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皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。いつもご

支援、お祈り、励ましをもって共に労して下さり、心

から感謝申し上げます。私は7月で語学の学びを終え、

現地のスタッフたちと共に、ジジガで働き始めました。 

8月には、国際飢餓対策機構（FHI）ウガンダの働き

視察の後、日本国際飢餓対策機構（JIFH）のワークキ

ャンプ参加者の皆様をお迎えし、一緒に地域の学校建

設をさせていただきました。自分の親や地域の人たち、

日本人までもがはるばるやってきて、汗水たらしてつ

くってくれた学校と、素敵な一日一時の想い出…それ

らが、ウガンダの子たちの宝物となり、この先もくじ

けずにがんばって学び続ける勇気と力になっている

であろうことを、心から期待しています。 

 

ウガンダの子たちと共にセメントを運ぶキャンプ参加者たち 

 

✎ホッホッホッホッとととと安心安心安心安心できるできるできるできる場所場所場所場所 

ジジガの街の様子を皆様にどのようにお伝えすれ

ばよいのか、正直なところ少々困ってしまいます。と

いうのは、ジジガを歩いていると、そこにいる多くの

人は、チャットという麻薬の葉を売る人たち、チャッ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トを噛んでぶらぶらしているだけの人たち…すれち

がいざまに背中や肩を殴られたりひっぱたかれたり、

「チャイナ！」と言われ、変な中国語のまねをして馬

鹿にした笑いをぶつけられるのはまだ序の口で、チャ

ットで正常思考を失った裸の男性に通せんぼされた

り、鞭を持っておっかけられたり、石を投げられたり

と、あまりにも不快なことが多すぎるのです。滞在中

のゲストハウスから事務所まで、ほんの 10 分の道の

りでも、まず主の御手による守りを祈ってから、身を

引き締めて歩かなければなりません。 

でも、そんなすさんだ街を抜けて事務所につくと、

そこには信じられないような温かい空間があり、ほっ

と一息ついて、安心できるのです。その秘密の鍵は

「人」です。互いに愛し、労わり合いながら、一緒に

ジジガの街を変えていこう、という静かな強い決意を

持つ 8人のスタッフたちから、その温かくて強い、確

かな場の力が、かもし出されているのです。 

私たちが支援する孤児たちも、親戚や近所の人の家、

子どもだけの家族といった厳しい生活環境に加え、こ

んな街の中で、緊張の日々を送っていることでしょう。 

 

FHIジジガ事務所の補講に来ている孤児たちと 
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でも、だからこそ、こうして彼らがほっと安心できる

場所がある、というのは素晴らしいことです。ここに

は自分を愛してくれる人たちがいる、自分と同じよう

な厳しい状況をせいいっぱい生きている仲間がいる、

そして、彼らと一緒に遊んだり、勉強することができ

る…事務所に毎日やってくる子たちがたくさんいま

す。朝、学校に行く前に事務所に立ち寄ってから行く

子たちもいます。その子たちの表情は、彼らの厳しい

環境を忘れてしまうほどに、輝いていて素敵なのです。

このプロジェクトが孤児たちに提供している最も素

晴らしいものは、「人」から生まれる温かい雰囲気で

あることを、日に日に強く感じています。 

 

新年会に集まった子たち 図書室の前にて 

 

 

 

 

エチオピアで何を食べているの？と時々質問され

ます。実は普段は自炊しているので、白米や野菜の煮

物、パスタなど、日本の粗食生活とさほど変わらない

のですが、現地スタッフたちとの食事やアジスアベバ

の事務所の昼食は、大抵インジェラです。粟科の穀物

を発酵させて焼いた、色のくすんだクレープのような

生地で、発酵させているのですっぱい！このインジェ

ラの上に、ワットと呼ばれる具を載せ、インジェラで

つまんで一緒に食べます。ワットの種類はお肉・野

菜・辛いものなどいろいろ。日本人のお米のごとく、

エチオピア人の愛する主食だからか、インジェラをお

いしそうに食べると、それだけでエチオピア人との心

の距離がせばまるのが、人の心のふしぎなところです。 

✎すぐすぐすぐすぐ応答応答応答応答するするするする 子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち 

事務所の入り口を入ると、庭に別館の形で小さな図

書室があります。孤児たちが勉強したいと思っても、

大抵落ち着いて学べる机や椅子、場所もなければ、本

もありません。そのため図書室を設置したのですが、

これまであまり活用されている様子ではありません

でした。そこで、子どもたちが入ってみたいと思えて、

中で楽しく勉強できるように、いくつか小さな改造計

画を立てました。室内の数々の注意書き（本を破らな

いように、エイズへの注意呼びかけなど）に挿絵をつ

ける。身体器官の構造など、英語だけだったのものに

アムハラ語を加え、入り口に「ようこそ！」とアムハ

ラ語の文字をつける。そして最後に、気軽に入れるよ

うに扉をいつも開けっぱなしにしておこう、などなど。 

時間の合間を見ては室内改造計画を1つずつ進めて

いたのですが、その途中、図書室を開けたままで事務

所内で仕事をし、もう一度図書室に戻ったらなんと！

早めに補講クラスにやって来た子どもたち数人が、既

に中で本を読んだり、宿題をしていたのです！扉を開

けておくだけでも、この子たちはすぐ応答してくれる。

私ができることはわずかだけど、ほんの小さな工夫、

小さな助けでよいのだ、と涙が出るほど感動した、数

日間の図書室プロジェクトでした。 

 

 

 

 

 

 

アジスアベバ事務所 昼食のインジェラとワット 

 

エチオピアの食事①  ＊インジェラ＊ 
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✎名前名前名前名前でででで呼呼呼呼んでんでんでんで 愛愛愛愛してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい 

子どもたちと触れ合う中で、ふと気づきました。多

くの子どもが「僕の名前覚えてる？」と何度も聞き返

し、私が来ると抱きついて、何度も頬をすりよせてき

ます。特に、問題行動の多い子ほどその傾向は強くな

ります。きっと彼らは、自分の名前を覚えて欲しい、

呼んで欲しい。つまり一人の人として覚えて、愛して

欲しい、それを私にも全身で表現して欲しいのです。 

ところで、エチオピアは独自の暦を用いており、こ

の9月11日に新年（なぜか1999年…）を迎えました。

そこで、孤児たち全員集合で行なう新年会の際「＊＊

ちゃん、あなたを愛しているよ」と伝わる何かを届け

たいと想い、一人ひとりの名前と「わたしの目には、

あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。」

という旧約聖書の御言葉（イザヤ43：4）をアムハラ

語と日本語で書いたハート型のカードを作りました。

幸いイスラム教徒の子にとっても旧約聖書は預言書

的扱いなので、彼らの宗教観を圧迫することもなさそ

う。ただ、聖書箇所ではなく「あなたの神からあなた

へのことば」と書き、またソマリ人の子たちには英語

を用いて、違和感や不快感がないよう配慮しました。

（ソマリ人はアムハラ語も話せますが、エチオピアを

押し付けられていると感じる民族的感情もある様子。 

 

 

 

 

 

 

成功した 手作り納豆！ 

熟成期間を入れると 3日もかかります 

でもソマリ語の旧約聖書は存在せず、ソマリ語に翻訳

できなかったのと、ソマリ語では英語のアルファベッ

トが用いられているので、名前はソマリ語でも英語で

も同じになるのです。）自国語のみならず未知の外国

語である日本語で自分の名前が書いてある、というそ

れだけでも子どもたちにはとてもうれしかったよう

で、想像以上に大好評！ソマリ人の大人まで興味を示

してくれて、私もとてもうれしくなりました。 

子どもたち一人ひとり皆に「＊＊ちゃん、あなたは

尊い存在なんだよ、愛されているんだよ」という絶対

的な神様からの声が心に残って、これからも生きてい

く上で励ましの力になるように、心から祈っています。 

 

愛のことばのプレゼント 

 

エチオピアの食事② ＊納豆？！＊ ～先々もずっと続く納豆プロジェクトの完成～ 

エチオピアで、自分が食べたいものを食べるために、努力をおしまなくな

りました。大豆ならどこでも安く手に入りますが、日本食は豆が原料のもの

が多いのです。豆腐も黄な粉も、醤油、味噌、そして納豆も！実は前任の森

田哲也スタッフがこよなく納豆を愛していたため、納豆の作り方を実演して

引き継いで下さいました。長年の研究の末行き着いた最善の方法は日本で売

っている納豆を大豆と混ぜて、その納豆菌を増殖させる方法。でもこれだと、

日本から納豆を取り寄せなければできません。そこで過去に試したという「高

橋納豆菌」の説明書を読むとなんとこれ 1 本で納豆 30kg 分の納豆菌！しか

も 4 本もあるのです！！これがうまく使えれば際限なく納豆が食べられる…

そこで他の友人の話も聞くと「ケニアではこの納豆菌でちゃんと納豆ができ

たのになぜかエチオピアではうまくいかない」とのこと。「では、納豆菌では

なく、環境のせい…もしや湿度？」と、湿らせた布巾をかぶせて湿度を上げ

てみたら、見事に粘り気のあるおいしい納豆ができました！現地にある素材

だけで、先々もずっと続く納豆のプロジェクトが、晴れて完成したのでした。 
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✎問題問題問題問題をまっすぐをまっすぐをまっすぐをまっすぐ見見見見つめるつめるつめるつめる勇気勇気勇気勇気 

FHI が支援している孤児、イクラム・フセイン（14

歳）のエピソードを皆様にご紹介いたします。彼女は、

私が炎天下で作業をしていたら、かぶっていた布をと

って、私の上にかざして日陰を作ってくれた、心の優

しいイスラム教徒の女性です。2 年前支援を始めた時

は学校に行っていませんでしたが、今は学校にも行か

せてもらえています。同じく FHI が支援している孤児

のムシクルととても仲が良く、「彼は私の『妻』なの！」

と英語で教えてくれました。（でも、本当は夫婦では

ないし、せめて『夫』では…？）ムシクルもまんざら

ではない笑顔で、なんだかとても微笑ましい二人。た

だ、イクラムは本当に彼が好きで好きでたまらない様

子だし、ムシクルは子どもだけの家族で生活している

殊更大変な状況にある孤児なので、そんな二人が心を

埋めあうために行き過ぎた付き合いへと進むことな

く、健全な良い関係を育んで欲しい、と心から願い、

いつか彼女とはもっと話がしたい、と思っていました。 

ある日、私が図書室でエイズに関する注意を呼びか

けるパンフレットを折っていたら、イクラムがやって

きて、一緒に折り作業を手伝ってくれました。そして、

「エイズって一体何なの？」と質問してきたのです。

これはチャンス！と、彼女が知っていることを聞き返

してみたら「普通の生活ではうつらないんだよね。キ

スもハグも大丈夫なんでしょ。セックスだってコンド

ームをしていればいいんだよね。」エイズの偏見をな

くすために努力してきただけあり、想像以上にきちん

と理解しています。そのことを褒めてから、「もし、 

    

すべての人たちが自分の夫・妻とだけ関係を持ってい

たらこの問題はこんなに大きくならなかったよね。」

と問題提起をしてみました。彼女は頷き、少し考えた

後で「私は性的に節操のある生活をしたい。チャット

を噛んだりお酒におぼれたりすると、理性を失ってそ

れができなくなるから、そういうものも避けたいと思

う。」と、私の期待を遥かに超えてしっかりした決心

を自ら表明してくれました。 

ジジガのエイズにまつわる状況は深刻です。しかし、

ジジガの人たちは大きな問題を抱えていて、より真剣

にその問題に取り組まなければならないからこそ、物

事の本質と解決の方法が見えているのだ、と気づかさ

れます。かたや HIV（エイズウィルス）感染ルートの

ほぼ 100％が性交渉の日本。（エイズ動向委員会・2006

年 8 月の調査報告によると、感染ルート判明者の

96.5％が異性・同性間の性交渉。）問題をまっすぐ見

つめる彼らの勇気を、もっと見習いたいところです。 

 

✎先先先先々々々々もずっともずっともずっともずっと続続続続くくくく 真真真真ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトへへへへ 

～～～～ 与与与与えられているえられているえられているえられている 限限限限られたられたられたられた状況状況状況状況にににに 誠実誠実誠実誠実にににに ～～～～ 

なかなか今後の展開が楽しみなジジガの働きなの

ですが、ここ数ヶ月でソマリアとエチオピアの関係が

急激に悪化してきました。ずっと無政府・無秩序状態

が続いていたソマリアでは、最近イスラム過激派グル

ープの「イスラム法廷連合」が、イスラム法典と強烈

な武力をもって、ソマリア国民を統率し始めました。

他方、エチオピアはじめ周囲のキリスト教中心の国々

は、過去の経験より、彼らが宗教観を盾に襲撃してく

ることを恐れ、暫定政府によって平和な政権を確立さ

せたいと願い、イスラム法廷連合の制圧のため、ソマ

リア暫定政府に軍隊を派遣しました。それがかえって

イスラム法廷連合の怒りを買い、彼らは7月、10月の

2回にわたってエチオピアに聖戦を布告。エチオピア

は「徹底して聖戦士に抗戦する」と首相自ら公言し、

2国間の戦争開始の可能性が急激に高まってきました。 

ジジガのあるソマリ州は、ソマリアとの国境沿いに

位置し、住民の9割がソマリ人で、もともとソマリ人

（イスラム教徒とほぼ同義）とエチオピア人（キリス

ト教徒とほぼ同義）の対立構造が強くありました。キ

リスト教徒オーナーのホテルや店舗を狙った爆破事
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件は、これまでも数ヶ月に1回の割合で起きており、

９月の爆破事件では死者が出ました。それでもFHIは

安全確保をしつつ、ジジガの孤児たちのために必要な

働きを続けるつもりでいました。しかし、このプロジ

ェクトは12月末で3年間の1サイクルを終えるため、

続けて働くためには先3年の計画を政府に提出し、そ

の後何が起きようとも計画を遂行しなければなりま

せん。ところが現状は、3年以内に2国間の戦争が起

こってソマリ州が戦闘区域になる可能性が高いため、

今やプロジェクトの前に、スタッフの命の危険を想定

しなければならないところまできてしまったのです。 

FHIエチオピアは、12月末でジジガのプロジェクト

を閉じる、という苦渋の決断をしました。私は、命を

かけてでもジジガに残って孤児たち・住民たちに愛を

尽くしたい、と願い、政情が改善されてプロジェクト

が継続できるようにと祈っていましたが、むしろ状況

は悪化の一途をたどるばかりでした。でもある時、気

づきました。私たちがあと3年このプロジェクトを続

けても、ジジガの問題がすべて解決するわけではない。

私たちはもともと、現地の人たちが自分たちで助け合

ってエイズの問題に立ち向かっていけるように、FHI

のプロジェクトが終わっても、彼ら自身が孤児を助け、

エイズの問題に向きあい、解決へ向かい続けていく、

先々もずっと続く「真のプロジェクト」へとつなげる

ために働いてきたのです。これまでもFHIスタッフだ

けで孤児を支援してきたのではありません。各地域に

孤児擁護委員会を設立し、その委員メンバーたちが常

に地域の孤児たちをケアしてきました。また地域の権

力者・宗教指導者・普通の住民が人々の身近な存在と 

カウンセラートレーニングに参加する地域・宗教リーダーたち

してエイズ問題の対策を主体的に行なうためのカウ

ンセラートレーニング、地域の若者に向けてエイズ予

防の知識・感染者への理解と助け合い・節度ある生活

による問題解決を呼びかける反エイズクラブの支援

など、様々な努力を積み重ね、FHIが去った後でも残

る「人」づくりに尽くしてきたのです。 

 

 
神神神神はははは真実真実真実真実なななな方方方方ですからですからですからですから、、、、あなたがたをあなたがたをあなたがたをあなたがたを耐耐耐耐えることのえることのえることのえることの    

できないようなできないようなできないようなできないような試練試練試練試練にあにあにあにあわせるようなことはなさいわせるようなことはなさいわせるようなことはなさいわせるようなことはなさい    

ませんませんませんません。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、耐耐耐耐えることのできるようにえることのできるようにえることのできるようにえることのできるように、、、、試練試練試練試練    

とともにとともにとともにとともに、、、、脱出脱出脱出脱出のののの道道道道もももも備備備備えてえてえてえてくださいますくださいますくださいますくださいます。。。。    

新約聖書新約聖書新約聖書新約聖書・・・・IIII コリントコリントコリントコリント 10:1310:1310:1310:13    

 
 

私たち人間の目には、あまりに早すぎる突然のプロ

ジェクト終了ですが、聖書によれば、神様はジジガの

人たちが耐えられるようにして下さっているのです。

ですから、私たちは悲しみに打ちひしがれるばかりで

なく、与えられている限られた状況に誠実に、今こそ

孤児とその養育者たち、地域の人たち、教会やモスク

の指導者たちを助け、励まして、彼らの手で孤児の支

援を続けられる体制作りをしていくべきです。 

通常、FHIのプロジェクトが終わった後、この「真

のプロジェクト」の姿はあまり継続的に報告されませ

ん。しかし本当は、これこそFHIが最も大切にしてい

るものです。FHIのプロジェクトが終わっても、スタ

ッフの何人かは続けてジジガに住み、住民の一人とし

て継続的に孤児と住民とに関わるつもりでいます。私

もエチオピアにいる限り、彼らと連絡を取り合い、様

子を絶えず伺い、時にはジジガの孤児・住民たちを励

ましに足を運び、皆様にも随時経過をお伝えし続ける

ことができます。そして、支援者の皆様も、続けてジ

ジガの状況を覚えて祈り、支え続けることができるの

です。その意味でジジガプロジェクトは終わりません。 

 

12月末までは一番重要なプロジェクトの働きとな

る見込みで、より一層の皆様からのお支えを必要とし

ております。（次ページ支援欄をご参照下さい。）どう

か共に労し、プロジェクトの行方を見守って下さい。 
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 寿町のホームレスの方々のために労している、大好きな牧師の口癖は「人のピンチは神のチャンス」でした。

今回、私は初めのうち、孤児たちの困難を思うと可哀想で、泣き続けていましたが、その度この言葉を口にし

て自分に言い聞かせるうちに、具体的に前向きな対策案が与えられ、心に平安と希望が満ち溢れてきました。

JIFHの研修で、私たちの働きは「人々の心にともし火をともすこと」だと教えられたことも思い出しています。

今はまず私自身が、希望の光をしっかり見つめ、確信をもって、ジジガの人たちの心にも希望のともし火をと

もしていくことを願っています。 皆様のピンチも、どうか一転して神のチャンスとなりますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■    おおおお便便便便りりりり・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    ■ 

日本国際飢餓対策機構では、月に一度、以下へお送り下さ

った皆様からの郵送物を、エチオピアへ転送しております。 

その他、住所住所住所住所変更変更変更変更ののののごごごご連絡連絡連絡連絡（転居の際には、必ずお伝え

下さい）、お問い合わせなども、以下の国際協力隊で受け付

けております。どうぞよろしくお願い致します。 

 〒〒〒〒581-0032    八尾市弓削町八尾市弓削町八尾市弓削町八尾市弓削町３３３３－－－－７４７４７４７４－－－－１１１１ 

日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構・・・・国際協力隊国際協力隊国際協力隊国際協力隊     青山亜紀子青山亜紀子青山亜紀子青山亜紀子 

TELTELTELTEL    ////    FAX:FAX:FAX:FAX:    072072072072（（（（999920202020））））2227222722272227    ////    2155215521552155    

■    メールメールメールメール版版版版・・・・月間報告月間報告月間報告月間報告のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    ■ 

 レターとは別に、電子メールでも月間報告をお送りして

おります。ご希望の方は青山（下記）までご連絡下さい。 

 

■    青山亜紀子青山亜紀子青山亜紀子青山亜紀子・・・・エチオピアエチオピアエチオピアエチオピアのののの連絡先連絡先連絡先連絡先    ■ 

メールメールメールメール：：：： aaoyama@fhi.net (日本語日本語日本語日本語でででで送受信送受信送受信送受信できますできますできますできます) 

住所住所住所住所    :  c/o  FHI  Ethiopia 

P.O.Box 4181,    Addis Ababa,    Ethiopia 

††††    覚覚覚覚えてえてえてえて おおおお祈祈祈祈りりりり下下下下さいさいさいさい    †††† 

● FHIのエイズプロジェクトを 先々も続くジジガの人々による「真のプロジェクト」へと 

   つなげるための、与えられた残りの期間の働きが 主の最善へと導かれるように 

● ジジガの孤児たち、大人たち、現地スタッフの安全と あらゆる必要が 守られるように 

● ソマリアとエチオピア（イスラム教徒とキリスト教徒）の関係が  

 武力ではなく 互いを尊重しあう愛によって 一刻も早く解決されるように 

● 高橋ゆかりスタッフと私 および 日本にいる家族の健康が 霊肉とも守られるように 

                                         

当面アジスアベバとジジガを飛行機で往復し、万全な安全確保に努めながらの活動となるため、皆様皆様皆様皆様からからからから

のののの 更更更更なるなるなるなる経済的経済的経済的経済的ごごごご支援支援支援支援をををを 必要必要必要必要としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。（なお、2007 年 1 月以降は、主にエチオピア他地域にて同

様の問題に取り組む見込みです。詳細は次号のレターにてお伝えします。ご理解の程、宜しくお願い致します。） 

エチオピアでの働きを継続し、より多くの実を結んでいくために、経済的に支えて下さる方は、通信欄通信欄通信欄通信欄にににに

「「「「青山指定青山指定青山指定青山指定」」」」とごとごとごとご明記明記明記明記のののの上上上上、以下の郵便口座へお振込願います。なお、ご指定のない場合は、この働きでは

なく、一般献金扱いとなります。ご留意下さい。 

お手持ちの郵便口座からの自動引自動引自動引自動引きききき落落落落としもとしもとしもとしも可能可能可能可能です。ご希望の方は国際協力隊(下左記)までご連絡下さい。 

口座番号口座番号口座番号口座番号：：：： ００１７０００１７０００１７０００１７０－－－－９９９９－－－－６８５９０６８５９０６８５９０６８５９０ （（（（加入者名加入者名加入者名加入者名：：：： 日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構日本国際飢餓対策機構）））） 

 

    働働働働ききききのたのたのたのためめめめ    どうかどうかどうかどうか覚覚覚覚ええええてごてごてごてご支援下支援下支援下支援下さいさいさいさい 


