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ラックの夕べ
 ＲＡＣＫ会長　河野　太通

皆さんこんばんは。
社会活動が要請されることが今日程
切実な時代はなかったのではないかと
思います。
しかし、自死する人が年間 2万人に
も及び心を病んで、会社に行けない
人、登校出来ない子供達、ここに対す
る宗教的な活動が十分行われていませ
ん。大変不十分なことだと思うんです
ね。しかしながら仏教は慈悲を重要な
事柄として捉えております。にも関わ
らず、その慈悲をどのように日常生活
で実践していくかということを教団、
また仏教学は十分に説いておりませ
ん。これが現代日本仏教教団の致命的
な欠陥であると、先年お亡くなりにな
りましたが、あの中村元先生が、なん
と20年前の「慈悲の精神」という論文
でこういったことを仰っているんで
す。そのことを20年もたった今日にし
て、その事を痛切に感じるのです。
今日やっと数大学が臨床宗教師、臨
床仏教師というものを育てる動きが
やっと出てまいりました。死期を間近
に控えた方、また心を病んで悶々とし
ておる方に接して、その悩みを聞かせ
ていただき、その方の悩みを、共に感
じ、悩み、相対していく、そうするこ
とによって、切実な悩みが幾らかでも
軽くなるという現実があります。そう
いった人々に幾らかでもお慰めになる
ような対応を、ベッドにはべる＝臨
床、こういう活動をし、そういうこと
を専門に現代の臨床心理学の、科学的

な成果というものを学んで、そういっ
たことを心がけた坊さんを輩出してい
こう。
こういったことはすでにキリスト教
ではチャプレンという仕事をなさる方
が常時病院で活動しております。そう
いった方が日本でもあるんですけれど
も、日本では大抵そういった心を病み
死期を間近に控えている方っていうの
は仏教徒です。その仏教徒に対して坊
さんがどうして側に行けないのか。行
こうとしても病院が拒否する。
だから私もお知り合いの方が入院し
て見舞に出かけるのに、この衣を脱い
で作務着になるか普通の着物姿になっ
て行かなければならない。患者の方は
喜んでくださいますが、衣を着ていく
と病院が嫌うんですよね。
そもそも枕経というのは、今日では、
お亡くなりになってからご遺族から電
話でお知らせがあって、すぐ駆けつけ
るというようなことが枕経になってお
りますが、本来の枕経というのは明日
か明後日かっていう時にお会いして仏
の教えを説く、お経をあげるのが枕経
だったのです。中村元先生が『仏教は
慈悲を説く。慈悲を説きながら、残念
ながらその慈悲を日常生活の特に命燃
え尽きんとする方々に、どうその慈悲
を実行するかということを教団も仏教
団も具体的なあり方を問うてこなかっ
た。これが日本仏教界の致命的な欠陥
である』と、こういうことを仰言った。
私自身が今頃思っている事を中村先生

会長のページ
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は20年も前に仰っていたんですね。
今日、教団の方もお医者さんの方も
目覚めた方はそういう対応をして、坊
さんを呼んでくださる病院も段々と増
えつつある。そして、日常的にそういっ
たことが行われるためには坊さんの方
にもそういった心得がなければ。本
来、坊さんというのはそういう心がけ
を持っている人のはずでありますが。
現代では臨床心理学というものが発
達しております。その科学的な成果を
学んで、心悩める人、死期が近づいた
人に接する。私は管長時代に花園大学
でその取り組みをやってほしいという
ことを理事会に要望したことがあるの
ですが、幸いにその方向に動いても
らっています。このラックもそういっ
たことを心得て皆さんのお力で物質的
に精神的に寄り添っていこうと考えて
いる団体であります。

ご報告になりますが、一昨年 1月バ
ングラディシュのＲＡＣＫが支援して
おりますマハムニ孤児院を訪問する計
画、今日そこにおいでになる後藤住職
ともご一緒する計画をしておりまし
た。ところが、ご存知の通りイスラム
国というところで日本の方が二人拉致
され、殺害されました。今後日本人を
ターゲットにするという事を言って
おった。
バングラディシュはイスラム教国で
す、人口約 2億人、この内の約10％の約
20万人が仏教徒です。イスラム教徒ば
かりのところに、わずかばかりの仏教
徒がおられるのですが、この仏教徒は
貧しい。学術的に究明したわけではあ
りませんが、この仏教徒はお釈迦様当
時の教団の仏教徒が続いておるのだと

思うのです。今インド本国の仏教徒た
ちはネオブッディスト。ヒンズー教あ
るいはイスラム教徒の方が戦後インド
が独立して後、アンベードカル博士、
元ヒンズー教徒であられた方がネール
首相下の法務大臣をなされ、インドの
新憲法を草案し新インドの憲法が出来
上がった。この新憲法ではカースト制
度の廃止が明文化されていて、博士自
身、10万人とか20万人とか30万人とか
大変な数のヒンズー教徒の人たちと一
緒に仏教徒に改宗なさった。その改宗
活動というものが広まりまして今日で
は仏教徒が約 1億人おられると言わ
れ、その仏教徒たちをネオブッディス
トと我々は呼んでおったのですが、彼
らはネオブッディストと呼んでくれる
なと、私たちはインド仏教徒なんだと
おっしゃるんですね。ところがバング
ラディシュ仏教徒はヒンズーからイス
ラムから改宗した人たちではないんで
す。自分たちは昔からの仏教徒だと
言っています。お釈迦様当時の仏教
教団の教徒は今から約200年ほど前に
ナーランダ大寺がイスラム教徒によっ
て破壊されて、坊さんたちは追放され
ます。それによって歴史的にインドの
仏教教団は消滅した。200年前にです
ね。それがバングラディシュというの
は昔の天竺の一番東端の天竺です。
そのイスラム教徒の国の中に20万人
程の仏教徒がおるということですね。
この仏教徒たちは大変貧しいです。貧
しいから改宗を迫られなくって仏教徒
のまま残ったということだろうと私は
思っているのですが、このマハムニ孤
児医院には孤児が300人ばかりおりま
して、大変貧しい生活の中で頑張って
生活しています。仏教徒として、前の

会長のページ
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責任者渡辺天城上人さんの指導で南無
妙法蓮華経を称えます。衆生無辺誓願
度という四弘誓願文も称えます。こう
いう仏教徒の子どもたちの支援に行く
つもりでいたのですけれども、昨年 1
月例のイスラム国に拉致されておりま
した日本人二人が殺害されました。危
険だから来るなって言われたのがこの
正月なんです。一昨年はお正月に行く
つもりだったのですけれど、国政選挙
がありまして、国政選挙があると社会
が非常に乱れる。だから危ないから来
るなってことで一昨年はやめて、一年
経ってもう収まっただろうから行きま
しょうと思っていたら日本人がイスラ
ム国で二人殺害されて、更に日本人を
ターゲットにするということで、もう
少し延期しようということになった。
実は今日出席してもらっていますボ
ディー君が、岡山の曹源寺で修行を長
くしてくれた男なんですけれど、この
人がインドで禅堂を建てて、インドの
人々を仏教徒として迎え入れて、盛ん

にあちらで活動をしてくれておりま
す。インドの中央にナグプールという
町がある。中央デカン高原の入り口で
す。そのデカン高原の真ん中へんにア
ディラバードという街がありまして、
ここで彼は大活躍して多くのヒンズー
教徒を仏教徒に改宗して、特に勉強も
できずに食べ物もあんまり無しに過ご
している子どもたちに勉強させてやり
たいと思っております。その話を聞か
せてもらって、その子どもたちに勉強
ができるように宿泊の施設を作り、そ
の施設で勉強もできるようなことが出
来ないかとボディー君から相談を受
け、皆様方にご支援をお願いすること
になると思います。インドのこの地方
は本当に貧しいです。将来のある子ど
もたちが、幾らかでも教育を受けるこ
とが、人間が文化的な生活をしていく
上での基礎だと思います。そういう支
援が我々にできればいいなと思ってお
ることであります。

会長のページ

ラオスのさくら公園への協力（表紙写真）
 鈴　木　晧　弌

　去る11月25日～12月 1 日に河野会長老大師一行 5名がラオスを訪問し、
ＲＡＣＫがＮＰＯ法人ＡＤＤＰを通して桜の苗木を寄贈している北部のフォアバ
ン県のさくら公園を訪問し、植樹された桜の生育状況を視察した。
　同行した奥田氏はＡＤＤＰから依頼されてこの植樹事業を担当しており、現地
の方たちを指導し、植樹とその後の管理運営を指導している。苗木も大きくなり、
花芽もついている木もあり、来年は多く咲くだろうと期待される。これは2015年
が両国国交樹立60年を迎えた交流行事として政府主管で行われており、奥田氏が
委託されているもの。
　ＡＤＤＰは元郵政大臣の八代英太氏が推進されるラオスの障害者の自立を実行
するスポーツ支援、クッキー製造・販売、美容院の開業も手掛けるなどの草の根
活動を夫人とともにやっておられる。
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 佐　野　泰　典

日　本

南太平洋友好協会
山田無文老師基金を使用する花園大学での
臨床仏教師養成のための寄付講座開設にあたり

11月15日に臨時総会が開かれ、山田
無文老師基金による花園大学での臨床
仏教師養成寄付講座開設のための資金
提供をすることが承認されました。
現代社会では、少子高齢化社会が著
しく進み、老苦・病苦に生き悩み、又
社会構造の個人化が進み孤独の闇に苦
しむ人々が増加しております。自死者
の数も年間公表されている数字だけで
年間三万人もの人が自ら命を絶ってお
られます。このような生き悩む人々を
救うのは、もはや病院や公的機関、老
人介護施設だけでは、行き届かないの
が実状で、とりわけ、心・精神の対症（ス
ピリチュアルケア・いのちのケア）は
ＷＨＯ（世界保健機構）の健康の定義
でも定められましたが、日本に於いて
はその担い手が少ないのが実情です。
かつては、このような根本苦の悩み、
又日常生活の悩みや智恵を求めて寺院
や僧侶を頼られました。山田無文老師
の御生涯は、生き悩む人々に向き合い
寄り添っていく衆生済度に徹せられた
ことは周知のことであり、ご自身が結
核の死の淵を彷徨された青年期の経験
もおありだったと存じます。このよう
な無文老師のお心に沿う基金の有効な
使途ということで、このようなことが
出来うる人材（僧侶・宗教者）の育成

を目的として、花園大学にて「臨床仏
教師養成寄付講座」開設の準備が始め
られることとなりました。
2017年度秋からの開講を目指してお
ります。
会員の皆様で受講希望される方は事
務局までご連絡下さい。

ミャンマーの僧院訪問時の無文老師
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 野　田　峰　照

スリランカRACKハウス修繕報告

スリランカ

昨年よりスリランカのＲＡＣＫハウ
スの修繕募金をお願いしておりました
所、多くの皆様よりあたたかいご支援
と御協力をいただき誠に有り難うござ
いました。お陰をもちましてスリラ
ンカのワジーラ・スリ・チルドレン
ホームには予定通り修繕費用として
120万円を援助させていただきました。
ＲＡＣＫハウスは修繕工事を始めてお
り、その様子を写真にてご報告させて
いただきます。窓枠を新調し、外壁を
塗り換え、配線の工事など不備のある
箇所を直し、子ども達が安心して生活
できる環境が整えられています。
ＲＡＣＫハウスは、スリランカのワ
ジーラ・スリ・チルドレンホーム内に、
ＲＡＣＫが25年前に建築支援をした宿
舎兼教室棟です。ワジーラ・スリ・チ
ルドレンホームではスリランカ国内で
の紛争で取り残された身寄りのない子
ども達を世話していました。そこでは
既存する住居だけでは入りきらないほ
ど戦争孤児は大勢いました。そして紛
争が落ち着いたころに、宿舎の拡大や

子供たちの教育に注力することとなり
ＲＡＣＫはその宿舎兼教室を建てるた
めに支援金を出し、ＲＡＣＫハウスが
建てられたといういきさつがあります。
長年の経過によって老朽化した箇所を
直すのは建てた側の務めでありますか
ら、この度皆様の支援を以てＲＡＣＫ
ハウスの修繕費が援助できましたこと
はＲＡＣＫが責任を持って支援活動が
出来ている証となります。会員皆様に
は改めて御礼を申し上げます。
そして、そのＲＡＣＫの活動意義が
果たせたことより大きな意味があった
のは、やはりＲＡＣＫハウスの修繕に
よってワジーラ・スリ・チルドレンホー
ムに住む子供たちの未来です。支援を
受けた子供たちが成長したときに必ず
自分が受けた恩を世の中に還元してく
れるはずです。私たちの活動は微力か
もしれませんが、ワジーラ・スリ・チ
ルドレンホームの子供たちには大きく
飛躍する力があるはずですので、皆様
には今後ともご支援を宜しくお願い申
し上げます。
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カンボジア

 カンボジア担当　佐　竹　大　耕
 鈴　木　晧　弌

始まりはカンボジアから

ポルポト政権の崩壊後、内戦を逃れ
て国外の難民キャンプに暮らす人々を
支援することから、ＲＡＣＫの活動は
始まりました。
カンボジアの人々の文化、教育の支
援、自立を目指して活動を続けてきま
した。自分たちの文化に誇りを持ち、
自分たちの力で国を支えていく、その
ためのささやかなお手伝いになれたら
と願っています。
昨年度からはＳＶＡ「公立幼稚園に
おける幼児教育の質の改善事業」の支
援をはじめました。遊具や教材の作り
方、授業の進め方、設備の改善など、
幼稚園の先生たちと一緒に、その教育
の内容を見直し、改善していこうとい
う事業です。
来年 2月には、スタディーツアーを
計画しています。活動の様子を確認し
ながら、現地の空気に触れて、見聞を
広げたいと思っています。ふるってご
参加ください。

カンボジアの子供たち

裁縫学校開校式にて

読み聞かせの子供たちと一緒に
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ＲＡＣＫのカンボジア支援活動

1980年　太通老大師カオイダン・キャンプ慰問
1981年　無文老大師カオイダン・キャンプ慰問
1983年　カオイダン・キャンプ慰問　　
1985年　ＲＡＣＫ設立　カオイダン・キャンプ慰問
　　　　 クメール語タイプライター、クメール語辞書等寄贈
1986年　 4 ＷＤトラック、クメール日対訳仏教童話100セット寄贈
1991年　ワット・ウナロム援助
1992年　寺院再建援助
1996年　クメール語大蔵経復刻事業協力
　　　　支援先現地調査　太通老大師他
　　　　裁縫学校設立協力　プノンペン市内
　　　　水害救援資金援助
1997年　裁縫学校開校式　スタディーツアー
1998年　フンセン第 2首相より裁縫学校建設に対し「国家建設功労賞」受章
　｜　　裁縫学校運営支援
2000年　スタディーツアー
2001年　裁縫学校運営支援終了
2005年　子供図書館活動支援　スタディーツアー
　｜　　 子供図書館活動支援　プノンペン郊外アンロンクガン地区
2008年　 子供図書館活動支援　三木真冴氏を 1年間派遣　スタディーツアー
　｜　　子供図書館活動支援
2012年　 子供図書館活動支援　三木真冴氏を現地調査に派遣
　｜　　子供図書館活動支援　　　
2014年　 子供図書館活動支援　榎本佳代子氏を現地調査に派遣
2015年　子供図書館活動支援終了　
　　　　ＳＶＡ「公立幼稚園における幼児教育の質の改善事業」支援開始

カンボジア
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カンボジア

関空発着　旅行期間：2017年 2 月 8 日（水）～ 2月14日（火）　 5泊 7日（機中 1泊）

2017年2月8日
から

7日間の旅
RACK カンボジア

スタディツアー

カンボジアの支援幼稚園を一緒に視察しませんか？

RACK支援団体SVAが活動
するバッタンバンへ
公立幼稚園を訪問し、カンボジア
教育の現状を知ることができま
す。

公立幼稚園視察
2016年・2017年度の支援事業対象
幼稚園を訪問し、児童との交流、
職員へのインタビューや家庭訪問
を行います。 ※写真はイメージ

アンコールワット
など観光も充実！

シャンティ（SVA）は、アジアで子どもたちへの教育支援や緊急救
援を行うNGOです。教育には人生を変える力があると信じています。
私たちは、すべての子どもたちに教育の機会を届けるため、地球の文
化や対話を大切にしながら、図書館活動や学校建設を行っています。
 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会

お申込み締切日 　2016年12月21日（水）
ご旅行代金 　183，000円～200，000円

　　　　　　　　　　　　　　　※ご参加人数によって変動いたします。

ご旅行条件（受注型企画旅行）
●最小催行人数： 8名　　●利用予定航空会社：ベトナム航空　　●添乗員同行：なし（カンボジアでは現地日本語ガ
イドがご案内いたします）　　●一人部屋追加料金：17，900円（カンボジア5．5泊分）
●このご旅行にはカンボジア入国時 6ヶ月以上有効なパスポートが必要です　　●カンボジアのビザ（査証）が必要です
【旅行手配・実施】
株式会社ピース・イン・ツアー
東京都知事登録旅行第3-7212号　一般社団法人日本旅行業協会会員
〒162-0042 東京都新宿区早稲田町67 早稲田クローバービル5F
総合旅行業務取扱管理者　小林　奈々
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
担当：小山　耕太　TEL：03-3207-3690　E-mail：koyama@pitt.co.jp　FAX：03-3207-6343

【現地プログラム企画】
アジアの友を支援するRACK
〒652‒0007 神戸市兵庫区五宮町21‒4 
　　　　　 ＲＡＣＫ事務所
担当　鈴木　晧弌　TEL：090-9128-5636
　　　塩見　洋子　TEL：080-3824-9494
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 佐　野　泰　典

サイパン

サイパン島・テニアン島　
太平洋戦争戦没者追悼慰霊と友好親善の旅を実施

8 月26日から29日にかけてミクロネ
シアのサイパンとテニアンへ会長老師
を団長に戦没者慰霊と友好親善の旅を
十八名の会員の皆さんと実施しました。
島の北端、マッピの崖下の日本政府
戦没者慰霊碑での法要では、日本領事
や私たちの他、島の友人知人も多数参
列下さり、彼我の戦没者に追悼の真を
捧げ、不戦と平和への道を歩むことを
誓いました。
会長老師の慰霊香語
　遥尋戦跡幾余州
　戈甲擲抛七十秋
　永弔精魂無別意
　専祈却久断恩讎
河野会長は、挨拶の中で、慰霊碑が
建立された四十数年前開眼法要に参列
しながら当時の故サブラン市長の挨拶
「この島での戦没者が流された肉と血

は私達サイパン人がお守りします、紺
碧の大空、真っ青な海に囲まれたサイ
パンは寂ずかに眠る英霊の島であるこ
とを忘れないようにお願いします、友
好関係をもっと厚く、深く強く永く続
けて平和を守りましょう」との挨拶を
日本語でされ、この挨拶を感動をもっ
て聞いたことを紹介、あらためてサイ
パンの方々への感謝を述べられました。
旧知のサブランさんの娘さんのエマ
さん、イチハラさんにはお食事に招い
ていただき、チャモロの民族料理をご
馳走いただき友好の絆を深めました。
協会としては、団を組んで慰霊団を
派遣することは、この慰霊行をもって
区切りとすることになりましたが、参
加された皆さんとは、この友好の絆を
是非ともつないでいきたいと話し合っ
ております。



TINIAN
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サイパン

～ゴーヤ談義～

昼食接待を受けたイチハラさんは、
南国の珍しい果物栽培や、家畜の豚や
鶏を飼育される農家です。明るく陽気
な夫妻とファミリーは、協会とはお母
さんの時代からの長年の友人でありま
す、島は、戦時中には、沖縄からの人
たちも多かったそうでサトウキビ栽培
が盛んであり、ゴーヤや糸瓜なども多
く作られたそうですが、チャモロの人
たちにはゴーヤの苦みは好まれなく、
台風銀座の島では農業は厳しいことも
あり、いつしかサトウキビもゴーヤも
無くなったそうです。日本では、温暖
化防止の日よけとして、今ではマン
ションのベランダでも栽培されるほど
の夏場の人気植物です。こんな会話を
イチハラさんとしてましたら、子ども
の時には、イチハラさんもよく食べた
そうで、『今度来るときに種を持って
きてほしい』とのリクエストを頂きま
した。色々な夏場の野菜の種を持って、
又お参りしたいものです。暖かいサイ

パンでは年中収穫できるでしょう。今
度はゴーヤのチャモロ料理が頂けるこ
とをたのしみにしつつ。

栽培する植物を説明するイチハラさん

サイパンの友人との夕食会で
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 岡　本　正　敏

ラックの時間

日　本

ラックの事務所を利用した勉強会を企画していましたが、今回、若手ご住職 2
名のご協力を得て、スタートすることになりました。勉強会の名称は、「ラック
の時間」としました。
2ヶ月に 1回の開催を予定しており、原則として、奇数月の最終日曜日、午後
2時から約 2時間程度を考えています。
最初は仏教を身近に感じる時間というコンセプトでスタートしました。この
テーマをベースに時節の話題等も織り込み活動を継続したいと考えています。

第 1回　 9月25日（日）14：00－15：30
　　　　講　師：成福寺住職　野田峰照師
　　　　テーマ：命、生きる　上から貫く垂直的なもの
第 2回　11月27日（日）14：00－15：30
　　　　講　師：明泉寺住職　冨士凌雲師
　　　　テ－マ：「和合」～人を活かし自らが活きる心持とは
第 3回　 1月29日（日）14：00－15：30
　　　　講　師：シャンティ　眞屋様
　　　　テーマ：カンボジアの現況報告

第 1回の勉強会は、 9月25日に無事終わりましたが、参加人数、プログラム等
は以下の通りです。　　

①参 加 者　 7名（すべて女性でした）
②プログラム　 14：00～15：00　野田師講演（映画：ある終焉の解説、サイパ

ン法要の模様の紹介）　その他さまざまな命に対する問題提起
　　　　　　　15：00～16：00　質疑応答

話しやすい雰囲気だったので、興味本位のものが多かったが、野田師のざっく
ばらんの対応で、多くの質問がありました。当初は30分ほど予定していましたが、
かなりの時間超過となりました。終了後、アンケートを書いてもらいましたが、
次回も出たいという意見も多く、まずまずのスタートが切れたようです。
始まったばかりで、今後、いろいろと課題が出てくると思いますが、皆様から
のアドバイス、ご協力よろしくお願いいたします。



INDIA
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 小　川　太　喜
 佐　野　泰　典

 インド

インド山曹源寺に禅塾ＲＡＣＫハウスを建設

8 月25日にテランガナ州アディラ
バードのインド山曹源寺で、禅堂の開
単式を兼ねた晋山式・落慶法要が行わ
れた。
原田正道老師に続いてボディー・ダ
ンマ禅士も法語を唱え、英語に訳し、
臨済禅普及の意欲を述べた。これを機
に正式に妙心寺派の寺院として申請す
ることになっている。
インドに初の日本臨済宗の禅寺が創
建されたことになる。

現在、寺には23名の少年を預かって
いる。子供達はすでに禅宗日課経、逓
代伝法仏祖の名号を開山無文老師まで
称えている。
昨年のＲＡＣＫ誌31号に掲載したよ
うにボディー師が計画している禅塾の
建物は鉄筋コンクリート 2階建て。 1
階はサンチー風のゲートとドームを
もったエントランスと 9室とトイレ。
2階は 4室とホールとトイレ。およそ
11ｍ× 20ｍの220㎡である。
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1 台目が 1年半で95，000キロ走破し、
役目を終えたので、 2台目の軽自動車
がＲＡＣＫから盛岡の「ブラインド・
ドリーム」（東日本大震災をきっかけ
に、目の不自由な人の支援をしていま
す）に寄贈しました。
北海道に次ぐ広い面積の岩手県内を
走り回るためこの車は大変に助かって
います、と代表者・菊池直美さん（写

真右から 2人目）の談。この軽自動車
は河野太通会長の呼びかけに、秩父の
井上圭宗師が中心になって、会員の佐
竹大耕師らがお寺に参詣される方へ呼
びかけをしてくださったお蔭です。有
り難いことです。
日産　オッティ　初年度登録　平成
19年 2 月　軽自動車　車検 2年付き

日　本

 

2 代目の軽自動車を岩手に贈りました

ラック事務所の花が満開です。昨年入り口近
くに植えたアメジストセージが今年も元気な紫
色の姿を見せてくれました。今年は秋明菊を植
えました。しっかり根付けば来秋白い可憐な花
を咲かせてくれるはず。楽しみです。屋根のソー
ラーパネルの発電量も日々、事務所のモニター
で観察できます。
事務所 2 階で 9月から勉強会「ラックの時
間」を二ヶ月に一度のわりあいで開催していま
す。日曜の午後、お茶を飲みながら、ゆったり
と、時には真剣にみんなで話し合う場です。皆
様のご参加をお待ちしています。

塩　見　洋　子事 務 所 だ よ り
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　運営委員会メンバー　＊ご要望、ご芳志、どんなことでもお申し出ください。
会 長　　河野　太通
事 務 局 長　　小川　太喜
委 員　　青木　正道　佐野　泰典　宮下　玄覚　矢坂　誠徳
　　　　　　　　亀山　俊彦　亀山　博一　奥田　龍司　隅田　聡子
　　　　　　　　岡本　正敏
監 査　　足立　　敏　　編 集 担 当　　冨士　玄峰
カンボジア担当　　佐竹　大耕　　スリランカ担当　　野田　峰照
バングラデシュ担当　　横山　豊宥
コーディネーター　　鈴木　晧弌　　事 務 職 員　　塩見　洋子

　先月、世界一周旅行の途上、コロンビアで強盗に撃たれて亡くなった若者がいます。彼は国
際貢献や貧困問題に強い関心を持っていたそうです。なぜならば、以前、東南アジアを旅した
時に、働く子どもの多さに驚き、その貧困問題を考えるようになりました。そんな旅行中に若
い尊い命が、亡くなったことはとても残念です。 
　私どものＲＡＣＫの活動も貧困問題のあるインド、バングラデシュ、カンボジア、ミャン
マー、スリランカ、タイ、ベトナム等、1985年の設立以来、支援活動してきました。なかには
喜ばれた成果のある活動もありましたが、失敗しだまされた活動もありました。 
しかし、アジアの友が一人でも喜び笑顔が出ればそれでいいのではないでしょうか。そんな支
援活動ができたら幸いです。そのためにはお一人お一人の協力が必要です。今後ともよろしく
お願いいたします。（小川太喜） 


