて 「
祈 り」 を口にし
ましたね。あなたの中にこの 「
祈 り」 とい う言葉を真実なるものとす るために、あなた
のこれまでの働 きがあつたのですね。
｀ン

ー人の少年 とナメーク (自熊)と のやりとりの中であなたは語 ります。
「
少年よ、わたしたちはアザランを食べ、アザランは魚 たちを追い、
魚たちは海の中の小さな生き物 を口にふ くむ。
生まれかわってい く、いのちたち。
」
「
人間はクジラに向かってもりを投げ、
クジラはサケをのみこみ、
サケはニ シンをのみこむ。
生まれかわってい く、いのちたち。
」
「オオカミはカリブーをおそい、カリブーたちはコケモモの実をついばみ、
フクロウは 鳥たちのヒナをおそい、鳥たちは小 さな虫を食べ る。
生まれかわってい く、いのちたち。
」
「
おまえのお じいさんの最期 の息を受け とった風が、
生まれたばか りのオオカミに、最初の息 をあたえたのだ。
生まれかわってい く、いの ちたち。
」
「
少年よ、消えてい くいの ちのために祈るのだ。
おまえのおじい さんが、祈 つていたように。
おまえのその祈 りこそが、
わたしたちに聞 こえる人間のことばなのだ。
J

「われわれは、みな、大地の一部。
おまえがいのちのために祈 ったとき、
おまえはナメークになり、
ナメークは人間になる。
いつの 日か、わたしたちは、
氷の世界で出会 うだろう。
そのとき、おまえがいのちを落としても
わたしがいのちを落としても、
どちらでもよいのだ。
」
他者のいのちによつて生かされているとい うその単純な真実 を見失ってしまっている V
私 たち、今 日私 たちが直面 している危機的と思われる数々の出来事の病根をあなたは鋭
く、そして優 しく指摘 してい ます。
「
祈 り」を通 して、いのちとは何か、真実 とは何かを請 リカ■ナたあなたはもういない。
しか し、あなたはい う。
」
「自然の終わ りはいつ も何かの始まりである。
い きものは息をつ くるもの、風をつ くるもの。
「
」
人生は何かを計画 しているとき起 きてしまう別の出来事のことJ
「
純粋 であることや真実であること、祈 りや生きるとい うことを見失 った私 たちの世界。
しかし、あなたの生 と死を通 して、私たちの中に何かが始まろうとしている。あなたは
サワ ドウ」 ―アラスカ魂 をもつた人一です。
その起爆剤となって逝 った。あなたは真の 「
お月Uれの言葉 は尽 きません。最後にお約束いたします。
一つに、あなたの偉大な仕事を広 く多 くの人々に伝えるべ き記念館 を、お仲間の皆さ
んと協力 し、実現させた く心 より願 つています。
二つに、残された奥様直子さんと翔馬君のために、た とえお二人がどこで生活 されよ

うと、厳 しい冬を暖か くや り過 ごす ための 「
薪づ くりJに 、わたしのいのちある限 り、
薪をお届 いたしますのでご安心 ください。
星野道夫さん、どうぞ安らかにお休み ください。またす ぐにお会いいた しましょう。
それまでの一時、さようなら。
1996年

8月 20日
大 IIl 博

星野道夫 さんの著書 をお伝 え します。足非 ご一読 くだ さい。
V
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国府町ヽ会館 で確演 した在 り
し日の, 野 さん ( 9 4 年 2 月)

あ ぶ らむ農 場
加藤

止

4月 25日 、あぶ らむで今年の農場開 きを行 った。
今年 は宿 の前 の畑 10aに

加 え、今 までの水 日を畑 に替 えてジャガイモ とスイー トコ

ー ンを植 えた。奥飛騨 の 山に も春が巡 って きたのだ。
宿 の前 の畑 はいちごが春 の陽 を受 け、今伸 びようとしてい るが、昨年 の 6月 のい ち ご
は毎 日た くさん採れ、心か ら幸せ な気分 になった ものである。今年 も楽 しみだ。

ここ数年 のあぶ らむは、畑でい ろいろ野菜 を作 つて きた。 このあぶ らむは標高 が高 く、
東北北部や北海道 と同 じ栽培時期 で管理す ることも少 し分かつて きた。
いろいろな作物 の収穫 が多 くなったことは嬉 しい ことだ。
しか し、収穫 よ りも日々の上 よせ 、草取 りな ど管理 のなかでい きい きとH々 変化 して
い く作物達 の生様 を見なが ら 「
育 てる喜 びJを 感 じる人 々が存在す ることこそ、 うれ し
い ことであ り、あぶ らむに農場 の必要性 を感 じてい る ところで もあるわけだ。
長田 まどか さんが書 いている内容がそ うだ。
農作業が好 きだJと 感
それを少 し掲載 させて もらうと、「
特 に、 日々の71活の なかで 「
「
あぶ らむ通信J N0 18で

じるときが幸せだ。私 には、収穫 の喜 びよ りも作物が成長 してゆ く過程 を見守 る喜 びの
方が大 きい。移動す ることがで きないが故 に、彼 らの獲得 した生 きてい くための手段 は
た くましく、極 によつて さまざまな スタイルはほればれ と見 とれて しまうほ どに美 し
』 今年 スタッフと してあぶ らむで活躍 して くだ さつてい る中IJ真紀 さん も、 4月
、
がキュ ンと痛 くな つ
19日 に藤 いたほ うれ んそ うが 7口 たつて も芽が出て こないので′
し

い

た らしい。 8日 目にやわ らかい芽が出 た ときは、 さぞ、い とお しくLUえただろ う。

心がキュンとなつたのはやはり、「
育てる喜 び」の心が根底 にあるのではないだろう
か。 少 し大げさに言えば、「
オ
直物を育てる」 ことは 自然を観ることや生命の営み、いの
ちの根元にかかることを教えられる場所ではないかと思 う。
植物 を育 てることは時間のかかることであり、相手の成長をllつことであり、それは
相手を思 うこと」
忍llすることでもあるが、 このことを経験することにより、心には 「
、
として醸成される
し
おもいや り」力'育まれ、やがてそれは 「やさしさヤ」や 「
愛する」′
「
ことだと思うのである。
昨年から少 しずつ子供たちと農作業や食事 を作 ったときの印象も報告したい。
稲 の除草を行 つたとき、真夏の炎天下、稲の業先で、体をチクチクされながら、日の
草取 りを行 い、「
食べ るってたいへ んだ。 しんどいなあ。Jと 食べ物を作ることは楽 しい
ことばかりではな く面倒 くさいことを実感 していた。
8月 に鶏 をつぶ して食べ たときの子供の反応は 「
今 まで生きていた トリさんを殺 した
のだから、されいに食べ なかつたら中し訳ないJと 食べ ることは悲 しみを伴 うことであ
り、真剣 さが伴 うこと、生けるものへの長敬、尊敬が生まれていた。
こんなことから、子供達 は種を蒔 き、それを調理 してたべ るようにす るまでにはずい
ぶん時間 と労力がかか り、大変さと真剣さを学 んだように思 う。
しかしそのことは、ひとつひとつの出来事を通 して真面目に考え、人としての生き方
などを考える心が培われるのではないだろうか。

tていると、心が穏やかに
■や作17に触 オ
なるのは、子供達ばか りでな く、私 自身が
そ うである。
土 を耕 し苗を植 える.体 いっばい動 か し
た後で1又
穫 した ものをおい しく食べ ること
、
で 、ゆった りした,し
になるのは、土や作物
、
は人の′
を癒 して くれるカカ'あるのだろ う。
し
「供遭 (大人 も含めて)と の農業体験や
自然体験 は もっ と や したい と思 っている。
'曽
5月 15日

電話の向 こうか ら真ILさん

の弾 んだ声が飛 び込 んだ。￨いちごの葉がね
毎 日毎 日ぐん くん仲 びているんです よ う
ごい伸 びなんです よ.」 と、い ちごの41命の
躍動 に剤i鮮な驚 きを感 しての電話 だった.
い ちごの ,こ
気な様が頭 に浮かび、今す ぐ
,むに飛 んでい きた くな ,́た。
にで もあぶ ′

晨業指導か ら離 れた力I 藤さんの ネパール
での業板

私 は年 に数LIあぶ らむにお世話 になつている。農場 の 上なぶ りをさせて頂いてい るが、
あぶ らむの 吉‖ さん をは じめ とす る スッタフで農場 いつぱいの野菜や稲 を作 っている。
それ は農業体験学習 と共 にあぶ らものlHに来 られた方 に新鮮 な野 菜を食べ て もらうこ
とであ り、おみやげであ り、好 きな時間に農場 に出 られ好 きな作 業をされる ことであ り、
自分で種 を蒔かれた り、観察 された りす る農場 を提Ctしようとの考 えか いだ,,
あ りがたいこ とに春 か ら冬 になるまで、畑や日はいろいろな野菜が生 育 を続 けて いる。
私 自身、ゆ っ くり、た つぶ り、心 ゆ くまであぶ らむ農場 をlin喫し身 も′
きもリフレッシュ
させ て頂 いている。

く追.・
L〉
ほうれん草の発芽 の遅れは、種 rの 芽 だ し処理 の説明 をせず、その まま蒔 いて もらっ
たのだか ら日数がかか つたのであ って、悪 い ことをした と反省 してい る。

私 のために喰 われて しまったくいの ち>た ち
あぶ らむ長期滞在者

西平

直

今年 もまた、ひ と夏、あぶ らむの里でお世話 になってい ます。
ここに来 る と、仕事 がで きます。それはそ うで しよう。 自然 に囲まれ、電話 も来 ない、
食事 もおい しい

。 よ く、そ う言 われ ます。

確 かにそ うなのですが、本当 は、それ だけではないのです。
ここで暮 らしている と、 自分 のすべ きイ
L事は何か、考 えざるを得 ないのです。
「自分 は何 を仕事 とする人間か。 どんな役割 を果 たせばいいのか。何 のために 自分 を
」
役立ててゆけばいいのか。
自分 に問い掛 けず にはおれな くなるのです。

大郷先41は、木工作業をしたり、力仕事をしたり、仏頼された講演に出かけたり、
日々違 つた仕事をしては、クタクタになって、夕食につ きます。
‐
育さんは、三度 の食事を作 り、宿の 切 に気 を配 りながら、文字通 り、身を粉にして
働 き続けています。
[事に加わりながら、
女性 スタッフたちは、かいがい しくキツチンで働 き、時にはカイ
にぎやかに周 りの皆なをなごませて くれます。男性 スタツフと 「代の若者たちは、今回
は日んは、明日は薪割 り、次は木 :と、汗 びっしよりに、日々者開 し続けてい ます。
￨、 さて一体、自分はどんな仕事をしたか。
そうした 「
働 く」人たちと同じ食卓につ く‖
同じ食事 をいただくに値するだけ働 いたか。自らを、省みざるを得ないのです。
■ 三日、世話になるのとは違い ます。 ひと夏ず っと生活を共にさせていただく時、
が、ひしひしと身に追 って くるので
右 り難さと、申 し訳なさの入 り交 じった、問いlllけ
す。
でも、誤解 しないで ドさい。その 「
生産性Jと は違い ます。効率 よく利lHl
仕事」 は、「
を上げる生産の論理 とは違うのです。
そうではなくて、与 えられた今 日 日の恵みを、十分にいか したかどうか。その人な
地上におけるつ とめ。
Jで す。
りの、それぞれ違 った 「
イ[事J。いわば、「
つ とめJの 人もいます。人によつては、体を休め、
お年寄 りの話を聞き続けることが 「
つ とめJで す。一 日誰 とも話 をしないで、ひたすら祈 り続け
心身 ともに整えることが 「
つ とめJだ ってあるのです。
る 「
私たちは、いの ちを喰って、生 きてい ます。他のいのちを殺さなくては、生きられな

v

い。そのくいのち>の エ ネルギーを受け取 らなくては、生きのびてゆかれないのです。
いつてみれば、その 「
私たちのために喰われてしまったくいのち>た ち」 に対 して、
恥ずか しくない一日を送 つたかどうか。
とんな仕事 をするにしても、どんなつ とめを背負 うにしても、その問いからは逃れら
れない。私 たちは、日々、その問い に対 して、自分の生 き様を通 して、答えてゆ く責任
を負っている。
厳 しいけれ ども、それが厳粛な事実なのだろうと思います。
自然に日まれた、ゆったりと時の流れる、 (でもい くらでも仕事のある、
)こ こあぶら
むの里に来るたびに、一体自分 は何をするために生 きているのか、何をするために生か
されているのか、心の底 から問い掛けられてしまうのです。
V

ス タ ッフ及 び 長 期 滞 在 者 紹 介
97年 の夏、あぶらむで暮 らしている面々は総勢 8人 です。大郷夫妻 と6人 のメンバ
ーで毎日笑いの絶えない食卓です。その 6人 を紹介 します。
吉田 修
4月 より、あぶらむで働 いてい ます。ここでの主な仕事 は、木工と農業です。自分の
、′

目指すところは、 自分の生活に必要なモノはで きるだけ自分で作 るコ ト。様 々な意味で、
様 々な規模 で、「自給率」 とい うものを上げていけば、環境問題は低減できるんじゃない
かと考えています。
好 きなもの、山、酒、風呂、メシ

・.

馬橋 謙
高校を卒業 してからここでお世話になつてい ます。それまでサッカーぐらいしかやっ
たことがなか ったので、 ここでの毎 日の仕事はいい経験です。 これから自分の将来の 日
標が定まるようにいろいろ と考えてゆきたいと思 つてい ます。頑張 ります。

神山 拓 史
￨ず つ と家 の 中で過 ご して きました。た くさんの人 と接
僕 はあぶ らむに来る前、1年 l・
す るのが苦手で、外 に出ない ように してい ま した。で もそんな生活 を繰 り返 していた ら、
どんどん元気 じゃな くなっていって、何 か始 め よう と思 つてここに来 ま した。 ここでの
生活で、人 と接する ことが嫌 じゃな くな つて きた し、少 しずつ元気 になって きま した。
これか らももつと自分が良 くな って行け るように頑II‐
りたいです。

佐 々木

太郎

僕 は今年 の 4月 か ら、あぶ らむでお世話 になってい ます。今年、中学 を卒業 して きて
今 、斐太高通信 の一年十 として、勉強 を しなが らここで木■や ヒ木な どいろいろな仕 事
「事 の両立 に も慣 れて きて、毎 日初めての こ
を教 えて もらってい ます。だんだん勉強 とイ
とばか りなのです ご く楽 しいです。早 くもっとここのJi活に慣 れてゆけたらいい と思 っ
てい ます。

中村

真紀

3月 に大学 を卒業 して 4月 か らここにい ます。学41時代 は教 員を目指 していたのです
が、フ イリ ピンの晨 llを訪 ねるな どの機会 を,こして

しか分か つていな
今の 自分はlllで

いことが余 りに も多す ぎる ように思 え、少 しまわ りこ を した くな りました。そんな とき
あぶ らむにHI会い ました。

初ittt 美香
螂、そ してあぶ らむの ■の 自然、皆様 のなかで毎 日楽 しく過 ご させていただいてい
1に
ランテ イア計口 'に 応募 し、あぶ ら
ます。 4月 末 よ り、 日本青年奉仕協会の ̀一年IHHボ
むに来 ました.

年,1ボランテ イアの活動先 を希望する際

あぶ らむの紹 介文 に即 、 ひ

きつ け 皓れ ました。人 と自然 、自分 自身、 またその 多 くのかかわ りを見つめたい と思 つ
てい ます。

後列 71から ヽ橋、lt々木
十日
肯
,ダ1左から 折原、大郷育
神山 中刊
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寄 付 者 一 覧 (8月 1日 現 在 )
宮城正子/谷 野将崇/永 井道子/宮 下令子/日 本聖公会京都教区社会部/広 瀬留雄 洋
子/大 門宗裕/水 谷靖 登美子/日 本 キリス ト教団京都教区ネパ ールワークキャンプ/
大家俊夫 陽子/鹿 住泰治/斉 藤友子 慶三/高 沢敏子/馬 橋 奨/岐 阜バ プテス ト教
会/富 山聖マ リア教会婦人会/田 中尚代/橋 本祀子/尾 針恵子/倉 敷知恵子/上 原栄正
山口益夫/尾 崎嘉代子/門 田圭介/近 藤真紀/沼 尻全弘/鎌 田玲子/吉 植 よし子/住 日
篤/原 川恭―/東 晃 瑾子/坂 本吉弘/一 九直也/清 水秀明/査 岐健夫/武 原春美/小
沢福夫/石 井秀夫/久 保日順/小 野裕/石 森牧 真子/林 英夫/小 畠綾/久 保田彰/徳
田その/鈴 木正士/杉 :日
千鶴子/中 村ひろ子/菊 澤満喜子/佐 々木優/小 笠原スワ/一
柳百/紅 林みつ子/熊 谷一綱/木 村 きく/佃 寿子/日 下初子/口 尾兵二/萩 尾信也 出
穂/シ ョーテック ホームサプライ/瀬 川信子/西 村睦子/高 島光江 富美江/森 田 ト
ミ/栗 原子代/豊 里正子/松 井明子/菊 地栄二/祈 りの家教会/嘉 数弘子/富 永隆史
敦子/磯 貝澄美子/東 京聖 テモテ奉仕会/伊 東勇/島 谷晴朗/木 下春子/横 浜聖クリス
トフアー教会/朝 比奈誼/長 田まどか/堀 内昭/牛 丸忠男/松 尾隆/高 瀬留美/二 原―
男/京 都復活教会/島 田信弥/葛 飾茨教会/岸 井孝司
和夫/吉 岡邦秀

ミツ子 篤史/松 九一夫/松 岡

新 規 会 員 (8月 1日 現 在 )
く正会員〉岩瀬祥子/桑 口澄 「/永 井幸子/小 野美知江/馬 橋奨/庭 野節子/宮 内陽子/
細江恵子/宮 下令 「/大 田征子/木 村良己/小 林佳 千/中 村正克 啓子/飯 島信也/
佐 々木道人

まり/田 原貞子 工之/片 桐孝 多恵子
〈賛助会員 〉今井隆/伊 藤―技 志保/清 家美佐子/島 並正治

編集後記
今年 のあぶ らむはに ぎやかなス ター トとな りました。宿 の利用客が いな くて も、 8人
の生活が しっか りと続 くのです。 このマ ン パ ワーを もっともっと￨ご
用 して行かねばな
りませ ん̀,その手始め として、あぶ らむ通信 を自分た ちで活字 に打 ち込み ました。そ し
て高1在 住 の大森清 孝さんの 協力 によ り印昴1へ とこぎつ け ました。年 2回 発行 の 予定が
1回 に足踏み して い ます。 このエ ネルギーを,‖いて年 211の 通信 をお‖ させていただ き
た く思 ってい ます。
末筆 にな りましたが、会員の皆様 には会費 の納 人方、 よろ しくお願 い致 します。

あぶらむの会」について》
《「
「あぶ らむの会Jは H約 聖書倉1世記 に出て くる、信仰 の父アプラハ ムの旅立 ち
必然
の前 の名前、「アプラム」 に出来 してい ます。それによれば、彼 はその内n勺
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、安定 の地 を離 れて 「
な り、旅に必要な
ま りに も安定 を求める今 H、 私 たちは旅 としての人生に臆IIlと
能力 を欠いてい るように思われ ます。
し、人生の良 き旅 人を育てるた
あぶ らむの会Jは 、 自己の 人生 に果敢 にlll戦
「
め、それ に必要な訓練や出会いの場 を提供 してゆ くことを日的 としています。

