
 ウガンダ派遣以来、想定外の出来事や状況がたくさんあり、それら

をどのように受け止めつつ皆と調和して働きの一部分を担っていくべ

きか暗中模索の日々だったため、数回レターを書きかけたものの途中

で思い悩んで書き上げられなくなり、発行がこんなに遅くなってしま

いました。申し訳ありません。 

 ウガンダでは、一つのプロジェクト地域に住むのではなく、首都カ

ンパラに住み、国際飢餓対策機構（FH）ウガンダ本部事務所をベース

として、諸プロジェクト支援が終了した後も人々がより良く生きてい

けるためのプログラムの調査・計画・提案・実行、パートナー発掘な

どを担当することになりました。世界里親会のプログラムを良い形で

終わらせられるための方策検討なども含まれているため、主に日本の

里親さんたちが支援しているムコノ地域に比較的多くの時間を割くこ

とがゆるされましたが、複数の言語地域のプロジェクトに関わること

と、ウガンダの公用語は英語のため、語学実習がありませんでした。 

 エチオピアでは、私はプロジェクト現場の駐在スタッフという立場

で、私の意識はいかにも現場スタッフという感じでした。ただ、私は

良くも悪くも現地の人たちの意識に同化してしまって、その場の皆の

感情に飲み込まれて適切な判断ができていなかったかも、と帰国後に

一歩離れて自らを振り返った時に課題が見え、共に生きつつも隣人と

の境界線と適度な距離もきちんと持つ必要があるように思いました。 

 その点、今回のウガンダではプロジェクトで関わる人たちとの境界

線は明確。むしろもっと皆に近づきたい、一緒に過ごす時間を長く取

りたい、と想っても状況が許さず、寂しいことが多くありましたが、

そんな私が現場の様子を知りながら冷静に彼らの最善を熟考検討でき

るため、ウガンダの状況から学ばせていただくために与えられた状況

のようにも感じました。そもそも自分がしたいことをするのではな

く、現地で必要とされていることを成すのが仕事ですし、何よりも現

在目の前にある状況を最大限に生かして、周りから学びながら労して

いこう、と思わされました。 
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ウィンストン・チャーチル卿はウガンダを訪問した際、その人と天然資源の豊かさに感動して 「「「「アフリカのアフリカのアフリカのアフリカの真珠真珠真珠真珠」」」」と称しました。。。。 

「「「「天天天天のののの御国御国御国御国はははは、、、、良良良良いいいい真珠真珠真珠真珠をををを捜捜捜捜しているしているしているしている商人商人商人商人のようなものですのようなものですのようなものですのようなものです。。。。すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい値値値値うちのうちのうちのうちの真珠真珠真珠真珠をををを一一一一つつつつ見見見見つけたつけたつけたつけた者者者者はははは、、、、    

行行行行って って って って 持持持持ちちちち物物物物をををを全部売全部売全部売全部売りりりり払払払払って それをって それをって それをって それを買買買買ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。」。」。」。」    聖書聖書聖書聖書（（（（マタイマタイマタイマタイ13:4513:4513:4513:45～～～～46464646））））よりよりよりより    イエス・キリストのたとえイエス・キリストのたとえイエス・キリストのたとえイエス・キリストのたとえ話話話話    

 皆様、こんにちは。いつもウガンダの状況とこの者を

通しての働きを覚えて祈り支えて下さり、どうもありが

とうございます。    

 2006年2月20日にエチオピアへ派遣されてから約3年半、

2008年7月7日にウガンダへ派遣されてからは1年以上経ちまし

た。ご支援者の皆様、格別にエチオピア派遣以来数々の予期せ

ぬ苦しい局面においても乗り越えられるよう励まし祈り支え

て、ここまで働きを続けさせて下さった敬愛致します皆様方

に、改めて心から感謝申し上げます。 
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ムコノのムコノのムコノのムコノの世界里親会世界里親会世界里親会世界里親会スタッフたちとスタッフたちとスタッフたちとスタッフたちと    

ウガンダのキリストウガンダのキリストウガンダのキリストウガンダのキリスト像像像像（（（（黒人黒人黒人黒人！）！）！）！）    

キリストのすべてが ウガンダキリストのすべてが ウガンダキリストのすべてが ウガンダキリストのすべてが ウガンダ人人人人にとって よりにとって よりにとって よりにとって より    

身近身近身近身近なものになってなものになってなものになってなものになって、、、、そのそのそのその生生生生きざまにもきざまにもきざまにもきざまにも従従従従ってってってって    

いけたらいいないけたらいいないけたらいいないけたらいいな、、、、とととと嬉嬉嬉嬉しくなりましたしくなりましたしくなりましたしくなりました    
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尊敬尊敬尊敬尊敬してやまない ウガンダしてやまない ウガンダしてやまない ウガンダしてやまない ウガンダ人人人人たちたちたちたち    

            ＊＊＊＊    カトちゃんとのカトちゃんとのカトちゃんとのカトちゃんとの再会再会再会再会    ((((里子里子里子里子をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします))))    ＊＊＊＊    
 

 ムコノの村の子どもたちの中には、FH事務所に来て夜遅くまで勉強をしている子たちがいます。家は電気、十分な

スペース、机などがなく、じっくり勉強するのが難しいので、事務所で勉強しているのです。その中でも特に熱心に勉

強している男の子の名前は「カト」。日本の里親さんに支えられ、学校に行き続けている里子の一人です。 

 実はカトちゃんと私の出会いは、エチオピアからヘルプで来た2006年夏のウガンダワークキャンプ。名前が日本人

みたいなのと彼の楽しいキャラクターで、カトちゃんは日本人キャンパーの間でも一躍人気者。一番印象に残った子で

した。ウガンダ駐在になってムコノに来て早い時期にカトちゃんを見つけ「お～、カトちゃんじゃない！」と声をかけまし

た。彼は私が自分の名前を覚えていることに驚いていましたが、彼は彼で私に「エチオピアで働いているんだよね？

どうしたの？」と尋ねてきて、そこまでちゃんと覚えている彼の記憶力に私の方がよっぽど驚いてしまいました。 

 彼の将来の夢はパイロット。「パイロットになったら日本にも行くよ。」と世界地図を広げて楽しそうに、一生懸命英

語で話しかけてきます。私もたいていの子には現地のガンダ語で話せるよう努力するのですが、彼に対しては、彼が

パイロットになって世界にはばたけるように、あえて英語で話すことにしました。単語が思い出せなくて口ごもったりし

ている時も、さっさと教えてしまったりせず、彼が思い出せるまである程度待ってみたり。私をウキウキさせてくれるカ

トちゃんも今は中学生。あの実力ならいつか皆さんも、ウガンダ以外のどこかで彼に会えるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      右から2番目が2006年夏のカトちゃん  一番左が2008年秋のカトちゃん 当時の小学校の制服はピンク 

知識を得て欲しいと願って、自費で遠くまで学

びに行き、識字だけでなく、貯蓄、家計管理、

衛生・疾病予防管理、栄養、有機農法と堆肥の

作り方、家族計画など、多岐の分野にわたる教

育を展開したのです。そしてこの教育を受けた

村人の中から今度はモレックスに続いて村人た

ちを教える人も起こされました。地域の人から

人へ、識字を含む実用知識が今も広がっていま

す。この方法は「機能的成人教育」と呼ばれ、

周りからも高く評価されて、ウガンダ政府や他

国が模倣しているそうです。 

 資金がなくてもあきらめず、かえってモレッ

クスのような報酬を求めずに人々を愛して時間

も財も力も注ぎだす神の人を発掘したモーゼス

も、働きが新たなボランティア

に引きつがれているのもまた素

晴らしく、彼らを尊敬してやみ

ません。外部資金のみに依存せ

ず「人」を財産として地域の問

題の根本解決へ向かっていく彼

ら の 姿 に、私 も 大 い に 励 ま さ

れ、希望を見ました。やはり資

本はお金以上に現地の人だ、と

彼らの素晴らしい生き 

ざまから学んでいます。 

 モレックスは、東部のムバレという地域の

FHウガンダ世界里親会プログラムスタッフ。

ムコノが大変だった時期にはムコノに数か月間

助けに来て、働きを支えてくれていました。彼

女はさりげない気遣いと篤い信仰の持ち主で、

一緒にいてとても心地よい人。ところで、私が

プロジェクトアプローチ検討のためにいろいろ

調べていると、思いがけない形でかつての彼女

の姿が浮かび上がってきました。 

 5年前、ムバレ世界里親会責任者のモーゼス

は、子どもたちとその家族に関わる中で、読み

書きのできない大人たちに気付きました。「大

人も文字が読めるようになってほしい。せめて

聖書を読めるようになれば、み言葉から励まさ

れるだろうし、指針を得て、全人的に成長して

いけるんじゃないか」と想ったものの、その支

援の資金はない・・・そこで彼は、知性と品性

において優れてかつボランティアで地域の大人

たちの識字教育をしてくれる人を捜し求めて、

地域の教会をいくつか回りました。すると、あ

る教会の牧師から、当時成人教育を学んだ後に

学校の先生をしていたモレックスを紹介された

のです。彼女は地域の人たちのための識字教育

ボランティアを喜んで引き受けました。それだ

けでなく彼女は、皆がより実践に即した必要な
 ボランティア ボランティア ボランティア ボランティア時代時代時代時代のののの熱意熱意熱意熱意とととと能力能力能力能力をををを

見込見込見込見込まれてまれてまれてまれて、、、、今今今今ははははFHFHFHFHスタッフとスタッフとスタッフとスタッフと

なったモレックスなったモレックスなったモレックスなったモレックス    
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 ムコノの世界里親会のプログラムは2012年末

に終わる予定で、終了後も益をもたらし続けら

れるような支援の今後の展開を模索し、私もそ

のプロセスに共に関わってきました。地域の人

たちは、自分たちで未来を切り開いていけるよ

うにと、特に収入向上の必要に焦点をあててお

り、今はその取り組み方をより具体的に検討し

ている大切な時期です。ムコノ地域の必要・課

題はまだ多くありますが、彼らの素晴らしい能

力と可能性をよりよく引き出せる支援となるよ

う願っています。ミソンバ地域の小学校では教

室数が足りず、外で勉強している子たちがいま

すが、この8月中～下旬に日本からワークキャン

プチームが来て、

ミソンバの人たち

と一緒に、教室建

設ワークをしま

す。協力しあい、

良き交わりが持て

て、励ましを受け

る時となるよう期

待しています。  

 世界里親会のプログラムには「どんなに多く

の課題が地域に残っていても、同じ地域では原

則10年間までしか支援しない」というFH全体の

ルールがあります。それは、人々の必要に応え

るために確かにお金は大きな要素となる他方

で、甘えと外部資金への依存を産んで、本来の

現地の人たちの素晴らしい能力と可能性をつぶ

しかねないからです。そこで敢えて厳しい期限

を設けて、また別の必要ある地域の支援へ移る

と決めているのです。頭では理解していながら

も、実際は現地の必要を前に葛藤することが多

くあります。ムバレの人たちの姿に感動しなが

ら「私が同じ状況に立たされたらここまで皆の

ために尽くし続けられるだろうか。希望を持っ

て道を切り開き続けられるだろうか」と時々考

え込みます。でもそのような素晴らしい人たち

は確かに存在していて、更に他の人たちにも良

い連鎖を与えているのです。だからこそ「私た

ちが彼らを助けて地域を変えよう」というより

は「地域の人たちを中心に地域が変わっていく

ために、からだ全体の一部として共に生き、彼

らから学びつつ仕えよう」という考え方にまず

留まり続けたいです。 

素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい能力能力能力能力とととと可能性可能性可能性可能性を つぶさないためにを つぶさないためにを つぶさないためにを つぶさないために    

 派遣に係る重大事項ですのでできる限り早く

皆様にお伝えする必要を覚えながらも、その後

病状異変と重なる不調のためレターを書けず、

ご報告が遅くなりましたこと、またこのような

事情で本来より早い帰国となってしまいました

ことを、心からお詫び申し上げます。（今回

は、以前既に準備してあった記事と合わせて、

一つのレターにまとめてお送り致しました。） 

 この後もう少し治療休養をさせて頂いてか

ら、徐々に諸支援教会を中心にご報告に伺う準

備と、今後の働きにつなげるための団体内での

まとめを進めて参ります。ウガンダからは帰っ

てきましたが、海外スタッフとしての働きは3月

末頃まで続ける見込みです（終了時期は体調に

よって変わる可能性があります）。日本での報

告を含む今後へつなげる働きも、むしろ自己満

足に終わらせずに、世界の必要ある人々に今後

もより良い益をもたらし続けるために不可欠な

ものです。この時期の必要のためにも、皆様か

らのお支えが大切です。働きの最後まで共に重

荷を担い、労し続けて下さいましたら、大変感

謝です。 
 

＊なお、母は感謝なことに、当初の状況からすると奇跡的

に回復しております。脊髄損傷による両手腕の痺れ、痛み

と機能の制限が残っていますが、脳と下半身の機能は全く

問題なく、7月13日に退院し、家で生活を再開しました。 

 今年4月、日本にいる私の母が階段から落ち、

高度救命救急センターの集中治療病棟（ICU）に

運ばれました。幸い仕事が落ち着いている時

だったため、4月下旬に約2週間の休暇をいただ

いて一時帰国してきました。私は予定通りの日

程でウガンダに戻るつもりでしたが、FHウガン

ダの責任者の方が当時まだICUにいて展望が見え

なかった母の状態を知って、特別に休暇を延長

させて下さいました。 

 日本にいる間、母を見舞いつつ、私自身も診

察を受けました。実は数か月前からかなり体調

が悪く、一時帰国の可能性も祈ったのですが、

夏に責務の重い仕事もあったため、もし帰国し

て夏までにウガンダに戻ってこれなくなった場

合の影響・迷惑の大きさを考慮して帰国を断念

し、ウガンダに踏みとどまってなんとか乗り越

えられるよう願っていました。 

 それらの経緯を考えると、母の事故にショッ

クを受けつつも、他方で神様が明確に一時帰国

を導かれた、だから母も家族も私自身も大丈夫

だ、という平安がありました。 

 その後、残念ですが、医師の助言を経て、日

本国際飢餓対策機構（JIFH）として、私の健康

状態を考慮し、海外派遣を終えることが決まり

ました。そのため、私はウガンダへいったん

戻った後、7月1日に日本へ本帰国致しました。 

ごごごご報告報告報告報告    

外外外外でででで学学学学んでいるミソンバのんでいるミソンバのんでいるミソンバのんでいるミソンバの小学生小学生小学生小学生たちたちたちたち    
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「わたしは植え、アポロは水を注いだ。「わたしは植え、アポロは水を注いだ。「わたしは植え、アポロは水を注いだ。「わたしは植え、アポロは水を注いだ。    しかし、成長させてくださったのは神です。しかし、成長させてくださったのは神です。しかし、成長させてくださったのは神です。しかし、成長させてくださったのは神です。    ですから、大切なのは、ですから、大切なのは、ですから、大切なのは、ですから、大切なのは、    

植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」        （（（（I I I I コリント３：６～７コリント３：６～７コリント３：６～７コリント３：６～７    新共同訳）新共同訳）新共同訳）新共同訳）    
 

使徒パウロによるこの聖書のみ言葉は、エチオピアでもウガンダでももっと現地で働きたいと願いながらもそ

れが叶わなかった私に、2つの示唆を与えてくれます。 第一に、私が植えて水を注ぐ、といったすべての働き

を担わなくても、一部分を担うことも（水一滴ほど分かもしれませんが）益だということ。 第二に、大切なのは

それらに関わった私たち人間ではなく、それらを通して人々を成長させて下さる神ご自身なのだということ。 

ですから私は、帰国してきた今も、エチオピアとウガンダの人たちの今後の展開に、神にある希望を抱いてい

ます。 皆様が日々関わっておられる働き、また生活の上にも、大いなる希望がありますように。 

■    おおおお詫詫詫詫びびびび    ■ 
以下、謹んでお詫び申し上げます。 

    

     ＊＊＊＊前号前号前号前号レターレターレターレター（（（（6号号号号））））コラムコラムコラムコラム欄記事欄記事欄記事欄記事    
ウガンダ到着間もない頃記した前号コラム欄にて、ウガン

ダのお米を「ぱさぱさして細長い」と書きましたが、ウガ

ンダ産でふっくらもっちりしたお米がありました。 

 

     ＊＊＊＊メールメールメールメール版月間報告版月間報告版月間報告版月間報告 
母の事故以降、最初に本レターを通して支援者の皆様に状

況を報告する必要があったため、一部の支援者にしか届か

ないメール版月間報告送信を控えておりました。今後、

メール版は使わず、紙面レターのみの報告となります。 

■    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）、

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせは、以下国際協力隊へお願い致します。   

 

 〒〒〒〒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    

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

 

■    連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（青山宛青山宛青山宛青山宛））））    ■ 
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: aaoyama@jifh.org  

 手紙などの送付物は、上記国際協力隊気付青山宛上記国際協力隊気付青山宛上記国際協力隊気付青山宛上記国際協力隊気付青山宛へ 

 お願い致します。 

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    †††† 

†††† ムコノの世界里親会終了へ向けた支援が 地域の人たちの素晴らしい能力と可能性が引き出さ

れる最善の形へと 導かれますように 
 

†††† 母の手腕の癒し、生活の守り支えと、私の治療の導き、癒しのため 
 

†††† 回復後の残りの日本での働き方が ウガンダと あらゆる国々における 全人的な豊かさに 

つながるよう 適切な形へと 導かれますように 
 

†††† 3月ウガンダから帰国した朝夷佳光スタッフ、6月エチオピアから帰国した高橋ゆかりスタッフの 

残る日本でのお働きと、今後の歩みの祝福・導きのため 

4    
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