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2013年も残 りわずか、落葉を直前にして燃えるような木々
をみながら、 この 一年の活動をお届けいた します。
― 皇 の 中の小 さな 自然 ―
ハチが 家近 くに業 をかける時は台風が多い年」とい ういい伝 えがあ る。今年 は部屋 の中
「
にまで入って きて巣 をつ くろ うとしたハ チ、 こんなことはは じめての ことだった。いい伝
え通 り台風 の当た り年。被 災地 フ イリピンの人達には申 し訳 ないが 30号 が 日本 を直撃 して
いた らどの ような こ とになっていただろ うか。想像す るだけでゾっ とす る。それに して も
数 ケ月先 の出来事 を察知す るハ チの予知能力 とは一体何 なのだろ うか。あの小 さな体 の ど
こにそんな能力があるのか、あるのはハチ毒 だけではない ようだ。
ハチ と私 とは大敵関係、あの世 の入口 まで行 って もどつて きた こ と2回 、刺 される度 に
ア レルギー反応 も重 くなって きてい る。
今年 も刺 される こと4回 と台風 なみ となつた。 この辺 のハ チ とい えばアシナ ガかスズメ
バチ、 いずれ も黒 と黄色 の タイガー ス模様。 しか し今夏 はめったにお 日にかかれ ない とい
うチ ヤイロスズメバチにや られた。それ も二連発。
木工所 のベ ラ ングの解体作業 中、赤黒 い色 のハチが成嚇 して きた。 タイガー ス模様 な ら
ばこち らも警戒 したの だが、 見た こともない ような色 のヤツだつたので ノーマー ク.顔 を
tiの 家裁少年 もや られたので、■ に き
刺 され全身ア レルギ ー症状 で病院へ。翌 日補導委 ・
た私 はイ
ト返 しに。完全防備でのぞんだ ものの厚手 の手袋の上か ら刺 され返 り討 ち、 これが
今 はや りの 「
倍返 し」か。ハチにや られるのだか らしま りが ない。図鑑 で調べ た らこのチ ャ
イロスズ メバ チ、オオスズメバチ に優 るとも劣 らない猛寺 の持 ち主。 さすが の私 も絶不嗣
とな り夏の繁忙期 に 10日 間 も寝込 むこととなつて しまつた。
そん な私が 「蜜バ チJをやる とい うか ら周囲は猛反対、「
そんなにハチ ミツが好 きな ら送 り
であげるか らやめなさい」とYさ ん。で も私がほ しいのはこのあぶ らむの里の中か らの 自然
の恵み、み ようみ まねで巣箱 をつ くり、里 に 15ケ所 設置 した。1割 入れば L出 来 とい うこ
の世 界、 なん と宿 のす ぐ近 くに置 い た箱 に一群が入 った。驚 きと興 奮、 もう嬉 しくてかわ
い くて、孫以上 にかわいいのです。その動 き、一 日みていて もあ きない。
ミツバ チ達 をみていて感動す ることはその働 きぶ りと生態 である。両足 に花粉粒 をかか
え必死 な様で巣 に運 ぴ入 れる彼 ら、それ を待 ち うけてい る天敵の スズメバチ。それ を集団
で ウェープをお こ し撃退する ミツバ チ達。そ してハエたた きを手 に して加勢す る私。
ll化した ミツバチは若 いころは内勤で幼虫 の世話や巣 の掃除仕事 をする とい う。
巣 の中で・
ミツを集 めた り、外敵 と闘つた りす る外勤仕事 は全て年老 いたハ チの役割 とい う。 キケ ン
な役割 を担 うの は年老 い た ものの役害1とは何 と素晴 らしい社会だ ろ うか、人間社会 も見習
うべ きだ と思 う。 どうして も戦争行為がやめ られない な らば、 ミツバ チ に見習 つて兵士 と
なるのは定年退職 した者 に限る とい う国際条約 をつ くり、それに従 うこと。そ うすれ ば国
や家族 のため とい う最後 の ご奉公 もで き、何 よ りもゼーゼーハ ーハ ー と戦場 をかけず りま
わる こともで きず、 さぞか し穏やかな戦事 になるように思 う。 ミツバ チたちの働 きをみて
い ると、ついついこんなことを夢想 して しまう私で した。
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そんなlltら
か らミツをいただ く日、
少 し心が痛 んだ。採 蜜 を教 えて くれ
た 日本 ミツバ チ協会 の山田 さん、「
安
全で住 み心地 よい巣 を提 供 してや っ
たの だか ら家賃 をい ただ くと思 えば
いい で す よJの 一言 で気 持 ちが 楽 に
な り、 ひ と枡 分 だ けい ただ くこ とに
した。 何 と4リ ッ トル も採 れ た。 そ
のお 返 しに ・
l量分 の砂糖 水 を くれて
や ったが後 ろめた さは どこか に残 る。
これか らの寒 い 日々 を無事 に越 えれ スズメバチにや られなが らもスズメバ チの焼 酎漬 づ くり。
虫さされによく効 く。

る よ うに とワラや ム シロで保温 して

や っていた らその一 匹に耳 を米Iされた。刺 した相手 が ミツバ チだ と思 った ら怒 る気 にはな
らなかった。 スズメバチほどではないがやは りそれな りに痛 く、
かゆかった力'、
おかげで 「
福
つた
い
と喜 んでいる自分が た。
‖Jに な
この ように、ハチで明け、ハチで暮れた一年で した。あぶ らむの里が位置する 「■山」と
よばれる ところは、人の心 を童心 に帰 らせ、や さしく穏 やかにす る ところがある ように思
い ます。家庭裁判所嗣査官 の辻村 さんよ り、「
17人 もの少年 を預か り、一 人 も逃亡者が出な
い とい うことはなか なかないこ とです」といって もらったが、それは一つ にこの里口￨とい う
自然環境が持つ 「人間教育力Jの ように私は思い ます。
この ような場 を用 い ての 「
里 生活学校」、作業棟建築 な どわずかず つ ではあ りますが ス
ター トしました、ある程度 の態勢が整 った ところで皆様 に、そ して広 く世 間に案内 させて
いただ きた く思 つてい ます。
学生時代、私 と一緒 にハ ンセ ン病療養所沖縄愛楽園 を訪ねボランテ イア活動 を共 に した
高柳誠 さんが、定年退職後 ライフワークの一つ として、その愛楽国 で出会 った人 々の絵 を
描 き続 け ま した。そ してその力作 があぶ らむの軍諸魂庵 にかかげ られてい ます。 どの顔 も
どの顔 も与 え はれた 己が 人
̀Lを
必死 になって生 き抜 い て きた顔
、
そ して そ こ に漂 う限 りな い 「お
だやか さJ。私 は作者 のお もい と、
出会 って きた愛 楽 国 の 人た ちの
その姿 に励 まされ (無論、あぶ ら
で

,彙
'■

む を支 えて くだ さって い る皆 様
の声援 も)、最 後 の仕事 と して こ
の■ 山生 活学校 を実現 して い き
た く強 く願 つてい ます。

高柳 誠 さんの力作
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年 が 明 け ω 1 4 年 には また どこか で 無理 なお願 い事 をす るこ とに なるか も しれ ませ んが、
これ か らも どうぞ 当会 の働 きに多大 な ご理 解 とご支援 をお寄せ下 さい ます よ う心 よ りお願
い 中 し 卜げ ます。
また冬が め ぐって きます。 お元気 でお過 ご し下 さい ませ 。 どうぞ よい ク リス マ ス を、そ
して よいお年 をお迎 え ドさい 。
2 帆3 年 1 2 月

あぶらむの会 代表 大
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東 日本 大震 災
安心して暮らせる日が訪れるまで、息の長い支援を
立 教 大 学 勤務

あぶ らむの会 理 事

西田

邦昭

「
皆 さんは、東北 の人間は我慢強い、辛抱強い とお つ しゃるけれ ども、そんなことはあ り
ません。J間 はみんな笑顔で皆 さんに接 しているけれ ども、夜一人になると泣 いてい ます。
口に来てい ただ き、思 い を寄せ て励 ま していただいているか ら頑
今 は多 くの方 々に
"11高
張れ るけれ ども、時間が経 つ につ れ報道が少な くな って忘 れていかれる と、私た ちは頑張
ることが出来な くな ります。 どうか、立教大学の皆 さんには、 これか わも細 くて もよいの
で■ の長い支援 をお願 い します。
」
な被害 を受けた岩手県陸前高Hl
これは、2011年 3月 11日 に発生 した東 日本:人
震 災で
'大 イアが終 了す る日、お礼 を申 し
1における学生 による 2011年度夏季陸前高田支援 ボランテ
‖
j長
にげるために戸羽太 市長 を訪問 した際に同‖ か ら頂戴 した言葉です。
してい る立教大学 は、東 日本大震 災か らの復 回 復典 を支援す るため に、震 災
私がFll務
大学東 日本大震災復興支援 本部 を立 ち上 げ、活動 を開始 しま した。今回
直後 の 4月 に
'教
の震 災に よる被 災地が広範囲 にわたる ことか ら、震災の前年度 まで 8年 間にわた り学生 を
林業体験 プロ グラムJで お世話 になって きた岩手県陸前高 田市 を重点支援地域
対象 とした 「
に指定 させてい ただ き、今 日まで多様 な支援活動 を展開 して きました。
具体 的 には、学生 による災害 ボランテ イア、職員 による災害 ボラ ンテ イア、仮設住宅で
の子 ども支援 ボランテ イアや住民 との交流、仮設図書館 の 開設準備 と移動 図書館 で利用す
るための図書の選書 ボラ ンテ イア、小 中学生 を対象 とした体育会野球部 による野球教 室や
体育会バ レー部 によるバ レーボール教室 の開催、教 員に よる市職員の援助活動、立教大学
に来てい る留学 生 とこれか ら海外へ 留学す る本学学生 によるス タデ イツアー、東京で も被
災地 の現状 を発信す るために立教大学の地元 にある東京芸術劇場 を会場 に した 「つ なが る。
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陸前高田 と立教大学J交 流展の開催 などです。支援本部 の活動 とは別 に、 コ ミュニテイ福祉
学部では陸前高田、石巻、気仙沼で活動 を展 開 して い ます。 また社 会学部や経営学部で も
同様 の活動 を行 ってい ます。
そ して、昨年 5月 には、 これ までの陸前高田市 と本学 との連携

交流 関係 をさらに確 か
な もの とす るために 「陸前高 田市 と立教大学 との連携及 び交流 に関す る協定」を締結 しま し
/き
。
陸前高田市 は、震災前 の人口が約 24000人、その うち今 回の震災での死亡 または行方不
明の方 々が約 1,8∞人と、今 回の震災で最 も被害の大 きかった町のひ とつ と言われています。
今 回の立教大学 の活動 は、震災によ り壊減的な被害 を受けた陸前高 田市の復 日 復興 に、
少 しで も力 になれれば とい う思 いで始 めた ものであ り、学生の学 びや成長 を 目的 と した も
のではあ りませ んで した。 しか しなが ら、瓦礫撤去 の作業や仮設住宅での交流、 スポー ツ
による小 中学生 との交流 などを通 して、家族や親族 を失い、家 を失 い、仕事 を失い、友や
仲間 を失い、地域 コ ミュニ テ ィが崩壊 し、 これ以上 ない悲 しみや苦 しみの中で、耐 え忍 び
なが ら一歩前 に歩 み出そ う とされている姿や、遠 く東京か ら訪れる私 たちに対 して、「あ り

がとうございます」
、「
頑張って くださいね」
、「
怪我しないように気をつけて くださいね」な
い
ど温か 声をかけてくださり、笑顔で迎えてくださる姿に接 し、学生たちは生きることの
辛さと人間の強さや優 しさを学んできました。これから大学で学び、社会の中で生きてい
くLでの 「
根っこ」とでもよべる大変貴重な体験をさせていただいています。
また、若 い学生 たちはお年寄 りや子
どもた ちに とって オー ルマ イテ イの
存 在 です。 学 生 た ち と交流 す る と元
気が もらえると言 つていただ け ます。
大学 にで きる こ とには限 りがあ りま
す が、若 い学生 が被 災地 を訪 問 し現
地 の 方 々 と交流 す る こ とが、 何 よ り
の支援活動 になっているようです。
震災か ら2年 8ヶ 月が経過 しました。
この 間私 は陸前高 田市 を30回 ほ ど訪
間 させ て い ただ きま した。時 間 の経
過 とと もに、町 の風 景 は大 き く変化
して きて い ます。 崩壊 した建物 やそ
こ ら中 に散 乱 して い た ガ レキ も片付
け られ、 一 面野原 の よ うな景観 に変
わつて い ます。津 波 を免 れた地域 に
は、仮 設 の商店 も営業 を開始 しま し
た。 町 の復 興 計画 に沿 って、高 台移
転 のための工事 も始 まつてい ます。

陸前高日、奇跡の一本松近 くに設置 された巨大クレース
山を崩 し平地の地盤 をかさ上げする作業のためとのこと。
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一方で ボラ ンテ イアな どで 1,外か ら訪れる人は激減 し、震災後 に町を離れた住民 も多 く、
人口は 20000人 を割 っているのではない か と言 われてい ます。被災地 に係 わる報道 もほ と
ん どな くな り 被 災地以外 では関心 も薄れ、中には復興 した と思っている人もいるようです。
しか し、未 だ多 くの方 々が 不 自由な仮設住宅暮 らしを余儀 な くされ、産業復興 も思 う
ようには進 まず生活再建 の 日処が立 ってい ませ ん。 どの ような形 で復興す るに して も、 こ
れか ら5年 、10年 あるいはそれ以上 の年月がかか るようにはい ます。
今回の震 災で 日本 中が学んだ ことは、人 と人 とがつ なが る ことで悲 しみや苦 しみに耐 え、
生 きるための勇気 を与えて くれ る とい うことで した。
立教大学 としては、 冒頭 の戸羽市長の言葉 に代表 され る住民の方 々の思 い に応 えるため
忍 んでい る方 々が安心 して暮 らせ る 日が訪れ る まで、
に も、被 災地で悲 しみや苦 しみlllえ
糸
‖々とで も支援活動 を続 けてい きたい と思 つてい ます。
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あぶ らむでの家裁少年
家庭裁半」
所の補導委託制度 に関わつて 1 0 年日、委託 された少年 との半年間の生活 も1 7
人目を数えた。
雑
生活記録としての日記を義務付けされている少年達、17人日の今卜の少年はその他に「
感 ノー ト」を記 している。他暑との話の中で心に残 ったことを記 しているという.そ の雑感
ノー トに何が記 されているのか少 しばか りのぞいてみたくなった。通信への原稿依頼をし
たらアッサリとOK、 こうして補導委託中の少年の手記をお届けす ることとなった。

ポ クの雑感 ノー ト
少年N(18才 )
僕があぶらむへ来てい くつか感 じたこと気づいたことがあ ります
まず、自分の心は弱いことに痛感 しました。何故かと言 うと、大郷さんにハンセン病 の
人達を教えてもらい、話を聞いて、高柳 さんの絵を見 たりして、僕は、ハ ンセン病 の人は
めて、前向きに病気に立ち向か っている ￨
毎 日戦 つているんだ ￨と思 つた り、全て受けJ卜
・
・
・
そう思い ました。大郷さんが、 アンスローポス とい う言葉 を僕に教えてくれました。 ア
ンスローボス・意味 は、二つの言葉が合わさって 「人間Jと い う言葉が出来ました。一つ は、
・
・
・
'レ
・
ア ンチ・でこの意味は 逆 らう'̀抵 抗する とい う意味で、二つ 日は ボー でこの意味は
・ ・
・
・
沈 む や 倒れる とい う二つの言葉から出来ているらしく、大郷さんが僕に伝えてくれた
・
のは 「人間は辛いこ と悲 しいことがあつて'レポー す る、だけど人間つてい うのは、それ
に対 して・
ア ンチ・出来る力があるんだ ￨ハ ンセン病の人達 はまさに'アンスローボス'なん
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だ !Jと 僕 に何か伝 えてい るような気が しました.僕 も人間なので辛 い こといっぱいあ りま
jiた
した。人間ですので
り前です。で も僕 はず っと後悔 していた し、引 きず った りもして
い ま した。ですが この話 を問 き、僕 は少 し前向 きになれたかな ?と 思 う。人 と比 べ るのは
良 くない け ど、悩 んでた事が、 ハ ンセ ン病 を背負 って前向 きに生 きてる人か らした ら小 さ
、
な事 だ し、それで僕 は,し
が とて も弱 い と思い ま した。 だけ ど人はみんな受け止め方違 うし
考 え方 も違 うので 僕 の考 えは とて もマ イナ スな考えだったんだ ￨と強 く思 い これか らは、
人郷 さんが教 えて くれた ・
ア ンスローボス'の よ うに力強 く前 向 きに生 きてい こ う ￨′
L活 し
、
い
ていこ う ￨と,し
か ら思 ました。
今 この文章 を書 い て色 々な話思 い返す と、大郷 さんは僕 に何気 な く大切 な事 を手渡 して
くれる。 その中で一番感謝 したいのは、僕 に見せて くれた ・
自分 との和解 ・とい うのが あっ
て大郷 さんが書 いた文章 を見て自分の部屋 でボー っ としていた ら今まで思 い出す こ とが な
かった 4歳 〜5歳 の頃を思 い出 しました。 自分 にとって一番辛 くて嫌 な思 い出だ と思 う。家
族 もめちゃ くちゃで母 は毎 日家 に帰 って こな く、父は離婚 して居 てな くて、9歳 卜の兄 と暮
ら していたのですが、毎 日兄に殴 られ食事 も食べ れず、水 も飲 ま して もらえなか った。僕
はその事 に耐 えれず、,こ
に見つ か らない よ う家 を出 ま した。僕 は喉が渇 い てたけ と

しば

らく我慢 してぶ らぶ らしてい ま したがつい に llえれな く、マ ンホー ルの 卜に溜 まった雨水
を飲み ま した。 この事 を思 い出 しま した。 多分、生 きるの に必死だったんだ と思 う。 だか
、
ら普通では出来ない事 も出来た と思 う。そ して この 出来事が,し
の 奥にあったか らあぶ らむ
に来る までの11来事 を乗 り越 えれたんだ と思 った。 この HI来事 を思 い 出 させ て くれた事思
わせて くれた事 に対 して大郷 さんに とて も感謝 してい ます。話変 わ りますが僕 は初め来た
、
7月 19日の時 か ら今の し́
境 は少 しずつ ですが変わ ってい るかな ?と 思 う し変わってい きた
い ￨そ う思 う気持 ちがあ ります。初 めて来た ときは、何 で こんな山奥 ?都 会の少年が こん
な場所でいけんの Pと か色 々思 い ました。だけ ど 16年ぶ りに再会 したお父 さん とも辻村 さ
ん (家庭裁判所調査官)とも約束 を してあぶ らむへ 来たので 、裏切 るような事 は した くない、
少 しずつ 自分 な りに頑張 ろ うと思 つてい ま した。そ してあぶ らむで生 活が始 まったのです。
僕 の考 えてた不安 な気持 ちは消 えま した。理 由は、大郷 さんを尊敬 した し憧れた。凄 い所
は、作業能力 もそ うですが特 に、頭 の良 さ回転の速 さ、考 える事 の豊富 さが他の人 とは違
い僕 にとつて大 きな力 を 与えて くれた。そ して今 まで大郷 さんの背41みて きましたが今 は
いつか越 えよ う ￨と い う想 いへ 変わ りつつ あ ります。大郷 さん と作業 していて嬉 しい こと
があ ります。それは、僕 に意 見を求めて くれる。僕 に とって とて も嬉 しい ことの一 つです。
何故か とい うと、現社 会では仕事 は上の人の考 えだけで事 を進めてい く。下の人はそれに
従 っている。たいが いはこれが常識 だ と思 っているけ ど、僕 は嫌 い。僕が思 うのは、 'い く
ら経験 を積 んで も同 じ事 しか頭 に浮かばない と思 うし、下 の人 も考 える事 を人任せでいて
るか ら自己半」断力 とか考 える力が欠けて くる。初 めて経験 す る人 も意見言えた り出来る環
境、関係 になれば良 い・と思 う。言 い たいのは、「プ ロJと 「アマ」、「大 人Jと 「
子 ども」の
考 えが合わ されば きっと新 しい何かが見 つかる、生 まれる と僕 は信 じてい る。僕 は 18年 間
生 きて きて感 じている、今 も。人生 で も自分 の考えだけではな く、他の人の意見 を取 り入
れる事 で違 う考 えが交 わ り、違 う事 を見つ けれ ま した し、色 々な見方が変わった。 だか ら
僕 は大郷 さんが、その事 も考 えて僕 に意見 を聞 いてるのかな Pと 思った りして嬉 しい。 ま
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あ僕 の思い込みですけ ど―そ して僕の嫌 い なマニュアル化。そ んなの必要 ない。地震 の時、
台風 の時、危 ない時、マ ニ ュアル化 だ と何処 に逃 げるか、 どう した ら良 いのか、決 まつて
るか ら自己判断 しな くなる し、みんなあ つち行 つたか ら私 も… とか、警報出 してい ないか
ら人が亡 くな った、 とかそんなん じゃ この世界みんな他 人、 マニユ アル頼 りにな り自分が
自分 でな くな る。 マニュアル化 はい ざ ￨と い う時 は役 に立 つか もしれんけ ど、つい頼 り過
ぎた ら、 いつか後悔す る。 自分が逃げたい所逃 げた らいい し、危 ない と思 つた ら自分で逃
げる所半1断 した らいい。そ して子 ども達 を伸 ばす のは、 自己判断力が欠 けていた ら伸 びな
い。子 ども達の命は周 りの大 人の判断力 に限る し子 ども達 に危 ない事 させ ないの じゃな く、
何故危 ないの力」?どうすれば良 くて危 な くないの力J?それを教 えるのが教育 だ し今 の社 会の
教育 のマニュアル もおか しい。話変わ りますが、僕 は これか ら子 どもと一緒 に成長 し、分
かち合い教 え合 い たい。大人か らも学ぶ事 は 多い。だけ ど子 どもは大人 と違 い傷が付 きや
す い心 を持 ち、牒え、心が叫 んでる。僕 はそんな子 と学 び合 いたい と思 う。僕 は子 どもを
支 えたい。子 どもの心 に寄 り添 いたい。絶対 に力 になれる ってわけではないけ ど一緒 にF.2
折 して、支 え合 い、乗 り越 えてい きたい。そ した らきっ と何か見 えるはず.子 ども達の個
性 を生か し、一人一 人 と向 き合 い教 えてあげたい、本 当の生 きる幸 せ とい うの を。 こ うい
う教育 の仕方 をしたい。そ してあぶ らむの ように皆 を変えたい。あ と補 導委託 に対 して思 つ
た事があ る。それは '少年が逃げる'そ の場所 を作 っているのは、周 りの人達 に課題がある
、
のだ と思 う。少年 は′
し
に対 して とて も傷 つ きやす い しそ して周 りの人はそれを知 ろうとし
ない。僕 は、少 しで も、その少年達 に心優 しい気持 ちを向けてあげた り、何 か少 しの こと
ヽ
の叫 びを聞 いてあげた ら逃 げた りしない と思 う。す ぐには難 しい し駆 け
で も感 じてあげ じ́
引 きがない。 だけ ど少 しで も分か ろ うとす る気持 ちが あるな ら供 はいつ か、お力iいが素直
に言 い合 える、分か り合 える と思 う。あぶ らむは心優 しい人に支 え られ、出会 い、教 え合
い、学 び、共 に暮 らす、そ して分か り合 えるそ んな良 い環境 です、少年 に とつて、暮 ら し
やす い環境。 この場所 みんな大切 に してほ しい。 きつ と多 くの 人達 を変 えれる力があぶ ら
むにある。 そ して補導委託で感 じれた事 、少 しの 間家族 と距離 を置 き、一か ら関係 を作 れ
た り少 し離れたか ら、とて も大切 な存在 だ と気付 くし、本当の家族 のあたたか さが感 じれる。
そんな事や、今 まで経験 した事 ない事 にチ ヤレンジ出来た り、身に付 けれた り出会 いの良
き、別れの幸 さ、人 との繋が り、大人 を観て どの ような人にな りたいか とか、その為 には
どうすれば良いのカヤ とが自分の気持 ち と向 き合い今 の 自分は どうい う人間で どうい う考 え
を持 ってい るのか どうい う能力 を持 っているのか、な どな ど補導委託で考 えれ ま した。考
えれ る、気付 ける、感 じれる環境 を作 って くれてあ りが とうござい ます。大郷 さん、僕 に とつ
てあぶ らむは、人生 で素直 に立ち止 まれる環境 で気付 けて、感 じれて、大切 な事 を本当の
・ ・自然 と変 わる'̀自 然 と成長す る'あ ぶ らむは こん
自分 を取 り戻せ る場。 ・自然 と生 きる
な場。僕 の事支 えて くれ てる方 々あ りが とうご ざい ます。 これか らも努力 し前向 きに生 き
ます。そ していつ も笑顔でいたい。
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あぶ らむ、 この一年 の プ ロ グラム に参 加 して
商人
「あの家 は親の代 か らのお付 き合いだか ら失礼 のない ように」、商家だった私の家、「
一
い
の
の
は 時 商売ではな く代 を重ねるような商 をJと 、配達 時 など父か らよ く商人 としての
心構 えを諭 された。
子 どもが参加す るあぶ らむの プロ グラム、その半分近 くは大学時代 の卒業 生の子弟かそ
の紹介者。狭 い といわれればそれ までだが、親子 二代 に渡 つてお付 き合 いで きるなんて今
の時代では貴重品。
「あぶ らむ」は人が育つ場 であることを願いつつ 、 この一年 の参加者 の声 をお届 け したい。

あぶ らむ落語会報告 レポー ト
下田

寛子

この夏、 日本中で最 も熱 い祭典 あぶ らむ落語会に参加 して きま した ￨
………巻の女 了高生が プロ グゃFacebookで報告す るように記 して も誤魔化せ ませ ん。私 は
この度、本当に・参加 'させて いただ きました。具体的 には、実際 に高座 に上が って、落話
を演 じた とい うことで ござい ます。今年で もう六回 目とな りま したあぶ らむ夏の落語会 に、
なぜ、一般 人である ところの私が出演 させ ていただいたのか と中 します と、それは昨年 の
夏 に行 われた第二回あぶ らむ落語会 での出会い まで さかのは ります。
その年 の あぶ らむ落語 会に私 は、母 の誘 いで観客 と して参加 いた しま した。今思 う と、
その時の歌之助 さんの高座が輝 いて見えたのは、気 のせ いで も、夜 の電灯 に寄 つて くる蛾
の りんぷんのせいで もな く、神のお告 げだ つたのか もしれ ませ ん。落話会が終 わ り、落語
家 さん もお客 さん も一緒 になってお酒 を酌み交 わす宴会 の席 に、落語家 さんのお話 をこっ
そ り漏れ聞ければ と、私 も同席 してい ま した。 いい具合 に盛 り上が って きた宴席 で、危険
な話題 に突入 します。お酒の入った大郷先生が一言。「
学校で落語研究会 に入った電子 ちゃ
ん (私の名前)な ら、歌之助 さんの前座 をや らせては どうか」その場 にどっと笑 いが起 こるか
と思い きや、月 りの皆 さんや歌之助 さんまで もが ノリノリでOKし て くださるではあ りませ
んか。 そ のお声 に、二 度 とない機会へ の好奇心 と、プ ロの落語家 さんの 日の前 で、部活動
とい う一種 の 自己満足 である私の落語 を演 じることへ のため らい とが湧 き出ます。迷 い な
が ら返事 をため らっている間にあれ よあれ よと正式 に出演へ と話が進 んでいったので ご ざ
い ます。
無責任 な言 い方 ではあ りましたが、皆 さん真剣 に考 えて素人の前座 出演 をOKし て くだ さ
ヽ
り、私 自身が,し
折 れて いて ど うす るんだ と励 まされた こ とは間違 い あ りませ ん。不安 と恐
れに 日々押 しつぶ されそ うにな りなが ら準備 をすすめ、2013あ ぶ らむ落語会 当 日を迎 えま
す。
」
i日の正午過 ぎにあぶ らむの宿 に到着 し荷物 を部屋 に置 いてか ら、開演 の 19時 までには
まだ時間があるので、宿 の周 りを散策 しなが ら、今晩 の落語会会場 となる諸魂庵 を覗 くと
そ こには、素敵 な木製の高座 とその 卜に大 きな座布 団が。数時間後 には ここで多 くの方 の
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日の前 で落語 をや るのだ とい う緊張感 と同時 に、昨年、落語会でや ってみないか と声 をか
けていただいた ときの よ うな高揚 感が湧 き出て くるの を感 じます。 ワクワクどきどきな気
持 ちを糧 に、時間の許す限 り練習 を したい と思 つた ときに、足が 自然 と宿舎 の裏 の山の方
へ と向か い ま した。 しっ と りした木 々の間 をゆった りと時が流 れる森 の 中で、 自分の落語
の声 だけが響 く空間 は不思議 と癒 しを取 り戻 して くれる ようで、心が穏やかになってい き
ます。森落語。おすすめです (笑)
その後再 び諸魂庵 を訪 れる と、今晩 の主役、三代 日桂歌之助 さん と前座 の桂鯛蔵 さん
出囃子の方の御三方が到着 な さってい ました。簡単 な御挨拶 を終 え、こそ こそ と宿 に戻 ろ
せ っか くだか らお手伝 い して もらお うかJ ttl■
う とした とき、予期 せぬ声がかか ります。「
として 、落語 を演 じる以外 のお仕事 と、極 めつ けは、今年 の歌之助 さんの落語で の演 出の
一つ、11明の切 り替 え とい う任務 を仰せ つ かる こ とに。ほ ぐれ た緊張が再 び引 き締 まるよ
うに感 じました。
い ざ本番直 前 となる と、私 は高座裏 で どこに控 えていればいいか も分か らず動転 しまく
りで したが、楽屋では歌之助 さん と鯛蔵 さんが リラ ックスした御様子でお話 しされて いて
また、f/1が
高座 に 巨がる際の出囃子 についてお囃子 さんと相談 した り、学校の話 を した り
緊張 してい た私をほ ぐして ください ました。
そ して、本番。 ‐
番気がか りだったのは、私の素 人の落語で皆 さんが実 って くだ さるか
とい うこと.学 校 での落語が ウケるのには、友 人が落語 を してい る とい うだけで、いつ も
とのギ ヤ ップにい
」笑 しさを感 じる とい う下駄が下 支え して くれてい ます。 しか し部活動 と
して よ く見知 つた友 人の前で発表す るの とは、今回はわけが違 い ます。 ほぼ初対面の皆 さ
んに対 して、その下駄 な しに楽 しんで いただけるか どうか ■,
心臓 をバ クパ ク鳴 ら しなが ら、実際に高座 にあが ると、わ くわ くした ような人情 で こち
らを見上 げてい るlaLさ
んが視 界いつぱいに広が つてい ます。 こんなに も楽 しそ うに期待 し
なが ら見て くだ さる皆 さんには、絶対 ちゃん と応 えたい と勇気付 け られ、身体 にエ ンシン
がかかってい くの を感 じました。
今回の落語会 を通 して経験 した出来事や感情 は、数 ヶ月経 った今で も思 い返す ことがあ
ります。今年 の秋、部活 を引退 した私 の短 い落語 人生 の 中で、大 きな区切 りであ り集大成
であつた この落議会。大郷先生 は、人見知 りを して、なか なか積極的になれない私 を、半
ば 強引 に この 落 語 会 に 出演 させ て くだ
さい ま した。他 で は体験 で きない ことを
いつ も私た ちに与 えて くれ ます。せ っか
くだか ら、 とい う 言 で 多 くの貴重 な体
験 を させ て くだ さつた桂歌 之助 師匠 と、

大郷先生、笑 ってあげ ようと身を乗 り出
しなが ら聞 いて くだ さったあた たか い
お客様 の皆様、そ して ピリピリしていた
私 に も優 し く、私 よ りも本番 まで緊張
諸魂庵での一席。寛ちゃん大熱演。

して くれ ていた 家族 に とて も感謝 して
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い ます。多 くの方 に支え られなが ら、私 はまたひとつ、素敵な思い出 と根性 を授か りました。
大変稚拙 な落語 と文章で したが、 ご清聴あ リカ｀とうございま した。お後が よろ しい ようで。

当た り亭宝 く じの母
下田

由香

今年 も6回 目を迎 えた 『
桂歌之助 落語会』に伺 い ま した。昨年娘 と2人 で伺 い、夜 の懇
大郷先生か ら 「来年落語 をや っ
親会で 「
高 1で 落研 に所属 してい ますJと ご挨拶 してい た ら、
た らどうだJと 言 われて、「まさか プロの落語家 さんの前 では恐 れ多いです よJと 言 つてい
ま した ら、歌之助 さんが、「
寛子 さんな らいいです よ」、 と快諾 して くだ さ り瓢箪 か ら駒 の
よ うな話 とな りま した。あ とで何 った ところ、 人柄 をみたそ うで

自信満 々では な く、私

なんかでいいので しょうか、 といった ところでお許 しがでた ようで した。
高￨12年 生 の夏 は最後 の文 化祭 とい うこ とで 落研 の雑誌 の編 集、後夜祭 の司 会練習、
落研部屋 の展示制作等忙 しそ うな中、夏合宿 で練習 した噺 をや らせ てい ただ くのか と性っ
て いた ら、前μではふ さわ しくないので、
噺 をや る とい うことで 親 と しては人丈夫
"1の していた よ うで、当 日まで一切 見る ことも
なのか と不安 にな りま した。親が寝 てか ら練習
で きず、ついつい叱咤激励 を して嫌 な顔 を され ました。
メ 、
諸魂庵 にい らっ しゃる歌之助 さん、
鯛蔵 さん、お囃子 さんに、ご挨拶 に伺 うと、手伝 っ
̀日 うと、め くりのみ な らず、照明の スイ ッチ係 を仰せつ か り、 自分 の出番 だけで も
て もいお
大変 だろ うに、は じめてでやれ るのか と、親 の方が ドキ ドキ しま した。会場 には野 山の革
イ
とが活 けられて、手創 りの高座 に屏風 も並び、お客様が着席 され、森の クマ さんの メロデイ
の三味線 と太鼓の出囃子のなか、寛子がゆかた姿で登場 しました。緊張 した面持 ちで ま く
らを噺 は じめ ると、前座 としてのあた り亭宝 くじの世 界が ひろが り、 『
真 円小僧』を無事終
え、皆 さまにあたたか く笑 っていただ き、親 として心 か らにっ としま した。歌之助 さんか
らは、後 日とて もT寧 な喋 りつぶ りで、母校 の落研 に もあれだけ達者 な女 の子 は中 々い な
動物園』では、 ライオ
か った とお褒めの 言葉 をい ただ き感激 しま した。そ して鯛蔵 さんの 「
ンの歩 き方に大笑 い し、歌之助 さんは、『
寝床』を 40分 以上大熱演 され中入 り後、先代譲 り
の、落語 とは思 えない大仕掛 けを成功 させ た 『
善光寺骨寄せ」を披露 して くだ さ り、プ ロの
神髄 を見せ ていただ き堪能 しま した。最後 に生 くじに、大郷先生か らあぶ らむの草花 の花
束 をいただ きました。大郷先生 には親子二代 でお世話 にな り、あか ちゃんの頃か ら夏 休 み
や春休 みにl■
l い、 ネパ ールキ ャ ンプに参加 した り、故郷 の よ うなあぶ らむの諸魂庵 で、貴
重 な機 会を与えていただ き、感謝 の気持 ちでいっぱいです。
歌之助 さん、鯛蔵 さんお二人は桂米国治独演会、横浜 にぎわい座九月興行 に出演 された り、
三遊■歌之介 桂歌之助二 人会 を、10月 に渋谷 区文化 セ ンター伝承ホールで開催 された り
と、関西 のみな らず、東京方面 で もご活躍 で、その後追 っかけの ように伺 つて本場 の落語
に また感動 しま した。あ らためて、飛騨 の山奥 まで よ くぞ来ていただ き、 ご 緒 させて い
桂
ただけた と感謝 いた しました。歌之助 さんは、
毎年あぶ らむの生活 も楽 しんでいただ き、「
歌之助上京掲示板Jと い うプ ログに落語会、五右衛 門風 呂、ロープ木登 り、ハ ンモ ック等が
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写真入 りで紹介 されてい ま した。夏の風物詩、岐阜県飛騨 へ の落語 ツ,こ 今後 とも末永 く
どうぞ よろ しくお願 いいた します。 きさ くな落語家 さん と懇親会で も楽 しめる、贅沢 な落
語会 に、これか らもどうぞ一人で も多 くの方においていただければ と願 ってお ります。
親 は、奥 ゆか しく、 ま じめ (?)な のに、子供 は兄弟揃 って、文化祭等 でステージにあが
り■1会を した り、お笑 いや落語 に勤 しみ、 トマ トの衣装 を着 て走 りまわ つた りしているのは、
何故だろ うと考 えます と、 もの心 つい てか ら毎夏休み伺 ったあぶ らむでの笑 いの数 々が刷
り込 まれたのでは、 と思い当 りました.育 さんの 「
海苔の芸Jを は じめ、大郷博輔 くん、耕
輔 くんの持 ちネタに小 さい 頃か らどれだけ、笑 い ころげて きたこ とか。 また食後に いつ
の まにか始 まる演芸大会の爆笑 の盛 り上が り。 これ らの楽 しい記憶が、 人と笑 い あ うこと
、
の嬉 しさ、笑わせ ることの喜 びを′
し
に きざんでいったのでは と思い ます。一度あ じわ うと、
やみつ きになるあぶ らむの宴会、形 はい ろい ろですが、 これか らも永遠 に不減です。
また皆 さんでおおいに楽 しんでい きたいですね。 よろ しくお願 いいた します̀

は じめて の あぶ らむ 自然学校
鵜川

瑞

私は2013年夏、は じめてあぶらむ自然学校に行 きました。
さい しょは ドキ ドキわ くわ く、かい さんの 日はまだみんなといつ しょにいたいとい う気
持ちでした。 この五 日間わたしはゆうきと友たちの11とい うプレゼ ン トをもはい ました。
さい しょの滝 とびこみでは、 ドキ ドキ しなが
ら滝つけにとびこみ ました。 とびこんだ しゅん
かん、水中 メガ ネが 卜のほ うに 「が って しまい
パニ ック じょうたい にな りました。で も、先′
F
に 「ナ イス、ナ イスJと 言われて、 よかつた と
あん じん しま した。
つ ぎに川あそ びの話。みんなで川あそびをし
ていた とき、わた しが なが された らけい と くん
がたすけて くれ ました。 うれ しか ったです。 こ
の時に魚 も見ま した。
登山の時は、クマ.自 転■ こ ぎの時はカモ シ
カも見ま した。 この時 はたまたまだったのか も
しれ ませ んが、あぶ ら0自 然学校 ではた くさん
の動物 を見た し、た くさんの ことを学 びま した。
友 だちもお、えた し こんなに楽 しかったこと
廃線になった神岡鉄道。自転車でひっばるトロッ はない と今で も思い ます。
コに変身。大きな子がこぎ 小 さな子 はお客さん。
みなさん もぜ ひさんか してみて ください。
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あ ぶ らむ 自然学校 に行 って
鵜川

泉

私 は今年初 めてあぶ らむ自然学校 に行 きました。
すべ てが楽 しくて楽 しくてた ま りませ んで したが、私が特 に楽 しか ったのは、す ごろ く
川 とい うされい な川で泳 い だことです。 ライフジヤケ ッ トをつ けて青 い川 に飛 び込むのは、
す ご く自由な ことで した。
まわ りの毎年来てい る人たちともす ぐに仲良 くなれま した。
育 さんのお料理 は、遊 びつ かれた体 に元気 を くれ ま した。 もう少 し大 人になった ら育 さ
んにお料理 を習 いたい と思い ました。
北海道の家 よ りあぶ らむは、比べ ものにな らない ぐらい に暑 くて湿気が多か ったですが、
あぶ らむ 自然学校 に行 つて本当に良か ったです。
ささえて くださったみなさん、あ りが とうございま した。

念願の子連れあぶ らむ
鵜川

たま

来年 こそ連れて行 こう ￨」と思い続けていたあ
毎年毎年 「
あぶらむ通信」を読 むたびに、「
ぶらむにようや く娘たちを連れて行 くことがで きました。
自然学校の日程が決まってす ぐに飛行機 のチケットを購入するとい う、決意がみなぎっ
た行動で、どんな トラブルも恐れをなして遠慮 してくれたのだと思います。
これだけ熱望 している一方で、小さな不安も
ありました。 正直に書きます。
北海道でそれなりの 自然 の 中で遊んでいる
こどもたちが、失望 したらどうしよう。ちよつ
ぴりそう思ってい ました。
うちはアウ トドア派の親ではあ りません。そ
れだけに、市や団体が行なう子供向けのアウ ト
ドアプログラムには意識 して参加 しました。し
かも玄関脇にキタキツネが座ってい るような
所に住 んでいます。 こどもたちの戸外活動体験
満足ライ ンは、都会のこともたちとは違うだろ
うと考えていました。
しか し嬉 しいことに、大郷先生の満足 ライン
は娘たちのはるか上だったようです。ライフ
ジャケッ トやヘ ルメットなどの完全装備にも
驚きました。こどもたちは安心 して自然の中で
自分の力を試す ことができます。広瀬さん、な
‑13‑

清流 双六川でのり遊帆
この川飛び込み もうやめられません。

おや くん、 とい う大変優秀 なス タッフが脇 を固めて いて、 ここに来 られた こどもた ちはな
んて幸せ なのだろ うとしみ じみ感 じました。
あ ま りに遠距離 なので私 も期 間中裏方 ス タッフとして置 いてい ただ きま したが、 こちら
が また楽 しくて楽 しくて。育 さん指揮の下、総勢 30名 以上の 3食 を用意す るのですが、下
ご しらえか ら食器洗 い まで、 どん どん手際が良 くな り、次第 に皆が前 のめ りにな ってい き
ます。 ラ ンテーズ ハ イな らぬオサ ン ドン ハ イ , 私 もあぶ らむ台所学校 でた くさん勉
強で きま した。今 も家で手 アイロン してい ます。あ、家では本物の アイ ロン使 い なさい ￨
ですね。
期 間中、た くさんの方 々か ら果物や野菜 の差 し入れが あ ったこと も印象的で した。あぶ
らむ会 員の皆 さん、 こど もたちが喜 んでいただ きます ので美味 しい夏 の味覚 を送 ってやっ
て くだ さい。 よろ しくお願いいた します。
大郷先生 、育 さん、ス タッフの皆 さん、本当にあ りが とうござい ま した。

爺 ・孫ネパ ール道中記
佐 々本

国夫

孫 のはるか (10歳)と奏人 (8歳)は、爺 (70歳)の誘い に応 えて、「
子 どもか ら大 入までの ネ
パールの旅」に参力1した。孫 は、我が家に前,自
、当 ロタ方、電車で帰宅 ラッシュの混雑 に揉
IIn先
まれなが ら羽田空港 に着 いた。大
生は じめ同行参力1者 13名の方 々に温か く迎えていた
だいた。
便 は定刻 に離陸。翌早朝、中継地のバ ンコック まで孫 は爆睡 していた。乗 り継 ぎ待 ちの 4
時間近 く、はるかは読書 、奏人は窓越 しに見 える飛行機 を飽かずに眺めていた。
カ トマ ンズで現地 ス タッフの ウペ さんに迎 え られ、太陽が照 りつ け真夏 を思わせ る暑 さ
の中、世 界文化遺 産で ネパ ー ル最
IIj
大 の ヒンズー教 寺 院 を巡 った。・
原 に幾 つ も祭壇 が あ り、煙が立 ち
上 っていた。火葬が行 われてい る
ところだった。ホテルに入 リー 休
み。孫 に、両親 に手紙 を書 くよう
勧 め た。小 さいテープル を仲 良 く
シェア し、一所 懸命手紙 を書 い た.
翌朝、孫 に体験 させ たか つた ラ
フテ イングに出発。 バ スは、市 街
を抜 け トリ ス リ川 沿 い を ドラ イ
ブ。 舗装 が壊 れた悪路 は、バ スを
上 下左 右 に激 し く揺 さぶ つたが、

―ルの旅 1 , 自
2 日のラフティン先
ネ′ヽ
定年を過ぎた大人も童心に返る一時。

孫 は夢 の 中、 よ く眠れる もの だ と
14‑

、
組 に分かれた。爺
し
した。 ラフテ イングは、男性組 と女性 陣、大郷先生、孫 と爺 の7Ft成
感′
も孫 もゴム ボー トでの川下 りは初体験 、ワクワク した。川 の流 れは緩やか に見 えたが、 と
ころ どころ自波 を立 てた急流があ り、流 れに乗 った ときのス リルに 思わず歓声 をあげ、孫
と―緒 に楽 しんだ。ボー ト同十が接近 し大人が水かけ合戦 を無川 に始める と、孫 も大興奮、
'気
負 けず にオール を川■1に き付 け水 を飛 ば して いた。緩流 では、孫 は川 に潜 りしば し水 泳
'「
に興 じた。夕食 はキヤンプ場 で タ ン ドリーチキ ンの ご馳走力ヽ‖意 されていた。孫 はチキ ン
出ま払拭 した。
にかぶ りついていた.こ んなに美味 しい夕食に出会 えて、孫の食事 の心酉
翌 日、チ トワ ンに向 った。水 日は、田l●えが真 っ盛 り、子 どもの 頃を思 い 出 し 何 とも
Lを塗 り回めた長lFに大家族で生活 してい る
の どか な感 じが した。先住民族 タルー族が 「
lわれて独特 の臭気 が ム ンム ン してい たが 孫 は平気 だった.
村 を見学 した。家畜が庭先 にll・
チ トワ ン公 同では、 まず象 に未 つて ジヤ ングルサ フアリ.小 鹿やイL雀が見えたが ベ ンガ
ルタ イガーや ヒヨウには出会 えなかった。近年、出会 う確率 は低 いそ うだ。午 後は ジー
プサ フ ァリ.普 段 は中 々見 られない とい うサ イに至近距離 で出 くわ した。沼地 の草 む らの
中で悠然 と何 か を食べ ている様 に見えた。孫 もジープか ら降 り、サ イの分厚 い鎧 の ような
カメー
る距離 まで近づ き興奮状態 で眺めていた。チ トワン2ロ
皮膚の模様力ヽよつ きり/H.え
サ フアリ.川 を音 もな くゆ っ くりと rtれに乗 り進 んで い く.ブ ルーが 鮮やかな カワセ ミが
・が淡い クリーム色の花 を1美かせていた.
水・
飛 び交 い ワニがlT辺で′1寝、猿が水辺 を散 llN、
小一時‖
]、 自然 の静寂が何 とも気持 ち良か った。
旅後半 のハ イラ イ ト、 ヒマ ラヤ トレッキ ングが待 っていた。 ツアー募集で 手軽 な llN
き と 性 つ て い た が、 爺 に は 結 構
ハー ドな登 だ つた。ポカラのホ
テ ルに大 きな荷物 を預 け、 シャウ
リバ ザ ー ル (1210m)か らカ ン ドル
ン1寸(1940m)へ の トレッキ ングが
スター ト.前 半 は、ハ イキ ング感
覚で 奏 人はIIl々、T省 と手 をつ
ないで府 しそ うに歩 いていた。今
回の ロ ッジで昼 食休憩.食 事 中
宙雨 に見舞 われた。係 は天候 を気
にltト
ナる風 もな く、持参 のキ ヤ ン
デ ィー を皆 と分 け 合 って 喜 ん で
い た.少 し明 る くな つて きた 頃、
雨 支 度 を整 え雨 中 の 出 発 とな つ

旅 のハイライト、八千米級の山々を眼前に。
日本 に帰ったら、また預張ろうという気持ちにさせられる。

た。 ここか いは、良 く諮備 された

石段が続 いた。登 山道は 山岳住民の生活道路 なので家畜 の牛や ロバ とも行 き交 った。孫 は
荷物 をシ ェルバ に預 け身軽 にな り先頭集団で歩 いた ようだ。 ス ター トか ら51寺間余、1的
地の ガ ン ドル ン到着。丁度雨が上が った。少 々足が不安 の Oさ ん も頑張 って登 り切 り、皆
の拍手 で迎 え われた。孫 は達成感で少 し興奮気味.夕 食後 の 団槃 で大 人が酒 を酌み交 わ し
てい る とき、い きな り爺 の背後 に きて肩 たた きを して くれた.そ れか い一 人ひ と りに肩 た
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た きをサ ー ビス して回 り、皆 に喜 んで もらった。更 に、 ・
はるかな と堂"を立 ち上 げ、 'いつ
で も肩たた き券・なる ものを配 っていた。旅行 中、一 人ひと りか ら気 にかけていただ き、援
けて もらい楽 しい旅行 になった感謝 の気持 ちを彼 らな りに表現 したのであろう。 爺 は嬉 し
くなった。
翌朝、70 rlm級のア ンナブルナの 日の計1の雄姿 を鑑賞 した。太陽が出る前 に、山頂 に、ポ ッ
と橙 色が とも り 頂 きか ら下 に刻 々と広が ってい く情景が神秘的だ。 自然 の景色 にはあ ま
り関心 を示 して こ なか った孫 が 見入 つていた。sさ んが写生 を してい て、 はるか は、Sさ
んのlliに
腰掛 け、絵共 の使 い方 を教 わ りなが ら熱心 に写■ を始めた。 トリス リ川のキ ャン
プの朝 も一 人で川の景色 をデ ッサ ン してい た。小 学校 ではプラバ ンの練習 に1月け暮れ る子
だ。好 きな芸術 を伸 ば していって欲 しい。庭 で真 っ青 な空 と真 っ白な山をご馳たに朝食の後、
石楠花 ツアー。真 っ赤 な石楠花が、ネパール国花だそ うだ。2〜 3mの 高木 に満開の花が真 っ
自なアンナプルナを見上げていた。 ツアーか ら帰 つて、奏人が急 に怠い といって部屋 に戻 っ
た ことをT君 に告 げ られた。駆 けつ けてみる と、横 になってスナ ックをポ リポ リ、元気 は
ある。 トリス リ川キ ャ ンプ場 ではるかが 鼻血でお世話 になった看護llのKSさ んが′
心配 して
看 に来 て くだ さった。熱は 37℃、ル ルを飲 ませて くれた。昨 日の雨 中の トレッキ ングで風
邪 を引 いたのか も知れ ない。夕方 には少 し良 くな り、夕食を一緒 に したが普段 の調 子では
な く眠そ うだった。早めに部屋 に帰 して休 ませた。奏 人は一晩でFpl復し ド山は無事 だった̀
ポ カラのホテルに戻 って、 シャワー を済 ます と、孫 はT君 の部屋 にお邪魔 しじゃれあって
いた。T君 は大 人たちの中では優 に親子以上の年の差があ り、孫 とは少 し離れた兄弟位 の
差だ。奏 人 を良 く面倒 見て くれると思 ったが、T君 の息抜 きに もなって い るのか と勝 手 に
合点 した (T君 失礼)。
ポ カラに一

し、国内線で最終地 カ トマ ンズに向 う。空港で の待 ち時間、孫 は、ガ ン ド
'自
ヽ
ル ンで配 ったヽ
つ で も肩たた き券・の利用客 に、肩 たた きをサー ビス していた。 カ トマ ン
ズの ホテル着後、ウペ さんがシ ョッピング希望者 を繁華街に案内 して くれ、孫 も付 き合 った。
狭 い路地 は土地の人で賑わっていた。はるかが紙屋で包装紙選 びに時間 を費や した。十産
を包装す るためだ。部屋 に戻 り、一番 に土産の包装 を始めた。
さよな らデ ィナーはネパール郷土料理 の レス トラ ンだった。席 に着 いて驚 いた。何 と、
07年 に友人たち と来た時 の最終 日のデ イナー と同 じレス トラ ンで しか も同 じ席 だった.最
後に孫が皆 さんか らTシ ャッのプ レゼ ン トをいただいた。 い ろいろご迷惑 をおかけ したのに
祥 さんに可愛が つていただ き、感謝 ￨
ウペ さんが、孫が参力1した ことをとて も喜んで くれた。 日本の子 どもたちは、外 国のこ
とを・
￨ら ない。 ネパ ールに きて大 きな体験 を した。二 人は大 きく成長す るだろう。 自分 も
案内 で きて感謝 してい る と。爺 は夢 を膨 らませ た。傘寿 に双子 の孫 とヒマ ラヤ トレッキ ン
グをす ることを.
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2013年
1月

あぶ らむこの一年

前 日か らの雪 もやみ、雪花が美 しい穏やかな元]」
12日〜14日 '中縄か らの雪祭 り訪問団 (12名)雪 少 な し
231

瀬戸少年院視察訪問
ミツバチ箱づ くり開始

渋谷聖 ミカエ ル教会で講演
降雪量、例年 の半分以 下と思 い きや だ らだ らと降 り続 き、終 わってみれば平年並み。

2月 15日

雪 の重みで ドア しまらず。 カモシカに lmま で接近 し写真撮影。
3月 2日
記念すべ き第 1回 総会、出席者49名
氷が溶け、雪が くさり出す
春一番 の会 」
13日 今年 も春 の訪れを迎えることがで きた喜 び 「
25日〜 4月 5日 第13回子 どもか ら大 人までの ネパールの旅
7日

待 で済州島21X kmマラツ ン視察訪間
韓国 ウル トラマ ラツン協会 のll・
13日 なめ こ植菌
19日 第
さ くら道 il際ネーチ ヤーラ ン (名古屋一 金沢2∞kmを 36時間内で走 る
"回
国際大会)
27日 オオル リの大群 3日 間 とどまる

4月 5日

5月

2911 ジヤガイモ植 え
田畑お こ し
17ロ

ミツバチ巣箱 に入る

ZH〜 25日 日l■え
25日 津軽 三味線二代 目高橋竹山 「
第 7回 野休み コンサー ト」
26日 恒例 春 のサ イクリング (富山まで)
27日 飛騨地方梅雨入 り
6月 6日
奥能登 ウオーキ ング ド見
君 唐松岳慰霊登 山
"(伸
7月 8日
飛騨地方梅雨明け
12日 沖縄へ 愛楽園訪問
29日 楡

19日 17人 日家裁少年受 け入れ
地元町内会子 どもキャンプ
立教大学 PRCキ ヤ ンプ

27H
8月

5H〜 10日 あぶ らむ夏季 自然学校 (スタツフ含め∞人余)
12日 四国四万十で41℃ ハチに刺 される。
21日 芦屋聖 マルコ教会学校 キヤンプ
24日 第 6回 =代 目桂歌之助落語会 (当た り亭宝 くじ 初舞台)
9月 10日 〜14日 奥能登 ウォーキ ング101km
20日 TIIメ
」り
2 3 日 日本 ミツバ チの採蜜
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脱穀 (もみ袋53袋 と豊作 で した)

10月 2日
5日

あぶ らむの里内でマツタケ初採 り

9日 JA看 護専 門学校宿泊研修会
12日 WAYNO第
6回 ア ンデスの風 コンサー ト
13日 天生湿原 ウォーキング
16日 高 山日赤病 院新入看護師宿泊研修
26日
31日
11月 2日

イノシシ防止柵設置
ナル さん退職 (12年間 ご苦労様 で した)
沖縄 よ り紅葉訪問団

13日 初雪
14国 家裁少年あぶ らむにて中間審判
越冬準備開始
12月 あぶ らむ通信発 行
22日 クリスマス会

2014年

こんなこと (行事予定)

1月 11日 〜13日 あぶ らむ雪祭 り
3月 8日

あぶ らむの会第 2回 総会
10日〜20日 ベ ルーイ ンカ遺跡の旅 (予定)
29日 春一番の会

5月 17日

佐藤初女 さん講演会
8月 4日 〜 9日 あぶ らむ里 山自然学校
23日 第 7回 桂歌之助落語会
9月 10日 〜15日 野麦峠越 えウォーキ ング
27日 稲メ1り (予定)
10月 11日

第 7 回 W A Y N O ( ア ンデスの風 コンサー ト)
12日 位 山ウォーキ ング
11月 特別企画 アルピニス ト青 回浩 さん と歩 くヒマラヤ トレッキ ング (予定)

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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『
第 1 期 通常総会 開催報告J
2012年1月 に一般社団法人となり、初めての総会を開催いたしました。多 くの方 に
参加いただ き、心よりお礼申し上げます。
日
場

時 12013年 3月 2日 (■)151∞ 〜 16:45(終 了後、別会場で懇親会を開催)
19‐
4)
所 目自聖公会 (東京都新宿区下落合 3‐

出 席 者 49名
総会次第
(1)開 会挨拶
(2)議 長

役員紹介

議事録署名人 .書 記 の指名

(3)定 数 の確認
(4)議 案
第 1期 活動報告
第 1期 決算報告及 び監査報告
く貸借対照表 >
)
資産合計63,5∞
.105円 (流動資産22.226.128円固定資産41,333,977円
)
負債合計 167.668円 (短期借入金167,668円
正味財産63,392.437円
く収支内訳 >
4円
収入合計2,490,266円 (会費収入1,9351∞円 寄付収入13.460,∝
研修収入7.294,315円他)
支出合計 13,632,732円
当期収支10,857.534円
第 2期 活動計画
第 2期 予算 (案)
<収 支予算案 >
〕
Э
,C IXl円
収入合計15,3"000円 (会費収入2,14001p円 寄付収入5,α
研修収入780000)円 他)
(減
)
支 出合計15.52tllul円 価償却費 を除いた実質支出14900KXXl円
ものづ くり作業棟建設費用1冽動 0∞ 円
(5)「あぶ らむ塁山生活学側 について
当 日の資料、議事録 は、あぶ らむの会ホームベ ージに掲載 してい ます。
http:/ム
ハ″
,vabraln■
。kaLCOm/
・
会■専用べ =ジ ・ (パスワー ド :UTE48)に ログイン して、
目面右 メニュー
日面若 メニュー "総 会 "を クリック して ください。
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『
第 2 期 通常総会について』
1月 下旬 〜 2月 上 旬、2014年度会費納 入 い ただい た会 員各位 に対 して、第 2期 通常
総会の正式案内状 を郵送 させていただ きます。
日時 121114年3月 8日 (土)14:311〜 (14 1 1Xl〜
受付 開始)
1)
場所 1立教大学チ ヤベ ル会館第一会議室 (東京都豊鳥区西池袋 334‐
議案 l第 1号 議案
第 2号 議案

第 2期 活動報告、決算報告、監査報告
第 3期 活動計画、予算案

総会終了後、大郷代表理事の講演会、懇親会を開催 します。
会員未登録の方の参加 も歓迎 します。詳llm内
容、参加申込み方法については、
1月 ド旬以降、あぶらむの会 ホームベージ、メルマガ等にて案内させていた
だきます。
2014年 3月 8日 (上)
16:∞ 〜 講演会[立教大学 8号 館 8304教 室]
18 1 1Xl〜懇親会[セン トボールズ会館]

‖‖ 寄 付 者 一 覧 ('12年 12月 14日 〜 '13年 12月 11日 )敬 称 略

‖‖‖‖‖‖‖‖
ル
二
相川喜久枝/愛 知聖 カ教会/安 藝淳 /浅 野高志 純子/味 岡努 敏江/声 屋聖マ ルコ
教会/東 祐子/安 藤降年/飯 島綾子/石 原つ や子/市 川聖 マ リヤ教会/― 柳典利 百/伊
藤浩子/伊 藤幸史/五 百蔵久子/岩 崎静子/岩 沢満/学 校法人聖 ヨセフ学園岩田幼稚 国/
鵜川雅行/大 郷穣

順子/大 下大回/大 場弘子/大 橋雅子/大 八木米子/岡 登信義/荻 野
登/梶 原恵理子/片 山吉章/加 藤寛/加 藤正/神 原一二美/河 合 由美子/菊 池卓大 啓子
/岸 村信治/北 林淳子/吉 川1仁 恵子/木 ノ内三代治/鬼 本照男/金 城盛弘 由美子/久
世治靖/久 保 田豊/黒 崎光太郎/河 野正司

マ リ子/後 藤文雄/小 林 賢三 l■子/小 柳證

/財 満研 二郎

由美子/坂 本吉弘/t々 木慶太郎/佐 久本嗣功/澤 野弥生/静 谷英夫/篠
田泰之/柴 原薫/島 文子/島 袋洋子/下 日英 一 由香/神 愛修女会愛 の 国/新 開春樹 桂
/鈴 木武次 保子/須 田肇/ス トップス静江/須 間栄津子/住 宏平/瀬 畑雄=/高 瀬留美
/高 橋竹 山/高 畑謡子/高 柳真/田 中洋子/田 中国臣/谷 市三 孝子/谷 章子/谷 口茂雄
/俵 里英子/千 葉復活教会/中 部学院大学宗教 委員会/チ ュー リップの会 「とや ま非行 と
向 きあ う親 たちの会J/佃 寿子/辻 千恵子/寺 田紀佐子/寺 田信一/寺 西伸平/富 山聖 マ
リア教会/中 島務/長 縄年延/中 村力/日 本聖公会ナザ レ修女会/三 井正秀/新 家恵子/
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新美喜代子/西 川健 二/根 本 四郎 陽子/長 谷川秀司/畑 井正春 郁子/浜 中好美/原 川
太/星 野―朗/星 野
恭― /比 屋根 る り子/福 岡女学院中学高等学校/福 日桂 亜矢 子
八 千代/本 F・
l太樹/前 田晃仲

容子/正 井佐知子/松 居勲/松 同龍哉/三 沢悠子/水 野淑
子/溝 際庸介/光 安啓明/水 戸部賀津子/官 城正男 正子/宮 古聖ヤ コブ教会/宮 坂博和
聡子/宮 崎 なを/宗 像千代子/森 日喜之/八 木克道/矢 崎 ふ き子/矢 部直美/山 田哲/湯
田啓―/横 浜聖 クリス トフアー教会/レ ーマ ン幸子/東 京 セントボールズライオンズクラブ

‖
‖
‖
Ⅲ‖Ⅲ:
‖‖物品寄付者―覧 ('12年12月 14日 〜 '13年 12月 )敬 称略 ‖‖
柴原薫/出 尾兵二

‖‖ ガ ヴ ィス基金 ('12年 12月 14日 〜 '13年 12月 )敬 称略 ‖Ⅲ‖Ⅲ‖‖‖‖‖‖
「田敏明/竹 村真紀

‖Ⅲ2013年

会 費 納 入 者 ― 覧 ('12年 12月 14日 〜 '13年 12月 11日 )敬 称略

相澤牧人 緑/赤 井充也/赤 松道子/朝 比奈趙/朝 比奈時子/味 岡努 敏江/穴 井悦子/雨
優11 彩 月/新 垣 タケ子/飯 日孝太郎/飯 日尚明 麻子/石 崎東 大/石
宮 人朔 寿 子/1Lり「
崎奈生美/石 原つや子/一 柳典利 百/井 出米蔵/伊 藤I■1/伊 東 H出 子/伊 藤文雄 宣子
/糸 数宝善 敦 r/猪 野愈 =■ 子/岩 沢満 喜美/培 坪哲哉/岩 坪瑞枝/岩 間光雄/「 1」
/上 ll誠 洋子/内 田孝 由美/梅 沢雪子/江 洲良秀 文 子/大 城恵 ■/大 杉匡弘/大
敏1月
田勝博/大 TF雅子/大 房健樹 和子/大 嶺佐智子/大 八木米子/岡 登信義/岡 野崚/4り 1車
/笠 原雅
崎和廣/小 野裕 伸子/小 野田誠次 恵子/加 倉井誠/笠 井正志 美l■
̀/尾
子/梶 原忠理子/片 岡義博/片 桐多恵子/嘉 手苅米子/加 藤正 真知子/tl谷 成美/唐 木m
麻tu子/河 合山美 子/川 上詩朗 美砂/川 上玲子/川 口弘二 暁子/河 田健二/川 満一彦
香代

すわ子/岸 丼孝司 ミツ子/木 島出 入重 子/岸 元忠義 静江/鬼 本照男 麗子/久 世治靖
知 子/倉 辻明男/倉 掛直人 章子/栗 山盛雄

洋子/黒 日則子/小 池直子/小 泉恵子/河 野

裕道 ネし
子/後 藤文雄/小 林賢三 佳子/小 松純一/小 柳證/斎 EE美代子/斉 藤美登■/斉
藤寛明/酒 井厚子/楼 井智貝1/笹 岡淳也 山紀子/佐 々本国夫 紀久江/佐 藤耕―/佐 藤純
芳恵/佐 藤哲典/佐 藤敏子/佐 藤裕/佐 藤芳子/沢 田京子/澤 野弥生/塩 田純子/篠 日泰之
/篠 宮慶次/柴 原薫/渋 澤―郎 博子/渋 谷真理/島 文子/島 袋洋子/清 水幸平/志 村弘 子
/下 日英一 由香/下 畑幹/城 下彰/杉 村進/鈴 木信子/鈴 木員喜子/鈴 木康邦 知子/鈴
木康仁 佳子/聖 母訪間会/仙 敷正俊/高 瀬留美/高 橋保/高 濱友理江/滝 谷紘― 美佐保
/田 口清吾

はるみ/竹 内元章/竹 嗜,告/武 原正明/竹 村真紀/伊 達民和/田 中篤/円 中孝
子/棚 橋忍/111橋美江/谷 市 二 孝子/谷 昌:: 利子/田 部博文 あ さ子/俵 里英子/丹 安
紀子/筑 丼宏子/佃 寿子/寺 谷恵美子/1t原 松五郎/時 高照子/外 村民彦/泊 哲次/富 永隆
史 敦 了/富 安員理/友 野博樹
沢隆

l 明美/中
和子/豊 永泰子/直 井雅子/永 井深雪/長 坂 ・

由美子/中 台哲夫 信子/長 縄年延/長 野純吉 紀子/中 村洋
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久美子/長 谷幸雄/

中山美世子/新 倉俊吾

久乃/11垣 正子/西 り
旧貝子/西 口晃/西 口喜久枝/西 日邦昭/西 日

賀瑞実/西 村斐佐代/西 村正和

未帆/野 崎久子/野 添紀子/野 田修治 洋子/野 Ш修助

和子/萩 谷長生 ti子 /土 師晴子/羽 柴加寿代/長 谷川秀司/畑 井正春 郁子/畑 中幸次郎
/畑 野榮― 寿子/比 嘉良侑 政子/H根 野慶一 侑子/日 野忠 市 静子/福 田桂/福 田亜
矢子/福 円一大/藤 井誠/藤 本隆/古 市進 典子/古 川秀昭 昭子/古 澤昭夫 タイ/星 野
一朗

菜穂/星 野直子/前 田具智子/前 田晃 広世/前 日見伸/前 田容手/又 吉亀次/松 井
尚子/松 居勲/松 岡龍哉/松 日掟朗/丸 千早/溝 際膚介 康子/三 原ヱ イ/宮 城正男 工
了/宮 坂博和 聡 子/宮 崎秀貴

/三 好洋子/武 藤六治

てる美/宮 崎 なを/官 嶋員

満里子/宗 像千代子/*岡 鉄夫

公恵/宮 Ш洋子/宮 脇加代 了

恵/百 井幸子/森 円喜之/八 木克

道/保 井孝 亮/山 内寿美子/山 口泰生/山 崎美 貴子/山 田益男 育子/山 本真/吉 田大
里香/古 野康/吉 野美智子/若 回紘志 由紀子/若 松英輔/渡 jll信
子

‖‖ 新 規 会 員 ぐ12年 12月 14日 〜 '13年 12月 )敬 称略 ‖Ⅲ‖Ⅲ‖‖‖‖Ⅲ‖Ⅲ‖
ir回健 二/後 藤文雄/滝 谷紘 ― 美ll保/,1達 民和/↓ 永泰子/友 野博樹 和子/藤 丼誠
/松 岡龍哉/三 好洋子/若 同紘志

あぶらむ里山自然学校
2014年

8月 4日 (月)〜 9日 (土)

佐藤初女先生に感謝と愛を贈る会
出

演

特別参加
日

時

佐藤

初女

若杉

二代 日 高橋
2014年

呼 びか け人代表

竹山

5月 17日 (土)
柴原

薫

″

友子
その他

本道

佳子

