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愛と正義

聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会

全国大会会場での記念撮影
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全国理事会から
第 25 回 SSVP 長崎・日本全国大会が終わって
SSVP 日本全国理事会会長

中山

正士

✞主に平和
今年の夏は例年になく暑い日が続きました。長崎もその例に漏れず、大会期間中も暑い日が
続きました。この大会は、ヴィンセンシアン・ファミリーの集いでもありました。長崎中央理
の会員の皆様方が、昨年より準備をして頂いたこともあり特にトラブルもなく、楽しい大会に
なりました。そして、2 泊 3 日の大会は無事終了することが出来ました。全国理事会より感謝
を申し上げます。
今回の大会は「先人たちの信仰に学び、愛を受け継ごう」というテーマと、「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」というサブテーマを掲げました。その目
的は達せられたと思います。
また、ヴィンセンシアン・ファミリーとしての交流も出来たと思います。
今回の大会では、東日本大震災支援のその後の支援の状況や、香港、シンガポールからのコーディネーターも
参加しましたから、世界の SSVP の現状や、日本の SSVP の活動へのコメントなどが話されました。
大会終了後に、シンガポールのコーディネーターのタン
氏から SSVP の指導者向けに、活動に必要なリーダーとし
ての指導法などの講義が 2 時間ほどありました。
また、今回の大会の“付録”として上五島列島の巡礼を
2 泊 3 日の日程で実行したことが上げられます。私もこの
機会を逃したら一生行く機会がないと思い参加しました。
総勢 24 名ほどのメンバーでしたが、長崎の会員の案内で、
楽しく巡礼の旅をすることができました。ありがとうござ
いました。

全国大会
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 電話 095-846-4246）
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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大会実行委員長
時
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7 月 13 日
（土）
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～

長崎中央理事会会長 荒川

澄

内
容
場 所
受付
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）
大ホール
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）
記念写真撮影
東日本大震災報告（全国理事会）
小ホール
夕食
食堂
自由時間・就寝
－

昼からカトリックセンターで受付が始まりました。長崎中央理の会員の皆さんが担当してくれました。大会の
資料を一冊のファイルにまとめる作業も大変だったと思います。それに全国から次々と訪れる参加者の応対もあ
りがとうございました。

開会のお祈りの後、長崎大司教区 高見三明大司教の挨拶があり、続いてヴ
ィンセンシアンファミリー指導司祭アマド神父の挨拶がありました。
来賓のパドリック・グリフィン神父（愛徳姉妹会総指導長）は、
“The Works
of Love of St. Vincent de Paul and the Bible”－“聖ヴィンセンシオの
愛の業と聖書”という内容の講演をして頂きました。

高見三明大司教

アマド・カバレロ神父

パドリック・グリフィン神父

ジョン・H・Y・リー氏
トーマス・タン氏
シスター片岡瑠美子氏

シスター片岡瑠美子（長崎純心聖母会）氏から、「日本キリシタンの愛の
伝統―慈悲の所作」という内容で話して頂きました。これらの講演の内容に
ついては、別途全国大会の報告書で記載したいと思います。
講演後に記念写真を撮り、会場を小
ホールに移動して、東日本大震災の報
告を中山全国理事会会長と、佐藤仙台
協議会会長から行いました。311 か
ら既に 2 年半近く経ちましたが、まだ
まだ被災地の復興は進んでいません
し、仮設住宅に住んでおられる方々も当時と環境が変わって来ています。
これからも継続した支援が必要となる現状を紹介しました。

講演に会場からもいくつかの
質問と感想などがありました。

開会にあたって
ヴィンセンシオ・ア・パウロの宣教会 アマド・カバレロ神父
こんにちは。皆様ようこそいらっしゃいました。今年の全国大会は外国からのお客様をお迎えして特別
な大会となりました。すなわち、フランスからお越しくださった愛徳姉妹会の霊的指導総監督パトリック・
グリフィン神父様、総理事会からの代表ジョン・リー氏とシンガポールからアジアコーディネーターのト
ーマス・タン氏です。
全国大会開催地として長崎を選んだことは大変賢明であったと思います。準備委員の方々はこの長崎に
私たちが集まるように計画されたのはまさに素晴らしい選択でした。長崎は殉教者の土地、聖なる土地の
一つです。巡礼地でもあります。まさにその地に今私たちはいるのです。
ヴィンセントは司祭やシスターたちによく言っていました。「良いことをするだけでは十分ではありま
せん。上手に実行（運営）しなければなりません」と。私にはヴィンセントがどうやって絶えず貧しい人
たちに上手に奉仕したか不思議に思います。この言葉の正確な内容は私には十分にはわかりませんが、そ
の理由の一つは貧しい人々は最善のものを受ける価値がある、ということだと思います。もしヴィンセン
トが今日生きておられたら、彼は「良いことをするだけでは十分ではありません。上手に実行（運営）し
なければなりません」と同じことを言われたでしょう。
この全国大会の目的の一つは貧しい人たちにどうやって最善の奉仕をするかを考えるためであると確信
しています。ですから、どのように貧しい人々に上手に奉仕できるか互いに学び合うよう頑張りましょう。
（原稿和訳:和気）

２日目:
6:00～7:00
7:30 ～ 8:00
8:00 ～12:00
12:30 ～13:00
7 月 14 日
（日）

13:00 ～14:10
14:15 ～15:15
15:30 ～18:00
18:30 ～20:30

主日ミサ（浦上天主堂）
自由参加
朝食
食堂
外海（出津、黒崎）訪問、遠藤周作文学館、
－
ド・ロ神父記念館参観
昼食
食堂
講話：香港 SSVP コーディネーター・リー氏
（「SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL」）
小ホール
各会活動報告（田園調布協議会.）
愛徳姉妹会（和歌山と沼田）& AIC 活動報告
分科会（4 分科会）
会議室
小ホール
懇親会
（20:00～）全国理事会

２日目の真夏の早朝主日ミサには、皆さんも参加されました。浦上天主堂
にはたくさんの信者さんが来られてい
て、その中での一緒のお祈りはとてもす
がすがしいものでした。ミサ後に聖堂の
隣の「被ばくマリア小聖堂」に案内して
いただきました。リー氏もタン氏も熱心
に見ておられました。

午前中は、外海（出津、黒崎）訪問、
遠藤周作文学館、ド・ロ神父記念館参観となりました。会場からバスで約 1
時間半ほどで、外海に着きました。
ここは出津（しつ）文化村と呼ばれているところです。1571 年にここに南蛮文化が伝えられ、キリシタンが
広く伝わり特異な文化が形成されて来た歴史を持っています。出津教会巡礼は時間が無く残念でしたが割愛しま
した。猛暑のなかでしたが皆さんも大変だったことと思います。

遠藤周作文学館

案内の海田さん

この遠藤周作文学館を見学したあと、外海歴史民俗資料館へ行きました。キリシ
タン文化が伝わった頃から祖先が残してくれた貴重な資料がこの資料館に集められ
ていました。そのころの生活と道具、また宗教資料、出津遺跡の出土品などが展示
されていました。

キリシタン時代の資料がありました。

そこからすぐ近くに、ド・ロ神父記念館と旧出津救助院がありました。
この旧出津救助院は今年に入ってすぐ私が長崎中央理の案内で下見に来た
ときはまだ、保存修理工事中で開所されていませんでした。修理工事が終
わってすぐのこともあり、とても綺麗になっていました。漆喰と瓦のコン
トラストと和風建物がとても美しい姿となって真夏の陽の中で映えていま
した。

授産所 1 階（そうめんやパンの製造等）

授産所 2 階（右側はド・ロ神父がフランス
から持ってこられた聖ヴィンセンシオ・
ア・パウロ像）

授産所 2 階で Sr.からこの
施設の説明をしていただき
ました。そして当時からあ
ったオルガンを弾いてくれ
ました。

ド・ロ神父記念館でも地元黒崎教会の会員が案内してくれました

午後は総理事会ジョン・H・Y・リー氏（香港 SSVP）による「SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL」
の講話がありました。その後各会活動報告（田園調布協議会：松永さん、愛徳姉妹会：斉藤会長、AIC 活動報告：
Sr.鮫島）、分科会と続きました。分科会は 6 会場に分かれて、同じテーマに沿って討論しました。

夕食はカトリックセンター食堂での懇親会となりました。高見三明大司教にもご列席して頂きました。リー氏
から各 Gr.にお土産などもあり、また歌なども出て楽しい時を過ごすことが出来ました。

司会の海田会長
長崎中央理荒川会長
の挨拶

高見三明大司教による乾杯

本田元長崎中央理会長

3 日目：
7:30 ～ 9:00
9:00 ～ 9:20
9:20 ～ 10:10
10:10
7 月 15 日
10:20
（月・祭）
10:45
12:00
13:00

～ 10:20
～ 10:45
～ 11:45
～ 15:00

(15:30 ～ )

朝食
長崎からの報告
全国理事会報告
全体集会（分科会発表と自由討議）
閉会挨拶（荒川会長）、終りの祈り
（休憩）移動
派遣ミサ
解散
トーマス・タン氏による講話（各会長と希望者のみ）
「National President Training Program」
（上五島列島巡礼へ）

食堂
小ホール

司教館
小ホール

最終日となり、昨日の分科会のまとめと、長崎中央理事会からの報告などあり、司教館での派遣ミサでこの大
会を終了しました。また午後から、SSVP のリーダー向けにトーマス・タン氏による「National President
Training Program」の講話が 2 時間ほどありました。これは世界中の SSVP リーダーに対して、総理事会が
行っているリーダー養成のプログラムで、昨年出来たものですが、それを日本向けに省略して説明していただい
たものです。本来は 3 日程かけて訓練する内容とのことでした。

井手さん（長崎ホーム
レスを支援する会）

荒川会長
←
松永さん（田園
調布協議会）

久松さん（城山協議会）
長岡さん（湯川協議会）
Sr.塩崎（愛徳姉妹会）

江川さん（愛徳姉妹会）

山口さん（大浦協議会）

なお、大会中に各会の活動
内容を紹介ということで、模
造紙などに書いたものを用
意して頂きました。それを小
ホールの壁に貼りました。
←田園調布協議会から

Sr.千木良（愛徳姉妹会）

福岡・光丘協議会から

大司教館でのミサ

番外編
前出の SSVP のリーダー養成のためにトーマス・タン氏による「National
President Training Program」の講話がありました。リーダーの心構えといっ
たところでしょうか。

ガチョウからの教訓からリーダ
ーの心構えを話すタン氏

上五島教会群巡礼の旅
今回の大会終了後に、希望者 20 名余り（リー氏とタン氏も同行しました）で上五島の教会巡礼に行きました
ので少し紹介します。長崎大波止港から約 1 時間 40 分ほどで上五島の鯛の浦港に到着しました。少し波があり
船酔いする人も出ましたが、夕方宿泊するホテルに着くことが出来ました。

スケジュール
日 程
午
前
午
後
7 月 15 日
17:00 大波止港
（月）
出航
7 月 16 日
終日巡礼
（火）
7 月 17 日 11:00 鯛の浦 12;40 大波止港
（水）
港出航
帰着 解散

東シナ海
翌日から観光バスでの巡礼となりました。一日で回れる教会には限度がありまし
たが、島の端から端まで、地元出身の長崎中央理山口会員が下調べや手配などをし
てくれたこともあり、充実した巡礼となりました。澄んだ空気と青い空、そして海
の色が素晴らしく、またそれにマッチした教会群を見るにつれ、長崎のキリシタン
時代の圧制時代の苦難も偲ばれ、今は信者も減り巡回教会が増えている現実を感じ
ることが出来ました。島は思ったより都会化されていましたが、やはり過疎化して
いく現実は一種の寂しさを感じます。
素晴らしい教会もありますし、世界遺産へ
の登録の話もあるようですので、もっと信者
さんや観光客が訪れるといいなと思います。
青砂ケ浦天主堂（2010 年に
献堂 100 周年を迎えました）

頭ケ島教会と聖堂

鯛の浦教会でのミサ

江袋教会聖堂（1882 年建立し
た国内最古級の木造聖堂で
2007 焼失後 2010 年に再建）

鯛の浦教会

←隣にある
旧鯛の浦教会

会員の活動から
福島の被災者への義援物資配送報告
SSVP 八王子協議会会長 深堀 美英
去る 10 月 17 日、福島県南相馬市鹿島区にある「寺内権現沢仮設住宅（148 戸、300 名居住）」まで、皆
様にご協力いただいて集まった生活必需品（第一陣）を 2 トントラックでお届けしました。配送物資には今回募
集しました品物のほとんどが網羅されており、特に、衣料品と台所用品はかなり多量にお届け出来ました。
一方、今回の募集で義援金が 175,517 円集まりましたので、この内、配送料を除いた金額を何に使うのが望
ましいかを、この仮設住宅のリ－ダーをされている自治会長さんと予め相談致しました。自治会長さんの話では、
居住者の方が今、最も必要とされているのは飲み水だそうですが、これは毎日必要なものであり、少々の量では
間にあわないということでした。その代りに、住んでおられる皆さん方に喜ばれるのが調味料だということをお
聞きしましたので、醤油（1 リットル瓶）と味噌（750 グラムパック）の両品が 150 戸全戸に行き渡るように
こちらで買い揃え、同時に配送致しました。
物資輸送時に私ども SSVP 会員（7 名）も現地を訪問しました。交通渋滞に加え、福島での地理に不案内な
ために車の到着予定時刻が何度も変わってしまい、結局、最初の約束時刻から 2 時間以上も遅れてしまったので
すが、驚いたことには、自治会長さんを含めて 13 名の方がじっと待っておられました。全＜恐縮した次第です
が、取りあえず、私たちが少しだけ持参したお菓子と飲み物で＜つろいでいただきながら、皆さんのお話を伺う
ことが出来ました。
この地域一帯にはた＜さんの仮設住宅群があり、権現沢仮設住宅の皆さんは全員、小高区（原発から 20 キロ
メートル以内の立入禁止区域）から避難されてきた方々だそうです。最近は立ち入りが可能になったので元住ん
でいた所に行ってみると、家々は人間の背丈を越える雑草の林に取り囲まれ、家の屋根にも屋内にも大きなキノ
コが生えそろい、猿やイノシシが走り回っているとのこと。あまりの情けなさに力が抜けて座り込んでしまいそ
うな所を、最近は観光バスが通り抜け、盗難も増えていると嘆いておられました。
仮設住宅での生活は、ご主人たちの多＜はかなり離れた所へ働きに出られ、奥さんたちは地域が用意した草刈
りなどの簡単な仕事に行かれている方も多いそうです。ただし、仮設住宅地域もいまだに放射能値が高＜、そこ
で育てた米や野菜などは食べることを禁止されているため、「昔は野菜を買ったことがなかったのに、今はネギ
l 本が 90 円もするんですよ」と苦笑いされていました。それでもせめて花ならいいだろうと、玄関脇のプラン
ターに花を植えている家庭も多＜見られました。
この地域には小さな病院は案外、揃っていてそれほど問題はないが、近
＜に一軒か二軒あるコンビニの商品は値段が高＜なかなか買えないとのこ
と。水は一応、水道が引かれているので、（無駄とは知りながらも煮沸し
て）煮炊きにもその水を使っているが、濁っているので気持ちが悪＜、飲
み水だけはどの家庭も購入するとのことでした。
大災害から l 年半以上が過ぎ、福島を除く他の地域はいよいよ復興をど
うするかという段階に入りつつある時、ここ福島だけはいまだ災害の最中にあり、いつ終わるとも見通せない未
来への限りない不安が全体を覆っています。皆さんの望みはただ一つ、「昔の生活に戻れるなら何もいらない」
ということであり、都会が享受してきた原発の恩恵が、今は全＜形を変えて自分たちを不幸のどん底に落として
いるという理不尽さに、涙が出るほど悔しい思いをされている感じでした。そのことを自治会長さんは率先して
いろいろ話していただいたのですが、他の方はそれを□に出す方、□に出せないでじっと耐えている方、いろい
ろいらっしゃいました。
あまり長居をしては迷惑と思い、1 時間ほどで話を切り上げさせていただきましたが、話しているうちに少し
は心が軽＜なった部分もあったと見えて、帰る頃には皆さんに少しずつ笑顔も出て、今出来る精一杯の親しみを
向けていただきました。私たちは、原発がもたらした負の遺産を一手に引き受けていただいている申し訳なさに、
ただただ皆さんの話に聞き入るのみでしたが、住宅の中を見て行きませんかという勧めに甘えて住宅内部も見せ
ていただきました。そして帰りぎわに、「今回頂いたものはすべて有難いと思います。お味噌とお醤油も喜ばれ
ると思います」という言葉を聞き、少しだけほっとして仮設住宅を後にしたのでした。私たちの車をずっと手を
振って見送っていただいた姿が夕暮れの中に見えな＜なる頃には、ほとんど人気のない過疎地にはすでに厳しい
冬が近付いているのを感じる訪問でした。
今回の義援物資を送るという試みを「焼け石に水」と取るか、マザーテレサの言う「大切な大海の一滴」と捉

えるかは、人それぞれだとは思いますが、「無力ではあっても無意味ではない」と信じます。前にお話し致しま
したように、この物資募集は 12 月半ばで一応は締め＜＜り、その後どうするかは結果を見て考えたいと思いま
す。ただはっきり言えることは、例えどのような形を取るにせよ、息の長い心の応援と物資の支援が必要だと思
います。どうぞ皆様方には引き続き、よろし＜ご協力のほどをお願い申し上げます。
（カトリック八王子教会発行の月報「熱心」記事から転載させていただきました）
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小さな嘘と大きな真実

第二田園調布協議会
近況報告（2013.6.23）
皆様、梅雨の晴れ間をいかがおすごしでしょうか？
先月べトナム南部一帯で、100 年に一度と言われる大停電が起こりました。クレーン車
運転手の誤操作で、吊り上げた木が送電ケーブルに倒れたためとのこと。運転手 1 人のミ
スによってべトナム全土の 3 分の 1 が停電し、多くの工場が稼働停止、信号機が点灯せず
交通の大混乱を招きました。べトナムの電力需要は、他の東南アジア諸国に比べてもかな
りのハイペースで伸びています。各地で発電所建設計画が立ち上がっていますが、もとも
と水力発電への依存度が高く猛暑渇水時に供給力は大幅に落ち、送電網の脆弱性も上述の
通りです。（改善傾向にあるとはいえ）未だ停電が頻発し、今後も更なる電力不足と電気
料金引き上げが懸念されています。
以下に、 活動の近況をご報告させて頂きます。

村上 亮子

■『愛の家』：子供たちに会えない
ご支援者の指定寄附にて 2004 年から電気料金を支援している『愛の家』ですが、現在の電気代は約 280
万ドン/月と当初のおよそ 4 倍です。主な使用は、井戸水の給水ポンプ、扇風機、テレビ等。子供達を大勢抱
える S さんに定期的な支援をしているのは、今もこの活動だけです。時々覗いて牛乳を分けてくれる地元の人、
職を得て気持ちばかりの仕送りをしてくれる子達（今は 4 人）はいますが、いずれも安定供給ではありません。

お金が無くて、この 6 ヶ月は（過半数の子供達が暮らす）タイニン省へ行けていません。
緊急時用に 100 万ドン（約 4,600 円）を隠してとっておくのがやっとです。
月 2 回、H 先生は市内で子供達を見守る S さんを訪れて、食糧と支援金を手渡しています。S さんは、そ
の H 先生にすら、余程の事が無い限り弱音を漏らしません。毎月のタイニン行きを諦め、大事に育てた豚や鶏
を売ってはその場をしのぎ、ぎりぎりまで奮闘を続けるのでしょう。そんな S さんの苦労に応えるかのように、
子供達は全員、年度末試験に合格して進級を果たしました！
S さんから、改めてこの 10 年間のご支援に対する御礼のメッセージが届きました。
毎月必ず届くお米・調味料・ミルク・洗剤等、そして現金が、大家族の日常を支え続け、更には、新たに見放
される命を預かる決意に繋がってきたと思います。皆様、本当に有り難うございます。
今月分から、電気料金の支援を増額します。
■ 進学断念の決意
昨年夏、高校を修了したものの、両親の体調悪化と家計の逼迫を理由に進学を中止した学生がいました。カ
マウ省の奥地、沼の上の祖末な小屋で暮らしていた C 君の生活は、当初訪問した私達の目にもとりわけ厳しく
うつりました。大黒柱は自宅を放火した過去をもつ父親。精神的には落ち着きを取り戻していたようでしたが、
用を足すのも困難な程の関節炎を患い、失敗と借金を繰り返しながら海老の養殖を続けていました。母親はお
酒を造ったり魚を売ったりしていましたが、毎日フォー１杯分にもならない稼ぎでした。
3 人兄弟の真ん中である C 君は 2006 年 8 月から奨学金支援を受け、昨年無事に第 12 学年を修了。成績
も良く真面目に頑張っていましたが、進学断念の決意は固く、貯金して次回の大学奨学金応募を考えると言っ
て既に働き始めていました。しかし、1 年が経過し、やはり彼は進学に戻りませんでした。一家の困窮と両親
の健康状態はひどいまま、弟は強姦罪で投獄されていました。現在、19 歳の C 君は中国で働いているそうで
す。
C 君の写真を受け取る度、見渡す限りを沼地に囲まれた孤島のような小屋で暮らす彼の成長を誇らしく感じ
てきました。はにかんだ笑顔で私達を迎えた少年が、いつの日か孤島から両親を連れ出し、社会に居場所を見

つける姿を想像しました。しかし、逞しく育った彼は、自分の教育・キャリアどころではない現実から逃れる
ことはできず、遠い地での不法労働を選択したのでしょう。
教育機会を与えられる多くの子ども達は、希望を知ります。希望に向けてエネルギーを注げる間は幸せです。
しかし、失望と折り合いをつけなければならなくなる現実も多く、私達の思いや力が及ばぬまま手遅れを感
じるケースに悔いが残ります。
[FACT] 労働者の最低賃金、最低生活費を賄えず
ベトナムの最低賃金は 1993 年の制度導入当初から最低生活費を下回っていた。今年 1 月から適用された
最低賃金も最低生活費の 62～69％を賄うに過ぎない。最低賃金を決める基準は定まっておらず、政府機関は
予算次第、民間企業はインフレ状況に合わせているという。（2013/4/13 日付 Tuoi Tre 紙電子版）
Q. 最低賃金はなぜ最低生活費を超えられないのか？
労働傷病兵社会省賃金部副部長談：政府機関の最低賃金を引き上げれば、予算が人件費だけで消えてしま

う。この数年の労働生産性は平均 5％しか向上していないのに対し、最低賃金は 15％上昇している。最低
賃金は最低生活費ではなく、労働生産性と支払能力に基づくべき ...
■ 枯れ葉剤：消えない傷跡
昨年夏、ついに米国がベトナムにおける枯れ葉剤の除去作業に動き出しました。
米政府は、1991 年から米兵の被害者に補償を始めておきながら、べトナム人には健康被害と枯れ葉剤の因果
関係の「証明がない」として被害者を放置し続けています（[FACT1]）。当然、因果関係を認めれば多額な
補償を要します。太平洋に中国の台頭が差し迫る今、この除去作業の一歩が外交上のパフォーマンスに終わら
ないことを願います。
カマウ省の奨学生 H 君（第 3 学年）の父親は、最近になって枯れ葉剤の被害認定を受け、政府から 50 万
ドン（2,300 円）/月の給付を受け取り始めました。激戦が繰り広げられたカマウは、南部・西部の一部地域・
東部沿岸が主な汚染地域として知られています。もっとも、明確な規制や調査・情報提供を欠き、汚染土壌で
生産したものを食べ続けた人々が無数の流・死産を繰り返し、先天異常の子を産み、高齢になった今も我が子
の介護に追われる状況が続いています。情報も職も無い貧困層が悲劇の連鎖から逃れるのは非常に難しいので
す。
べトナム政府の枯れ葉剤被害者扶助制度は、2000 年の公示以降拡充を続けていますが（[FACT2]）、制
度内容は非常に複雑で不徹底です。 H 君の祖父はかつて政府軍の戦闘員でしたから、法令によれば、H 君の
父親は間接被災者として、障害による労働能力および自力での生活力の減退の程度によって扶助額が決まるこ
とになっています。

今も大勢の被害者が正当な給付を待ち望んでいます。しかし、複数の省や公的機関がそれぞれに設けている
細かい規定や各地方役人の対応差等、多くの障壁がはだかりとても難しいです。実際に当プログラムの恩恵を
受ける一般市民は殆どいません（[FACT3]）から、扶助内容の拡充等どうでもよいことなのです。
調査に協力してくれた H 先生の息子は、そう最後にそう締めくくりました。
[FACT1]
ベトナム戦争中、米軍はおよそ 10 年間にわたり、ベトナム中〜南
部にかけた 200 万ヘクタールに及ぶ広大な土地に 45,000 キロリッ
トル余りの枯れ葉剤を散布。 ダイオキシンを除去する資金も技術もな
いベトナム政府は汚染土壌をコンクリートで覆うしかなく、被害は戦
後に生まれた孫・ひ孫世代をも苦しめ続け、現在も 300 万人以上が何
らかの影響を受けて生きている。
今回の除去作業対象地はダナン空港周辺の 19 ヘクタール。米政府
が 4,300 万ドルを拠出し、4 年かけて行われるが、ベナム全土で除去
作業を要する土地のごく一部にすぎない。全ての除去には数億ドルか
かると言われ、非常に困難である。（2012.8.12, NHK ワールド
WaveTonight 等）
・ http://www.youtube.com/watch?v=GXu2KmzAX-A
←タ
イニン省が取材されています

ベトナム

[FACT2] Vietnam’s Agent Orange Central Payment Program による扶助内容（あくまで目安）
・退役軍人の枯れ葉剤被害者：最高 1,769,000 ドン/月
・一般市民の枯れ葉剤被害者：1 人目に 24 万ドン/月、同世帯 2 人目〜12 万ドン/月/人
[FACT3]
医療保険加入者は対象外、扶助制度適用の不徹底さ、被害者リストに加わる際の賄賂要求等があり、実際に
補助金を受け取っているのは被害者のわずか 4%程度という調査結果もある。
やりきれない思いをどこにぶつけるのだろう... 日々届くあらゆる状況に、想いを巡らせます。
誰のせいにもできない、誰に言っても解決し得ない苦難が降り掛かった時、それでも前を向き、何かや誰かのた
めに尽くせる力こそが人間の強さなのだろうと感じます。日頃の皆様のご支援により、多くの人が前を向いて生
きて行こうと“力”づけられています。ご協力に感謝致します。
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/

全国理事会から
お知らせ
・PANASCO 8 開催案内
総理事会から、PANASCO 8 の開催の案内が来てい
ます。
日時：2014 年 10 月 1 日（水）～5 日（日）
開催場所：マレーシア
PANASCO 7 の時はインドゴアで開催されましたが、
日本から 2 名の会員が参加されています。SSVP ア
ジア太平洋地域の大きな大会となります。参加者を募
集します。全国理事会からの派遣になりますので、希
望者は連絡願います。
・８月 18 日付けのカトリック新聞に、今回の日本全国
大会の記事が掲載されました。読まれた方も多かった
と思います。⇒
・10 月 26 日（土）愛徳姉妹会・来日 80 周年記念ミ
サが神戸の本部であります。

編集後記
第 25 回目の長崎で開催された日本全国大会も無事終了しました。長崎中央理の 1 年余り前からの準備作業も大変だったと
思います。真夏の大会となりましたが、私にとっても楽しい大会となりました。今後の皆さんの活動に少しでもエネルギーの
元になれば良かったなと思う今日この頃です。今年も香港とシンガポールからのコーディネーターに、日本ももっと頑張れよ
と言われたように思います。なかなか世代交代にならないのに責任を感じていますが、それでも一歩進めばと思っています。
津波と原発事故の被災地の人が少しでも前に進んでいけるようにささやかな支援を続けていきたいと思います。
（全国理事会 中山）

