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阿久津 富男

あぶ らむ通信 をお手の皆様 にはお元気 でお過 ご しの ことと
思 い ます。2006年も こ うして一年間の私 たちの ささやかな
歩みを、
皆様 にお届けする ことがで きることを嬉 しく思 い ます.
● 授 粉 時 の 長雨
今年 は自ll災害 も少な く 衣面的 には 餃n勺
+穏 な年の ようで したが、その割 には作物関
'ヒ
係 は不作 の年 で した。
番お どろいたのは稲作 で、最 も多 く収穫 した年 の400t減 と、 さんたんたるもので した.
穂 ば らみ (授粉時, ￨の 長雨 と、
私 た ちな りに原 因の究り1を試みてい るのですが 、 つ は 「
地方の本
H対的lll下1瞑性的肥料不足)に ある ように思 われ ます。昨年、大きな被害をうけた
ヒエの大発生 はお さえらオ
tたので、今年 は多収が期待 で きると.Uっていたのですが 授 粉時
の長雨 は大 きなオ」
撃 となった ようです。稲作 に限 らず、野菜 など」iきものを育てて思 うこと
は、ltえイ
41育環境 の 大切 さです。初期 の41育条件 さえ しっか つと整えて
リけや種 まき初lllの
や つておけば、後 は多少のことはあって も作4/は自分で成長 して行 くように思い ます 人間
も司じです。幼児虐待等 のニュースをみるにつけ、動物植物等4iきとし生けるものAFL同じで
あることを痛 いは ど教 え力 らされ ます。
この機粉時の長雨は稲作 だけではな く■山の木 々の木実 にも影響 を与 えたようで、 トチや
ナラなど ドングリの実 は企 くといつて よいほどついてい ません。そのため山にエサ となるも
のが ないため、動物 たちは■ にお り出 し、 この地区で も熊騒動がお こってい ます。 自然 災,I
が少 な くて安心 してい た裏 では、このように 「
授粉時 ￨と い う大 切な時が満た されなかった
ため、生 きものた ちはお,い 大騒動 の年 となったようです。
●沖 縄 雪 物 語
初めて河縄 の海 を見たIIの感動 、40年近 く経 つた今 もその時の心の農えはひとつ も色あせ
ていない。,"辺でイ[事を し、■清 したかつた私。 しか し、私に海を口
,え ると仕事 はった らか
しで遊 んでばか りい ることは神様 は よ くごぞん じ.フ イリピン、 ネパ ール、そ して飛騨 と、
与えられたフ ィール ドは山、山、山.
飛騨 の地に来て20年、私 は沖縄 の子l■たちに小屋が ￨̲まって しまうほ どのあぶ らむの甲の
、
■ を見せ ることを 一つのり として、実現す るHを ,し
待 ちに して きた。そ して、いつの 日か山
の子供 たちを沖縄 の限 りな く青い海へ 。 「
還暦少年Jの 夢 をかなえてあげ ようと、,中
縄聖マ
ルコ保育国の主任保母宮城T子 さんを中心 に、在H児 や卒H児 、そ してその父母たち16名が
厳冬 のあぶ らむへ やって きた。 「この地の寒 さをl」ぐ防寒其 は沖縄 には売 ってい ない、 どう
しよう !Jよ くよ く考 えてみな くて もご もっともな話。そ こで地元増島保育周に不用防寒具
をお願 い した ら集 まる こと、集 まること。 人箱2()箱
ほ ど集 まった。参力Л
者 リス トを見なが ら
一人一人 を想像 し、あの子 にはこれ、 この子 には これ、山の ような中か ら選ぶの も楽 しかっ
た。残 りはフィリピン、ネパール、難民支援へ と、無駄 は一つ もなかった。
TVゲ ー ム等 の 出現 で実体験 のない世界が広 がつた。それが ,供 たちの成長 にどの ような
影響 を与 えているかについては 専 門家達がるる説明 している。 ‑1℃ 以下 になれば水 は水
ることは誰 もが知 っている。で も,中
縄 の子供たちには、それ を頭 だけで理解す るのではな く

戦 となった。
か らだ"で 知 つては しい と思 つた。そ こで アイス キ ヤンデ イーづ くりに〕し
夕食前、 カルビスを型 に入れベ ランダに置 いた。氷は冷凍庫でつ くるもの、戸外 に置 いた ま
までアイ ス キャンデ ィーになるなんて…。翌朝 5時 ごろか ら子供 たちの声。それだけで も
子供 たちの胸 ワクワクが+分 に伝 わって きた。寒暖計を見れば‑6℃ 、私 は 自信満 々に戸 を
あけベ ランダヘ 。 しっか りとアイ ス キャンデ ィーがで きていた。 子供 たちの喜び よう 1真
冬 の早朝 か ら天然 アイス キヤンデ イーを口に していた沖縄の子供 たちだった。
私 もこの年齢 になつて 自分の子供時代 をふ りかえる時、記憶 とい うものは、心 の震 えが と
もなわない限 り、記憶 として心 に刻み こまれないこ とを しみ じみ と思 う。私 のささやかな夢
をかなえて くれた沖ネ
亀の子供 たち、あ りが とう。 これか らもこの活動 を続けて行 きたい と思 っ
ている。
● あぶ らむ と瞭庭 裁 判 所補 導 委託 制 度
2004年にこの制度 を通 して、初めての少年 を預かってか ら4人 日の少年 となった。初めて
の方 のために、この制度 について記 してみたい。
「
家庭裁判所では、非行 のあった少年 について、再 び社会 に迷惑 をかけず、社会の 員 と
して生活 してい くことがで きるように、保護観察 による指導や、少年院の教育 を受け させ る
な どの処分 を決めます。その際、す ぐに結論 をけ￨さず、 しばらく少年の生活態度な どを見て
補導委託」 は、試験観察
か ら処分 を決めることもあ ります。 これを 「
試験観察」 といい、 「
の で必要に応 して行われるものです。」 (最高裁判所事務総局 「
少年たちにあなたの力を1
‑家 庭裁判所の補導委託制度 より)
最初の少年 を預かる時、女房 は私 にクギを束1した。 「いつ も短気 をお こ して爆発ばか りし
てい るあなたに、そんな仕事がで きるの ?こ れはあなた自身力'間われる仕事 なんだからね IJ
ベ 、特別気が長 くなったわけではないが、各々
何 とllの痛 い言葉で しようか。あの当時 と1ヒ
6ケ 月間のここでの生活 を終 えて、今回で早 くも4人 日の少年 となった。 どうや らここへ預
け られた少年た ちの方 が、私 に歩調 をあわせ て くれていた ようだ。3人 目の少年 を送 り出 し
登録先」 としての通知が舞 い込
た前後 に、岐 亭、富山、神戸家庭裁判所 か ら、補導委託 の 「
tからもこの ような働 き、あぶ いむの 大切 な働 きとしてや りなさい とい うこと
んで きた。 こオ
と思 い、り￨き受 けることにした。
この仕事 は基本的 にはボランテ イア活動である。依頼先 の家裁 か らは医療費 を含めての衣
食住 に関す る実費が支払われる。 日常生活で共 に仕事 を担 う中で大ケガなどさせた時の医療
費負担 な ど、誰が もつかなど法的には明確 になってい ない。私 もこれか らお世話 になるか も
しれないか らあ まり大声ではいえないが 、あ るli度手厚 い保護 のある老齢者 に対 して、次代
を背負 う丼者たちへ の配慮、環境 はあま りに も寒 々と したものがある。昔か ら云われる通 り
「
子供 は親、大人、社会の鏡 Jで ある。痛 い ほどこの言葉が突 きつ けられる。一 人の大人 と
して、 ここで41活を共 にする少年たちに、大人 とはどうい うものか を示 したい。それは女房
の 言葉通 り、自分が一 人の大 人となって行 く 「
人人業Jの 世界で もある。年齢 さえ重 l̲れば
自動的 に大 人 となって行 くことの大 間違 い を、少年たちは教 えて くれる。
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●青 木 恵 哉 師 の 故 郷 を訪 ね て
未熟 な中味であ りなが ら、な もかたちの Lだ けは 「
還暦Jと い う つの節 日を迎 えた。ふ
り返 つてみれば 「もしあの時 にあの事が、あの人と出会 っていなければJと い う 「
歴 史の
もし￨な らぬ 「人生の もしJだ らけで、背す じが寒 くなるような思 い ばか りだ。数ある私の
「もしJの 中で も ハ ンセ ン病療養所,中
縄受楽日 を幾多の苦難の 、 自力で創立 された青木
,LJlとの運命的￨1会いは決定的 だった。生)「
、お会いで きるとは思 つて もいなかった千孫 の
方 々と 昨年青木先4,の記念式でお会いで きた。その ことのは で本年10月 先生の故郷徳島
をお訪ね した.著 苫 1選ばれた島Jの 占き出 し部分が立体的に処 って きた.
あぶ らむの働 きにたど り着 くまで 私 は多 くの偶然 によって導 かれ、支えられて きた。そ
してその こと故 に、私 も誰か にその 1伸
1然Jと い うきっかけを提供で きる人「
同であ りたい と
思 うようになってい た.
「シモ ン シモ ン 見よ サ タンはあなたがたをなの ようにお、るいにかけることを″
Hっ て
許 された.し か し わた しはあなたの信仰が な くな らない ように、あなたの ため に析 つた
それで、あなたが立 ちiにったときには、兄弟 た らを力づ けてや りなさい ￨と い うイエ スの言
葉がある。最近、この 苦来が 自分 のnlに●ちはだかるようになって きた.人 生旅路 を旅する
中で つ まず きそうになった り、立ち11まらさるを得な くなった り、歩むべ き方向111を
見失っ
た りと、様 々な問題 をかかえる人に、私た らで力 になること力'あればとい うlll在
のあぶ らむ
のlllき
い
は、多 くの偶然 と‖1会 によ ,́て 導かれ 支え して きた者 としての ささやかなが
',オ
、
らも しか らの恩返 しであると思 つている 青 木先41の,%郷に立 つた11、何 か 自分の原点に
'

ち選 つたようだ った。

これか ら数年の ￨に 、家裁の補導 委託市中1を F.して■かる少 11を含め 次代 を背負 う丼者
、を立 ら11げたい とⅢってい ます。その1)はまたお力 をお貸 し 下さい。
育てのプログラノ
ところ本格的寒 さの訪れが遅い ようです。‖
ll暖
とはいえ冬の来 さはや っ
今年はll.11の
化lll向
て きます。 とうそお元気 でお過 ご し下さい。
それではよい クリスマ スを、そ してよいお年 をお迎え 卜さい.

2 ( ) 0 61年2 月
あぶ らむの会 代表

2007年

大

郷

あぶらむ主な行事予定 Part I

●あぶ らむ雪祭 り ………………………………… 2月 9日 〜 12日
●‑40℃ アラスカ ・オ ー ロラの旅 ……………… 2月 20日 〜28日
●第 11回子 供 か ら大人 までのネパ ー ルの旅 ‑3月 25日 〜4月 5日
。今年 も田植えが終 りここらで 一服 コンサ ー ト
―― 津軽三味線 2代 日高橋竹 山 一― ―― … … 5月 26日 (土)
。天生湿原の水芭蕉 とプナ原生林の道
トレ ッキ ング ……………………………………… 6月 2日 〜3日

博

抑縄雪物語

あぶ らむ雪祭 り参加 メンバ ーの一大勢力、大城 フアミリー
(父母、娘 4人 )力 ゞ
初 めて雪 にふれた、その心 の震 えを寄
せて くれ ました。写真 と共 にお伝 え します。

( 2 才)

者らりが,い たゆきたるま ・・。そりの中で齋ることのできる大物です 1

ゆきまつりのこと」
「
よ うちえん 2く み

大城 うらら (4才 )

2月 17日わたしたちみんなであぶらむのさとにい きました。
わたしは、はや くゆきをさわりたいな〜とバスのなかでもず っとお もっていました。
あぶらむについたときは、わたしがゆきをみたときは、とうこちゃんとびっ くりしました。
ゆきがいっぱいで、きもいっぱいで もつちがないからびっくりしました。みんないろんなこ
とでびつくりしてい ました。
そとがゆきのれいとうこで した、 じゅ―すがあいすにかわつていました。
ごはんは、たぺ られない ぐらいの大きい さらではこばれてきました。どれからたべ ようか
まよいました。
ゴリエ とぴらみっとをやりました。 1ば んうえのきらりはおちそうでしんぱいで した。ち
ちは、よつtrらっているとお もい ました。
いぬがこわかったけど、またあぶらむにいきたいとおもいます。
大 ごうせんせいげんきでね。
うららより
‑5‑

たのしかったなそりあそび. J
「
2年 1組

大城

るな

2月 17日に、わたしたちは、あぶらむの里に行 きました。
わたしは、ゆきと友だらになってそりもうまくなりたいとわたしは思 つていました。そし
て、やつとあぶらむにつ くとゆき力=ちょっとふつていました。
わたしは、ゆきを、1かい もみたこともない し、ゆきを、さわったこともなかったのでと
てもうれしくなっていました。わたしは えほんのゆ きも はんもののゆきもさい しょはぜ
んぶわたあめみたいにあまいのかなと思つていました。でも、あぶらむの■に行 くと本物の
ゆきは、あまくも、やわらかくもありませんで した。
わたしは、このゆきを見てそりもやってみたいなと思い ました。そして、つ ぎの日になる
とやつとそ リカ1でてきました。さい しょは、タイヤのそ りをやりました。まさこ先生がそ り
で 「ドソて―ん」 ところパとみんなが、 「
あ、はははは。Jと わらいました。わたしの父さ
んも、みんなにわらわれました。わたしは、それを見てちょつとコワかったけれどゆうきを
だしてすべ つてみると、 「じょうず、しようず。Jと いって くれました。
そして、またつ ぎの になるとこんどは、ちゃんとあかいそりでやつてみました。タイヤ
よりもまだ、そ りのほうが早かったです。
わたしは、きんちょうしたけれど、みんなよりも長い きよりをすべ ることができました。
そのりゆうは、「
足をそりの中に人れなさい。1とい うや りかたをちゃんときいてたからです。
さいごには、みんなでつ くったかまくらの中で、心があたたまるお じるこをみんなで食べ
ました。夕 ごはん も、とてもでっかかったです。
わたしは、ゆきをしらなかったけれどおしえてもらって、わたしは、すごくさいこうのLu
いでになつたと思います。
かえりのパスにのる時に、ゆきをもってかえろうとしたけれど、ダメだといわれました。 とっ
てもざんねんだったけれど、 しかたないなあヽ と思 つてが まんしました。
またあぶらむの里に行 きたいです。

あぶらむの里をふり返って」
「
6年

大城

穂 乃香

2月 171に 、初 めての家族 6人 での旅行 で した。私 は、何 Hか 前か ら早 く雪 を見たいなあ
とか 、あぶ らむの里 はどうい うところかなあなど、 とて も楽 しみでいっぱいで した。
そ して、 ぎふ県に着 いて見た事 もない風景 に見 とれなが らバ スで何 時間かたつ と、高速の
サー ビスエ リアみたい な感 じの所 でノ｀スカ｀とま りました。私は、 さっそ く外 に出 ました。ほ
うしも手袋 も何 もつ けてい なか つたので とて もヒンヤ リしてて寒い とい うよりはつ めた くて、
あ つとい う間に鼻水が ビー ビー出ました。久 しぶ りに見る雪はバスか ら見た印 しょうと少 し
ちが つて、思 つた よりもとて もカタイ雪が沢山あ りました。又バスにもどり何時間がバスを
てみんな雪 をつ か もうと必 しで した。
走 らせていると雪がぶって きました。す ぐにまどをrTIけ
そ して、バスの長旅 も終わ りあぶ らむの里 について、次 はちゃん と手袋 ぼ うしをつ けて遊
‑6‑

びました。さっきの雪 とは、またちがいとてもやわらかい雪などが沢山あ り、思うぞん分遊
びました。
遊びつかれた所で夕食でした。夕食でも見た ことの無い夕食ばつか りだったので、 どれを
食べ ようかまよいました。私が一番おい しいなあと感 じたのはみそで した。また食べ たいで
す。
そして、朝がきました。私とお母さんは、早 くおきたので散歩を楽 しむ事にしました。先
生もいて、 ソリなどをして遊び、昨:1よりも雪がふわふわしていました。沢山、雪にはまっ
た りして楽しかつたです。

あぶらむにて」
「
母

大城

美智子

2KXる
年 2月 、我が大城家 6人 もマルコ保育国のグループの一員 として雪 まつ りに参加 させ
ていただ きました。
家族 6人 全員での参加 となった事 は、偶然 に して とで もうれ しい ことで した。
私 たちの家族 は、皆 が各 々に一 回の時間 を思 い思 い に使 うためにすれ違 いが多 く、家族仝
員がmlう時間力ヽまとん どもてないのが現状 でり。
に身 をまかせ 〜 1
それが、 「
あぶ らむの里Jで の 2泊 3日 は…時 のlrtれ

雪 まつ りを大 い

に体感 したので した。

｀
「
あぶ らむの里Jに 到着直後 か ら。 「
I… ?」 「
時計 は一 ?」 とくる りあた りを見渡
今何 I・
す子供 たち…視線の先 には時計 はあるものの…針 は動 く気配がない ように見えました。 ただ
そ こにかけてあるだけの壁飾 り?の ように見え ました。家の中の大 い柱 …樹齢 100年?の 木
柱 …何かが違 う
「んヽ 1時計 ?無 い よ !!J大 郷先生か ら笑顔が返 つて きました。その言葉 をもらい、時
計 を探 す 日も、忙 しい心 もどこかへ… 白い雪の世界に くぎづ けにな ったので した。
そ こ・へ行 きた くて飛 び出 しました。雪
朝早 くllと長女は、二 人で部屋 の窓か らH.える ・
の中を歩 き、 タイヤで雪の上 を滑 り、距離 を競 い ました。
ケラケラJ笑
また、父 との散策では、■の中にズボズボは まり、動けな くなる父 を見て 「
いllげる娘 たち、初めてのスキー服 に身 を包み、 まるで宇宙服 ?歩 く姿 も字宙遊泳 ??「 足
が あヽJと 手 をつい たら 「
手 もヽ ￨と 四つ んばい。笑 つている と雪が日の 中に…思 わず腹 ば
いの まま両手 を先に出 し、む しゃむ しゃ食べ始めて しまう。 (笑,そ り遊 びでは、ス ピー ド
競争 !距離競争 !大 人 も子供 も真貪1に遊 びました。サーフ インみたいに立ち乗 りした り、ア
ンバ ンまんみたいに腹這 い になつてみた り、大人げな く子供 に勝 つて喜 んで しまつてい ま し
た。
また、忘れることがで きない ものに、 ・
、テー
食事・があ ります。長 いテーブルに皆がlllい
ブルいっぱい広 げ られた品々は、何か ら手 をつ けていいのか、 また箸 も止 まらない 1体 めな
い !1自 分 の子が誰 の膝 の上で世話 になつて い るのか、そんなの もお構 い な し… ひたす ら、
箸が動 くので した。 (母)か ま くらの中で食べ たおやつ 'あ ったか ヽいお しるこ"も 、忘れ
る事 ので きない一品で した。

最終 日の夜 には、フルキャス トによる大宴会 !!
大人 も子供 も一緒 になって大は じゃぎ 我が大城家 も両親 と長女が土台 とな り 2段 日に
次女三女頂点に 2オ の末娘 に した、組体操三段 ピラ ミッ トが大成功 !拍手 をもらうことがで
きました。
気がつ けば 時計 を気 にする事 も、頭で何 か ゴチ ヤゴチ ャ考 える事 もな くなっていま した。
今"を 楽 しむ事がで きました。
何か力が抜 けて 自然 に '後"を 考 えず、 ・
あぶ らむでの 3日 間、何 か をさせ られた とい う感 は、全 くないのですが、何か大 きな力が
湧 いて きたのです。 「さあヽ また、は じまるぞ !!が んばろ う 11Jp(^^lq
PS

お土産 にと雪 を持 ち帰 ろうとした娘 のボケ ッ トか ら、雪 を出 させた事 は後 に後悔 し
た母 で した。

あぶらむの里での思い出」
「
父

大城

勝也 ̲

21X6年2月 吉 日、名古屋 セ ン トレア空港到着。 とて もきれい な空港、洒落た名前 の空港。
、
ワクワクの沖縄人て感 じであぶ らむ
し
あぶ らむの里の大郷先41の出迎えで リムジンバス、′
の■へ 向か う。雪は降つて歓迎 して くれるかな ?と い う気持 ちで名古屋か ら岐阜へ ￨,かう。
一山一山越 えて行 く、一山越えるたびに残雪力靖 えてい く。雪 を見るだけで感動、途中パー
キングエ リアで雪 に触 れ また感動。気温 もどん どん下が り、山奥のあぶ らむへ の期待が さら
に膨 らむ。長時間バスに揺 られあぶ らむの里 にやっと夕方に到着、大 人も,供 たちも大は じゃ
ぎ、こんなた くさんの雪は初めてで大感動。今回のあぶ らむの里へ の旅行 は私たち家族に とっ
ては初めての家族揃 つての県外 へ の大旅行 とな りました。私たち沖縄 人にとつては雪 を見る
雪 に触 れるだけで も感動 します。子Otたちにとつては本当 に初めてで■ を見たとき触れたと
きの最初 の一言 は何 とい うのだろ うとそ こも気 にな りま した。

一
し
¨
︐
′

大城

.´
―

´ ′
′
′
,)

うららとあやのねえちゃんが、とてもかわいいうさぎをつくったばめん。
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るる

教 師 志 望 宮城 綾 乃
雪 を見れる、雪に触れる 雪 で遊べ る !Iな んて、沖縄育 ちの私 にとって、めったにない
とて も嬉 しい企画 !l… のはず なのですが、私は出発 ぎりぎりまであぶ らむ行 きを拒 んでい
ました。寒 いのが古手 な私、雪 の世界 なんて とんで もない と思 つていたか らです。飛行機 に
乗 って、バスにゆられて、やっとあぶ らむに到着。バ スか ら降 りる と、そ こには見た ことも
ない雪景色が広が つてい ました。右 も左 も前 も後ろ も自い 1!雪 だヽ 11あ ぶ らむのあの雪
景色 を見た時の衝撃は今で も忘れ られ ません。
あぶ らむの 3日 間、た くさんの 「
初めてJを 経験 しました。 自然冷凍庫でつ くったアイス
キャ ンデ ィー、 タイヤ滑 りやそ り、雪 だるまや雪 うさぎ、かま くらも作 りま した。子供たち
は1人
は じゃぎ、い え、私 も含めて大人達 も千どもの ように大は じゃざで した。私 は、裏山の
50mの余面か らのそ り滑 りに挑戦 しま した。 ものす ごいス ピー ドとス リル !1途 中で、そ り
か ら投げ出 される人まで…それを見て もみんなは 「
大丈夫 1?Jと は間がず、み んな大笑 い。
1日中、時間 も気 にせず、みんな思 い きりは じゃいでい ました。寒 さ大嫌 いの私 は、 は じゃ
ぎす ぎてあの年 世界の中で、汗 をか くほどで した。
本当に最高の 3日 間で した。何 も考 えず、時間を忘れるほ ど楽 しくて、 こんなに中味の濃
い旅行は初めてで した。あぶ らむの スタッフの皆 さん、絶対 また行 きますね〜 11

楽しかった雪まつり」
「
世 話 人 、保 母

宮城

正子

「
あぶ らむの雪 まつ り」 に2006年 2月 17日 ヽ19日の予定 で大人 (65才)ヽ 2才 の チどもま
で参力1しました。
中部 国際空港 で待 ち受 けてい たのは、帽 rを ちょこん とかぶ り、 ちょび ヒゲの大郷先生。
挨拶 もそ こそ こに、 早々 とバ スに乗 り込 み ま した。雪 をさわった事 のない r力ヽまとん どで、
バスの 中では ワイワイと雪の話で盛 り にが つてい ました。
雪降 ってない
岐早へ 向けて走る も雪は見 られず、子供 たちもち ょっとガッカリした様子 「
じゃんJと 怒 りに も似 た言葉があ ,́ち こつ ちか ら聞 こえ矛先 はボスの人郷先生へ。 「人郷先
生雪は ?J I雪 ないの ?J「 ほん とうだね雪ないね ェヽJ「 オイオイそんな返事 しないで コ￨
と思 う私.
岐 宇へ近づ くにつれ、小雪が バ スの 中で舞 つている。 「ああ雪だあ ヽJ暖 房 されているバ
スの窓 をFTlけ
、かわいい手 を出 して雪の感触 を確 かめている子供 たち。雪の量 は、だんだん
あぶ らむの里 ￨で 日にしたのは、山のように積 もっ
増え 「
雪だ、雪だJの 大合唱。 日的地の 「
バス
た雪で、到着すると我先 にと
を降 り、荷物 はそっちのけで 早くも、 人人、子 ども雪合戦
が始 まりました。そこであわてたのは、大郷先生 とあぶ らむの スタッフたち。手袋 と長野ι
を
つ
い
持 って走 つて くる 「しもやけにな ります ので けて ヽさ 」 と言 われて も、子供 たちには、
何 の事や ら?????(沖
縄 では、 しもやけ とい う言葉 はあ まり聞かないので)
こ うして 「
あぶ らむの里Jで の生活が スター トしました。人郷先生が、沖縄の子供 たちに雪
の体験 をさせたい とい う思 いがず ヽつ とあ り、願 いがかなった大郷先生 は、楽 しそ うに子供
たちに話 しかけてお られた.
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まず、最初 に作 ったのは 「ア イス キヤンデ ィー ￨、 翌朝の朝食のデザ ー トです.自 分で
作 れる喜 びをわかちあい ました。人人はコ ップ作 り、夕食時氷
「アイス キャンデ イーJ力 ゞ
の コ ップで飲 む日本酒 のおい しかった事。 また人きな調理用 のボールを 2つ ltい水 のフルー
ツカ ップが出来上が り、その 中にフルーツの需 り合わせでキ ヤー素敵― .(我 先 に取 りあ つ
た)
ース順 にクリア した人が進 んでい く,
ース 中級 コース、 「17xコ
外 での雪の体験 は、i7jlltコ
ソ リや タイヤでの滑 り、 「侵 たちの 「達 には、 日を見張 る物 があ りました。滑 っては転 び
ツリや タイヤを自分 で持 つて登 つて くる姿、何度 も何度 もくり返 し4Hしんでい ました。
「か まくら￨を 自分達 で掘 り、その中で,ウ フウしな力iらおい しいお じる こも食べ ました.
まっ白な雪の上 を歩 くのですが 、 どうも体重 の重いのは不利 な立場.雪 の 中に
ま雪の中だか ら 「ダイエ ッ トし
入った足が取れない。や つとぬけたか と思 うと足だけ、長ll日
ろ ヨJと は、日が裂けて も言 わない とい う大郷先41。 (いってる しゃないですか ,)

雪上歩 きは

たちで滑つて きた、大 人 了 ども
とにか く前に進むのは、至難のわ ざで した。雪の か わ逆 、
tだけ いろい ろな
を見て 「こんな滑 り見た■ ない J写 真 をとろう大ll先■ もビックリ。そオ
体験 したかつたので しょう.雪 ダルマ作 りや、雪 うさぎI、 大人 も子 どもも、ほん とうに,し
とたわむれた と思 い ます.,中縄 の大 人ヽ子 どもは、朝 早 くか ら昼食 (2時間休 みをとっ
',■
ただけ)夕 方は食事 だ よヽとllばれるまで、外 にい ました.
の F'tた ちに■の体験 を
沖4駐
人郷先生が、私 に会 うたびに、常 々i話してお りました事が 「
縄 の,い 窄 と海へつ れてい きたい ￨と
させ たいんだよ ￨、 それ と逆に 1高 の 1供 たちを,中

か

….「 あぶ らむの 円￨へ 呆 た してイ の 方をつ れてい けるか らょつ と不安 はあ りましたが
'1人
まず歩み始 め よう1歩とい うJiで今1116名の 方が参llしました.
人郷先生の思 いは的中 し、沖縄 の大 人ヽ子 どもはこんなに も雪の旅 を楽 しみ ました。そ し
て、育 さんおい しい食事、 またいろいろな注 文に も快 く受 けて ヽさりほん とうに感謝致 して
お ります.ナ ル さん、 しずや さん、奸 さん、,中
組 の私達 のためにはん とうにあ りが とうこざ
い ました。
人郷 先生 の夢 をち ょっとだけお手伝 い出来たかなあ― と思い ます。
来年 も参加者がいるといいですね。 人郷先生。

2007年

あぶらむ主な行事予定 Part Ⅱ

●乗鞍岳周辺 お花畑 トレッキング ……………… 7月21日 〜22日
●あぶらむ自然学校 ……………………………… 8月 4曰〜 10日
0中 秋 の名月 と荘川蕎麦 の会 …… ……………… 9月24日 (14夜)
0紅 葉狩 り、天生峠から白川郷 へ ……………… 10月 6日〜8日
●海 と山との出会 い
―― 富山寿司栄 坂本吉弘さんを囲んで 一一 …… 11月 中旬
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雪 をみるな り人間 ダイブ。側 で雪 を食 べ
続 ける子. 楽 しぃってこんなこ となんで
しょうね。

お姉 ちゃん、 お馬になってヨ" 大 人 も
子供 も無心 でただただ雪 とたわむれる。

巨大かまくらの中でお じるこ食べ て 。・
あたたまった らもう一遊 び。

大城 ファミリーの人間 ピラミッ ド。
4 人姉妹が両親の背 に。 「
私 も背負 って
いるのヨ」 と長女のほのかちゃん。
飛騨の山で泡盛 でカンパ イ ￨ ￨

雪 う さぎ と沖縄 美 人 。 あぶ らむの里 の マ
ス コ ッ トと して ぃつ まで も置 い てお きた
か った。

S少 年 の 旅 立 ち
家庭裁判所 の補導委託制度で預 かった S少 年 (17才)が 、 ここでの 6ヶ 月間の生活 を終 え
て帰 っていった。 ささやかな送別会の時の旅立ちの 言葉、彼 は律儀 にも文章 として残 していっ
tか らもまっす ぐに歩んで くれ ることを折 りつつ 、少年の旅立ちの言葉 を
て くれた。彼 が こオ
お届け します。
「あぶ らむ の み な さん へ 」
俺 は もうここのあぶ らむに来て十年が経 ちました。
最初の頃 はタバ コの事 とがで色々と迷惑 をかけて ごめんなさい。
俺 は事件 を起 こ して このあぶ らむに来たんだけ ど、最初 は何 もか もが全部不安 で、 どんな
所 や と思 つていたけ ど、来てみた ら 人 ―人の人たちが とて もやさ しくてあたたかい人ば っ
か しだったので、今思 えば本当にあ りがたいです。
自分 はここで生活 を して、最初 の頃 はテキ トウにこの半年やっていけばいいわ としか思 つ
てませ んで した。だけどあぶ らむのみなさんと,はご して行 く中で、 タバ コの事 で も先生や ス
タッフの人たちは何回 もこんな俺 を叱 って くれて、本,%はもううんざりしていた と思 うけど、
また 1か ら俺 に色々な事 を教 えて下 さつて 自分 は本当に変 われたと LUいます.
｀
先生たちの気持 ちが 自分にも伝 わつて、後の 4ケ 月間は 自分 で も本 %にが んばった と思い
)で 、本当にお￨しをいいた
ます。がんばれたの もこのあぶ らむのみなさんのおかげだ と思 う´
か
いです。 自分の中での思 い出は、いつ もいつ もみんなで一緒 に食事 を資べ た事です。IItず
しい事 に、今 まで家族 とか とみんな一緒 に食事 を したことがな くって、 このあぶ らむに来て
みんなで食べ れて、家 に帰 ったら毎 日は無理 か もしれないけ ど、一週間に 11は 家族 と食事
を したい なと思 い ました。
ここか らは一 人 人の言葉 で、最初 に育 さんで、育 さんには毎 日おい しい食事 を作 って下
さって、 しか も体 にいい と考 えた物 も作 って 下さつて本当にあ りが とうござい ます。最初 の
ZJlは
、 タバ コの事 とかでいっぱい迷惑かけたけど、それ も自分の 中ではいい思 い出にな りま
いつ も
元気に して、
した.あ の時 はす い ませ んで した。本当 に育 さんは体 には一番気 を付 け、
いつ もおい しいご飯 をお客 さんに作 つて ヽさい。この十年間本当 にあ りが とうござい ま した。
トモ さんは、いつ も俺 を,ヒって くれていたけ ど、 これか らはその事 を思 いだ してちゃん と
してい きたいです。 あ と、 トモ さん との思 い‖￨は、ホム さん と三 人で高山に行 った事 です。
川のフiで二 人で食事 を した り、土手でね つころが ,́た りして本当にあの時 は、楽 しか ったで
す.ま たいつか行 きましょう.勉 強 の 方も僕 もがんばるので トモ さん もがんば ってやつてい
ろいろと本当にあ りが とう.
て ヽさい.ヽ ヽ
作 ってす こいなあと思 い ました。
ナ ルさんは、いつ も毎 日とて も明る くて、みんなの実ll lを
僕 も元気がない時 は、いつ もナルさんの明 るい笑顔で元 気 をもらってい ま した。 これか らも、
縄 に行 っている時 に僕 を叱つ
明るいナルさんでいて ドさい。ナルさんとの思 い出は、先生が,中
い
て くれた事が 番心 に残 ってます。あの時 は怖 顔 で叱 つて くれて本当にあ りが とう。 これ
か らも仕事 を女 4人 でがんばって ドさい。
ソウさんは、色 々と大変 だったけ ど早 く手の指 を治 して ドさい。僕 たち 1人は、あの時 は
機械 の怖 さとか も知 らなかつたけ ど、 この事 をいい 方向 に して これか らはお 11い気 を付けて
仕事 をがんばってい きま しょう。あ と、2月 に僕 はここに来たい と思 つているので またその
時 は 緒 にキ ヤ ノチボ ル をしましょう。 もっとうま くなつて、 コン トロールをよくして も
どって きます。本当に早く、一 日で も早 く指 を治 して ヽさい I!お 世話 にな りました。
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ユ ウジンさんは とで も料理が うま くてヽ特 にチデ ミとかが とて

もお い しかったです。 また
来た時にはぜ ひ作 って下 さい。 あ と、キュ ウ ミンに色 々と変な ことを教 えごめんな さい
。
キュウミンは、いつ も泣 いているけ どもう少 し強い男 になって 下さい。色 々とサ ッカー
を
した り、野球 をした りして とて も楽 しかったね。 また来た時 は一緒 にまた遊 びま
しょう !!
あ と運動会の騎馬戦 の時 は思 つた以上 にすごかったね。あの時 は僕 もビック リしま した
。だ
け ど僕 がす ごか ったか ら、キュ ゥ ミンはぼ うしを取 られなか
(笑
,た んだ よ )。 まぁ保育園
のみん なと仲 よ く楽 しくこれか らもして ドさぃ。
静谷 さんはいっぱぃあるけど、休みの Hに いつ もいつ も迷惑 をかけてごめんね。 ガソリン
代 はいつか払 い ます !!静 谷 さんとの思 い出は 2人 で どこかのlhを自転 r,で今 ったの を え
覚
ていますか ?!ぁ の時 は本当にヘ トヘ トで した。だけ ど景色 は とて もキ レイだったので
、ま
たいつか行 きま しょう。僕 の部屋 で も仕事 の事 とかで よ くll談にの って
くれてあ りが とう。
これか らもイ「
事 をケガのない ようにがんばって下 さい。
先生は、あんま りないけど色々とお世話 にな りました。 この 十年 はキ ビシク仕事 の で
方 も
‖
ヒつて くれて僕 も少 しは成長 した と思い ます。
2人 でサ ウナの近 くの池 を作 った事 を覚 えて ますか ??正 山ゃる時はグルかったけ ど
、先
生 と初めて 2人 で作 って汗 を流 し叱 られなが ら作 ったP/」
なので、僕の一番 の思 い出です。先
月1からはいっぱぃ色 々な事 を学 んだけど、学 んだ事 をちゃん とゃれるようにがんば
りたいで
す。信用 もどれだけ大切かが分か りました。 これか らは つ一つがんばって
信用 を作 って行
きたいです。ぁ と、 緒 にいつ もお風 呂に入つていたけど、 もう僕が い ないので しくなる
淋
で しょう !1僕 もとで も淋 しいです。次か らはキュゥ ミンと 1人で入つて
ヽさい 11
もう 1つ は、 これか らも僕 み たい な子がた くさんこのあぶ らむに来 るか もしれない
け ど、
みんなマジメでカワイイのでこれか らも 1人 1人 を助けていい方 向にやって下 さい
。本当に
このあぶ らむの里 に出会 ってよかったです。
先生 も、体 は良 くないけ ど本当 に体 には気 を付 けて仕事 をやって ドさい。無理 のない よ
う
￨こ
。
僕の感想 はいっぱぃぁるけ ど、本当にこのあぶ らむにこれて とて もうれ しいです。 ここは
色 々な出会いがあってお客 さん もた くさんの人が来て一緒 にお話 をする中で学ぶ もある し
事
本当にいい なあと思 い ました。最初 の頃は色 々と したけど本当に反省 してます。で もその
後
はがんばった と思 うのでゆる して ドさい。 この十年 で 自分で も
本当 に変 わった と思い ます。
自分が この半年死ぬほ どがんばれたの も、先′
L やみんなのおかげだと思 うので本当に感謝 し
てます。あ りが とう。
この後 は、少 しずつ勉強の方 もがんばって保育士か福布Lの仕事 をしたい と つてい
思
るので、
がんばってするので応機 よろ しくおねがい します。本当にいつかは先生みたい に
世間に役立
つために、1人 で も多 くの少年 を助 けるために僕 も今か らはがんば
りたい と思います。本当
にこの半年間あ りが とうご ざい ました。 これか らは家族 と友達 ともいい で よ
方 仲 くしてい き
ますのでず っと見守 って下 さい。 また 2月 に来 るのでその時 はよろ しくおねが い します。
あ と、先生 と約束 した タバ コとピァス とかは守 るけど、 マユ ゲは約束 しませ んので ど
うぞ
よろ しくおねがい します。
もう 1つ 僕が今楽 しみに している事 は、友達や家族 に 自分が変わった ところ を見て もらっ
て、友達 の 中で も 1人 で もいいか らマ ジメに俺 もならなアカンなぁと思 っては しいです
。
本当に僕 も変われて とて もうれ しいです。
これか らはちゃん とした生活 を したいです。
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あぶらむガヴィス基金報告
2004年、立教大学時代 にフイリピン、キヤンブ参加者達 と協力 して設￨￨された 「ガヴ イス
基金Jが あぶ らむの会へ 引 き継 がれた。 (ガザ イスは現地 イ ゴロ ット語 で 1良きものJの意味)
少 しずつ独 自の活動 がで きるようになつて きたが 本年 は韓国 メツジ ス ト教 会牧師、徐
(ソー)さ ん―家 3人 が研修 のため 年間あぶ らむへ滞在。 また、ネパールか らこの10年間
あぶ らむ主催 の 1子供 か ら人人 までのネパールの旅 ￨を 支 えて くれたホ2、 シュ レス タ君の
1ケ 月間のあぶ らむ研修プログラム。そ して 昨年 に引 き続 き反町員理子 さんが主催するフイ
リピンNCO「 コーデ イエ ラ グ リー ン ネッ トワークJへ の協力 と、少 しずつではあるが
が届 いたの
llk告
活動 の幅が広がって きた。 フイリピン バ キオ市 に滞在の反町 さんか らIF.地
でお伝 えします。

フ ィリ ピ ン山岳地方 の 村 と人々 の ために私 にで きる こと
環境NGO「 コーディリエラ ・グリーン ・ネットワーク」ディレクター
反町員理子
この 「
あぶ らむ通信」 を読んでいる方で、マウンテン プロビンスやその他のI岳 地方 (コー
デ ィリエ ラ地方)の 村 々に行かれたことのある方は、どの くらいい らっ しゃるのだろうか ?
′
卜が立教大学在絡11代の1980年にチヤベル llLで始 め られたフイリピン キヤンプ
大IFl先
の立
は途中何年 か実施 されなか つた年があつたそ うだが、1998年まで20年間続 き、約4(10人
の学生 たちがたび
教 大学の学生が参加 したそ うだ。98年以降 も、サ ークルに形 を変えて
'教
してい ると問いている.
たびマウンテン プロビンスや カリンガ州 などをlljオ
大学社会学部 4年 に在籍 していた
私が フ イリピン キャンプに参加 したのは19割年。
'教
ときだつた。サ ガダ村 、マ リコン村、ギナー ン村 に滞在 した 2週 lHl余りの間に、貧 しいなが
らも生 きる力 に満 ちたオ者たち と出会 い、颯 り助 け合い、 ときには迷惑 さえも掛 け合いなが
ら暮 らす小 さな村社会の真 のあたたか さに触れ、言葉 に尽 くしがたい貴重 な経験 をした。
その ときに,ん だ 岳地方 との縁が細 く切れず にいたのだろう。 フ イリピン キヤンプの
約10年後 に、 日本で、マ ウ ンテン プロビンスのお隣、 カリンガ州 の人 と出会ってフ イリピ
ンに移 り住 み、10年がたった。 3人 の子供 に
恵 まれ 山岳民族 の 人たちの暮 わしの助 けに
もな る手工芸 品 を 日本 の フェア トレー ド
シ ョップなどに卸す とい う仕事 を して生計 を
ーデ イ
立てなが ら 5年 前 に環境 NGOIコ
リエ ラ グリー ン ネッ トワー クJを 立 ち に
げた。 市場経済の流入で、山岳地方の 本当の
意味 での豊 か さが失われてい くの をみすみす
tなかったのだ。 日本 はず
見す ご してはい らオ
いぶん先 を行 つて 、発展 して豊かになつたか

奨学生と反町氏

の ようだったが、た くさんの大事 なもの を失 って きたか

もしれない と後悔 し始めてい るでは
ないか。私 にも日本での経験 を■か して、山岳地方のいい ところを
残 しなが ら生活 を改善 し
てい くお手伝 いがで きるのではないか と思 つたのだ
。
ここ10年の山 岳地方の村 々での生活 の変化は大 きい
.多 くの付 に 車が走れる道路が通 い
乗 り合 いジー プが運行 し始め、剛 との交流が盛 んになった。
多 くの付 に電気が来て、衛阜テ
レビをもつ 家庭 も現れ、マニ ラや 1叶
界の情報が町の 人と同 じように手 に入るよ うになった。
この 2年 のFllに
は携帯電話が急速 に普及 し、電気や道のない村で きえ
灯油の発電機で充電 し
て携帯電話がllえるようになった。
町に行 きスーパ ーで cMで 宣伝 を繰 り返 している加]:食 を い
品 買 込み、テ レビと携帯電話
を自分 の物 にするのが、11の村人たちの インスタン トな
「
夢」 になった.ほ とん ど自給 自足
/T・
に近 い生活 を してぃた人々の、 「
現 探 し」 の古間が始 まったのだ。
この国では、大 きな決意 を抱いて 大81・
市 マニ ラに仕7.を探 しにいって も、す っか り破綻
しきつた経済事情ゆえ、1岳 民族にまともなイ「
事 などあるわけがない。手 っllkり
早 く短期 間
で大金が稼げる手段 といった ら 「
海外出稼 ぎJで ぁる。 フ ィリピンは、Fll内
産業の振 興 を図
る前 に、,,外出稼 ぎを国 を Lげ て奨励 してい るよ
うな国で、8300万人 (20m)の 人日の うち
892万人 (2002)力｀
海外でIP4稼ぎ中 との こと。lo人に 人、大家族が多いので
家に 人が
Fl外に出稼 ぎに行 ってい る計算にな り、その数字 は年 々
増加中。山 岳地方 におけるIL稼ぎ著
も年 々す こい勢 いで増 えている.
」岳民族 のお もな出稼 ぎ先 は、女性の場合 は香港や中東での メ イ
ド、男性の場合は台湾ゃ
韓国での 場労lll者
。海外出稼 ぎには 日本円で50万‑70万 円 (ときには もっと)と ぃ
う彼 ら
にとってはll違いの 人金 を ￨ェージェン ト」 と呼ばれるいわば
斡旋業者に払 わな くてはなら
ず、借 りられるところか ら借 /TNをしま くって悲壮 な
覚悟で旅立つ。だか ら、雇 い」,との契約
が切れて も、 ビザが 切れて も、不法 に滞イ
Fし続 ける人が非常 に多い。不法就労者 として阿ゃ
l●い■か らの保護 保障 もな く、見つか らない ように
隠れてお金のためだけに働 くH々 を送
ることになる。
どうにかだれかを海外 に出稼 ぎに出 した家族のほ うはひと
安心だ。‖送 りがあれば、嵐が
来て日んぼの米がや られた として も、町で米 を買 うことヵヽ
で きる。ir供の ノー トゃ靴 を買っ
てやオ
tる。そ してテ レビにオーデ ィォ セ ッ トに
携帝電話。 とりあえずの夢 は手に入る。
しか し、若者たちは日畑 を耕すの も億劫 になる。学 に っ
校 行 てlll強して、何 とか仕事を見
つ けて も安 い賃金。車 も買えない し
つ
、家なんで建 ゎけ もない.で 、地1元
で働 くのが バ カら
しくなる。か くて、 「スタン バ イJ(準 備中 とい うことか
?ひ どぃ呼 び名です)と 呼ばれ
る学校 に も行 かず仕事 もせず、ただただ海外 出 ぎ者か らの
稼
仕送 りを待つ だけの若者が増 え

ている.

カ リンガ州 の州都 タブ ックにあ る新 興住宅地 の

名前 は 、なん と 「ホ ンコン ￨ そ して 「タイ

ワンJ.香 港 と台湾へ出稼ぎ者からの仕送 りで建てられた成金ハ
ゥスが,レ
んでいるゆえのネー
ミングだ。それで も、まだ家で も建てば出稼 ぎに った
行
甲斐 もあるとい うもの。送金するお
金は 「スタン バ イJの 子供たちの洋服代や飲み食い
代、米てはギャンブル代に消えてしまっ
て、10年出稼ぎしてぃても柱 も立たず、子供たちは 一
誰 人大学 を卒業できなかったなどとい
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う話 もよく聞 く。
山奥 の村 でアラブ系の顔 を した子供 を見かけ、わけを聞けば、母親が メイ ドとしていった
出稼 ぎ先で暴行 されて宿 した子供 だ とい う。そ んな悲 しい話 も少 な くない。
出稼 ぎ組の滞在が長 くなれば長 くなるほど、家庭 の崩壊 も起 こ りがちだ。海外 のフ イリビ
ン人社会 で新 しい家族 を作 って しまう出稼 ぎ者。待 ちされずに、 フイリピン側 も新たな伴侶
ス タン バ イJた ちは行 き場 を失 い、 「
やっぱ り
を見つ ける。仕送 りは もちろん途絶 え、 「
自分 も海外出稼 ぎにで も行 こ うかJと 考 え始める。なん とい う悪循環。
海外inの中で も障れの的は、 アメリカや カナダ、オース トラリアなどへ の移民組 だ。学歴
もあ り、職業 も持 っていて、 この国の将来の発展 のためにもつとも必要 とされている人材が、
い とも簡単 に祖国を捨 てる。かの国 々 もそ うい う人材 しか、移民 として受 け入れてい ないの
だか ら仕方がない。 か くして、 フイリピンには、とくに地方の コ ミュニテ イには、優秀 な人
材 は残 らず、 コ ミュニ テ イに根 ざ した建設 的な意見 を述べ る リー ダーな ど育つはず もな く、
出稼 ぎシステムの横行 でやる気 を失った ぐうた らな若者達が重延 しているのだ。
山岳地方が近年直■1している もうひとつの大 きな問題 は 「自然環境破壊」 だ。Jに いなが
の収入源が高原野菜 の栽培。 ジヤガ
らに して現金収入 をもたらす ことので きるほとん どlll―
イモやにん じん、自菜、キヤベ ツ、 レタスなどの高原野菜は、高地である ‖岳部 の ものが い
トリニ ダー ドの市場 か らは、毎 日、大景の野菜が マニ
ラに向けて大型 トラツクで出荷 されてい く。すでに、地方 の中で ももつとも交通 アクセスの
いいベ ング ッ ト州 のハ ルセマ道路 (バギオか らボ ン トクに向か うあのでこはこ道。 ここ数年
ちばん質が良 く、バ ギオヤお隣の ラ

でだいぶ舗装 されてベ ング ッ ト州側 は道が良 くなつた)沿 いは、みごとにどこもか しこも野
菜の段 々畑 に姿 を代 えている。昔か ら家族で守 って きたはずの森 さえ も切 りつ くしてだ。 し
か も見た日が されい な野菜が高 く売れるとい うので、化学肥オ￨や農薬 をた くさん使 つた農法。
て道 は遮 断 し、乾季には水が不足 し、わずかな川の水 も農薬で
台風 が来 るたびに土壊が lilれ
汚染 される。
野菜産地 として最 も知 られるプギアス町の中心 アバ タン村では、水源 は 1筒 所 を残 して
すべ て枯 れ、水 の配達 トラ ツクが大忙 しで水源か らllの各所 を走 り同つてい る (もちろん水
は有料)。 川は よどみ、農薬の影響で、産 まれて くる子供 たちの中には奇形 を持 つた子供 が
のがん患者 の半分 以上が この町 の出身だ とい う。それが、標高
多 く、 ベ ング ッ ト州立 rll院
1.800mのI岳 部 で起 きていることなのだ。
それで も、人々は現金 を74む効率的な野菜作 りをやめられない。有機晨業の調査 に村に行 つ
て も、人 々は晨薬 の人体へ の影響 についてFlいほど感 じてい なが ら、イ ンタビューには口を
つ ぐむ。健康 よ りお金、環境 よりお金が大事 なのである。 このお金 を生むブギアス型の野菜
栽峙 がい ま、山岳地方の多 くの村 に広が り始めている。ハ ルセマ道路が続 くマウンテ ン プ
ロビンスで も著 しい。
こんな広が りつつある環境破壊 の波 を少 しで も食い止めるには何 をしたらいいのだろうか ?
私 たちのNGO力 ヽ主としているのは
① 自然環境 の価値 を教 えるための環境教育事業
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② すでに壊 されてしまった自然を修復するための植林事業
O環 境破壊を最小限にとどめながら人々の現金収入を与えるためのライブ リフッド (生
計)
事業
C)将来のコミュニティのリーダーを育てるための奨学金事業である。
具体的には、①環境事業としては、山岳部の村の学校で若者向け、学校の
先生向け、地方
の役所の職員や市民団体向けなどに、 「
森林保全J「 リサイクルJな どをテーマ とした環境
セミナーを開いた り、環境教材 としてJ岳 地方の森林破壊の
現状を捉えたビデォの制作、小
L向けの環境教育絵本の出版、環境絵画 コンテス トの実施と環境保全ポスターの
学′
制作など
を行って きた。
②植林事業は、ベングット州キブガン町 (バギオからパ スで約 5時 間)の 急峻な山
岳地帯
で、約50ヘクタールの構林を地元のコ ミュニティの 人たちとともに つてい
行
る。
③ ライプリフッド事業 としては、キブガン町での養蜂指導、アパヤォ州 ルナでのアグロフォ
レス トリーの指導、その他のコ ミュニティでの有機晨業セミナー
などを行 っている。
①奨学金事業 は、将来、 コ ミュニティをリー ドできる人材を育てることを日 と
的 し、カリ
ンガ州のパ シル出身と、ベ ングット州のキブガン出 の
身 、地元の州1立大学で学ぶ4i徒を対象
に行っている。本年度は、日本の里親の方々からの支援により53名の
学生が学んでいる。
目の前に丸坊主になった山がそぴえたち、
そこに暮らす人々は水不足から野菜や米が育
たな くなり途方にくれているのを目にするとき、
す ぐにでも苗木を買い与 え、野菜と米を手渡
すことは容易な援助だが、まずは 「
教育」を
しな くて何 にもならない とい うのが、NGOで
のこの 5年 間の経験から学んだことだ。 3年
前に植えた20余ヘ クタールの一部が山火事で
姿 を消 してしまったが、その原因は木をl■
え
たコ ミュニティの住民自身が火を放ったもの

キフガン高校の生徒 との梅林

だ とい う。 なん ともシ ョックな話だったが 、自然環境が 自分 たちの
家族 の命、 自分 の 子孫 の
暮 らしにまで関わって くるとい うサ ィクル を理解 しなければ、切 って材本 と して売れるまで
に何十年 もかかる木 を植 えて育ててい くために、たいへ んな
労力 を払 う人は誰 もいない。み
な、今晩のおかず、明 日の米 に因 っているのだ。だか らこそ、
環境 の価値 を教 える教育がす
べ ての事業の前 に必要であ り、長 い 目でコ ミュニテ ィの
将来 を見据 えることので きる若者の
育成が必要なのだ と思 う。
先 日、私 たちのNGOの オ フィスの ある敷地で週 2回 催 されている オー ガニ ック
野菜 の朝
市で、マ ウンテン プロビンスのマ リコン村 か ら無晨薬 のオレンジを売 りにきた
女性 に会 っ
た。 「
20年以 卜前 にマ リコンに行 ったことがぁるJと 言 った ら、 「
あなた、マ リコ じゃない
の ?Jと 突然言われて驚 いた。彼女 のご主人 は、 フィリピン キャンプで
私たちをあたたか
くもてな して くれた青年 たちの 一人 トーマスで、 カリンガ族 の人 と
結婚 した とい う私の こ
‑17‑

とも何度 もうわさに聞いている とい う。
i場で小 さな店 を営 む彼女 と結婚 し、マ リコンで有機栽培 によるオ
トーマ スはボ ン トクの ‖
レンジ晨障を始めたのだそうだ.う わさに聞いていたオーガニ ック オレンツの生産者が トー
ヽ
か いか らうれ しく、た くましい村の リーダーになつているであろう トー
し
マ スのことを誇 りに思 つた。 トーマスの ような♯者が もつと増 えれば、山岳地方 も、その豊
かな 自然環境 を残 しなが ら、おだやかにゆ っ くり変貌 してい けるだろう。

マ スだったとは ￨

lt林も教育 も、す ぐには結果の出 るものではな く根気 がい る事業 であるが、私 とい う小 さ
な外国人にで きる ことを、 こちらの心ある人たちと手 を携 えて続けてい きたい と思 つている。
この けかな森が永遠 に失 われない ように。
心がす さんでいかな
この地 を訪 れた人の.lもが経験 したであろう 岳民族 の人々の温かな′
い よう￨こ
.
てきた帯かで貴 重な伝統文化が、 グローバ リゼー シヨ
そ して、人々がかた くなに守 りlitけ
ンの 71Kの1で葬 りよられることが ないように,
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[

2006年
1月
2月
3月

あぶ らむこの一年

この地に来て20年、 この間最大 の積雪量。おかげで来る日も る
来 日も屋根の雪お
ろ しや除雪作業 の毎 日で した。
あぶ らむ雪祭 り (10日ヽ13日)
河縄聖 コルコ保育同特 別雪祭 り
今年 もなが来た、ネ ´番 の会

第10回子l■
か ら大入までの ネパールの旅 (参加者23名)
4月 JA岐 早厚牛連看護専門学校新入牛ォリエ ンテー ション キャンプ
第13回さ くら道国際ネーチャーラン (名古屋 一金沢250km)参 加者92名
神戸家裁より補導委託制度による少年受入れ
5月 南 1大学人間関係学不￨ゼミ合宿
日本電公 会沖縄教区教役者会

▼ ]撰 ゞ
;リ
フ
の
な
大
運
動
会
、
で
サ
ク
ン
宮￨ま
イ
リ
グげ
5klll
̀」
6月

7月

8月

9月

10月
v

11月

12月

ゲシュタル ト セ ラ ピー研修会
韓国 メツジス ト教会牧師 徐 (ツー)― 家来日
久保田義久人兄 樹木葬
岐中 生 と死を考える会研修会
名古屋 絆 ルカ教会キャ ンプ
立教小学校 「自然の 中でお もいっ きり」 キャンプ (5泊 6 1)
第 21可あぶ らむ 自然学校 (6,向7日 参加者13名)
立教大学生 フ ィリピン キャンプ舎宿
人阪 生 とタ
ヒを考 える会研修会
風 の学校キャ ンプ
高日日赤l tl院
看護部研修 会 (15,日 )
メい, ( 2 2 日)
f脅
脱穀 (29日、今年の収1量
は史 L最低)
岐早 富山 神戸家庭裁判所 の補導委託先 の 降 録先」 の適矢Π
乗鞍 ￨1麓トレッキングの 会 (降tiにより中J=、雨 の中穂il方面右股登山道 トレッ
キング)
補導委託の S少 年最終審判
青木恵哉師の故郷徳島訪 日
神戸家裁より補導委託制度による少年受入れ
逝去者記念式
初雪 (11月12日)
「
海 と山 との出会 いJ、 富山 「
寿司栄 1坂 本吉弘 さんを聞 んで
韓国 メッジス ト教会農ll伝道訓練院 車牧師―行来里
韓国 メツジス ト神学大学 李正培教授 ―行来里
味 n.・
用大豆、自菜、大根等冬用野菜収穫
本格越冬準備開始
,む通信発送
あぶ ′
あぶ らむクリスマス会
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￨￨‖Ⅲl寄付 者 一 覧 ('05年 12月 7日 〜'06年 11月 26日 )‖‖‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲl
松岡和夫/東 京聖 テモテ教会奉仕会/祈 りの家教会/片 桐多恵子/武 原正 明/本 田 りん
/江 田宜子/野 崎久子/安 藤実 陽子/箕 浦純子/八 木克道/南 知子/長 谷川秀司/鬼
本照男/田 中義―/長 谷川勉/長 谷幸雄/橋 岡加都子/原 川恭一/伊 藤明子/星 野直子
/池 田正毅/渡 辺直明/久 出広子/大 田國夫/藤 田宏之/杉 浦幸恵/木 下春子/星 野一
朗/鈴 木武次/熊 谷

敏江/鳥 日信弥/俵 里英了/佃 寿子/二

網/浜 中好美/味 岡努

井正秀/高 畑謡子/高 瀬章/谷 章子/友 沢加代 子/福 士良子/小 林賢三 佳子/小 林正
司/西 日晃 喜久枝/鈴 木康邦/串 間千秋/矢 崎ふ き子/小 泉恵子/田 尾兵二/筒 井啓
子/時 高照子/金 子美弥子/平 野淳子/工 藤真喜子/門 円圭介 恭子/福 田柱 ￨1矢 子
/京 野和子/鮫 川哲郎/杉 山敏子/富 永隆史 敦子/高 濱友理江/竹 田純郎/石 出衣手
/寺 田信一/西 村哲郎/京 都復活教会/森 紀旦

敦子/森 信俊平/菊 澤満喜子/中 村啓

子/尾 崎和廣/稲 本誠一/宮 古聖ヤ コブ教会/嘉 手苅米子/人 嶺佐智子/岸 井孝司/タト
村民彦/大 杉匡弘/大 橋邦―/田 中洋子/千 葉復活教会/― 柳百/伊 藤隆/上 出亜lll子
/谷 市 ■/吉 田修/高 瀬留美/松 回あさみ/窪 寺俊之/江 見淑子/聖 フラ ンシス エ リ
ザベス礼拝常/池 崎純 ―/太 円勝博/溝 際席介/市 川聖 マ リア教会/中 村芳枝/湊 治郎
学院中学校高等学校宗教
/豊 見城聖マルコ教会/津 留孝夫/静 岡聖ペ テ ロ教会/福 岡1女
部/梶 原恵理子/鈴 木育三/鈴 木兵盲了/長 坂尚/清 水秀りJ/高 橋恵太郎/蔦 村的了/
横浜聖 クリス トフアー教会/杉 木峯夫/西 垣正子/大 槻 カズ子/林 賢之輔/金 城由美子
/出 中誠/前 田晃伸 容子/飯 IH昭正/宗 像和雄/三 沢悠子/静 谷英夫/畑 井正春/松
戸型 パ ウロ教会/市 川秀―/矢 後正子/前 日颯智 r/石 1元
裕美/八 代洋子/木 ノ内伸子
/宮 崎仁/古 沢 1召
夫/川 上玲子/安 違宏Ill 真理子/神 田キリス ト教会/大 塚梅子/坂
本吉弘/保 井亮/戸 塚鉄也 恭子/中 村洋/成 瀬真智子/宮 城正子/愛 知聖 ルカ教会/
久保田義久樹木葬関係者― 同/永 井深雪/坪 島行雄/東 京 セン トボールライオンズクラ
ブ/土 師晴子/小 仲宏/大 畑 こふみ/松 尾正枝/鬼 本麗子/安 日育子
.06年
11月 26日 )‖‖Ⅲ‖Ⅲ‖Ⅲ‖‖‖Ⅲ‖‖‖‖‖
Ⅲ‖‖!新規 会員 ('05年 12月 6日 〜
武原正明/伊 藤文雄/伊 東 日出子/石 戸谷正子/竹 森せ い子/酒 井忠喜/福 田桂 亜矢
子/尾 崎和廣/上 田敏明/矢 野裕史/新 開春樹

桂/丸 山正樹/森 日喜之/松 浦香恵/

金子員/小 池直子/目 崎甲式/武 藤 六治/西 日晃 喜久枝/谷 荘吉/保 井亮/小 野田恵
子/渡 辺信子/原 田道―/布 俊晴/吉 野美電子

多大なご支援ありがとうございました。心 より感謝 し、お礼申し上げます。

―

―

