
 ウガンダ派遣前の準備期間中、状況がゆるす範囲で働きを

祈り支えて下さっている皆様にお会いし、また公式に以下23

教会25集会を訪問して、これまでのエチオピアや今後のウガ

ンダでの働きの話をさせていただきました。訪問を快く受け

入れて下さった諸教会の皆様や、今回お会いできなかった

方々も、本当に多くの方がいつも祈り支えて、心を砕いて下

さっているからこそ、私もこうしてまたウガンダへ向かうこ

とがゆるされました。働きのパートナーであり支え手である

皆様に、改めて心から感謝申し上げます。  

    

 3 3 3 3月月月月 2日（日）浦和シオンチャペル、9日（日）土気あすみが丘教

会、16日（日）石神井福音教会、30日（日）目黒教会 

 4 4 4 4月月月月 6日（日）久遠キリスト教会、10日（木）横浜上野町教会、

13日（日）招待キリスト教会・同教会八雲ジジガチャペル、16日

（水）久里浜キリスト教会、20日（日） 白百合聖書教会、23日

（水）茨木聖書教会、25日（金）蛍池聖書教会、27日（日） 萩園

キリスト教会 

 5 5 5 5月月月月 1日（木）横須賀中央教会、4日（日）上大岡聖書教会、8日

（木）茅ヶ崎同盟教会、11日（日）追浜聖書教会、11日（日）・

14日（水）馬堀聖書教会、18日（日）湘南グレースチャペル、22

日（木）志賀キリスト教会、25日（日）青葉キリスト教会、28日

（水）三浦聖書教会 

 6 6 6 6月月月月 8日（日）東京聖光キリスト教会、22日（日）石神井教会  

 

 ところで、レターの名前ですが･･･私は、この地上すべてが天の御

国のように 誰もが喜びあふれて 幸せに生きられる世界になるため、

このような働きをしています。そこで、アフリカの真珠・ウガンダで

素晴らしい値打ちの真珠を捜し、その美しさを引き出していきたい、

という願いを込めて、「最上の真珠を捜して」と名付けてみました。 

これからもご一緒に、素晴らしい世界を築き上げる働きに加

わり続けて下さいましたら、大変感謝です。 
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 皆様こんにちは。日々の温かい祈りとご支援を心から

感謝致します。おかげさまで、7月7日にウガンダへ向

けて日本を発つことができました。途中エチオピア航空

が飛ばずにタイで一泊、というハプニングもありました

が、7月9日に予定より24時間遅れて無事ウガンダに到

着しました。当面首都カンパラにある国際飢餓対策機構

（FH)ウガンダの本部事務所で働き、出張ベースで地方

の現場をいくつか訪れながら、追々現地の必要に見合う

働きを定めていくことになりました。感謝なことに、事

務所から歩ける治安の良いところにアパートが与えら

れ、30km先のムコノに日本人仲間の朝夷スタッフもい

て、恵まれた環境で元気に働きと生活を始めています。  
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足元確認足元確認足元確認足元確認、、、、OK?OK?OK?OK?    

 ところで、事務所でのスタッフ同士の会話

を通して、「褒められること」について続けて

考えさせられることがありました。受付のウ

ガンダ人スタッフゴルダは、私のスタイルや

ファッションが好みなのか、よく「素敵よ」

と褒めてくれます。ある日私が「いやぁ、チ

ビなだけよ」と返したところ、「そんなこと

言っちゃだめ。あなたは神のかたちにつくら

れた素晴らしい存在なのよ」と戒められまし 

 た。確かにその通りです。私 

 は、神さまの手で、神さまの 

 かたちに似せてつくられた。 

 このような謙遜に見える言葉 

 は、実は自分を貶めるもので  

 もあり、私を尊く創ってくれ 

 た神さまに対して失礼なこと 

 でもあるなぁ、と気付き、そ 

 れからは、褒められたら素直  

 に受け取り、「ありがとう！   

 あなたも素敵よ」と褒め返せ 

  るようになってきました。 

 また、カントリーディレクターのブレンネ

ンさんと直接やり取りをする仕事がいくつか

あるのですが、その進捗報告のたびに「アキ

コ、よくやった！」と褒めてくれるのです。

褒められればうれしいし、心励まされてやる

気が出ます。そして何より、この言葉を聞く

と私の頭にある聖書の箇所が浮かぶのです。

それは、タラントという巨額を主人がしもべ

たちに預ける、イエスさまのたとえ話。預

かったタラントを使って儲けたしもべたち

に、主人が「よくやった。良い忠実なしもべ

だ。あなたは、わずかな物に忠実だったから、

私はあなたにたくさんの物を任せよう。主人の

喜びをともに喜んでくれ。」と言うのです。（マ

タイ25：21,23）私がこの話で特に好きなの

は、しもべたちが預かったタラントの金額も儲

けた金額も異なるのに、主人はどの人にも同じ

言葉で褒めていることです。大切なのは、自分

に委ねられた分を忠実に活用していくこと。ブ

レンネンさんの「よくやった！」を聞くたび、

イエスさまが、与えられたわずかな力を用いる

私に「よくやった！」と言ってくれている気が

して、なんだか泣きたくなるほど うれしくなる

のです。 

 

 この事務所では、内輪のスタッフ同士の会話

にも素敵な価値観があふれています。だからこ

そ私たちは、外で関わる人たちにも、同じよう

に良い関係を築き、本当に必要な助け方をして

共に生きていけるのだろう。と、まず自ら立つ

足元を確認させていただいています。 

 ウガンダで、最初にびっくりしたこと。

国際飢餓対策機構（以下FH）エチオピアで

はスタッフはほとんど現地人で、特にジジ

ガでは私以外7人ともエチオピア人という環

境で働いていたのですが、FHウガンダに

は、やたら「ガイジン」がたくさんいる気

がするのです。 

 本当はFHウガンダのスタッフは全部で

120人で、その内110人がウガンダ人なの

だそうで、割合で考えればほとんどが現地

人です。ところが、本部事務所ではまず、

カントリーディレクターがカナダとケニア

両方の国籍を持ってます。（血はカナダ人で

すが、ケニア生活が長いそうです。）私の直

属の上司と他にも2人がアメリカ人。会計責

任者は韓国人、エイズ担当者はエチオピア

人。地方のスタッフでも、北部パデル地方

の責任者は、実はFHエチオピアでとっても

お世話になった元同僚のエチオピア人。（先

日彼がカンパラに戻ってきた際には家へ招

かれ、おいしいインジェラとコーヒーをご

ちそうになりました！）そして、キトゥグ

ムでトラウマからの回復に関わっているの

は、ケニアで宣教師として27年間働いてき

たアメリカ人（「もうアメリカ人の考え方は

理解できない」のだそうです）。そしてムコ

ノで働く朝夷スタッフと私が日本人。確か

にガイジンは10人だけですが、私はこの全

員と、各々密接な接点があるのです。 

 ウガンダに来て、ゆっくり文化に慣れる

などという暇もなく与えられた仕事の厳し

いスケジュールに「ここは欧米？！」と驚

き、正直な気もち「私はウガンダに来たの

に…」と思いました。でも、その後ゆっく

り自分を振り返る中で、私の考え方のおか

しい点に気づきました。いくつもの国の協

力があってこそ、実際に人々に関われてい

る。だから、少しずついろんな国の人がこ

こにいる。もし私が、ウガンダ人のために

は自分の国籍や考え方に固執しないでウガ

ンダに適応しよう、と最善の努力をするの

に、それ以外の国の人と接する時には自分

を柔らかくしてわかり合う努力をしないな

ら、それは矛盾した二重基準の生き方では

ないか、と。 

 

 

 最初に自分のあるべき姿勢を確認できた

おかげで、多国籍な本部事務所での仕事に

も徐々に慣れ、親切なみんなに助けられ

て、楽しく平安にウガンダでの日々を過ご

せています。（現地語も覚え始めました！） 

受付受付受付受付のゴルダのゴルダのゴルダのゴルダ    
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ています。彼らの語る実体験を通して、ウガン

ダの貧困・エイズ・内戦がもたらす過酷な状況

を具体的に知ることができます。でも、この子

たちはむしろ、神の愛を知って自分の人生がど

んな風に変わったのか、絶望の淵からどんな勇

気・自信・希望へと向かっているのかを話して、

「あなたもかけがえのない存在。神さまはあな

たにも愛の計画をもっているよ」と希望のメッ

セージを伝えに来ているのです。 

 この子たちを支えなきゃ、と思った方も多い

でしょう。でも実際はむしろ日本人が励まされ

た部分の方が大きかったのかもしれません。ア

ンケートを集計して目についた言葉は「がん

ばって」ではなく「ありがと

う」でした。ある方が彼らの

歌った曲の名前“I am not 

forgotten.”（私は忘れられ

ていない）を記していたのは

とても印象的でした。 

 別の意味で過酷な日本の競

争社会を生きる方々が、彼ら

の届けたメッセージに力づけ

られ、この同じ希望に触れて

くれたなら、ワトトもきっと

喜ぶことでしょう。 

 ウガンダ派遣前の5月、Watoto（ワトト）と

いうウガンダから子どもたちのクワイアグルー

プが来日し、大阪・和歌山・名古屋・横浜・東

京の各地でコンサートを行いました。私も名古

屋でコンサートのお手伝いをしました。 

 ワトトとは、スワヒリ語で「子どもたち」と

いう意味。ウガンダはエイズなどで両親を失っ

たり過酷な環境を生きる子どもたちがたくさん

います。そんな中、カンパラのある教会がその

ような子どもたちに具体的に関わり始めまし

た。まず子どもたちを引き取り、苦境を生きて

いる大人の女性がその母親役となり、子どもた

ちと共に「家族」として暮らします。そして学

校、病院など必要な施設も備

えたワトト村を新たに形成

し、将来国を支えるリーダー

を育てていくのです。大変興

味深い取り組みで、私は2月

のウガンダ出張時にこの村を

訪れ、今も基本的にこの教会

の礼拝に出席しています。 

 ワトト・チルドレンズ・ク

ワイアはその働きの一環で、

世界各地に出向き、「希望の

コンサート」ツアーを行なっ

ワトトからの メッセージワトトからの メッセージワトトからの メッセージワトトからの メッセージ    
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いいいい」」」」とととと言言言言われていたのですがわれていたのですがわれていたのですがわれていたのですが、、、、ポッショはあるポッショはあるポッショはあるポッショはある日本人日本人日本人日本人いわくいわくいわくいわく「「「「ねりねりねりねり消消消消しゴムみたしゴムみたしゴムみたしゴムみた
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られますられますられますられます。。。。                                                ポッショと豆の煮込み 
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    余談余談余談余談ですがですがですがですが、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋でのワトトコンサートのでのワトトコンサートのでのワトトコンサートのでのワトトコンサートの後後後後、、、、子子子子どもたち・スどもたち・スどもたち・スどもたち・ス

タッフたちとタッフたちとタッフたちとタッフたちと一緒一緒一緒一緒にににに名古屋名古屋名古屋名古屋にあるウガンダにあるウガンダにあるウガンダにあるウガンダ料理屋料理屋料理屋料理屋さんにさんにさんにさんに行行行行きましきましきましきまし

たたたた。。。。そこでそこでそこでそこで結構結構結構結構おいしいおいしいおいしいおいしい黄色黄色黄色黄色いいいい塊塊塊塊があったのでがあったのでがあったのでがあったので「「「「これはこれはこれはこれは何何何何？」？」？」？」とととと聞聞聞聞

いたらいたらいたらいたら「「「「ポッショだよポッショだよポッショだよポッショだよ」」」」とのとのとのとの答答答答ええええ。「。「。「。「ええええ？？？？でもポッショはでもポッショはでもポッショはでもポッショは白白白白いしいしいしいし、、、、味味味味がががが

違違違違うよねうよねうよねうよね？」？」？」？」とととと尋尋尋尋ねるとねるとねるとねると、、、、日本日本日本日本にはメイズがないのでスイートコーにはメイズがないのでスイートコーにはメイズがないのでスイートコーにはメイズがないのでスイートコー

ンンンン（（（（甘甘甘甘くてくてくてくて黄色黄色黄色黄色のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる普通普通普通普通のトウモロコシのトウモロコシのトウモロコシのトウモロコシ））））をををを使使使使っているのだっているのだっているのだっているのだ

そうそうそうそう。「。「。「。「そうかそうかそうかそうか、、、、ポッショがいまいちポッショがいまいちポッショがいまいちポッショがいまいち、、、、とととと思思思思うのはメイズのうのはメイズのうのはメイズのうのはメイズの味味味味がががが日本日本日本日本

人好人好人好人好みじゃないからなのかぁみじゃないからなのかぁみじゃないからなのかぁみじゃないからなのかぁ！」！」！」！」とととと新発見新発見新発見新発見をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

 
ウガンダ料理 in 名古屋 下の三角のはチャパティ。左上の黄色い（マトケみたい）のがスイートコーン製ポッショ 

元気元気元気元気にににに踊踊踊踊りながら りながら りながら りながら 賛美賛美賛美賛美する ワトトのする ワトトのする ワトトのする ワトトの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    



 

このレターは 上大岡聖書教会内『青山亜紀子を支える会』及び 教会の皆様のご協力により 発送しております。 
日本同盟基督教団・上大岡聖書教会 牧師：菊池実 〒234-0052 横浜市港南区笹下7-13-2 TEL: 045(845)4536 

 

      **** 改めて 感謝なことが たくさんでした！改めて 感謝なことが たくさんでした！改めて 感謝なことが たくさんでした！改めて 感謝なことが たくさんでした！    **** 
★ 無事ウガンダに到着しました 

★ スタッフたちに愛され 支えられ 良い関係を築きながら 仕事を始められています 

★ 家が与えられ 生活の基盤が少しずつ整ってきました 

★ 霊肉心身すべてにおいて 健康が守られています 

当たり前のようで当たり前ではない これら一つひとつが 続けて守られることを 切に願いながら、 

皆様にも 日々の必要の満たし、平安と、祝福に満ちた導きが 豊かにありますよう、心からお祈り致します。 

■    ウガンダのウガンダのウガンダのウガンダの連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（おおおお便便便便りはこちらへどうぞりはこちらへどうぞりはこちらへどうぞりはこちらへどうぞ））））    ■ 
    住所住所住所住所：：：： Akiko Aoyama,,,,   c/o FH Uganda 

       P.O.Box 12167 Kampala, Uganda 

  

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス（（（（青山宛青山宛青山宛青山宛）:）:）:）: aaoyama@jifh.org  
 世界中どこでも 日本語で 送受信できます。 

手紙やメールでの 励まし 大歓迎です。 
 

■    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ののの案内案内案内案内     ■ 
レターとは別に、再び電子メールでも月間報告をお送りし

て参ります。ご希望の方は青山（上記）のメールアドレス

宛にご連絡下さい。 

■    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    他他他他    ■ 
  住所変更  住所変更  住所変更  住所変更のののの連絡連絡連絡連絡（引越引越引越引越しのしのしのしの際際際際はははは必必必必ずおずおずおずお伝伝伝伝ええええ下下下下さいさいさいさい）、

お問い合わせは、以下国際協力隊へお願い致します。   

  以下住所、国際協力隊気付で青山宛に送られた郵送物

は、月に一度、ウガンダの私の元へ転送されます。 

 

 〒〒〒〒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 気付国際協力隊 気付国際協力隊 気付国際協力隊 気付    

          TEL/FAX:    072（（（（920））））2227/2155 

 

 

レターレターレターレター編集責任編集責任編集責任編集責任：：：：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 

働きに関わる私自身の必要は、基本的にすべて、皆様からの指定献金によります。 

人々の変革のため人を送り、その必要を支える形で現地の必要に届いていく、という趣旨を

ご理解下さり、経済的支援にて共に労して下さる方は、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、

以下郵便口座へお願い致します。継続して、共にこの重荷を負って下されば、大変感謝です。 

 ご指定のない場合は、私に関する分ではなく、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(下右記)まで

ご連絡下さい。 

郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替：：：：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 

     人 人 人 人づくりのため づくりのため づくりのため づくりのため 経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも ごごごご支援下支援下支援下支援下さいさいさいさい  

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

†††† ウガンダの人々が 全人的に豊かに生き、日々の必要に満たされ 自活の将来を築いていくため

良き 人づくりの働きが 導かれますように 

†††† スタッフ同士も引き続き、良い関係を築き、違いを尊びながら一つとなって 働けますように 

†††† 私の働きの あらゆる必要が 整えられますように。（無事労働許可が取れますように。 

霊肉心身すべてにおける健康の支え。特に 秋の雨期も マラリアから守られるように）  

†††† 同僚の朝夷佳光スタッフ、また日本にいる私の家族の全人的健康が守られ、日々の生活

すべてが 豊かに主に導かれますように。ジジガの人たちの生活の継続的な守り導きのため 
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