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愛と正義
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長崎大浦天主堂

この小冊子「The Ｏzanam News」は聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ
会が、創立者フレデリック・オザナムの精神を生かし、ボランティア活
動を続けている状況などを紹介しております。
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全国理事会から
第 25 回 SSVP 長崎・日本全国大会開催への参加のお願い
SSVP 日本全国理事会会長

中山

正士

✞主に平和
例年になく寒い冬が続きました。皆様如何お過ごしでしょうか。早いものでもう SSVP の全国大会を迎える
年となりました。
今回の大会は長崎での開催となります。第 21 回の時が長崎でしたから、12 年振りの開催となります。
今回の大会では、東日本大震災支援のその後の状況や、世界の SSVP の現状などが話されます。それに会員
同士の交流やヴィンセンシアン・ファミリー同士の交流も深めていきたいと思っています。
今回の大会では前回の名古屋に続き、香港からも SSVP のコーディネーターが来られます。アジア・オセア
ニア地区の会員たちの動向もまた話して頂けると思います。
長崎での開催ということもあり、本州の方にはかなり“遠い地”かも知れません。旅費などもかかり申し訳な
く思いますが、私としては出来るだけ参加しやすいような全国大会にしたいと考えています。
長崎の会員たちも、皆様をお迎えすべく、その準備に大変な努力をされています。ヴィンセンシアン・ファミ
リーの一員として有意義な全国大会にするために、是非皆様方のご協力をお願いし、多くの会員たちのご参加を
期待します。
皆さま方の上に新しい力がみなぎりますように。

長崎からの招待状
長崎中央理事会会長 荒川 澄
2001 年から 12 年ぶりに長崎で大会を開くことが決まった時、私たちはカトリックの伝統が深く根ざした長
崎の地として、先人たちの信仰に学び愛の実践を受け継ぐ機会にしたいと考えました。
ミジェリコルディアの組（慈悲の兄弟会）と呼ばれた先人たちの愛の奉仕の会は「ハンセン病の病院や、貧者
のための病院、孤児院、養老院なども経営し未亡人の救済や貧しい死者の葬式にも奉仕し」幕府の弾圧で施設が
破壊された後も愛の奉仕を続け、1633 年の解散までその活動は 50 年間にもおよんだと記されています。（片
岡弥吉《注》「長崎のキリシタン」）。
片岡氏は上記書で「ミジェリコルディアの組（今の聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会のような隣人愛の仕事を
する会）」（下線は筆者）と述べられていますが、今私は自らの働きを省みて忸怩たる思いを禁じえません。
今回の大会ではキリシタン史を専門とされる純心大学のシスター片岡瑠美子教授にこの先人たちの働きを学ば
せていただき、愛の実践の決意を新たにする機会にしたいと考えます。また、パリから来日される聖書学者の愛
徳姉妹会総指導司祭グリフィン神父様に、聖書に基づいて聖ヴィンセンシオや福者オザナムの働きを話していた
だく、貴重な機会を得ることが出来ました。
大会 2 日目の午前中は外海（出津・黒崎）を訪問することにしています。この地は長崎市内からバスで 1 時
間ほどの郊外にあり、遠藤周作の代表作「沈黙」の舞台になった所で「キリシタンの里」と呼ばれています。
2 年後には世界宗教史上の奇跡といわれる信徒発見 150 周年を迎えますが、浦上と並んでこの地もまた 7 代
250 年にわたって潜伏しながらカトリックの信仰を守り抜いた信仰の地です。
また、大会終了後にオプショナルツアーとして世界遺産暫定リストに登録された教会を始めとする上五島教会
群の巡礼を計画しました。大村藩の弾圧をのがれて外海から移住した人たちを先祖とするこの地もまた、歴史を
積み重ねたカトリックの信仰の地です。弾圧をのがれた人々の地ですから当然のこととして教会の場所は辺鄙で
すが、今回上五島出身で地元の地理に詳しい会員に案内してもらいますので、またとない機会として参加をお勧
めします。
長崎は九州の西の外れにあり中央からは遠隔の地ですが、交通の便は決して悪くありません。時間と費用を犠
牲にして是非お出でください。そして、もう少しの犠牲を加えて上五島のツアーに加わってください。共に学び、
共に祈り真摯に話し合う時を長崎の会員一同心からお待ちします。
最後になりましたが、長崎は山海の幸に恵まれ海外に開かれた歴史に育まれた、美味しい食べ物の豊かな街で
もあります。

第 25 回 全国大会スケジュール
日 程：2013 年７月 13 日（土）～ ７月 15 日（月・祭）
会 場：長崎カトリックセンター（〒852-8113 長崎市上野町 10-34
テーマ：先人たちの信仰に学び、愛を受け継ごう
東日本大震災を忘れることなく、被災地と思いを共にし続けよう
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開会宣言と始めの祈り、オリエンテーション、
来賓紹介
大会挨拶 長崎大司教区 高見三明大司教
アマド神父挨拶
（ヴィンセンシアンファミリー指導司祭・宣教会）
講演：パドリック・グリフィン神父
（愛徳姉妹会総指導長）
休憩
講演：シスター片岡瑠美子（長崎純心聖母会）
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遠藤周作文学館、ド・ロ神父記念館参観
昼食
講話：香港からの SSVP コーディネーターによる
「National President training Programme」
全国理事会報告
各会活動報告（1Gr.or2Gr.）
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注）スケジュール内容については、大会までに変更が出ることがあります。

外海（出津、黒崎）訪問、出津教会巡礼などについて
今回の大会 2 日目に、外海（出津、黒崎）訪問、出津教会巡礼と遠藤周作文学館、ド・ロ神父記念館参観など
に行きます。カトリックセンターからバスで巡礼します。現地は出津教会の SSVP 会員の方が案内と説明
をしてくださいます。空
気 の 澄んだ 海の美しい
黒崎教会
ところです。

黒崎教会

東シナ海
カトリックセンター

ド・ロ神父記念館から

上五島教会群巡礼の旅

案内

今回の大会終了後に希望者のみ上五島の教会を巡礼する計画を長崎中央理事会で提案してくれました。上五島は、
長崎大波止港から出航し 1 時間 40 分ほどで上五島の鯛の浦港に到着します。
この上五島にはカトリ
ック教会が 30 ケ所近く
あります。ここに宣教師が
最初に訪れたのは天文
18 年（1549 年）。聖フ
ランシスコ・ザビエルによ
って伝えられました。
キリシタン大名の大村
純忠によりイエズス会に
寄進された長崎は、日本に
おけるキリスト教布教の
中心となりました。
下記の通り 2 泊 3 日と
なります。現地はレンタカ
ーを使用しての巡礼にな
ります。参加される方はそ
れぞれ別途申し込んでく
ださい。
日
程
午
前
午
後
7 月 15 日（月）
17:00 大波止港出航
7 月 16 日（火）
終日巡礼
7 月 17 日（水） 11:00 鯛の浦港出航 12;40 大波止港帰着

宿
泊
ホテル・マリンピア
ホテル・マリンピア
解散

会員の活動から
村上レポート（18）

小さな嘘と大きな真実

第二田園調布協議会
近況報告（2013.3.4）
こんばんは。明日から東京ではようやく春の訪れを実感できるようですね。
2/10 に旧暦のお正月（テト）を迎えたベトナムですが、今年は何か様子が違います。
以下、近況のご報告をさせて頂きます。

村上 亮子

■ 正月が無い
多くの人（貧困層）はお祝いどころか日々の生活に困っています。地方からホーチミンへ
出稼ぎに来ている人の多くが、交通費を払えず帰省を諦めました。とりわけ多い国営企業
の相次ぐ倒産に、人々はあるだけのお金をとっておかねばと強い危機感を抱き、とにかく
不安で働き続けています。
新年を家族と迎えられない人がここまで多いテトは、未だかつて無かったと思います。
…H 君のメールより
テト中は、仕入れ困難で需給が見合わず物価が高騰しますが、近年はテト明けも価格が戻らない傾向にあります。
2013 年は物価抑制策が奏功して例年に比べ物価は落ち着いているとの見方ですが、貧困層の家計はますます逼
迫しています。
テト前
テト後
フォー（1 杯）
30,000d
35,000d
鶏の足（1kg）
55,000d
65,000d
海老（1kg）
100,000d 120,000d
きゅうり（1kg）
7,000d
12,000d
経済活動が飾り立てる華やかさに覆われ、見え辛くなっている現実があります。国の経済発展によって私腹を肥
やし、強みを活かしてビジネスを成功させる一握りの人々の目には、この現実が豊かさへの輝かしい過程かもし
れません。しかし、その華やかさを横目に、節目を感じる余力無く孤独に食いつなぐ最貧層にとって、新年に
希望を抱くことは難しいでしょう。
子供達が少しでも平穏なテトを迎えられるよう、今年は地方を含め計 1,500 万ドン（およそ 66,000 円）を支
援先にお届けしました。以下、内訳です：
ホーチミン市内の慈善学校 2 校（総勢 200 名が在籍）：700 万ドン
孤児院『愛の家』、『若者の家』：各 200 万ドン
Ca Mau 省、Di Linh 省：各 200 万ドン
慈善学校では、各学生がおよそ 15 万ドン相当のお祝いセット（米 5kg、インスタント麺 10 個、油 1 瓶、魚
醤 1L、砂糖 500g、プラスチックの籠、コップ、洗面器）を受け取って下校しました。
加えて、今年は H 先生の判断で教員の皆様にもお祝いを渡しました。大概の支援内容に(必要以上と思う程)私の
判断を仰ぐ先生のこの行動からも、状況の深刻さが伺えます。

国営企業が抱える巨額債務、10 万件のビジネス倒産（VOV, 2013/2/20）、窃盗の頻発、過剰な化学物質混
入による食への不安、道徳の堕落等が顕著になり、学生や教員を含む誰もが 影響を受けています。
…H 先生のメールより
一般労働者の最低賃金を大きく下回る月給で休暇も少ない慈善学校教員の仕事。それでも、社会の底辺にいる子
供達を救い上げ、毎日熱心に支え続ける教員の皆様に、感謝とエールを送ります。
[FACT]
世銀の報告によれば、ベトナムの貧困率は1990年の60％から2010年には20.7％にまで低下。目を見張る成
果と評価が高い一方、都市化が進む中、農村出身者が都市に流入し、不安定な収入で社会保険等の福祉制度も受
けられない非正規雇用者が急増していると懸念されている。（2013/02/21, カフェエフ）

■ 出稼ぎが招く悲劇
奨学生 D 君(13 歳, カマウ省)：
父は山に入ったきり蒸発。多省に出稼ぎ中の母親から「時々」送られてくる僅かなお金で生活をしてきました。
しかし、最近母親は出稼ぎ先で出産。新しい家族との生活を始めた母親からの仕送りは殆ど届かなくなっていま
す。高齢の祖父母、7 歳の妹と 10 歳の弟との 5 人暮らし。眼の障害があり通学を断念している弟には、最近に
なって原因不明のむくみが再燃しています。数回受けた治療は高額で効果も見られず、病院から逃げ出した後、
民間療法に頼って生活しています。
母親がカマウ省に戻ることは恐らく無いとの情報。どのような思いで自分の両親と子供 3 人を見放すのか、憶
測すら困難です。活動を通じて繰り返しこのようなケースに出会い、これが貧しさの悲劇（現実）であると理解
する他ありません。
■ トイレ4基完成！
カマウ省を襲った台風と資材移送のトラブルで工事期間は延びましたが、無事に 4 基が完成しました。近々、H
先生と息子 H 君が現場を訪れる予定です。
送られてきた写真を確認すると、排泄物処理用穴（pit）が２つ、トイレ直下に掘られていました。
H 君：... 許容量と排泄物の分解経過を考え、当初の計画よりやや深めになっています。
私：WHO 基準では、穴同士は最低でもその深さぐらいの距離をおくべきとしていたはずだけど。
H君：この家は 、周囲を湖と川に囲まれていたので変更せざるを得ませんでした。2つの穴は完全に厚さ50cm
の壁で隔てられ、職人も問題無いと説明しています。他の3基については、スペースと仕切りの厚さを合
わせて1m以上の間隔になっているので理論的に基準をクリアしています...
私：穴の壁面は煉瓦や石をコンクリかモルタルで埋め、間から水分がしみ出す構造にすべきではなかったです
か？
H 君：写真にも写っているプラスチックの配管は、損傷を防ぐためコンクリで保護されています。排泄物は配管
内を通り、湿った粘土質の土壌に容易に流れることになります...
トイレの構造については私も H 君も全く素人ですが、現場の環境や管理能力の許容を考えながら、設置側として
末永く責任をもてる支援にしようと努めています。この 4 基の使用経過を追い、野外排泄からより適切なトイレ
利用への効果的な移行を、住民と共に進めて行きたいと考えています。

... 心の底からの深い感謝の気持ちをどうお伝えすれば良いか分かりません。私達家族は、支援者の皆様全員に本
当に感謝しています。このトイレを頂き、私達の日常生活に欠かせない事をきちんとした環境で行えるようにな
り、とても幸せで嬉しいです。このトイレをずっときれいに管理し続けていくことをお約束します。…（中略）
… 私達より困難な状況にある多くの方々を更にご支援頂けるよう、皆様が、喜び、幸運、ご活躍に恵まれる事
をお祈りします。
2013.2.21 K さんの手紙より
■ クリスマスプレゼント
1区スラムのL（元奨学生）と小口融資の返済については、このところようやく状況が好転しています（参照ブロ
グ：2012.4.25 RF返済を巡って、7.7 続編）。
繰り返し連絡がとれなくなり、約束しては行方を告げず不在になる彼女に対し、これ以上の手だてが無いので最
終決定を任せるとした私のメールを受け、H君はやっと再会したLに告げました。

約束を破った以上、支援自体を止めるところです。
あなたが姉のように慕ってきた亮子の許可も得た上での、僕達にも悲しく気分の悪い決断です。
「支援を止めてもいい、自分が悪いのだから」そう言って彼女は何度も謝りました。しかし仕事も未だ見つから
ず、ここで支援を絶たれればあっという間にどん底の生活になるのは明らかです。
「もう一度チャンスが欲しい、私を放さないで欲しい」そんな彼女の本音にH君は悩みました。

初め、僕は支援を暫く中止するつもりでした。でも、そこで父が強く反対したのです。
父は、9月に私達が訪問した際、Lと母親が用意してくれた食事のことを言いました。

私が訪越中は連日多数の訪問を詰め込むため、大体予定がずれこみます。長年の関係で気心の知れたLの家には、
日が暮れた食事時に到着することが多いです。昼から食べずにいる私達を察し、Lの母親は普段見せない張り切
った笑顔で古びた炊飯器とガスコンロに火を点けます。残った僅かな食材を濃い味付けで調理し、ひび割れた床
に丁寧に並べ、私達の器にご飯と煮魚をのせてくれます。自分達は菜っ葉ばかり食べ、私達が貴重なタンパク源
を食べる様子を嬉しそうに眺めます。
H先生は、それが「彼らの誠意」だと息子に説きました。安定した仕事をもたずに5人家族を養わなければなら
ない若い母親には、どうしても時間がかかる。H先生は、活動開始当初から見守ってきたLを「できる限り放さ
ないであげよう」と語ったそうです。

尊重と熟慮の結果、今回僕は完全に父の意思に従うことにしました。彼等に修正の機会を残す事の方がより意義
深い決断だと思えたからです。勿論、こんなことを繰り返すばかりでは駄目だと分かっています。ただ、今回ば
かりはもう少しだけ時間をあげたいと思うのです。
我々が彼女に差し出す最後のチャンスは、彼女へのクリスマスプレゼントです。
その後Lは市内4区の美容院で仕事をみつけ、9〜 21時の勤務で月100万ドン＋1日当り２万ドンのボーナスを
稼いでいます。先月末は、テトのボーナスから約束通り25万ドンを返済しています。
■ コーヒーのご報告内容に訂正
前回発信した「Di Linh COFFEE〜 2012年度のご報告〜 」の内容に訂正です。
「2013年度は参加家庭が負担する生産コスト総額を支援する計算で価格を決定」とお伝えしましたが、計算上
の誤りが見つかり、現状、50円/200gの増額により総生産コストの1/4程度を支援する計算になっております。
お詫び申し上げます。
お読み頂きありがとうございます。
あらゆる現実を、どのように受け止め、どんな意見を交わし、どう解決
しているかを少しでもお伝えできればと思いながら綴っています。活動
の透明性を維持することで、皆様が少しでも共にご支援下さっている現
実を実感できればと願っています。ご意見等、お気軽にご連絡下さいま
せ。
寒暖差で身体も疲れがたまっているはずです。体調を整えておすごし下
さい！
ベトナム

村上さんからは、これ以外にもいくつかのレポートが届いています。本誌の
発行時期の関係で、抜粋となりますことをお許し下さい。なお村上さんから
は別途下記でブログが出ておりますので、そちらもお読み下さい。

http://ryoko-justadropintheocean.blogspot.com/

ひまわり油「みんなの手」
―「ひまわりプロジェクト」から―
横浜中央理事会長 澤田 春郎
昨春、雪ノ下協議会の中山さんから、食用ひまわりの種 10 粒を頂いた。これは福島の NPO 法人シャローム
からの依頼で、栽培方法、施肥、水のやり方、種の間隔を書いたプリントが添えられていた。私は横浜・洋光台
の団地住まいなので、ベランダにプランターと肥料を用意し、6 月に種を蒔き、2 枚葉の発芽から写真を撮り、
8 月の開花までの成長記録をカメラに治めた。途中水やりを絶やさず続け、虫除け、除草にも気を配り、風の強
い時など支柱を添え、こまめに面倒見続け、8 月無事開花に至り、とても嬉しかった。
この時孫 3 人が遊びに来、ひまわりが 4 輪咲いているベランダに簡易プールをつくり、花を見て水遊びを楽
しんでくれたのは、二重の喜びであった。

その後 結実し、種を収獲し封筒に入れ、福島のシャロームに里帰りさせ、撮影した観察記録の写真も送付し
た。その後シャロームからメールが入ったり、シャロームの活動記録が郵送されてきたりして、シャロームとの
関係が密接にとれる様になった。昨年 12 月 15 日福島で、シャローム企画の観光案内書と共に「ひまわり祭」
の案内が届いた。私は妻の母が 96 歳健在、妻が介護のため義姉と 2 週間交替で富山に行き不在となり家を空け
る事、その頃首の頸椎損傷で近くの開業医に通院せねばならない健康上の問題があり、折角の折、是非福島訪問
をしたいという熱い思いを断念せざるを得なかった。
今年に入り、パソコンの写真を CD に取り込む技術を取得し、ひまわり観察記録の CD を作成し、シャローム
へ送付した。その後活動記録の中で、昨年の各地へのひまわり栽培を依頼した結果、1 トンの種が集まったとの
事に驚嘆しました。この種を絞り、食用ひまわり油「みんなの手」を施設内の製造装置を使用して、1000 本作
り上げる事に成功し、商品化にこぎつけ、この油が健康に良い、そして原発事故によ
る放射能汚染がされていないと言う事も信頼につながり、好評を得、供給が間に合わ
ない状況になったとのことでした。
私はこの活動を横浜で協力したいと思い、グループ会員となって下さる方を募って
います。ご希望の方は私のパソコンメルアド（haruosa@circus.ocn.ne.jp）へご連
絡ください。
今年度の「ひまわりプロジェクト」が立ち上がり、これから種まき時期を迎えるに
当たり、ひまわりの種を取り寄せお送りいたします。ご賛同下さる方は是非宜しくお
願いいたします。そして収獲および観察記録ができましたらシャロームへお送りし、
今年度の収穫祭「ひまわり感謝祭」にみなさんで福島観光を兼ね、参加してみてはい
かがでしょう。長期的プランですがご参加を宜しくお願いいたします。
「みんなの手」1,200 円

全国理事会から
お知らせ
・全国理事会開催
日時：4 月 20 日（土）10:00～16:00 田園調布教会
・2012 年度・年次報告書作成の依頼は少し遅れていますが、4 月中に各協議会に届くようにしていますので宜
しくお願いします。
・長崎での全国大会の時に、各会の活動内容を紹介するものを用意して頂けるとありがたいと思います。模造紙
でも書類、チラシ、写真でも結構です。壁新聞の形で紹介したいと思いますので宜しくお願いします。

編集後記
第 25 回目の全国大会がまもなく長崎で開催されます。3 年に一度の大会となっていますが、第 24 回が終わったばかしの
ような気がするのですが、本当に月日の経つのは早いものです。「東日本大震災」から丸 2 年が経ってしまいました。被災
地に行く度に津波の跡地は整地されて綺麗になっていき、津波直後の風景もだんだん忘れ去られようとしています。
原発事故から逃れている福島の被災者の皆さんも、ばらばらになり、昔のコミュニティーもなくなり、津波被害者とまた違
った状況に置かれていますが、これから長い年月が掛かりますが、新しい地で新しい生活を送れるようにと祈るばかりです。
（全国理事会 中山）

