
No, 33 2017. 12. 13 

（一社）アジア南太平洋友好協会

2 月にカンボジア・スタディーツアーで訪問したヴィアル・トリア幼稚園の園児です。授業中にこうして
アイスキャンディーを食べていたのは驚きでしたが、何かほほえましいですね。
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 ＲＡＣＫ会長　河野　太通

まこと、に生かされている
―陸前高田・盛岡を訪れて

東日本大震災がありましたことがご
縁で、こうして数度に渡ってこの地に
来させていただいております。今年は
震災で亡くなられた方々の七回忌とい
うことで大勢で参りました。また、千
年ほど前にあたった「前九年の役」で
多くの方々がこの地方で犠牲になった
と伺っています。その方たちの慰霊を
含めて参りました。

お釈迦さまのお説きなった教えはた
くさんのお経になっていまして、それ
をまとめてみますと、三つのまことに
なります。
一つは「諸行無常」と言いまして、
この世にあるものはすべて移ろいゆ
く。常に同じ状態であり続けることは
できません。あるのは永遠の変化があ
るだけです。
二つは「諸法無我」であります。こ
の世にあるもの独りあらず。私たちは
一人だけで生きて行くことはできませ
ん。必ずどなたかのお世話になって、
また、何かに助けられて、始めて生き
て行くことができています。
三つ目は「寂滅為楽」、己なきもの
に安らぎありです。これが私だという
実体があったら必ず悩みが出てきま
す。悩む自分も、その悩みも移ろい変
わっていくものだと自覚した時に、安

心が得られます。物事に執着しないと
いうことです。
最近こんな漫画を読んでいます。ス
ヌーピーというのんきな犬のお話で
す。スヌーピーは自分の小屋はあるの
ですが、その犬小屋の屋根に寝そべっ
て生活しています。そこへルーシーと
いうこましゃくれた女の子が登場しま
す。このルーシーは人を批判すること
が得意なガミガミ屋の女の子です。
ルーシーがスヌーピーに言います。
「いつも屋根の上にひっくり返っての
んきにしているけれども、あなたに
だって世の中にすることがたくさんあ
るはずでしょう！」とお説教をするの
です。するとスヌーピーは聞きながら
ひっくり返っている。聞いているの
か、聞いていないのか返事もしない。
ルーシーはいくらお説教をしてもス
ヌーピーが何とも返事をしないからあ
きらめて行ってしまう。
ルーシーがいなくなるとスヌーピー
がひとり言をいうのです。「わたしに
は、フルタイム、犬として生きること
が仕事なのでね。」これがいい。私た
ちにしてみれば、「24時間、人間とし
て生きることが仕事でね。」人間とし
て生きて行くことです。これが問題な
のですよね。
もう一つあります。灰谷健次郎さん

会長のページ
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という児童文学作家がいます。その方
に子供達の詩を集めたものがありま
す。その中に
お父さんとお母さんは
結婚しました
今、ケンカしています
というのがあります。子供は純真な目
で見ています。結婚式などをテレビで
見るでしょう。うちのお父さんもお母
さんも愛し、愛されて結婚したのだ
と。それが今ケンカをしています。
さらに、
おばあちゃんの歯は全部取れます
ご飯を食べるとき取ります
終わったらはめます
子供はちゃーんと見ているのです。自
分たちの歯はつきっぱなしですが、お
ばあさんの歯は取れる。すごいなぁー
と思うけれども、ボクの歯は食べるた
めにあるのにおばあさんの歯は噛むと
きに取ってしまう。終わったらはめ
る。変わったことをやるなと見ていま
す。
こういう子供の心というのはどこか
で習ってきて、このように思うように
なったのではない。みんな生まれなが
らに持っています。学校へ行って高等
教育を受けたからそういう心を持つよ
うになったのではない。そういう教育
を受けなくても正常に育っておりさえ
すれば、みんな一人ひとりが持ってい
る。
お年寄りになったある方に、「何か
欲しいものはありませんか」と尋ね
たら、「この年になって欲しいものは
ありませんが、何かに感動して生きた

い」という返事をされた方がいます。
尾崎放哉という方は、「爪を切る、
指が十本ある」という俳句を作ってい
ます。爪が十本あることは当たり前の
ことですが、爪が十本あることに感動
しているのです。
ある若い女性の方が、あることに悩
んで死のうと思った。死に支度をし
て、薬を飲んで死ぬつもりで、死んだ
姿を皆さんに見られる。汚い姿で死に
たくない。きれいになって死にましょ
うと髪を梳いて、お化粧して、口紅も
差して、指にマニキュアをしだした。
そうしたら爪が伸びてることに気が
ついた。私はこの肉体を失おうとして
いるのに、爪はその肉体を守ってくれ
ている。この指を守るために伸びてく
れている。それなのに私はこの肉体を
亡きものにしようとしている。という
ことに気がついて、死ぬのを止めたと
言います。
皆さん方もこういう当たり前のこと
に感動を覚えることがおありでしょ
う。この世界の真実を改めて発見し
て、感動する。これが仏さんの教えで
す。こういう生活をしなさいよ。全て
は移ろいゆく、一人では生きられな
い、ものごとに執着することはできな
い、というこの世のまことを生きて行
くことに心掛けたいものです。

会長のページ
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日　本

今年は東日本大震災の被災された
方々の七回忌になります。亡くなられ
た方々の慰霊法要を現地でという思い
からこの東北ツアーを企画実行しまし
た。その内容を報告します。

1．スタディーツアーの内容
1 陸前高田のモビリアでは慰霊法要
と老師のお話、音楽による交流
2 盛岡では併せて、「前九年の役」
での犠牲者の慰霊法要と老師のお
話
3 ＲＡＣＫからの軽自動車寄付先の
ブラインド・ドリーム（弱視の方
を支える会）を訪問

2．日程は 6月16日～18日
6 ／16（金）　夕刻に参加者15人が多
方面から花巻に集合。
6／17（土）　花巻―遠野―陸前高田
―モビリア　へバスで移動
　 10：30～11：00　東日本大震災被災
者の慰霊法要
　 11：00～11：30　老師のお話（ＲＡ
ＣＫ誌巻頭の内容）
　 11：30～11：45　名古屋名物、たが
だ名物、盛岡名物の演奏
　 11：45～12：30　日本の歌（歌唱と
ピアノ）
モビリア→慈恩寺へ移動　お参りし、
昼食をいただく
八起プロジェクトの蒲生さん（現市

会議員）の案内で、陸前高田市復興
状況視察（含む図書館）
陸前高田市－遠野―花巻―つなぎ温
泉大観
現地の支援者（高橋氏、木村氏、菅
野氏）交えて夕食懇親会
6／18（日）　ホテルから慰霊法要の
会場、法泉寺へ移動
　 9：45～10：10　「東日本大震災」
ならびに「前九年の役」、犠牲者
慰霊法要
　 10：15～11：00　老師のお話
　 11：05～11：15　名古屋名物、たが
だ名物、盛岡名物
　 11：30～12：15　昼食懇談会
法泉寺→ブラインド・ドリーム訪問
し、活動報告を受ける→花巻空港に
て各地に帰る

3．参加者（敬称略）
1 河野太通（ＲＡＣＫ会長）
2 小川太喜（ＲＡＣＫ事務長）
3 中條恭虔（隠侍）
4 横山豊宥（ＲＡＣＫ）
5 鈴木晧弌（ＲＡＣＫコーディネー
ター、保存会世話人）
6 鈴木紘子（ＲＡＣＫ、正調名古屋
甚句保存会代表）
7 跡部義弘（サポート・プラス）
8 加古直弘（正調名古屋甚句保存会）
9 足立　敏（ＲＡＣＫ）
10） 高見啓子（正調名古屋甚句保存会、

東北スタディーツアー（陸前高田・盛岡）の旅
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日　本

サポート・プラス）
11） 戸村ヒサヱ（正調名古屋甚句保存
会、サポート・プラス）

12） 小島敬子（正調名古屋甚句保存
会・サポートプラス）

13） 渡辺みかこ（声楽家、サポート・
プラス）

14） 錦城まりこ（ピアニスト）
15） 高野浩子（アジア南太平洋友好協
会・サポート・プラス）

ＲＡＣＫと正調名古屋甚句保存会の
共同企画のＲＡＣＫ東北スタディーツ
アーに至るご縁をご紹介します。
発端は忘れもしない2011年 3 月11日
の東日本大震災です。図書館利用率日
本一の陸前高田市の図書館も被害を受
けました。被災地に図書室をという切
なる願いに会長老師の英断で仮設住宅
のあるモビリア地区に図書室兼集会所
をＲＡＣＫから寄付されました。
（現地で図書館活動を行っている
シャンティ国際ボランティア会の協力
により図書室の運営がなされています
が、市の図書館がオープンすることに
なり、その活動もこの 7月で終了しま
した。しかし市街地から遠いここモビ
リア地区にはやはり図書室がほしいと
いう声が多く、ＮＰＯ法人たがだ八起
プロジェクトが運営を引き継ぐことに
なった）
一方、正調名古屋甚句保存会も
ＮＰＯ法人ささえあいの協力を得て、
東日本被災者支援のチャリティーコン

サートを2012年 3 月24日に名古屋の中
電ホールにて行いました。その収益金
をどのようにどこへお持ちしたらよい
かと悩んでいました。ちょうど无名会
（名古屋・政秀寺）の中で老師が上記
のモビリアへの図書室寄贈の話をされ
たのを聞き、すぐにその図書室の本の
購入にしていただけたらと会長老師に
お願いしました。老師から「それなら
図書室のオープニングに自分も参加し
て、そこで渡したらどうか」とのご提
案をいただき、同年 4月 7日の図書室
オープニングに参加させていただいた
ことがご縁の発端です。
そ の 後、2012年 9 月28日、29日 と
「元気の街＝名古屋紹介―唄と食べ物
で―」という企画で、講演「名古屋め
しの紹介」（大竹敏之氏）朗読「木を
植えた人」（榊原忠美氏、杪谷直人氏）
と正調名古屋甚句の演奏、屋外での名
古屋めしの試食会を行いました。
（「名古屋名物」の歌詞は名古屋弁で
すから、そのままでは皆さんに理解し
ていただけないだろうと思い、今回も
盛岡でご支援いただいている高橋ひろ
江さんのご縁で醤油製造業会長の河野
和義氏にたがだ弁になおしていただい
た「たがだ名物」を披露）
2014年10月10日～12日にはＲＡＣＫ
との共同企画で陸前高田モビリアと盛
岡の一ノ倉邸で老師のお話し、ピアノ
演奏、シャンソン、そして正調名古屋
甚句の披露を行いました。この時には
盛岡で視覚不自由な人を支援するブラ
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インド・ドリームへＲＡＣＫから軽自
動車を寄贈されました。
（ここでも「名古屋名物」を一ノ倉
邸の西郷和子氏になおしてもらい、「盛
岡名物」を披露しました）
こういうご縁が今回の東北スタ
ディーツアーに結びついています。今
年は震災から七回忌ということもあり、
また図書室が役割を終える時にもあた
りますので、もう一度モビリアを訪問
し、現地の復興ぶりを拝見させていた
だこうというのが趣旨であります。
また、一ノ倉邸の西郷さんとのご縁
ができましたが、昨年私が一ノ倉邸を
訪問した折に西郷さんの体調が思わし
くないことと、一ノ倉邸に庭の奥の方
に古い松があります。この松の幹が不
思議なことに長年かけて曲がって行き、
円相を描いています。
円相の松だけでも不思議なことです
が、その辺りは何か、ちょっと変わっ
た雰囲気の場所なのです。撮って来た
写真をある方に見せたところ「沢山の
人の顔が写っている。このあたりで昔

に何かありましたか？」という話でし
た。
2014年に盛岡でお世話になった高橋
さん、木村さんに伺ったところ、1,000
年位も前の1,060年ごろに「前九年の
役」というのがあって、当時の中央政
府軍と地元の豪族・安倍氏の間で大き
な戦闘があった。その戦いで亡くなっ
た方々の法要も差し上げたいという思
いで、今回の企画になりました。西郷
さんの体調がすぐれないということで
一ノ倉邸での法要が出来なくなりまし
た。
そこで慰霊法要の場所を急きょ探し
ましたところ法泉寺さんがすぐに手を
挙げてくださいました。その法泉寺さ
んのご住職は河野太通老師のお寺であ
る網干の龍門寺で修行された方と伺い
ました。これもご縁です。今回の東北
スタディーツアーがまた新しいご縁を
生むことを期待しています。ありがと
うございます。
 合掌

一円相の松 一ノ倉邸の守り人・西郷和子さん（向かって
左）と支援者・高橋ひろ枝さん（中央）
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 日　本

幾度となく、遠路はるばる足をお運
びいただき改めて感謝申し上げます。
自然豊かで誰も知ることが無かった
陸前高田があの日を境に大きく変わり、
良くも悪くも全国に知られる事となり
ました。失ったものは計り知れなく、
6年以上の歳月を乗り越えようやく前
を向ける様になったと感ずるところで
あります。
市民の10人に 1人が犠牲となり想像
をはるかに超える甚大な被害であった
為、生き残された私たちだけではどう
にもならず、多種多様な方々から、励
まされたり、背中を押してもらったり
しながら今日があるのだろうと思って
おります。
津波は忌まわしい事でしたが、津波
があった事で老師様はじめ、RACKの
皆様や正調名古屋甚句保存会の皆様と
もご縁が出来た今となっては、前向き
に歩んでいかなければと思う気持ちで
ございます。陸前高田ではハードの復
興には10年、ソフトの復興にはそこか
ら更に10年がかかるだろうといわれて
おります、皆様からの思いを糧と致し
本物の復興に向けて進んで参りますの
で、皆様におかれましては引き続き心
を寄せて見守って頂きますと私たちも
励みとなります。引き続き、ご厚誼い
ただければと存じます
ありがとうございました。

蒲生様

 鈴木　晧弌

今回も大変にお世話になりまして、
ありがとうございました。
沢山の方にお集まりいただきまして、
東日本大震災の七回忌慰霊法要も無事
に行うことができました。ご縁をいた
だきまして、このように何回もモビリ
ア地区を訪問させていただくことに感
謝いたします。
今回も会長老師のお話、名古屋甚句、
そして日本の歌をご満足いただけたら
嬉しいことです。ＲＡＣＫも正調名古
屋甚句保存会のメンバーもモビリアが
何か心の故郷のような気がしておりま
す。しばらくで図書館活動は終了とな
りますが、その後も集会場としてご活
用いただけると伺い、嬉しく思ってお
ります。そして末永くご活用いただけ
ることを願っております。
陸前高田の復興状況にも目を見張る
ものがありました。特に自分たちがい
ま立っている10メートル下に以前の陸
前高田があったという説明には　みな
驚きの声でした。あの地震も津波も一
瞬の人智を超えるものでしたが、そこ
からの復興に年月を掛けての人間の力
にも驚きました。
「愚公山を動かす」という中国に古
い言葉がありますが、その愚直な人間
の行動が山を動かし、新しい街を作る
という現代の人間の力に明るい未来を
感じました。今までは復興支援に伺う
ということから、復興に掛ける皆さん
の情熱に我々が却ってパワーをいただ
いた思いです。

陸前高田市市議会議員　蒲生　哲
 陸前高田　特定非営利活動法人
 陸前たがだ八起プロジェクト
 スタッフ一同
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ご準備から当日のご案内など、大変
にお世話をお掛けしました。蒲生さん
との最初の出会いからのご縁に感謝し、
この度のことも大変にありがとうござ
いました。再訪の機会を願っておりま
す。図書室の吉田さんをはじめ皆さま
にどうぞよろしくお伝えください。
 合掌。

ＲＡＣＫ東北ツアーに参加して
 シャンソン歌手　渡辺みかこ

6月16日、名古屋の皆さんと名古屋
空港から花巻へ向けて出発しました。
東北ツアーに参加させていただくの
は、 3年前の10月に引き続いて 2回目
です。今回は 7回忌の法要とコミュニ
ティ図書館の発展的閉鎖の状況を見せ
ていただくものと聞きました。
3年経って、巨大なクレーンやベル

トコンベヤーはなくなりましたが、土
が積み重ねられた土地がまだずーっと
広がっている状況に心痛みました。新
しいショッピングセンターが開店し、
その施設の隣に真新しい図書館が開設
されたのを、バスの中から拝見しまし
た。
でも、周りはまだ広大な土地が広
がっているばかりで、人間の住む、温
かみのある町はいつになったらできる
のだろうと心配になりました。
モビリアでは、法要、名古屋甚
句、私の歌とあわただしい時間になり、
じっくりと現地の皆様とお話しするこ
とができずに、少し心残りでした。同
行の皆様とはすっかり打ち解けてお話
もでき、花巻ではステキな温泉にも泊
めていただいて、こんなに楽しく過ご
させていただいていいのかしら・・と

申し訳ない気持ちです。
めまぐるしい毎日を過ごして、つい
過去を振り返る時間を持てないことを
反省し、まだ時間が止まったままの方
たちがたくさん居られることを忘れな
いでいようと改めて心に感じた旅でし
た。

ＲＡＣＫ東北ツアーからの学び
 横山　豊宥（ＲＡＣＫ）

2011年 3 月11日　東日本大震災から
6年、 7回忌にあたる今年 6月にＲＡ
ＣＫ東北ツアーで陸前高田・盛岡を訪
れ22年前に体験した阪神淡路大震災の
恐怖どころではない地震と津波の残酷
な爪痕に改めて驚愕した。被災地、被
災者の一日も早い復興のために全国か
らの支援や奉仕で何度も足を運ばれて
いる方々の情報は常々見聞きはしてい
たが実際に訪れたのは初めてである。
訪ねたいと思いながら機会を得ず今頃
にのこのこと少し恥ずかしい思いもあ
りであったが慰霊法要には是非とも参
りたくしっかりと祈りたい気持ちが強
かった。
大阪空港より花巻へと向かう機内か
らの眺めは天気もよく新緑の美しい絨
毯に着陸するようで、こんな美しい自
然も災害は一瞬にして奪ってしまうの
かと胸の痛い思いであった。そういえ
ば阪神大震災のときも壊れた建物撤去
のために連日、ガーガーと重機の音の
中、砂煙が立ち、その春は桜が白っぽ
くかすんでいたなあ、夏には建物が無
くなったあとに、早、雑草が青々と茂
り始めていたなあ、なんと自然の生命
力は強いのだろう。何十年ものあいだ
その土の上に建造物があったのに無く
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 日　本

なったとたんに伸び始めた草はどこか
ら来たのだろう、種はどこにあったの
だろう、不思議でたまらない。
人類の文明の発達により巨大な都市
が建設されコンクリートの建物にどん
どん緑が消えていったがその僅かなす
きまからにょきにょき顔を出す植物、
コンクリートの割れ目から伸びだし、
あっというまに緑が繁っていく。大昔、
ジャングルの中に生物が生息していた
のだ。宇宙飛行士のガガーリンが「地
球は青かった」の言葉通り本当に地球
は緑の惑星なのだ。
もうひとつの驚き、盛岡でブライン
ド・ドリームを訪問したときに視覚障
害の方の話を伺い、視力は不自由だが
聴覚と指の感覚が鋭敏で、通信機器を
見事に使いこなされ、移動などは援助
者の協力もあろうがとても前向きに日
常生活を送っておられる様子である。
目も耳も使える自分のなんと鈍感なこ
と。
さらに陸前高田の慈恩寺さまでお弁
当をいただいたときのお吸い物のわか
めのおいしかったこと、津波被害で三
陸の海岸が壊滅状態になったとき、あ
あ、これで三陸の海産物はもう手に入
らないと思ってしまった。しかし、わか
めの美味なることで自然の復興力に驚
くばかりであった。恵みをいただくの
も奪うのも我々人間の及ばぬところの
自然の偉大さに畏怖の思いである。消
えていった街ごと犠牲になられた尊い
命に心よりご冥福をお祈りいたします。

陸前高田・盛岡ツアーに参加して
 戸村ヒサヱ（正調名古屋甚句保存会）

花巻空港に今回で 三回目の到着、

町がどの様に変化しているのでしよう
か？
一回目は震災後 1年半後に、街は
当時のニュースを思いだす程の様子 、
船は陸に上がったまま、ビルは、窓ガ
ラスはなく 窓枠に流された物が引っ
かかり、空気は海水と下水の混ざった
ような…
二回目はその二年後には嵩上げ工事
に向けてベルトコンベアーが宇宙回路
のように走っていた。
街にも活気が戻って来ている様に思
えました。
三度目の今回、七回忌法要を皆様に
同席させて頂きまして有り難うござい
ました。街にも 出来かけました、が 
以前の街の10m上に 今があると聞か
されて、何とも言えない思いが胸を詰
まらせます。
ブランド・ドリーム（途中で目が不
自由になった方々の支援施設）も訪問
の方々の目には 黄色が優しく映りま
す（白色は光過ぎて、見えにくいそう
です。）点字ブロックは黄色だったの
ですね。初めて知りました、その人の
立場にならないと解らない事ばかり 
多く出会う事でしょうね 。東日本大
震災法要に同行させて頂き有り難うご
ざいました。
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スリランカ

また、院長のワジーラ師からも御礼
状が届いております。

『ワジーラ師からの御礼状』
ワジーラファミリーよりご挨拶申し
上げます。子供たちのためにいつも変
わらぬご支援をいただき有り難うござ
います。30年にわたり孤児院の子供た
ちへの福祉事業の支援は、ＲＡＣＫ会
員様の力強いご協力によるものです。
この度はＲＡＣＫハウスの修繕と私た
ちの日常生活の継続的な援助をいただ
き感謝いたします。皆様の幸せと援助
を必要とされる人々のために支援が続
けられますことを願っております。
 ワジーラ・スリ

 野　田　峰　照

スリランカ

スリランカでは、ワジーラ・スリ・
チルドレンホーム孤児院の支援を継
続しています。ワジーラ孤児院の
ＲＡＣＫハウスも、皆様からの温かい
ご支援によりまして見違えるようにき
れいになりました。コンクリートが割
れ鉄骨がむき出しになっていた建物の
壁も補強工事と塗装修理をしたことで
耐久性も以前より増し、安全を確保す
ることができました。きれいになった
ＲＡＣＫハウスは、なによりも気持ち
をリフレッシュさせてくれます。子供
たちも今よりも一層、勉強に力を入れ
ることができると思われます。そして、
私たちＲＡＣＫの支援は孤児院にい
る子供たちに｢みなさん一人ひとりの
ことを大切に思っている｣というメッ
セージを伝えることができます。その
メッセージを子供たちに感じてもらえ
たなら、自立することにも繋がるので
しょうし、援助を必要とする人々の助
けができる大人になっていただけるの
だと思います。皆様には今後も変わら
ぬご支援をお願い申し上げます。
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カンボジア

本年二月にカンボジアスタディーツ
アーに参加いたしました。久々のカン
ボジア訪問でアンコール遺跡の町シェ
ムリアップも随分と都市化しておりま
した。今回の目的地バッタンバンまで
はシェムリアップから車で西へ 3時間
余り、車窓からは、広大な平原に延々
田園風景が広がり、ところどころ村が
点在する風情に農業国カンボジアを見
たことです。かつてこの長閑な農村も
内乱で荒れ果てたとのことでした。
この農村部の訪問した学校では、「大
きなかぶ」の紙芝居、子どもたちから
歓迎の芝居やゲームを披露してくれ、
私たちもけん玉などともに楽しい時間
を過ごし、授業風景をみたり学校生活
について話を聞いたりのスタディーツ
アーでした。
学校では生徒たちは午前の部・午後
の部と二交代制で、朝から登校した子
供は昼前に帰宅、また昼から夕方まで
午後の部の生徒が登校、そして休み時
間には、行商のおじさんがリヤカーで
アイスキャンデーや飴、スナック菓子
を売りに来て、買ったお菓子を教室の
中で平気で授業中でもばりばり食べる
子どもの姿には驚きました（表紙の写
真）。シャンティの担当者の話では、「感
心できた話ではないが、学校の先生の
親族が行商にきて、先生がそれを斡旋
している、現金収入のためには・・・」
との話を聞き、教育の質を高めていく
苦労を思いました。

午後から訪問した小学校では、校舎
の瓦屋根が破れて空が見えるところが
相当あり、雨漏りにより腰板や柱も
腐っているところも目立ち老朽化でい
わば危険な状況を目にしました。雨季
になると、雨漏りで土間の教室でもぬ
かるんで、とても授業どころではなく
なるとのこと。このような状況の学校
のほか、校舎もない学校、さらには学
校すらない地域と、まさに途上国の現
状を見聞しました。
日本で寺院の本堂などを建立したり、
屋根の吹き替えするときの勧進方法で、
せめて瓦の補修や、腐った柱の取り換
え、土間からタイル張りにするなど、
一人一人が、瓦一枚、腰板一枚、タイ
ル一枚といった寄進を寄せたらどうか、
寄進がある程度まとまった折には、あ
らためてスタディーツアーで訪問して、
瓦に寄進者の名前を書き、また子供た
ちの夢や希望も書いておくと、よい交
流になるのではと私たちは話し合った
ことです。
帰国してから、シャンティ現地事務
所との連絡で、教室建替の具体的な話
が進み、会員の皆様にも協力が呼びか
けられ、この学校での教室建替が進ん
でいます。
できることを・できる範囲で　そし
て　ささやかであっても、もちよった
力でカンボジアの子どもたちの未来に
花咲くことを念願する次第です。

 佐　野　泰　典

カンボジア
　　カンボジアの幼児教育現場の点描
　　～できることを できる範囲での支援を～
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ラオス

ラオス国は貧しい国ですが、心温か
い国民性もあり、私たちの活動は20年
にもなろうとしています。
今後も、ラオス人以上に暖かい心の
日本の皆様から、引き続きのご支援を
頂きたいと思っています。
ＲＡＣＫ会員の皆様、本当にありが
とうございました。今後もどうぞよろ
しくお願い申し上げます。」

 奥　田　龍　司
 非営利活動法人「アジアの障害者活動を支援する会」ＡＤＤＰ　
 会長　八　代　富　子

ラオス

「私たちＡＤＤＰ：アジアの障害者
活動を支援する会は、障害者の自立支
援のために、クッキー工房を開設し、
ラオスの各企業様や観光客、多くの皆
様からお土産などとしてお買い上げを
頂いており、そのクッキーを焼く新た
な機械をＲＡＣＫ様からドネーション
頂き、益々美味しいクッキーの製造に
励んでいます。また、そのクッキー工
房の隣に「みんなのクッキーカフェ」
を営み、地域の皆さんに親しまれてい
ます。
河野老大師様もラオスにお出かけく
ださり、私たちのクッキーを召し上
がって頂き、障害者の皆さんを激励し
てくださいました。
ファバン県というラオス北部の「カ
イソン公園」にもおみ足を運んで頂き、
桜の記念植樹と、数十本の桜の苗木を
賜りました。ＲＡＣＫ桜として、元気
に成長しています。 ＲＡＣＫ様から頂いたクッキー機

桜公園のスタッフが感謝を込めて大集合です。
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 佐　野　泰　典

 インド

インド　ラックハウスの建設

ラックハウスはテランガナ州、ア
ディラバード市の郊外にあります。綿
花栽培が主で、いまだ貧富の差が激し
くカースト制の色も残り、農業や子守
を手伝うために学校へ行くこともでき
ない子どもたちが多いのです。
そんな子供たちを預かり、釋尊の教
えを伝え、教育を支援していく施設で
す。
毎年　岡山曹源寺の原田正道老師が
夏に禅の指導に訪問されます。
ラックでは、毎年子どもたちの教育
や生活資金を支援していきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 ボディー・ダンマ
ＲＡＣＫの皆様。
現在、印度山曹源寺の禅塾には18人
の子供達が生活をしています。年齢は
7歳から25歳です。
彼等は学校の勉強以外に禅宗のお経
を称え、坐禅をします。
小学生は14人〈７歳から11歳〉
中学生は 4人〈12歳から14歳〉
通信教育が 2人〈大学 1年生〉です。
カルナ菩提〈11歳〉、トリラトナ菩提

〈25歳〉、アナン菩提〈21歳〉は将来、お坊
さんになります。彼等は禅宗のお経、
木魚、板などの法式の勉強をします。
般若心経、逓代伝法仏祖の名号、白隠
禅師坐禅和讃、大悲呪、消災呪、四弘
誓願文などを覚えています。食事の時、
パーリ語と日本語のお経を読みます。
青年達は 3時半起床。子供達は 5時
20分起床。お経、坐禅、日展掃除、 8

時粥座、 8時半学校へ。青年たちは作
務などをやります。20時薬石、21時開
枕。毎週日曜日には坐禅会と、一般の
信者さんのために、特別にパーリ語と
日本語のお経を読みます。
毎月 2回、托鉢に行きます。お米、麦、
油、石鹸、砂糖、などを頂きます。毎
月色々な仏教行事もやっています。
今年の 8月から、月 1回、最終日曜
には近隣の住民のための無料診療所を
やっています。マンカル医師（35歳）
が無料奉仕で70㎞離れたところからバ
イクでやって来て診察し、薬も提供し
てくれています。みんなで力を合わせ
て頑張っていますので、今後ともご支
援のほどよろしくお願いします。

印度山曹源寺全景

塾生達 建設中のラックハウス
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 事務局長　小　川　太　喜

日　本

事 務 局

東北スタディーツアー 2日目の盛岡
での一ノ倉邸での法要ができなくなり
雫石町の臨済寺の目時寺庭さんにメー
ルをしました。
「すみません、西郷さん（一ノ倉邸
の管理者）の体調が悪く一ノ倉邸がダ
メになりました。今から会場を探しま
す。もし、お考えがあれば連絡してく
ださい。」6月 8日午前11時35分
すぐに、目時さんから盛岡の法泉寺
さんにお願いしましたからとの返事を
いただきました。急きょ、 1週間足ら
ずでの会場探しは困難であるから、誠
に、目時さん、法泉寺さんには感謝、
感謝であった。
当日、日曜日にもかかわらず盛岡市
内の寺院、法泉寺檀家総代、役員さん
と目時さんのお迎えを受けた。
会長が妙心寺管長の時代、私は侍衣
として全国を出向し各地でお迎えをい
ただいたが、前もって計画してのこと
です。法泉寺さんには十分な時間もな
いのに大変な歓迎で庭園も本堂も整備
され掃除も行き届いていました。
行事も懇親会の食事も和やかな内に
終えることができました。本当に臨済
寺の目時寺庭さん、法泉寺の皆様、盛
岡市の和尚さんにはお世話になりまし
た。心から御礼申し上げます。今後と
もＲＡＣＫの活動のご協力をお願い申
し上げます。ありがとうございました。

昨年 9月以降、ラック事務所を利用
した勉強会を行っています。仏教を身
近に感じる時間にしたいということで、
この勉強会をラックの時間としました。
現役のご住職に講師をお願いしていま
す。

日　時 テーマ 講　師 参加者

第
1
回
9 月25日

命、生きる（上
から貫く垂直的
なもの）

野田峰照師 10名

第
2
回
11月27日

和合（人を活か
し、自らが活き
る）

冨士凌雲師 8名

第
3
回
1 月29日 カンボジア報告 シャンティー眞屋氏 多数

第
4
回
3 月26日 カンボジアツアー

報告 鈴木晧弌氏 3名

第
5
回
5 月21日

もっと知りたい
宗教の話（宗教
とは、必要か）

横山豊宥師 5名

第
6
回
7 月30日 衆生無辺誓願度

（菩薩の願い） 冨士凌雲師 2名

第
7
回
10月31日 幸福論・座談会

（宗教、アラン）野田峰照師 3名

当面、冬場で出かけづらい時期に入
りますので小休止し、桜の咲くころに
は、第 8回を開きたいと思います。そ
れまでの間、事務局で、いままでの問
題点を整理し、一般の方々が気軽に参
加できる勉強会を目指しますので、ひ
きつづき皆様方のご協力をお願いしま
す。

「感　謝」
 岡　本　正　敏

ラックの時間
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