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寒里にやっと来たりしななれど一雨降れば股引をはく

何と冴えない短歌でしょう.中 年丸‖lしです。新級につつまれた飛騨地ですが,

雨の日は肌寒 く.厳 しかった冬が想い11されます。でも自然の意を身体一杯に受

け,家 族一日元気に過ごしています。

1:し遅れましたが, この 「あふらむm信 準備号」を手にされる皆様にはお元気

でお過ごしのことと思います。永の市,無沙汰お赦 しくださいませ。

昨年 3月 ,「 あふらむの会」nl設の為. 日本聖公会司金1社を休職とし,飛 朋高

山の技能専門校にて木工のOl織をうけた私てした.

当初.「 あ沐らむの会Jの 本拠地を,総 半r40の一角にと,決 然と考えていたの

ですが,飛 現地での一年間の生活を通 してみて, この地の方が,土 地取||や宿屋

建設等,い ろいろな面において現実lllが高いと11断し, この地に腰をすえて7・F勁

を開始することに決心しました。

そして本年 3 Jl末.家 族がll越してきました。東京ιLまれの東京■ちの女房.

子供たち,永 年住み債れた地を後に見知 らぬ土地に向けての旅立ちは, ちょっび

り不安に満ちていたようです。家:け道具一式を積んだ2ト ン積 トラックを先lnに

新たな地に向けての出発は,私 たちなりのアプラムの旅立ちでした。

5月 13日.私 たち夫婦は14回日の結婚記念日を迎えました。14年前.い や昨年

でさえ,今 日こうしてこの飛現の地で生活することをllが予測することができた

でしょうか。

しかし, このようになるべき事の萌芽l■は,結 婚の時からあったように思いま

す。



結婚記念日のその日,私 は14年1"の私たちの結婚案内状を,読 み返してみまし

た。私たちはこんなことを書いています。

「…… その苦. イスラエルの父アプラハムは, rぁ なたは国を出て,親 族に

男1れ,父 の家をRLれ,私 が示す地に行きなさい1と いう神の言葉を唯一の拠りと

ころとし,そ れに望みをおいて生き.私 たちに信仰の力強い姿を示して くれまし

た。ひ弱で未熟な私たち二人ではありますが,互 いに手を取りあって生きる中,

私たちも神のこの言葉によって今日を生かされていることを日々確認し,神 の証

し人として, その一途に生きぬきたく願っています。 …… 」

結婚式の案内状にこのようなことを書くなんて,今 からおもえば気はずかしい

限りですが,私 たちにとって娼しいことは,結 婚して今日まで私たちなりに, こ

の最初のことばにこだわりながら、二人の人生を追い求めてきたということであ

りまり。

近くの里iて採ってきた山菜をつつきながら,「 最近の我家
`ま
信仰資本主義だネ

(F3ith Capitalism)」と矢いながら14回|コの記合口を祝いました。

■校卒業後.ホ テル学校―社会福祉学科―神学校一牧師と, これは私の歩んで

きた進ですが,各 々がどの`kうな必然llLにおいて連なっているのかはすぐに理hi

できません。私自rlこの連なりが自分のものとなるのに20年余の年月がかかりま

した。

昨年一lr凹の技能訓練校ての生活は,私 にとって良き黙想の機会で した。その

中で私が発見 したことは, この20年余私がこだわ りの中に必77Eに迫い求めていた

事 は,「 与え られた大切な人生, 己が人生旅llaを真に旅すること」だったのです。

それは自分Fl身が人生の良き旅人 となること,ま たliKの途上 でll会った人々と

'そ
に支え導き会 う中で,互 いに 「旅する力」を育みあうことでありました。

IAに生 きることの意味を教えて くれた沖縄の ライ回の人々,筆 舌に尽 くせぬ人

生の苦臓を生 きる力に変えてきた彼 らは,「 人生は一片の安定を求めることでは

な く,い かなる状況の中にあって も■に淡々と生 きることであり,「 転んだ ら起

き上がる=そ んな道理を身につけて生 き抜 くこと」を身を もって語 り教えて くれ

ました。なんと立派な旅人で しょうか。 そんな彼 らの生 きざまに触れた若者違が,

どれはど自分の人生にたちむかってい った事で しょうか。



ν

フィリピンやネパールなど,ア ジアで出会った人々も書よき旅人でした。 「転

ばぬ先の杖」とばかり,た だ々安定を求めるあまり己が精神の自由を巨大なもの

に売り渡し,旅 としての人生に凛病になった私たちとは異なり,ア ジアの人々は

「転んだら起きる」という 「旅する力」を身につけて力強 く生きています。

出来事としての人生旅路のなかで,一 度壁にぶちあたったら漂 く挫折してしま

うような今日の精神状況,今 日の日本の社会病理の―因は,そ んな 「旅する力」

のなさにあるように思えてなりません。それ散に,人 生のよき旅人を青てること

が急務に思えてなりません。

私たちは 「あぶらむの会」の働きとして,次 のようなことを計百しています。

ネ旅人青てとしての FIELD EDUCAT10N P,OGRAM一 生きた場からの学びとし

ての実践歓青活動

・社会福社施設に生きる人々との生活を通して

ハンセン病療贅所.老 人ホーム,身 心障害者施設 4L

・アジアの人々との生活を通 して

フィリピン,ネ パール 4L

・自然との生活を通して―― その土地の人, 自然,文 化,屋 史との触れあいを

通して,ま た,彙 う者相互の人格的交わりを通 して一

飛諄各地,沖 縄, ヨット・プログラム 他

中宿屋づ くリーーーー人生旅路の中で傷つき,疲 れた人々が,新 たな力を得て各

々の持ち場に出て行 くべき場としての宿屋

人生旅路で疲れた人々へのサービス

・登校拒否児童等との共同生活

・各種

"=会

,研 修会の開催

高校,大 学の課外活動の場としての施設提供



*同 じ人生旅路の中で苦脳 しているアジアの人々への支援

・フィリピン,マ ウンテンプロピンス,サ ガダ村の孤児浣への支援

フィール ドプログラムを通しての相互交流,相 互理解

*我 々の旅の舞台である地球環境蘭題との取組―――一生活環境の見直し,消 費

から創造ヘ

・食糧問題――有機農彙,自 然食品

・線の関題

・a造 の喜び――木工.染 色,自 芸 他

*襲 造と販売一 自活にむけて

・薫電品 (ハム,ベ ーコン),木 工品,簗 色品 構

「あぶらむの里」の候lH地遺定に早 くて 1年 .遅 ければ 2～ 3年 を覚悟してい

ました。

しかし,飛 暉発祥の地,日 府町の絶大な御協力により,同 町宇津江にある県立  v

自然公園四十八注の一角.約 5000坪の土地をゆずっていただくことになりました。

「あふらむの里」候補地 「四十八滝」は,朝 日新聞主催の 「21世紀に残したい  v

日本の自然百選」に選ばれた量勝地で,高 山より18X口,国 府町中心部より5К口に

位置し,同 地区には自然注れるたの外,町 営テニスコート6面 ,公 菫フィール ド

アスレチック, さらにナイター設備のある公式野球場などの社会施設が完備 した

ところです。また.近 い将来,陸 上競技場やスキー場も建設される予定です。

また.土 地遺定にあたり

'と

しては,私 たちの生活面も深く配慮して下さいま

した。特に冬の厳 しさを考える時,字 津江地区であれば除雪車や子供たちのスク

ール バスも走り,ま た,電 気,水 道なども完備しているとのことで同地が選ば

れてきました。



私たちの計画を考える時,飛 騨地においてはこれ以上の土地はないのではない

かというのが私のユ直な印象です。

そしてまた.行 政側の理解と協力があるということは,私 たちの計画を実現し

て行 く上で大きな力であるといえます。

今後, この示された土地を,将 来働きを共にする可能性のある人や後援者とな

って助けて下さる人,専 門家の人などに直接見ていただき,私 たちとしての最終

決断を致したいと口っています。

多 くの方々より 「あふらむ0会 」の将来や私たちの象族のことを心配 していた

だいておりますこと,申 し駅けなさと共に感出て―杯です。

「あぶらむの会」の働者は,多 くの方々のご支援,ご 協力なくしては不可能と

思います。今後, この 「あふらむ通信」を通して,私 たちの近況や活nt状況を皆

様にお伝えさせていただきたく思っています。

「あふらむの会」の経織がしっかりするまでの間, この通信を準備号とさせて

いただきます。私たち 「あぶらむの会」の活ntに,ご 意見, ご質問がございまし

たら

"―

ll下されば幸いです。

最後になりましたが, この通信発行にあたり,社 会人として多用であるにもか

かわらず,協 力して くれている多 くの仲間違に,心 より感謝いたします。

皆様お一人お一人の上に,神 の豊かな祝福がありまうようお祈り致します。

1987年 5月

あぶらむの会

代表  大l■ 博



Ⅲ申し連れましたが,新 住所は下記のとおりです。

また近い将来.目 府町宇津江に転層となりますが.ホ ■地がで0る までの当

分の間,宙 山にて生活致します。

■山の周囲には■餞な餞光地が一杯です。とうぞいつてもおいて下さい。

「あならむ0宙 」すでに開彙です。

性 所

〒506 岐阜県書山市中国町 1274-1

TBL 0 5 7 7 (3 5) 1 8 3 0

東京

`書

所

〒 201 東京都狛江市口和泉2-5-407

TBL 0 4 2 4 (8 4) 5 2 1 5
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