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小 坊 主 さんの楽 しみ

地球の 自転 のス ピー ドは、古 も今 も変わ らない はず なの
に、年齢 と共 に一年 の経 つ のが 本当 に早 くな りました。 こ
れ を 「トイレッ ト ペ ーパ ー理 論Jと は よ く言 つた もので
す。初雪 に してはけ つこうな積雪 に越冬準備 を急 ぐようにとせ っつかれ、つい先 日書 いたは
ずなのに再 びめ ぐって きたあぶ らむ通信 の原稿書 きその 〆切 日にせつつかれ、お まけに年 の
瀬.パ タバ タ状態の中か らお使 りさせていただ く失礼お赦 し下 さい。
をお手にされてい る皆様 にはお元気でお過 ごしの ことと思います。本年 もあぶ らむの
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会に多大 な ご支援 をお寄せ下 さり、心 よ りお礼 申 し上げます。
● あぶ らむ キ ャ ンプ と子 ども たち
あぶ らもを助けて くれていた着手 スタッフの転進で、一挙 に平均年齢のあが ったあぶ らむ
スタッフ、で もや らなければならない仕事 は待 ったな し。老骨 (P)に ムチヤリちな力iらもこ
の一年 春夏冬 の子 ども達ll手の野外 プログラム も頑張 りま した。
11年間続 いた ネパールの旅、お休 みの本年、そのかわ りにと永年の課題 だった 「
沖縄 キヤ
ンプ」 を実現す ることがで きました。子 ども違 と 「
与 えられた 自分の人生 を生 きる」 という
ハ ンセ ン病療養所 沖縄愛楽園Jへ 彼 らを連
ことを考 える時、私のホームグラン ドである 「
れて行 きたか つたのですが、高齢化 した入周者の皆 さんの現実 を考えるとそれは無理。私の
能力 を越 えることは承力 しつつ も、沖縄 の 自然 と、60余年51の 「 縄戦」か ら学ぼ うと企画
'中
しま した。
ご承知 の ように 縄戦 では 「集Fn自決Jと い う悲惨 な出来事があ りま した。1945年3月
26日 、絶大 な戦力'中
を誇 った米年 は沖縄本島 卜陸作戦 に ともない 、その前進基地 を確保すべ
き、本島西方海 L40kmに ある慶良間市島の座 間味島、渡嘉敷島 に上陸 を敢行 した。小 さな
島 々、逃 げ場 を失 つた島民 は島の中央部 に迫 い込 まれ、そ こでは軍 よ り支給 された手溜弾
に家族が群が り、死 にきれなかつた者 をす 夕や カマで殺す などとい う出来事が起 こったので
す。座 間味島3FD8人
、渡嘉敷島329人が犠牲 となつた。
22年前 (1986年)、 私 は関西学院大学宗教部 の性頼 で、沖縄 での研 修会 を企画す ること
となつた。沖縄 を語 る時は沖糸
電戦 を抜 きには語れず、沖縄戦 を語 る時は、座間味、渡嘉敷島
の島民集団 自決 を抜 きには語れない。
当時、沖縄 キ リス ト教短大教授 の金城重明氏がその集団自決の生 き残 り、11き訓:人とお聞
きし、私は図 々 しくも講演 のお願 いに行 つた.後 でお聞 きした事だが、人前で この事 を話 し
たのが初めてだ とい うことで した。沖縄言葉 に 「
肝苦 しや」 (内臓 の痛み、それほ ど舌 しい
お もい)と い う表現があるが、それはそれは筆舌 に尽 くせぬ話だ った。 (詳 しくは金城重明
、
に刻んで 一 沖縄 キ リス ト者の絶望か らの精神史 ―高文研 出
先41の近著、 「
集団自決Jを ,し
版)
私 はあぶ らむ沖縄 キャンプのキ ヤンプ地 を、 「国立沖縄青少年交流 の家」のある渡嘉敷島
に決めた。は じめてのあぶ らむ沖縄 キャンプ、地元沖縄 か ら8名 の参加者 を得、総勢29名の
家 のキャンプ場 は、島に 2ケ 所 しかない ビーチ (砂浜)の
大所帯 となつた。沖縄青年交/ttの
一つ 、渡嘉志久 ビーチ に設け られてい る。小学生15名、中学生 4名 、大 人10名の陣容 で全
行程 のテン ト泊生活は多 くの困難が予想 された。 どの子 も4泊 5日 のテ ン ト 生活は初めて
'自
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だった。
「
子 どもたちに戦争体験 をどう伝 えるかJ、 これは大 きな難問である。 (こんな事 を 「
戦
後生 まれJの 私が云 うのだか らおか しな話ですl̲。)一 つの出来事や光景 を相手に伝 えると
い うことは、 「
想像力Jを もって しかで きない事 と私 は思 う。重 い病気や悲惨 な出来事 に直
面 した人の心中、当事者でない者 は、その人の吉痛や舌1酋は、 自分の想像力 (共感力)の 範
囲内で しか理解で きない と思 う。特 に子 どもたちには、この 「
痛み、苦悩へ の共感Jと い う
想像力Jを 豊かにす ることが大切 と思 う。 これは家庭裁判所か ら補導委託 とい うかたちで
「
少年 を預かって共に生活 している私の最近の実感である。
私たちのキャ ンプ場 、渡嘉志 久 ビーチか い集団 自決の場所 まで片道 8km、 私 は全 員で歩
くことに した。沖縄の美 ら海 を満喫 していた子 どもたちは、60余年前 この鳥で集回 自決 と
い う悲惨 な出来事があ ったなどとは知るよしもなかった。
阿波連 ビーチ と我 々の キャンプ地渡嘉志久 ビーチ以外、断崖絶壁の 自然条件厳 しい渡嘉敷
島.従 歩移動出発前夜、初めて子 どもたちに 「島民集団 自決Jの 話 をした。60余年前当 日は
ハ ブ多発、注意」のある山中を逃げまわ り、島中
雨、その雨の中を島民は迫われ、現在 も 「
央部山頂に追いつめ られ、集 団自決 にJヽった事 を話 した。
キャンプ地か ら 頂部 まで片道 8km、 往復 16kmの 徒歩移動 は、小学生 には少 々きつかっ
た と思 うが、全員よく/1Nい
た。島山頂部の 「
集団自決地」に着 いた時は、疲れ もあつたろ う
が 了どもたちの日数は少なかった。お ‖
t話係で参加 して くれた川 L美砂 さんが、記念碑 に刻
い
―
い
んで くれた。水 を打 つた ような静か さ、涙 ぐん
まれて る碑文 を精 r4Nの
お も をもって ・
・
つ
つ
いた
でいる子 も
の言葉が、子どもたちの心の中に しっか りと入 り込んで
。刻 まれた
い く様力■手にとるように伝わつて きた。 「1才 児○ 名、3歳 児○名、…Jと 年齢別犠牲者 を
刻んだ碑 を見つめ、自分 とl・
l 年齢 の ところで指 を止め、涙 ぐんでいる子 もいた。胸が一杯 に
なった。 8km余 の道 をこの地点 まで歩 いて :

くる中で、一 人一人の中にあの日の出来事が
「
想像」されていったのだと思う。これが草
か何かできて、 「ここが集団自決の地です」
と説1月されても、果たしてどこまでの深さを
もって心の中に届 くのかと思つた。
私たちが この島に着いた 日、その 日は くし
くも 「この 島民集 団 自決 に軍 の 関与があ っ
たJと 東京地裁か ら判決 の下 りた 日だつた。
● ひ ろ し少 年 と家裁 少 年
50数年経 った今 も私には忘れ られ ない事がある。その時 の 自分 の心の動 きの細部 を、今
の家 を訪ねた時だった。数 日滞在 したある日、
もはっ きりとおぼえている。姉 と二人で伯￨サ
突然大 人全員の顔が険 しくなつていた。正座するよう命ぜ られ、落書 きされやぶ けれた一枚
の写真 を見せ られた。その家の大切 な記念写真だった らしい。なぜ こんなことをしたのか と
厳 しく詰間 された。私はあまりに も突然なことで、 また、今 く身におぼえのない事 だったの
で、何が何 だかわか らなかった。 しか し、その家では子 どもは私一 人、そんなことを しでか

すのは私 しか考え られない状況 だつた。子ども心 にもあんな絶体絶 命、逃げ場 のない気持 ち
はilめてだった。 どれだけ私がやつてい ない といってみて も 他 は大人ばか り、そんなバカ
げた事 をする者はひろ し少年以外あ りようがない状況設定 なのです。 どれだけ自分ではない
とさけんでみたか しか しその後、あ まりもの絶望感か ら、 こうなつたら大暴れす る しかな
い と自暴 自棄 にな り、私はあ りつたけの力 をもつて一世一代の人暴れ を しました。そ してそ
のことにより 犯 人は私であ ります と 周囲の人人達 には受け とめ られて しまったのです。
事
後で冷静 になって考えてみれば、その時そ こにもう― 人の子どもが いたのです.指 圧のイ「
を していた伯母 の ところへお客が来ていて、その人が私 と同 じ年齢の了を連れて きていたの
し人探 しをす るは ど その出来事は
です。それは後の後になって気づい た事、私が執念深 くう
ひろ し少年 の心 を深 く傷つ けたのです。
の補導
裁判口「
私が50数年前 の出来事 を書 いたのは、あぶ らむのJで 共に生活 をす る 家￨●
委託に よって送 られて くる少年達 (以後 家裁少年)の 生 いたちを聞 くと、あの11のひろ し
、
の痛手や親
じ
H通 じるようなものを感 じるか いです.両 親の冊婚 による′
少年の気持 ちと何かオ
の職員な どの指導的 ●場にある大 人か らの
による虐行、周囲の大人、特 に学校の教IIやllt設
1決めつ けJや 色 メガ ネ (偏見)等 によって深 く心が傷つけ られ 親や 人人な ど信 しられな
,え
くな り、 どこにも希望 を llいたせず 白果 自葉になっている姿 を見るのです 少な くて も 「
‐
い
一
と、そこにはお
サラな気持 ちで少年ltに接 ￨る
めつけJと い うもの を脇に世き 今 ,■
こオ
tまで と,(なつた展開が71まれて くるのです。 しか し、 この 「決めつ けをはず じ サ ラな
′
ヽ
「には中 々で きないのですね.簡 1'なよ
で見る」 とい うことが 、私た ち人人とI乎ばれる存イ
し
うで一 ll難しい事か もしれ ませ ん お けい もう一度、サ ン テ イグジョベ つの 「■の 1了
さま」を読みなお しましょう。
せ らオιるのか、
後姿Jを ,こ
私たち人人が、次代 を背負 うべ き rと もたちに、 どのような 「
家裁少年 を通 して問われているのは、私た ち人人とよばれている存在 だと思い力 らされる今
日この ごろです.
ジ ジ と孫 」 ―家裁 少年 7人 目の旅 立 ち ―
● 「
tのlL事
4年 前 、当時神戸家庭裁判所 のill査
官 だった■llさんか ら打診 され 少年iF導委吉
つ
1した。￨い
もカリカリしていて
を引 き受けてか ら、この秋で 7人 日の少年 を無事に送 り‖
l・
気 なあなたに、そ んな仕事 で きるの。 自分 とよ く相談 して決めなさいJと 女房にいわれた
私、その判にはよく7人 も無事 に送 り出 した もの と、我 なが ら感心 してい る。家裁の調査官
袖
が云うには、 「け つこうlt亡が 多いのです よJと の こと.我 が身に置 きかえてみた■ぎ、 「
の
導委託先Jか ら逃げ出す気持 ち もわか らな くはない,あ ふ ¨むの■の ようなこんな山 中
この ‖
[の香 のす る円まで 7kmtt TVな ど娯楽 らしきもの もない環境 で、 「ジジと孫J
ほ ど年齢差 のある私たち夫婦 と 一緒 に生活する 逃げ出 さない方が不思議な,で ある。なの
で

人 として逃げ出す事 もな く、裁判官か ら.Tせられた 6ケ 月余の ここでの生活
を今 うして くれた,家 裁少年 と呼ばれる彼等 7人 に、私たちが配慮 されての事だろ うと思つ

にこれまで誰
てい る.

最近や つて きたB少 年、お母 さんの年齢が36歳、私の長男 と大差ない。我が家の子ども達
も昨年二 人も結婚 し、私たちも人並 みに 「ジジ ババJと なった。考えてみれば現在一緒 に
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■l■している少年 も、私たちの 「
孫Jで あ って も不思議ではない年齢関係。 まさしく 「ジジ
孫J関 係なのである。 この事実に気づいて少々愕然、私個人 としては高齢化問題 は他人事 と
にはいつ しかこのあぶ らむにも高齢化現象が派生 していたので
思 っていたのですが、客III的
す。確かに一昨年 前までは若手のスタッフがいて、家裁少年達のお兄 さん役、親役 を担 って
までジャンプ ア ップ (ダウン ?)し て しま
くれていたのです。 なのに急に 「ジジ孫J F41係
っていたのです。 この ように考えてみ ます と、私 自身 としては未だ若 く、気力 もある としっ
てい ますが、生活 を共 にする家裁少年か ら 「ジジ孫J関 係 をつ きつけ られると、後継者 を含
と し

め、今後のあぶらむの会を真剣 に考えぎるを得ない状況設定 となってきました。 「
年齢相応
い
このごろで
せられている
にJと う言葉を実感さ
す。
今回
11月19日、初雪が降 りました。初雪の割には積雪が多 くあ りました。温暖化 とはいわれ
ながらも、飛騨地は暦i己りに冬がめ ぐってきました。どうぞご自愛 卜さい ませ.
新 しき年、幸多からんことをお析 りいたします。どうぞよいクリスマスを そしてよい新
年をお迎え ドさい。
2∞8年12月
あぶ らむの会

代表

大

郷

博

「
沖縄渡嘉敷 キャンプ、行 って きました !」
川上

美砂

自い砂浜 と珊瑚礁 の広がる青 い海で子 どもたちを思いつ きり楽 しませてあげたい、私 も仕
事か ら解放 されて人魚の気分 を味わいたい… と行って きました、渡嘉敷島キャンプ、 3月 27
日か ら全 1週 間。なか 4'自511は海に■￨したキ ャンプ場での生活。総勢29名、小 学41を
心に力1縄、名古屋、岐 宇、新潟、東京 か ら参加 しました。lヵ 月半は ど前 に、豪雪 のあぶ ら
び ￨と い うのが、な
むで、雪遊びを楽 しんだ子 どもたちもいて、今度 は,中
縄 の南 の島でlll遊
ん ともダイナ ミックなので した。
渡嘉敷島に到着 した 日、暖かな 日差 しに胸が躍 ります。テ ン トを設営 し、ち ょ ,́ぴ り寒か
ったけど海にも入 りました。大型 カメーに乗 り全員で海へ。翠朝か らは、探検 と海岸清掃 を
兼ねた散歩でス ター ト。あい に く2日 日夕方か ら天気は下 り坂、大雨強風警報が出ていた と
か。女の子組 は避難所 を兼ねたバ ンガロー に移動。男 の子た ちはテ ン ト,白
、 9歳 の 息子 は
ヽ
す ごい風 と雨の音で眠れなかつた Jと 、忘れ られない夜 になつた ようです。
「
翌 日は、 シーカヤ ックとい う二人乗 りの船 に乗 って海に こぎ出 しました。全員が カヤ ック
に乗 り込み、13艘が次 々青 い海に放たれてい く光景 は見応 えがあ りました。一 本のオールと
同乗者 だけが頼 り、 どの子 も真剣、一生懸 命 に声 をかけ合 っていました。が 1艘 だけ、 ス
イスイと先頭 に躍 り出る船が …大郷先生で した。飛騨 の山です つか り腕が鈍 つているのでは
との予測 を裏切 る、見事 な快走。かつ て 縄サバニ レースに も出場 しただけあって さすがで
'中
した。先生 とこいでいたお母 さんは、 「
海には波 の リズム と風 の リズムがあって、その両方
を感 じなが ら、 こ ぐんだね」 と、 うれ しそ うに話 して くれました。
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やがて、子 どもたちの船 は合 図を受けて、 ささ〜つと海岸 に帰着 し始めました.気 がつ け
ば私たちの船だけが 合に一.じ ゃ戻 りましょうとオールをこぐのですが、あ きつての方向
'中くではあ りませんか。風 も強 くな り、 まずい、 と焦 っていた ところに
に どん どん流 されて行
ビでこ
水上バ イクで スタッフさんが来て くれて、 「
右 をこいで、右 IJと 教 えて もらい、必タ
ぎま くつて、海岸に戻 ることがで きました.進 む方向を変えるときは風 に背 を向けないで、
風に向か って方向転換す るんだ と改 めて教えて もらい ました.お ばちゃん号 は 糸の切 れた
たようで、 「み さママ、 どんどん遠 くに行 っちゃつて心配 した よヽJと 温かい言葉
凧に2H.え
をもらい ま した。 もしか して人4,も困難に背 を向けた ら、たちまち流 されて しまうってい う
押 し流 されてい く怖
教訓 Pな んてことは 後 になって思った ことで、 この時はただただlmlに
さを実感 したので した。
ました。お城や ケーキ
砂浜では、サ ン ドアー トに も挑I17し

スフインクスが登場する遺跡
までで きました。砂 は粒 子がlmか く、触 ってぃるだけで気持 ちよくて、お砂糖や きな こみた
いなんて表現 していた子 もい ました.海 岸 いっぱいの作品は 壊 して しまうの力ヽまん とうに
情 しく感 じられ ました。それに して も、ただ砂浜にいるだけなのに、子 どもっていつ まで も
全然飽 きないんです よね.
ほかに、アダンの葉っぱを乾燥 した ものでクラフ トを した り、庭にある木に どれだけぶ ら
とを,中
縄 の歌て ぃん さぐぬイ
組 の子 ども達の り
卜がってい られるか とみんなでlll戦した り、,中
― ドで歌った り、つ か まえたや どか りをのぞ き込んだ り、だれかのひょうきんな振 る舞い に
みんなで実い転 げた り、海での生活 はあっとい う間に過 ぎてい きました。
、
ラノ
があ りました 63年 前、このキャ
そ して、このキ ャンプには、 もう つ 大きなプ
'1グ
ンプ場 のある前島 に米年が ,いし、￨.民が 日本軍に集 まるように言われてホ いた道、集Hl自
決のあった場りiまでの往復16Kを 歩き通 したのです。J̀時は樹木の間を縫 って、ホん坊 を背
負い、お年寄 りに手 を貸 しなが ら、歩 き続 けていったので しょうけれ と1,
た どり若 いた現場は、音 もな く静かで した。 うっそ うとした森の なかで、その場所 は窪 ん
で水が湧 き出てい ました. ここで、い よい よと気持 ちを決めて肩 を寄せ合つたので しょう.
わずかな手溜弾で も爆発の効果が よ り得 られるようにと、この窪み を選んだのだろうと人郷
先生が話 してい ました.死 に きれなか ったわが 子をナ タで則lき、汚れた布 を布回の ようにか
けたあ と、本にひもをかけて首 を71つた母親の話が慰霊IIに書かれてい ました,
でじ窪み
今、子 どもた ちがあ どけない1 2 1 1同
つ
に立 って い る光景 に胸が ま りま した. ど う
して この子 た ちを殺す ことがで きるだ ろ う、
どんな ことがあ って も二 度 とその ようなこ と
を して はい けない 、平和 を守 らな くて はいけ
ない と、 身体 中でつ よ く感 じま した。子 ども
たち も 誰 かで した。宮城良 子さんは 「苦 し
い さ、毎年 夏になる と思 い 出 してつ らい さJ
と言葉す くなで した。数 日後、東京地裁 で判
決が 出た と、大郷先生か ら問 きました。集 団
自決 に 日本軍関与 の事 実 はあ つた と .
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日立沖縄青少年交流の家キャンプ場の ビーチ。
海 はどこまでもブルー.

食事づ くりは薪で した。良子料理長の もと、私たちママ連 もがんば りました。良子 さんは
つ も笑顔で働 きづめ
口癖の ように 「なん ともない さヽ、良子は喜 んでやるさ〜Jと 言い 。ヽ
で した,何 かが足 りな くて も、 さっとはかの ことで間に合わせ る、まさに知恵の回 まりで し
た。 8歳 で終戦、14歳まで裸足だつたとい う足 の裏はつ るつ るでなめ らかに引 き締 まってい
ました。私たちは、 パ ヮフルで温かい沖縄女性 の良子さんの魅力 にすつか り引 きつけ られ、
とが
自分 を振 り返 り、少 しで も近づ きたいと思ったので した。 しか も、夜 にはお しゃべ りにイ
咲 いて、持 って行 つたオ リオ ンピール もす ぐに空になっちゃい ました もんl̲1
1活 で、お けいに手 を貸 し合う姿 もた くさん見
子 ども達 キャンプでの楽 しくも不 自由な′
られ ま した.ゲ ーZ、
やテ レビでは決 して味わえない楽 しさや厳 しさを味 わった ことで しょ
う。で も、 自分のことは 自分で とい う年齢‖1応の生活力 偏食や食べ 方 といった食Ji活、荷
物やお金や時FHIの
管理、 自分はよくて も他の人にとつてはどうか考える社会性 ―相手 に気持
ちを伝 える力の.lJさ
な ど、子どもたちがこんなにも育ちそ びれてい る 1と感 じま した。親 と
して、お となとして どう思 う ?と 事実 を突 きつ けられた ようで した。 しか し、思 い 切って使
か らも離れ、 自然 と仲間の存在 を感 じることで、 「どもたちが少 しずつ変
利 さか らも、親 ,し
わってい く姿 を垣間見たとき、1常 とは異なる ステージに身を置 くことで、子 ども自身が 自
、
が必要だとつ くづ く感 じました。私
分 を再生 させてい く、 このキ ャンフの ようなプ ログラノ
たち親 もわが 了がで きてい るかいないかの視野ではな く 子 どもた らに何が必要かを真剣に
「きてい く上で何が人事なのかを 見つ め1にさ
探 らなければならない、そ してお とな自身 も′
な くてはならない と思 い ました。
そ して、沖縄 との‖1会いか わ長い41月を経て、 この海 で河縄 と本 1の rど もた ちとの プ ロ
グラ2 、を実現 した人郷先生の深 い思 い…

■

少年 自然 の家 の方 、7 1 城J i 子さんな ど、多 く
の 方の思 い と努力があ って この キ ャ ンプが生
みH I された ことに心 か ら感謝 します.

キャンプを終 えるときには、どの子 も可愛
くて、連れて帰 つた くな りま した。最終 日
に、良子 さんとホテルでシャワー を浴びて ビ
ールで乾杯 した ときには、思 わず胸がいっば
いになつて、涙が こはれ ました。そ して、キ
ャ ンプか ら帰 った 口に、ある男の子がl「を紆
かべ なが ら、ご両親 にこう言 つていたそ うで
す。 「ぼ くはこのキャンプで、いろんな気lT
ちになつたよ。 うれ しか った り、楽 しかつた
り、悔 しかった り、 こわか った りしたよ。で
もまた行 きたい IJと .海 の されい さや自然
の
の きび しさ、そ こで生活する大変 さ、い ￨・
事実 のこわ さ、 ご数 のあ りがた さ、人 と 緒
にい ることの楽 しき 、ひと言なんか じゃ言
えない、 きっといろんな気持 ちを味わったん

1'九 j
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だよね。そうい う心を震わせる体験が子どもの心と身体にしみ透っていったとき、きっと生
きてい く力がひとつ溜まってい くんじゃないかと思うのです。楽 しいことばか りじゃないけ
れど、生きてい くことはやつてみるに値する 1と子ども達は感 じてくれたんじゃないかと思
うのです。 ¨私自身が、そうでした。
もし また渡嘉敷島に行 くことができたら、あの砂浜で真っ自な珊瑚礁 のかけらを積み 「
げて、真ん中にろうそ くを灯 し おとなたちで時間を忘れて飲みたいなあと思つています。
沖縄キヤンプを振 り返つて

参加 した二人の息子に開いてみました ￨

●一番印象 に残 つたのは ?
小 4弟 :きれいな海,何 百M先 も見えそうなくらい透明な海、サ ンゴの落ちている砂浜 ￨
もっと魚 とか見たかつたな〜。
中 3兄 :集 団自決の現場に行 つたこと… 歩いているうちから、どんな気持ちだつたんだ V
ろうなとか考えてた。着 いて、ああここなんだ、ここで死ぬってい う気持ちってど
んなだつたんだろう、自分には何万分の一 くらい しかわからないんだろうなと思つ
た。
●海遊び はどうだった ?
弟 :楽 しかった、でもこわか つたよ。お母さん、流されてマツで死ぬかと思ったよ。
兄 :風が強かつたりしたからな、だけど楽 しかったよ。砂浜でサンドアー トしたのは、久
その晩の嵐で次の 日に半分になつていて
しぶ りに子ども時代に選 りました (笑)
ピビったけど。あと魚釣 りとかできたら最高だつたけどな〜。
弟 :おれも〜。 (母 :それはやつちゃいけないんだよね〜残念だけど。)
●テ ン ト生活は ?
弟 :嵐の夜はほんとすごかったよ。全然眠れなくてさ。でも最後のほ うでテントでみんな
でお しゃべ りしたりして楽 しかったな〜。
兄 :テ ントは良かつたよ。雨漏 りとかしたけど、ワクワクしたし、面白い話とかしてさ。
大郷先生がアラスカに行って、外でオシッコしようとして ビニール袋にしたら、穴が v
空いててとか… みんなで盛 り上がったよ〜。
● ご飯 はど うだ つた ?
兄 :すつご くおい しかつた。特に最後の炊 き込み ご飯 ￨(母 :あ れは最後に新がなくなつ
て苦労したんだよね〜)
弟 :お汁とか、あったかくておい しかつたよ。お代わりもしたし。
●ゲームもない し、不便 だったかな ?
弟 :楽 しいこといつぱいあつたから平気 だったよ ￨
兄 :覚悟 して行ったから平気。それにネパールに比べたら、全然だよ〜(笑)
●も つとこ うだつたら良かつたつて、 ある ?
兄 弟 :や つば りお天気がもっと良かつたらな〜。もっといたかったよな〜。
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あぶらむの里でJ
「
立教 小学 校 5年

C組

村田

知瞭

5,山6日 は少 し長いなあ と 芸術げ き場 の前 でバ スを待 ちなが ら少 しドキ ドキ してい ま し
た。で も あぶ ら●の里 につ くころには、そんな事はす っか り忘れてい ました。 しお りにの
つていた写真 よ り草力ヽまうぼ うとのびて 少 しイ メー ジのちが うあぶ ■むの宿で、 r」
めて人
郷先41とスタッフの方 々、大のブブに会 い ました。諸魂庵 に荷llを入れて水着に着が え あ
ぶ らむ流のごあい さつ をしました。 自己紹介するとバ ケツの水 をかけ られるとい うす ごい ご
あい さつです。バ ケツの中の水は山の水 なので とで も冷たかったです。
コッ トの 卜で 大II・
l先Jiが名11を党 えるために、みんなに直i白いあだ名をつ けました。ほ
くの lllが
来て名前 を言 った ら、 「
卜
J田製作所 だな。Jと 言 ってか らは くは村田製作″iと呼 ば
れるようにな りました.そ の夜 はヨッ トに ま りま した。 ヨッ トはずつと少 しゆれていてい
'自
い なと思 い ました。
ぼ くは、あぶ らむの里で美味 しい物 を沢山食べ る事が出来 ました。一 lT気に人ったのは
、
ドラ′
缶チキ ンです。大猥 生が 何で も焼 くときには強火の逮火が美味 しくなる コツだと
̀先
は にが く盛 り iが っているので 油が用Llにた まって 必要 な
●
言 つてい ました. ドラムイ
'し
いたチキンは本 ｀ 美味 しかったで
時にそ こか らltえるか ら●
̲いそ うです。強火の逮火で焼
ぬ
す1,野 外綱理の時には、ジャガ イモlllり
でllったジャガイモや■1ねぎを ̀に
た新‖
‖
紙で
',し
,て
包み その 1にアル ミホイルをまいて火の中に入れ ました ,￢ るとホ クホ クに‖1来￨が ´
ー
べ
い
ル
いとい
つた
洗
そが しか
けれ
美味 しか ったです̲カ レーの野菜 を切つた り、な 洗 にボ
′
ー
い
ども美味 しいカ レ が出来た と思い ます。それか ら、石が まで既 た子作 リピザは、 F地 を
なエ ビと本の
￨‖
来るだけ うす くの ばすのが コツだそ うです。 トマ トツー スの 上には くの
'1き
あつとしてチー ズ
rを トッピング してチー ズをのせ ました。焼 き上が った ピサは、■地がら、
が トロ トロで美味 しか ったです。それか ら、 スタッフの方か らの差 し入れの桃 のメ
Lかじリカ'
美1宋しか ったです.
大郷先生が 小 さい船 と大 きい船 の.Iをして くれ ました.あ るゴールを目指す時、小 さい
lqは,tい所 を通れるので、沿岸の近道 を通つて ゴール に早 く行けますが、大 きい波にの まれ
た りす る危険をともない ます。大 きなluNは
安,L性があ るけれ ども、深 くて広い所 しか通れな
いので遠回 りで ゴールに行かなければな りません.ど ちらの人生が良いかわか りませ んが、
の人生 を選んで沢山の人に助 け いれて、何 も無い所か ら今 のあぶ
大郷先生は自由のある小1合
らむの会 を作 ったそ うです。小 さい船 と大 きい船 と人41には二種類 ある事 は分か りま した
が、 どちらを選んで行 くか はまだ分か りません。=、
通の 人生 というのは どちらなのだろうと
思い ました。ぼ くは、今の所ふ通が良 い と思 い ます。
ナ イ トハ イクがあんなにつ らい なんて思 い ませ んで した.休 む とつ らくなるとい う事があ
るとは初めて知 りました。歩 くの をやめて休みたいけれ ども休 めないのです。 なぜか とい う
と、体 む ときん肉が 固 まつて しまい、 また歩 き出 しては ぐれるまでい た くなるのだそ うで
す.ふ くらはぎがばんばんになった時 も、前日先生は太 ももを高 く上げて歩いてごいんと教
えて くれたのでや つてみたら、本当にいた くな くてお どろ きま した。ぼ くがナイ トハ イクで
一番 してみたかった、道路 にね ころがって星 を見るとい う事 も出来 ました。北 十七星が良 く
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見えました。最初 、かい中電灯 をつ けないで歩 き始め ました。不 思議 な事 に、真 っ暗な中で
もよ く目が見 えま した。ぼ くは、みんなのパ ンをリュックに入れて運びま した。人郷先liが
ナイ トハ イク用に焼 いて下 さったバ ンです。宿 に帰 って飲 んだキ ンキンに冷えたポカリスウ
ェッ トの美味 しさは忘れ られ ません。で も、その後急 に寒 くなって歯がが たがた し始め まし
た。す ぐにお風呂で温 まる事が出来て幸せだ と思 い ま した。
あぶ らむ流チ ェー ンツウのあつ かい方や燃料 についての大郷先生の話 も面白かつたです。
チ ェー ンソウの燃滲‖よガソリンです。灯油 と軽油 は温めない と火がつかないけれ ども ガソ
リンはす ぐに火がつ きます。ペロー ダは怪 IIで動 きますが、軽油で動 く物 は灯油 で も動 くそ
うです。で も、税金の関係で利用出来ないそ うです。チ ェー ンツウのエ ンジンを力ヽナるため
にひもを引つぱる時、ふ通は下に置いて、下か ら ￨へ 引 つば りますが、あぶ らむ流は、歯 を
いためない ように空中で左手 を 卜に ヽげて右手でり っばるそ うです。
あぶ らむの11では、楽 しい事が他 にも沢 あ りました。ペ ロー ダに乗 った事.そ れか ら、
滝つ は飛 び込み。最初 ぼ くはや らないつ もりで したが、みんなが こわ くないか らやってみた
らと言 うので挑戦 した ら面白 くて、高 さのちが う2ヶ 所か ら飛び込んで遊んだ事.ツ リーハ
ウスにね袋でねた事。朝市での買い物 の 中には、
ず っ しりと重 い真 っ
かかぶづ けを買った ら、
な トマ トを3つ ももらって しまい ましたて家で食べ た らこれ もとて も美味 しかつたです.
功ヽ
コー スを選びま した。ぼ くにとつて、ナ

苺 ● Ｊ︵

たか いいやだったか と言 うと、そ
うではな くて、や つて良か ,́た と
思 っているか らです .こ の感覚 は
とて も不思議な物 です.多 分感醐ナ
なの だ と思い ます.ナ イ トハ イク
をゃ りとげ られた事 はぼ くの生物
の一つ にな りました。

菫1.J

毎年恒例 の滝飛 び込 み。子 ど もは こ うでな くて は。
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摯 年 ｒして

つた と言 える位大 変 で した。 で ￨
も、ナイ トハ イクを して本￨ ̀ に良 ￨
かつた と思 つてい ます。つ らかっ

用 つぼ ヘ
江

最後に、ぼ くはナ イ トハ イクが した くて飛脚高
イトハ イクは今 までで一番つ いか ￨ ■レ

あぶらむコンサー ト 2008
交差点Jと して
「あぶ らむの里Jと い うこの場 を、人 と人や日 と国、そ して文化な どの 「
の役割 を担 いたい と、これまで多 くのコンサー トや講演会を企画 して きた。
今年 は、分不相応 とは知 りつつ も、成 り行 き上 4つ のコンサー トを催す こととなった。情
宣や集客 に難 点のあるあぶ らむ、出演者に失ネLのない ようにと人集めに努力 は してみた もの
の、十分 な聴衆 とはな らなか つた。 しか し、 「
怪我 の功名Jと い うか、50人〜70人の小規
模の方が家族的雰囲気 の よい内容 となった。ご協力 いただいた方 々に心 よ り感謝、おネし申 し
あげたい。本年 は 日仏修交150周年記念の年.親 善友好大使 を迎 えての コンサー トを、会員
の朝比奈先生が報告 して下 さつた。

「トランペ ットから聞こえてきたもの」
立教 大 学 名 誉教 授

朝比奈

誼

11月 1 1、諸魂庵で トランペ ッ トを聴 いた。東京芸人の杉木 さん以来のことだが 、大郷 さ
んによればあの演奏は もう4年 も前になる とが ,あ の時 は親子 3人 の共演 (U了 さんの 人
か ら、打 ち 上げの宴席で、芸人では くにフランス語 を習 った と打 ち1月け られて ビックリ)だ
ったが、今度は フランス人男性 2名 の吹 き手 と日本女性 の ビア ノの トリオ。 日″、
交流150年
を記念する行事の一環 として、飛騨 を皮 きりに 日本各地 をまわるとい う。
フランス人がなtF史飛騨 までや つて きたかのか ?桜 道マラツンを■l■
する大郷 さんの こと
だか ら、ランナー を迎 えた経験 は過去に何度 もあろうが、今度 は トラ ンペ ッターだ。開けば
杉木 さんの紹介だとい う。なるはど、富 111商
業吹奏楽部の縁 なのだ。それが年 月を経て、は
るばるフランスか ら楽人を招 き寄せ、彼 らの吹 く トラ ンペ ッ トの響 きが 「
あぶ らむ」 の里に
轟いた とい うことなのだ。 りょうりょうたる吹奏 を聴 きなが ら、人 と人 との結 びつ きが こう
や って交わ りの輪 をひろげてい くことの有難 さを しみ じみ思 った。 「
右難 さ」 とい うのは、
そ うい う機会を設けて くれた大郷 さん とそのスタッフヘの感謝 を意味す るが、滅多にないこ
ととい う意味 もある。そ う、飛騨 の 奥 の話 なのだか ら。そこを千古不易 の風 とともに、西
洋の楽器の音が わたって行 く、 これは大変な事件 ではないか。
30年以 卜も吉、パ リの劇場 で文楽 を見た ことが あ つた。物珍 しさか ら満員になったのは
いいが、なにぶん同胞 のぼ くで も理解が行 き届かぬ浄瑠璃 の ことゆえ、同行の フラ ンス人へ
の説明に苦労 した ものだ。文化交流 とい う掛声 は きれいで も、実 をあげるのは容易でない。
ただ し、その後、 日仏の距離 は確実 に縮 まった。それに、 日本か らの一方通行の時代か ら、
相互交流 の時代に移 り、近頃は一部の 日本通だけでな く、並みのフランス人 までが旅行 に来
て、それ も京都 奈良見物 だけに終わ らないケース も増 えて きた と聞 く。そんな今 も飛騨で
フランス人の トラ ンペ ッ トを聴 くことは 「
在 りがたい出来事Jに 変 わ りないの だが、諸魂庵
のコンサー トで痛感 したのは、 フランス人の態度の変化、つ ま り、訪ねて くる側が彼我の隔
た りを埋 めようと、それな りに努力す るようになつた ことだ。
リー ダーのこ コラ バ ロニエ さんは リ ヨンの音楽院 で トラ ンペ ッ トを教 えている とい う
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フランセーズ (フランス政府運営 のフランス語教育機関)で 4年 間
が達者 だ し、 日本の事情 にも通 じている。そ こで、
院長 を務めた とい う経歴 を持 つ.日 本.‐

が、仙台のア リア ンス

会場 にどんな聴衆が待 ってい るか予根1し、策 を凝 らした らしい。その結果、楽器演奏 だけで
な く、自国紹介 のスラ イドを映写 し、解説するとい う気 の配 りようを見せた。 しか も、嘗て
の院長時代 の秘書 だった女性 (今は東京のフランス大 ll ttT‐
F事部に勤務)が 彼 の説明 を逐―
通訳 した。ぼ くが学生の頃に会ったフラ ンス人の ようなお高 くとまった姿勢 は影 をひそめて
を用意するのが当然 だった 1)
しまつた といえる。 (昔ならこちらが171訳
介す るJ
面白いのはスライ ドの選び方.「 皆 さんが イメージす るの とは違 うフランスをli・
と断った うえで、プロヴァンスやブルターニュ ブル ゴーニュやオー ヴェルニュとい うお、う
もっば ら日合の風景 を映 したのだ。それ も、いわゆる観光名所 を避けなが ら、ブ ドー畑
や塩 出で働 く素朴で健康 的な農夫、愕:かな実 い を湛 えた老婆 を映 してみせ た.彼 らの意図
は フランスとい うと パ リであ り、シャン ゼ リゼであ り、モー ドの国だ とい う 本人の
に

を打 ち破 ることだった。その上で、農業国 としての伝統 を今 も保持 し、美 しい 自然
固定III念
が残 っていることをア ピール したか ったのに ち力ヽ'な。■ 因みに この スライ ドは打 ち上げ
の宴席で も好評で、デ ンマー ク旅行 を言画 していた某 さんなど、行先 をさっそ くフランスの
H合 に変更す るつ もりだとい う始末だった。
それに、 トランペ ッ トの■やかなI「
色はフランスの明 る くて広 々とした景観に ビ ッタリ今
ヽ
17.にずんずん誘 いこまれてい く.演
う 聴衆は思わず′
し
を開いて、 トリオが奏でる音楽の ‖
奏者 との距離が近づ き、ゼ ロになつた.「 あぶ らむ」 はそろそろ冷えこみが来て、早 くもス
トー ヴが活躍 をは じめていたのだが、詢1千喝来のなかで諸魂庵の4気 が熱 くなつたのは、薪
の火のせいではなかった.と うとう大綱 んが トランペ ットを吹 きだす までになった。庵■
̀ささんが リズ ミカルな ス イングでそれ を追 いかけ、
が高 いか に メロデ ィを吹くと、バ ロニエ
11 陶然 となった。そ うなると、高橋竹山の■味線が巻 き起 こした典 奮と少 しも変わらな
い.た しかに 音楽に 4・
境 はない。それが実感 だった。
フランス語が話 した くて、宴会の際には くはバロニエ さんの隣に座 らせて もらった。彼は
あ ,́:らむの■Jの 環境が気 に入 つたと言ったが、それは外交辞令ではなかつた。 とい うの
「
も、 「日本 に再度住 む機 会があ った ら どこに住みたいかJと い う円lいに彼 は 「むろん仙
「適度なサ イズの都市で、 自然が近 くにあるJこ とを理由にあげたか らだ.要
を構 えて暮
するに、￨セも大郷 さんと 司じ 「自然派Jで 現 に リヨン郊外 の山中に静放 な城ll・
い
らしてい る、そ こは 「ここよ りも広 くて大 き か らJ「 お前が フランスに 来た い、ぜ ひ,自ま
台Jと 答え

り￨ こ
きて く″t J と まで 言い出 したか らだ。
そ もそ もは トランペ ッ トを吹 きに 「
あぶ ら
むJ に 来ただけだ ったはず だが、 どうや らこ
の上地 に ま り、大郷 さん と 「
共演J す るう
'
白
ち、共鳴するところが よほ ど大 きかつたので
はないか. は くもその 「共鳴J の 渦に巻 き込
まれて しまったわけだが、人と人 との結 びつ
きの大 L l さを 「あぶ らむJ は また して もぼ く
に教 えて くれたのである。
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築304年 の諸魂庵 で演奏する
フランス親善大使 「
カ ミーシャ トリオ」

寄 稿― I

「
私とあぶ らむ」
NPO法 人

グロ ウ イ ン グア ップ

代表

吉野

美 智子

里 由の災彫 も〜森の色 もヽ出中の月磁 をた どる人 も蛙のな くとも鐘の ともさなが ら慣め
ぉ
ェ
る撒 月夜」。TvcMか ら流れる懐か しい童話 を聴 きなが ら、あの風景 を想 い 出 し書 いてい
なみにこの歌.llは(朧月夜)の 二番で 一番 は 「
来 の花畠に人口薄れ見わたす Iの
専t、 ル
端、霞,、か し 春風そ よふ く空 をみオ
●ざ 夕月かか りいてにはい深 しヽJど うですか ?、 訪
れた事 のある人は 「そ う ￨そ う IJ、 まだの 人は 「
行 ってみ たい っ IJと 思われ ませんか。
振 り返れば今 を遡 る事数 1年前あぶ らむが 多分誕生 した時か ら 私の′
、
のすみに小 さな火種
じ
となって人 り込んでいた と思われ ます。ですがその火種 は大 きくなる事 もな く、心 の でぼ
ヽ と蛍の ように光 を放 っていたのが、突然
大 きな炎 となったのが2006年の秋 にな りましょ
うか。あぶ らむ■催の 「
厳冬期 のア ラスカの旅Jの 話が急 に浮上 し、実現￢I能の話 し合 いに
是非参加せ よとの、誰 とは 言えない無 言の (笑)「 力に屈 し はか らず も数 1年来ぶ りのあ
ぶ らむデビューとあいな りま した。で もまだその時 は火は小 さくチ ョロチ ョロとだったので
すが、晩秋の■の風景はあ まりに も懐か しく、あの故郷画家原 H泰治の ‖
[界が そ こに広が ,́
ていた事 に驚 くと同時に、今まで 「あぶ らむJと 言 う￨=葉を月にす るたび想 い‖iいていた l
自
象 とは まった く違 っていたので した.で は どの ように想 っていたのか、クリスチ ャン系であ
る事 、突然 この地に子供達含 む家族で住み、山を切 り脚 き白給 自足の411rをす る少 し変わっ
てい る人達がすんでい るところ (すみ ません)と い う思 いで した.一 度気 に入れば我行かん
ヽ、私の1央進撃の始 まり〜始 まりです。次の出 いは
会
韓同か らのお客様で したて い きな りの
ヽ
に1際交流 ですが 、 ま 私 の鼎 同デ ビューは20年以 に前で したのでなんな く乗 りlltえ (うそ
ヽ 1)、 その時の勢 いその ままアラスカの
旅に乗 って しまい ました。何lrとな く重ねて来た
海外 旅行 に比 べ て さすが とで も日 深 い ものだ ったのは 、
'象
あぶ らむ通信 で もおわか りの事 と思 い ます。特 に私 は右 手
由捻挫 のお まけつ きで したので、私 に と ,́ て 2 同 目の アラ
スカの オー ロ ラはそれ はそれは素晴 ら しい もので あ った事
は ご承知 の事 と思 い ますが、あ らためて 申 し添 えてお きま
司.
この あ と 「さ くら道 国際 ネーチ ャー ランJ参 力1の外 国の
方達 との 出会 いあ り、沖縄 の子供 との雪 まみれや ら、いつ
か忘 れていた子供の頃の感覚 を思い起 こ させ 、あの 自然の

中では気負 う事もなく、肩に力を入れずに素顔の自分をご
く自然にさらけ出せる場所でもありました。 こんなに自然
￨ごせて、大口を開けて実い、涙を出せる場所 はいま
体で l・
まであっただろうか、又、自分はそんな場所をこの年まで
手に入れていたのだろうか と考えてしまいました。思い返
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熟演中の歌之助 さん。2 0 0 9 年 も
来 ますので どうぞょろ しく !

せばただ都会の コンクリー トジヤングルの中で大 きく息を吸 う事 さえ忘れ、小 さく生 きて き
た事 を実感 させ られたの も事実です。
あの場所 の素晴 らしさを語 るとき外せ ないのはやは り人で しょう。 もちろんあのご夫妻で
す。 こころ癒 され安 らげる処はやは りそ こに住 まう人の力である事は永 きに渡 り続けて来 ら
れている事で実証 されてお りますが、その事 を継続 し続 ける事が どれだけ大変な事であ り、
日々の過 ご し方 を大切に して来 られた結果であろうと推察 されますが、会話の中にその事が
あ まり出てな くて、苦労 の染み付かない 日々の過 ごし方 をして来 られたのだ と思わせて頂 い
たのは私だけではないで しょう。
又、食物全般において も、愛情 たっぷ りの もの を提供 して頂 く、心癒 される風景、温かい
愛情一杯 の人達、愛一杯 の美味 しい食事、いつ まで も残 して置 きたい 日本の原風景です。あ
の風景の四季すべ てを味わいつ くしたい とあのあ と、雪 のあバ らむ、花のあぶ らむ、若葉の
あぶ らむ、 こいのは りの泳 ぐあぶ らむ、など春夏秋冬を愛 しみなが ら味わつてます。今年の
夏の終わ りにひょんな企画か ら生 まれた、 「そば と落語 の会」 を実現 出来た事 は、私に とっ
て一歩進んだ関わ りかただつた と思 えま した。 これか らは少 しで も手助 け出来る関わ り方 を
させて もらえれば幸 いです。迷惑 にならない程度にですが 〜。
そ して沢口の人達 との出会いをさせて ドさい。終わ りに、それぞれの人はこの ような場所
をきっと持 つてお られる事で しょう。私にとって具現化 した場所 に出会えた事 と、その機会
を与 えて下 さった菅原美穂子氏に感謝致 します。
ああ〜聞 こえて来 ませんか ,「 静かな〜静かな里の秋お背戸に木の実落 ちる〜夜はああ〜
1サさん とただ二人栗 の実煮 てますい ろ り端 〜J、 ほ ら 1こ と り木の実の落 ちるil聞こえたで
しよう〜。

寄稿 … Ⅱ

カラコルム
時 々あぶ らむに美味なパ ンが登場する。 さ くら道250kmウ ル トラ マ ラツンにやって きた
ヨー ロ ッパ のランナー達が鷲 くはど、それは美味 なパ ンである。贈 り主は今 も頑la4に
自作 の
(リ
ンゲ ンさんは愛称で、本名はハ
石窯で焼 く 「ル コパ ン」の主、 リング ンさんである。
ヤシバル さんです。)こ の リング ンさんの本当の顔はアル ピユス ト。一昨年 カラコルムの五
大氷河 を探査、登破 した。 これは世界 の8,000m級の山全て を登頂 したの と同格 の快挙 であ
るといわれている。 リング ンさんがその中で 日に した ものは一。英文 による報告書 を、会員
の長谷川秀司 さんが翻訳 して くれた。その一部 を抜粋 してお届け します。
なお、余談ですが、 リンゲ ンさんのお知 り合いが津軽三味線二代 目高橋竹 山さん。そのお
かげで竹山さんにはボランティア ギャラであぶ らむに来て もらっているとい う訳です。人
と人 との連 な りとい うものは不思議 な ものですね。2009年度 も竹 山さんの コンサ ー トが催
されますのでお出力ヽナ下 さい。
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カラ コル ム 山脈氷河群 の トラバ ース (横断)
―高地戦争 と地球温 暖化 の前線 を通って 一
文

林原

隆二

訳

長谷川

秀司

カラコルムの大水河の地形は、 とにか くl■
大 であ り 互 いにつ ながった様 々な峠 によつて
結 びついているのである。次か ら次へ と、時には迫 り来る分水界 を越 えて 新地域 に足 を踏
み入れることは実 に 心躍 るものがある。それは、複雑 な氷河地形 におけるルー ト発見、必要
な運搬のための複雑 な補給体制の計画、 とりわけ造か遠 くの高 い山々に踏査す ることの偉大
さがオ
ロまってい るのであ る。周知 の通 り氷河 の踏破 は 山岳 トレッキ ングの一種 ではあ る
が、 もはや探査ではないか も知れない。それにもかかわ らず、強い興味 を引 くに十分冒険的
であることがある。私 の基本的な夢 は、 4大 カラコルム水河 を、それぞれの氷河の源流近 く
の峠 を越 えて踏破することであった。実際は 2つ の部分、すなわち、 ヒスパーか らビアフ
ォまで と、バル トロか らシアチェンまでに分かれていた。
カラコルム山脈の トラバースは、主にヒスパー、 ビアフォ、′ヽレトロ、シアチ ェン、バ ル
トロ、 ビアフォ、 ビスパ ー、 ビアフォ、チ ョンゴ ルンマ、中央 リモの ようなカラコルムの
大氷河 を トラバースす ることか いなる。この地域は、イン ドの ショーク月￨の人湾由か らパ ミ
ール高原に隣接する、ほぼイン ド アフガニ スタン国境上のチ リンツ峠 まで及んでいる. ト
ラバー スの際 の最 も困難なことの一つ に氷河が政情不安定の地域 に位置 しているとい う事実
である。中央部 は、￨卜
印国境紛争が くすぶ っている。 イン ドとパキスタンは、シアチェン地
域 は有名な山ル戦争が続 いてお り、￨IIlでは、アフガニ スタンの混乱がある。私の遠征 は、
1975年か ら2006年まで 7つ の探査 による横Wiを含み、移動Hl離は∞0キ ロ以上に及んだ。
(カラ コル ム 山脈 及 び カ シ ミール につ い て)
カラコルム山脈 は、中央 アジアの南 に位置 し、ほ とん どが乾燥地帯 である。 しか し、K2
(標高861lm)に 代表 される高 く風 の強い山 々は、斜面に沿 って人気 を上昇 させ、雲や雪 を
発生 させ る。山 々を覆 う雪 はゆっ くりと氷河 に形 を変える.カ ラコルム山脈は、山岳氷 RTの
中央であると言える。 シアチェン氷河 は、約72キ ロあ り 世界で も最 も長い氷河 の一つであ
る。他 にも世 界クラスの山 岳氷河が存在す るが、ほ とんどの登山家 は、 ￨れ
に最高地点に到達
するためにそれ らの氷河 を通 つて きた。
カラコルム山脈 の登山を考 える際、政治情勢が最初に対処すべ き障害 となるため、この地
帯 の現代史 を理解 しなければな らない。カラコルム山脈は、パ キスタン、中国、イン ドによ
って共有 されてい る国境 に位 置している。 カラコルム山脈 の周辺地帯 は、ほ とんどが カシ ミ
ール州である。英国のインド亜大陸か らの撤退直後、パキ スタンとイン ド両国の現代 史の大
半 は断続的に続 く戦争状態 にある。
紛争の原因は、カシ ミールヘ の主権 の主張及び関連す る宗教問題である。戦争 の象徴 的な
点の一つ は、両国の戦間が、 カラコルム山脈の高地、特 に公式 にはどちらの国にも帰属 しな
い シアチェン氷河周辺 で行 われたことである。 カシミールのほ とんどは、幾多の戦争 の後、
条約 に よ リパ キスタンとイン ドの 間で公式 に分割 されて い る。領有が不明瞭であ った こと
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が、両 国に この地帯 を事実 1管 理 して しまお うと促せ たので ある。1984年両国が シアチ ェ
ン氷河及 びカラコルム山脈 の各峠に軍隊 を派遣 した際、 この水河 は、 世界で最 も高標高での
戦場 となったのである。多 くの軍 人が敵の攻撃ではな く、寒 さと雪崩 と高標高によって死亡
したのである。
領十紛争 は、Llパ間のみならず 中印間で も生 した。マ クマホ ンライ ンが英国領イ ン ドと
チベ ッ トに沿つた中印国境 として見なされていたが 1国 はこの国境線 の正 当性 を認めなか
った。1962年 国 はイン ドに対 して攻撃 を仕掛 け、勝利 し、アクサ イ ンン地帯 の事実上
の支配権 を獲得 した。
近年、当該 3国 は、停戦 を維持 してお り、国境確定の出1題は未解決である ものの、水河地
」能な選択肢 になつて きた。
帯か らの撤兵 は■
(探査 、戦 争 、 そ して氷 河)
カラコルム 11脈に魅了 されて32年が経 つ.1975年 に 京都 カラ コルム クラプの隊員 とし
てプ リア ン サール山 (標高6298メー トル)に 登頂 した。その後、 この地帯の山 々と氷河
群に感動 し 探査 を開始 した。他の今山家か ら我 々が異 なるのは、大部分の登山隊がや って
きたように、 よ り高みへ全ろ うと挑戦 し続 けることではな く、む しろ、地域全体 を探検する
こと、す なわち氷河群 を旅する ことであ ったとい う点である。 これは政府の役 人か らは 十分
理解 されず、許可 を出すには後ろ向 きだった.無 論、後ろ向 きのワ1の理由には、前述 したよ
うに カラ コルムJ脈 の情勢であつた。
(5大 氷 河 の 探 査 )
すべ ては、1970年代 に 本 ヒンズー クシ カラ コルム協 会が カラコルム I脈 の主要氷
河 を探査する ことを考 えた時 に始 まった。協会が1977年にK2全 山に成功 した後、動植物等
ヒマ ラヤの 自然 の写真撮影 を考えていた 真家 の水越武 の ような別の側面 を促 し始 めた。
̀ヴ
パ キ スタン政府 に対 して探李
我 々は、1978年に許￢ 中請 を行 つたが、渕lヽされた。翌4/F、
の意義 について根気 強 く懇請 し、シア カ ンリの登 探査 として計画 は認め られた。探全
は、スカル ドゥか らF■
i 始され、 アラン ドウ、ヌシク ラ、 ビスパー水河、 ビアフオ、バル ト
ロ氷河、 コンウエ イ サ ドル、 シアチェ ン氷河上流、 ビラフォン ド氷河、 スカル ドゥを通
り、その後 ゴマ を経 由 してスカル ドゥに戻 つて きた。探査 の全行程は、搬送 を含め500キロ
以上 はあったろう。
当初 の計画では、 フンザか はシアチェン水河 までの旅程であ ったが、印パ緊張により、計
画の変更を余儀 な くされた。 しか し、事実 にの支配線が頻繁 に変更 されていた状況を考慮す
るな らば、 このことは想定内のことであつた。幸運 にも前線 に行 く許可 を受け取 ることがで
きた。
技術的に困難 な点は、ケ ロ ル ンマ氷河 とヒスパー氷河の間に位置する ヌンク ラの峠越
えと、バ ル トロ氷河 とコンウエ イ サ ドル とシアチ ェ ン氷河 の頂 きにある コンウエ イ サ
ドルの峠越 えであ った。 ヌシク

ラは、現地の人 々が通 う峠 であったが、1979年、探検隊
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のみが訪れる場所 になっていた。氷河の衰退によ り、斜面が段 々急 にな り、十分 な装備 な し
では人々はあ きらめ ぎるを得なかったのである。 ロープ及びハーネ スで も、通過 は予想以 ￨
困難 であ った。 コンウエ イ サ ドルを通過 した際、バル トロ カンリか らの雪崩の危険があ
り、氷河の底辺部近 くを通過す ることをい避す る必要があつた。
技術的に言 うと この探査は、 2つ の高標高の峠越えのキ ャラバ ン隊 を編制す ることとな
った。最初の ヌシク ラ峠は、 「りの南■1は緩やかな雪の斜面になってお り、下 りの北面は
雪疵 にさらされた険 しい壁である。当初は、峠 まで荷物 を運搬す るためにポーターを利用す
るつ もりでいたが、途中で登山を拒否 したため、ハ イポー ターの手 を借 りつつ 自力輸送を し
なければな らなか った。下 りでは、危険 な場所 は荷物 をロー プで降 ろ した.成 功 で きたの
は、我 々が軽装備の登山隊であ り、そ してアス コー レか らヒスパー峠 を越 え ビアフォ氷7111ま
で荷物 を運搬するサポー ト隊によって助 けられたか らにはかな らない。
第 2の 峠 は、 コンウエ イ サ ドルで あ り そ こでシア カンリを金 るためのClを 設営 し
た。 しか しなが ら、雪崩 に襲 われたコン ドゥス氷河が待 つてお り、反対斜面 を降 りることが
で きなかった。 コン ドゥス峡谷 に入る代 わ りに、一つ登頂 を成功 させた後、中腹部の深 い雪
面 をC2(標 高6430メー トル)か らシアチェンl‐
谷の 中へ と横断を開始 した 長 い水平の ト
ラバ ースと深雪 の中のラ ッセルの後、 アイス プロ ック帯 を下 りたところ、シア ラの下で
雪に覆われたクレバ ス帯に捕 まって しまった.3日 間苦開 し、この知 られ ざる地帯 を通過 し
て、シアチェン氷lrの底 までた どり着 き、待っていたのは、まるで高速道路 のような裸氷 を
容易 に歩けることであ った。
(1997年 の ヒス パ ー氷 河 探 査)
私の 次の探査 は、1997年の ヒスパ ー氷河の征服であ った。許可が下 りず に未踏破 の まま
であつた。 この探検では、我 々はスカル ドゥか らス ター トし、アスコー レ、 ビアフォ氷河、
ビスパー氷河 を経 由 してフンザで終わったて
,21日 間の遠征 であった。
今11の探査で衝撃 を受けたのは、氷河 の後退であ った。1979年の探奎で ヒスパ ー氷河か
ら越 えた ヌシク ラを見上げると、かつてその峠か ら ヽつて きた水壁 は黒い岩面 と化 してい
た。 これは ど信 じられない速 さで氷河の後退が生 じて い るとは本当に驚 くべ きことであ っ
た。水平状 のモ レインと氷河 の間隔は、非常 に拡がつてお り、その結果支流の氷河が ヒスパ
ー氷河に合流す る度 にモ レインと氷河の間を上 り下 りしなければならかった。水半状 のモ レ
インを通過す ることは、1979年よ りもず っ と難 しくなつていた。 こ うした間隔の変化は、
上方か らは容易には判然 で きなかったが、現場 を歩 くことが、何が生 じてい るかを直接物語
らせ るのであった。氷河の景的減少が、間隔の変化に対応 しているならば、それは巨大 な量
にあたる。氷/11fの
後退 を考える際、厚 さの減少 を考慮 にいれなければならないことは明 らか
だつた.ま た、多 くのクレーターの ような水溜 ま りを気 づ き、それは氷が実際に解 けている
ことを示す ものであった。わずか18年とい う短期間で氷河の様lHが濠1的に変化 した事実に驚
いたのである。
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(20112年日印東 カ ラ コル ム探 査)
カラコルム山脈へ の他 の探査 との顕著 な違 いは、他の探査がパキ スタ ン政府か ら許可 され
た ものだ つたのに対 して、今 回はイ ン ド政府か ら許可 を得 た ものだった点 である。1979年
パ キス タン側か らシアチ ェン氷河上流 を旅 したが、今回はイン ドlllから下流部 を踏破 した。
今回は、い くつ かの達成があった。 カラコルム峠に達 し、初めてテラム シエ ール台地に踏
み入れ、パ ドナマス山 (標高7030メー トル)に 初登頂 し、 シアチ ェ ン氷河 を トラバース し
た。 この探検が、 日印の国際隊に よつて編成 された ことも注 目すべ きであろう。 9月 11日テ
ロ以降、国際情勢が厳 しくなつていつたので、イン ド側の協力な くしては当初の計画 の達成
は実現で きなか つたろ う。
(2006年 バ ツ ラ氷 河及 び チ リンジ峠 の探 査)
私に とって最後 の遠征 となつた場所は、カラコルム山脈西北 にあるバ ツラ氷河及びチ リン
ジ峠である。チ リンジの向 こ う側 は、アフガニスタンのワクハ ン回廊であ り、その周辺 には
アル カイーダが潜伏 してい るとい う情報があった。実際 には我 々は、深刻 な問題に直面す
ることな く、峠に達す ることがで きた。バ ツラ氷河はそれほ ど急勾配ではな く、 日標地点に
は容易 に到連することがで きた。水平状 のモ レインの上 リ ドリは少 々困難であ つた ものの、
今 日、氷河 の後退について考 えると、数 「年前 ならば もっと容易 に旅す ることがで きただろ
う。
今回の探査中感 じたことは、人間 と自然の生存力であ った。我 々は しば しば、高標高の場
所 で、人々が 日常生活 を営み、ヤギ、羊、 ロバ、ヤ タを放牧 しているのを目撃 した。 こうし
た地帯 は、超高標高の戦場 よりは随分低 い ものの、そこで彼等 は生 まれ、死んでい くのであ
る。彼等 と比べ る と私は、カラコルム山脈 を最初 に トラバ ース した者ではな く、単に通過 し
ただけの旅人であったに過 ぎない。
(要約 と闘辞 )
30年 以上 にわた り、 カラ コルム山脈大氷河群 の トラバ ー ス にお い て良 き友人達 と共 に
し、その結果、私の トラバースの夢 は何 とか実現す ることがで きた。ひたす らに、探査で助
けて くれたガイ ド、ポーター、そ して友人達 の支援 のお力ヽデである。彼等 にはい くら感謝 し
て も仕切れない。
各探査 を通 じて経験 した ことは、私の宝 である。それ は、氷河遠征 の忘れがたき思い出の
みならず、平和 の大切 さと環境の保護の実現で もある。

私 の カ ラ コル ム 山脈 遠征 の 記録
1975年 プリアン サール :京 都 カラコルムクラブ
7月 19日‑8月 19日 8月 7 8日 隊員 7名 が登頂
1976年 K2日 本踏査隊
6月 2日 ‑8月 24日、 8月 7日 最高 点7150m到 達
tt
19η K2 K2日 本PEk査
隊
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6 月 2 日 ‑ 8 月 下旬 8 月

8 9口

1隊
員 8 名 が登頂

5 大 氷河群及 びシア カ ン リ : 京 都 カラコルム クラブ
5 月 2 1 日 ‑ 8 月 2 1 日 7 月 3 0 H 隊 員 6 名 が シア カ ン リの登頂 、

19"年

8 月 4 日 隊員 2 名 カジヾル トロ
1 9 9 7 年 ヒスパー氷河 : 京 都 カラ コルム クラブ
6月 17日 ‑7月 6日 、7月 111ヒ スツ｀一ガく河至

カ ン リⅢ、Ⅳに登頂

コルム探査 隊
2 0 0 2 年 東 カラ コルム及 びパ ドマ ナブ : H 印 東 カラ̀達
5 月 1 5 日‑ 7 月 3 H 、 5 月 2 8 ロカラ コルム峠、隊員 2 名 6 月 2 5 ロパ ドマ ナフ登 ￨ ロ
バ ツラ氷河 及 びチ リンジ峠 : ラ コパ ン アルベ ン隊
"06年
6 月 2 0 日‑ 7 月 8 日 6 月 2 4 H バ ツラ氷河 目的地, 1 達 7 月 7 H チ リンジ峠到達

5 月 1 8 口 ' 1 に なって渡渉￨ ろ 馬や リバの■
インダス川の L 流のシャイヨー ク川を1 ヒ￨ する.

水i可末端部は異様な景観の氷搭群がある
3 月 3 0 日 中 火リモ 水河千喘 を進 むキ ャラバ ン. ■ 々 し
い 水Ⅲl ●
) 水か刹 き出 しの壁が 見える

藤 ■

コル

写真 は、 日印合同

イタリアを通過 しパ ドマナブ峰へ向かう
東 カラ コル ム踏査
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バ ドマナ ブ登 山隊 2 0 0 2 よ り

あんなこと としてこんなこと
2 0 0 8の
年主な報告事項)
あんなこと 〈
● あぶ らむ ガ ヴ ィス基 金
本年度の支援先
「コーデ ィレラ
代表

グリー ン ネ ットヮークJ
反町真理子 (フ イリピン)継 続

カリンガ州立大学 に学ぶ 5名 の学生へ の授業十支援
草の根NGO「 アジア 了どもの夢 J
代表 川渕 映子 (富 県)新 規
活動内容

活動内容

ベ トナノ
、
戦争枯葉剤被書児自立支援

NPO法 人 「ちい ろば会J
代表 石垣 春美 (沖縄県)湘 i規
活動内容

障害者 自立支援

●I富 な薪 を利用 した、足湯、岩器浴、サ ウナ小屋そ して待望の堀 リゴ タツ、冬期野外活動
拠rlイ ンデ イアン テ イビー と自作の数 々が補1いました。 冬 こそ、あぶ らむ本番です。

年主な行= 予定)
こんな こ と ( 2 0 0 9の
●2∞9年あぶらむコンサー ト
津怪 = 味 線 二 代 日高橋竹 山 コンサー ト 5 月 3 0 日 ( ■)
上 方落語
UENO

桂 歌之助 落語 会 8 月 2 9 H ( 1 )
ア ンデ スの 風 コンサ ー ト 1 0 月 1 0 日 ( 土)

以 に、全て開催 日決定 です。お出力■ナ下さい.

● あぶ らむ雪祭 り (冬期 自然学校兼ねる)
1月 17日〜 2月 22日までの土曜、 日曜、祭 口に行 い ます。連絡の に、 ご都 合の よい 日に
お出かけ下 さい。
● あぶ らむ夏期 自然 学校
8月 3日 ヽ 9日 ←r定 )
※尚、隔年予定 としていた 「ネパールの旅J、 旅行代金高騰のため、未だ実施決定 には■ っ
てい ませんて
,代 替 キ ャ ンフとして、タイ国か沖縄 か、決定次第 また ご案 内 させて いただ
きます。

2008年
1月

2月
3月

5月
v

6月
7月

8月

9月

v

あぶらむこの一年

新年早 々屋根 の雪おろ し
冬 の野外活動拠 点、イ ンディア ン テ ィピーをつ くる
日本 カモシカの親子 出現
亀からの 「
沖糸
雪遊び訪間団」。名古屋も大雪となり、
空港からあぶらむまでlo時 間かかる。
第 1回 あぶ らしア ンバサ ダー会議 (東京 にて)
今年 も春 を迎 えることの喜 び 「
春 番 の会J
(3月
1回
ン
第
沖縄渡嘉敷島キヤ プ
27日 ヽ 4月 2日 参加者29名)
L連 看護専Fi学校新人生 オリエ ンテー ション キャンプ
JA岐 阜厚′
あぶ らむに連 なる今 ての子 どもたちの健康 を祈 つて 「
鯉 のは り上げ式J
(名
15回
ー
さくら道
第
国際 ネ チ ャーラン
古屋 一金沢250km)参 加者96名
ナザ レ修女会出前 ソバ打 ち出張
南1大 学人間関係学科 ゼ ミ合宿
アーネル バ ナサ ン 「
風 の音 コンサー トJ
(20日
田植
)
石自初挽 き
あぶ らむ号 リタイヤー、 嘔に帰 って くる
グシュタル ト セラピー研修 会
大郷 、2年 遅 れの選暦休 1段、北海道パ イクの旅 (北海道 キャンプの下見兼ねる)
沖縄訪問
′
岐単 「
Lと 死 を考 える会J研 修 会
スズメバチ に刺 される、今41はハチ多かった。
立教小学校 「自然の 中でお もいっ きリキャンプJ参 力1者16名
あぶ らむ夏 自然学校 (6,白 7日 参力1者27名)
大学生 フィリピン キャンプ合宿
'教
桂歌之助落語会
薪小屋完成
沖縄訪間

岐阜 「
少年友の会」あぶらむ研修
小馬崎達也ギター演奏会
り (23日)平 年並み
fn刈
足湯、岩盤浴完成
10月 脱穀完了 (もみで約1,α
Юkg)
ウエ ノ ア ンデスの風 コ ンサ ー ト
1 1 月 逝去者記念式
日仏修交1 5 0 周年記念 コ ンサー ト

「
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、白菜、大根等冬用野菜収穫
念願の 「
堀 リゴタツJ完 成
19日初雪 (けっこうな積雪となる)
12月 沖縄及び南タイのモスレムの集落に活動するNGOを 訪問
越冬準備
あぶらむ通信発送
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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.08年
12月 3日 )‖‖‖‖‖‖‖￨‖‖‖‖‖‖‖Ⅲ‖‖
‖‖‖‖寄 付 者 一 覧 ('07年 11月 26日 〜
杉崎正和/豊 見城聖 マルコ保育回/東 京■ テモテ教会奉仕会/江 田■7/菅 原美穂子/
ilりの家教会/日 崎俊樹/松 戸聖パ ウロ教会出張 バザ ー/味 司努
1奇
ふ き子/矢 後和彦

正子/中 野え り子/江 見淑子/ジ ーン

敏江/伊 藤文雄/失

レーマ ン/光 安啓明/浜

中好美/村 ltlり
J /岩 崎静子/平 岡員/佃 寿子/野 崎久子/卜 堂前英一/市 川聖 マ リヤ教
会/谷 市 ■/南

/保 坂 正三/大 塚格子/北 口1和民/岡 田賛■/鈴 木武次/俵 里英了
'1了 ロ トミ/藤 田宏之/島 用信弥/日 野忠 … 静子/森 紀 町
/古 川秀昭 昭子/森
敦子/
金城盛弘/長 谷川牧子/清 水靖夫/佐 藤明子/塩 田純子/近 藤真紀/長 谷幸雄/松 井明
子/高 畑謡子/宙 古聖ヤ コプ教会/竹 田純郎/根 本四郎

陽子/秋 山博/本 田 リン/■

沢悠了/渡 辺洋一/田 中洋子/111丼正ネ/外 村民彦/加 納美津了/財 満研 二郎 山美子
l聖ペ テ ロ教
/日 根野慶―/古 川恵子/中 島淳/人 日正慈/笹 部昭博/長 谷川秀 ■1/静 ■
会/高 瀬留美/須 問栄津了/溝 際庸介/rlH岡女学院中学校高等学校宗教部/越 田信/一
柳 百/宮 崎誠也/千 葉復活教会/鵬 アリミノШFE兵●/池 崎純 ―/1口 敏明/山 岸勇
郎

悦子/笹 司節夫/常 見幸代/松 尾 正枝/横 浜聖 クリス トファー教会/安 藤実

/佐 藤敏 r/1日
/串 問 T秋 /梶 原忠燿子/H野 1.1子

陽子

憲明 T樹 了/小 野田恵子/鬼 本

公会京都教 え婦人会/谷 章了
1,文/両 lll r/鵜 川雅行/青 ‖1理恵/■ 原エ イ/日 本4・
/官 城工場
栄一

工子/坂 本古弘/ナ ザ レ修 女会会友会/森 井謙介 松代/成 Ш久夫/1m野

寿子/小 嶋泰 r/声 屋型 マルコ教会教会学校/野 田修助/坂 尾新 /久 円広子/

ネ1川喜久枝/申i家忠 了/岐 中少年友の 会/西 間木美恵子/島 袋洋 1/直 井帯 ■/中 島努
/上 師晴 r/大 槻 カズ子/前 日晃仲 容子/セ ン トポールライオ ンズクラブ/又 古亀次
.08年
12月 3日 )Ⅲ‖ⅢⅢ‖ⅢⅢ‖Ⅲ‖‖￨‖Ⅲ‖‖￨￨
Ⅲ‖ⅢI新規 会 員 ('07年 11月 26日 〜
高 lm謡子/青 山理恵/小 嶋泰子/高 山美江子/櫻 井キ1則/111木貞了/山 本員/高 野香江
/宮 脇加代子

について 》
あぶらむの会」
《「
「あぶ らむの会 」 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」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 J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1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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