フィリピンとの掛け橋
第１９号（３教区合同ワークキャンプ報告第１号）

２０１３年７月１０日

第 1 回 ３教区合同フィリピンワークキャンプ！

ヤコブ農園にて、キャンパーと聖アグネス教会の方達

さらなる発展を願って

通して感じて下されば幸いです。そして、どうぞ

九州教区とフィリピン中央教区との協働関係

この報告書を教会の中で回覧していただき、一人

の中で続けられてきたフィリピンワークキャン

でも多くの方にフィリピンとの協働について関

プは今年記念すべき１０回目の時を迎えました。

心を持っていただきたいと願っています。

そして、このワークキャンプがさらなる発展を求

今回のキャンプは 3 教区の合同キャンプとして

めて、今回から、神戸・九州・沖縄の３教区合同

行われました。協働することを通して、九州教区

のプログラムとして新たな一歩を記すことにな

だけでは出来なかったであろうことが多く可能

りました。この新たな一歩の時に共にキャンプに

になったと感じています。協働を通してこのワー

参加できた喜びを感じます。

クキャンプの持つ可能性がさらに拡がっていく

今回のキャンプ地は、4 年続けてのサンタイネ

ことを願っています。

スという小さな村でした。キャンパー達はそこで
様々なことを体験し、いろいろなことを感じてき
ました。キャンパー達のあつい思いをレポートを
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フィリピンワークキャンプチャプレン
九州教区司祭バルナバ牛島幹夫

「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。」
（詩編１３３編１節）
九州教区 主教

ルカ

武藤謙一

フィリピンワークキャンプのチャプレン牛島幹夫司祭が巻頭
に記されているように、今年からこのワークキャンプは神戸教区、
沖縄教区と九州教区の三つの教区共催のキャンプとなりました。
九州教区だけで開催してきたこれまでのキャンプと違い、参加者
も増え、また三教区で一緒に準備する難しさもあったのではない
かと想像します。しかし、九州教区だけでなく、神戸教区、沖縄
教区の皆さんと一緒に行うことができたことは本当に嬉しいこ
とです。このワークキャンプが一つのきっかけとなって、三つの
教区の交わりと協働がこれからもますます盛んになることを願
っています。神戸教区からこの夏に行われる中高生大会の案内・
ポスターをいただいたことも嬉しいことです。特にこの三つの教

聖グレゴリー教会で説教

区は原爆や沖縄戦、米軍基地という平和についての共通の宣教課

される武藤主教

題を大切にしている教区です。それぞれの教区の独自性を大切にしつつ、しかし互いに協力し合っ
てすべての命を尊ぶ働きがなされれば嬉しいことです。

さてわたしは今回のワークキャンプには途中からの参加でしたので、マニラに一泊してから皆さ
んがキャンプをしているサンタイネスに行きました。そこでキャンパーの皆さん誰もが本当に生き
生きとした笑顔で迎えてくれました。一人ひとりがサンタイネスの方々と一緒に楽しそうにしてい
る姿をずっと見ることができました。サンタイネスの皆さんの温かい歓迎を受け、共に祈り、共に
歌い、共に働き、共に食事をし、共に笑い、共に遊ぶことを通して、本当に一人ひとりが受け入れ
られ愛されていることを実感したのではないでしょうか。そして国、言葉、文化などの違いを超え
た主に在る兄弟姉妹の交わりの豊かさ、素晴らしさを深く味わうことができたと思うのです。最後
の晩のお別れ会で参加者が口々に「来年もまた来たい」と話していたのはそのことの証しだと思う
のです。
何時もわたしたちを快く迎えてくださり、さまざまな配慮と準備をしてくださるフィリピン中央
教区のディクシー・タクロバオ主教、ベニー・メンドーサ姉、ダグソン司祭はじめ多くの皆さまに
心より感謝いたします。これからも顔と顔が見える関係が深まり広まることを願っています。
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ワークキャンプ

日程表

3/1（金）・・・沖縄教区参加者は那覇より出発、九州教区・神戸教区参加者は福岡空港より出発
台北空港にて合流し、中華航空機にてマニラへ
マニラに到着し、フィリピン教区の担当者と合流
フィリピン中央教区（EDCP）事務所にてウェルカムパーティー
3/2（土）・・・ワーク地のサンタイネス村へ移動(お昼頃到着)
ジェイコブズ・ファームを見に行く
3/3（日）・・・午前：サンタイネスの聖アグネス教会で主日聖餐式
午後：ファームへ行き作業をする
（男性：養魚池を作るための穴掘り、女性：ピーナッツ畑の草取り）
3/4（月）・・・ファームでの作業
3/5（火）・・・ファームでの作業
サンタイネスに常駐するフィリピン軍の方も手伝いに来てくれる
3/6（水）・・・ファームでの作業
3/7（木）・・・サンタイネスのハイスクール訪問。学生のダンスなどのパフォーマンスを観賞
学校の職員の方々と軽食をいただきながら交流会
武藤主教グループがマニラに到着
3/8（金）・・・武藤主教グループと合流、ファームで野外聖餐式を行う
夕方：日本人キャンパーによる食事でお別れ会をする
3/9（土）・・・朝早くにサンタイネスを出発しマニラへ向かう
修道院の経営する教会用品の店でショッピング
サンチャゴ要塞、サンオーガスチン教会を見学
3/10（日）・・・セントグレゴリー教会で主日聖餐式に参加
ショッピング
カテドラルホールでお別れ会
3/11（月）・・・日本へ帰国
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キャンプ参加者紹介

八代良寛（神戸）

安村大樹（九州）

司祭

長田吉史（神戸）

近森仁美（神戸）

団長

ベイカー博子（九州）

山本利亜（九州）
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チャプレン 牛島幹夫（九州）

遠藤洋介（神戸）

リチャード・ベイカー（九州）

キャンプ参加者紹介

司祭

岩佐直人（沖縄）

武藤和美（九州）

山本風太（神戸）

安村遼太（九州）

主教

武藤謙一（九州）

佐藤眞理子（九州）
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西上侑希（沖縄）

高良まなみ（沖縄）

古澤はんな（九州）

～ ２０１３ ワーク キャンプ レポート ～
もう一つの題点は後述の報告（中央教区への手

第１回九州、神戸、沖縄３教区合同ワーク

紙）にあるように緊急時体制の甘さであった。こ

キャンプ２０１３年

れは今後中央教区ともしっかり話し合って、参加

フィリピンワークキャンプ団長

者に不安のないようにしていきたい。

九州教区宮崎聖三一教会

それでも各教区から１名づつ合計３人も若い

ベイカー 博子

司祭さんが参加されるので、わたしとしてはとて
も、頼りになります。

今年もまた、フィリピン、サンタイネス村のヤ

忘れてはならないのは、何度行っても暖かく

コブ農園でワークキャンプが行われ、３月１１日

迎えて下さるフィリピンの人々の寛大な愛の心

に全員無事帰国できました。主のみ名を賛美する

である。この姉妹教区協働の関係の中心に主がい

とともに、国の内外でお祈り、支援してくださっ

て下さるという、素晴らしい恵に感謝し、今後の

た全ての方々に感謝申しあげます。

３教区の歩みを進めて行きたいと思います。

タイトルにありますように、始めての３教区合
同のワークで、参加者１５名に部分参加で武藤新
主教様、和美夫人、ベイカーリチャード兄を合わ
せて総勢１８名の大所帯でした。少々心配ではあ
りましたが、内リピーターが半数を占めたのは心
強く、その中でもほとんどが、サンタイネス村で
交流して家族同然になった村人や子供達に再会
したいと言うのが、参加者の第一動機でした。こ
れは、私達のいままでの交流が、一過性のもので
はなく、お互いに強い影響を与え息の長い関係に
築きあげられつつある証である、と言っても良い
のではないでしょうか。

教区事務所に出された歓迎幕の前の博子さん

えてして、日本では感動とか絆とか信仰といっ
たものに対して、ちょっと距離を置きクールっぽ

２０１３、ワークキャンプ

報告書

くふるまっている、現代の若者達もワークキャン

キャンプリーダー ベイカー 博子

プに参加すると２−３日でフィリッピンマジック

（これは中央教区へのお礼の手紙を兼ねた、報告

にかかってしまい、メロメロになって、送別会で

書の一部です)

は、「また、ぜええーーったい、フィリッピンに

タクロバオ主教様、ダグソン司祭様、マービン執

戻ってきまーーす。」と熱く語る若者に変身して

事様、ベニー、中央教区の皆様、サンタイネス村

いるのである。

の皆様、へ。

同時に一カ所にくり返し行く事でおきる問題

先ず、何よりも最初に、ワークキャンプの間、

点も、４年目にして浮上し、この事で全員が真剣

皆様の一人一人を通して愛を示して下さった、主

に話し合う事が出来たのは、改めてワークキャン

を賛美いたします。

プの目的を再確認するよすがとなり、見えない形

私がこの宣教プロジェクトに関わりをもつよ

でも青年達が成長しているのを感じて本当に頼

うになって、早いもので７年以上になりますが、

もしく思ったことでした。

フィリピンの皆様と一緒に働くことによって、い
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つも主が皆様の中におられ、私達とともに間近に

をベニーのお陰ですますことができました。短時

おられ、常に見守って下さるのを感じていました。

間の連絡のため宿舎がとれず、それでも教区職員

このプロジェクトによって、主の家族として交流

用の部屋に案内してもらった時は３人ともグッ

を深めて行っていることを、何より喜んでくださ

タリ、休んでいる私達にベニーが差し入れてくれ

ればと願って来ました。

たものは、何とお寿司とみそ汁でした。教区会の

しかし、実はサンタイネスでワークを始めて以
来、私が密かに恐れ心配していることがありまし
た。それは、何の医療設備もない無医村であり、

準備で超多忙のはずなのにどこまで、気が利く人
なんでしょう。私の守護天使です。
幸い、仁美さんは入院は免れましたが、サンタ

外部との連絡もできず、最寄りの国道迄の手段は、

イネスへの帰村は禁止されました。ちなみに専門

橋なき川を１０以上も横切って石ごろごろの悪

医からは、「サンタイネス？どこですか？聞いた

路を２時間近くジプニーに揺られて行くしかな

事もありませんね」といわれました。彼女は帰り

い、そんな場所で緊急事態が起こったらどうしよ

たがったので、薬を飲み十分安静にして回復を待

うかという点でした。幸い、最初の３年間は深刻

ったうえで、判断することにしました。実はこの

な事態に見舞われる事なく、過ぎました。しかし、

長旅で一番辛かったのは本人なのに、一言の文句

さすがの神様もあまりに呑気に楽しんでいる私

も泣き言もいわず、ずーっと我慢していた仁美さ

に、喝？を入れねばと思われたのかもしれません。

んは本当に賞賛に値する大人の女性だなと感心

ついに、恐れていたことが起こったのです。そ
れもベニーとダグソン司祭が村を留守にして、ケ

しました。
翌日は私がベニーと空港まで武藤主教様のグ

ソン市に帰っているという最悪の状況下でした。

ループを迎えに行っている間に本当に安静にし

キャンパーの仁美さんが作業中、畑で正体不明の

ていたらしく、夕食会に参加できるまでに回復し

毒虫にさされ、化膿、発熱し、夜になって同宿の

ていたのを見て一安心。会議続きで超多忙な中、

はん奈さんが彼女の様子がおかしいと言って来

わざわざ宿舎まで仁美さんの様子を見に来てく

たのです。顔に斑点が出て、喉が腫れ、息をする

ださった、タクロバオ主教様にも、感謝です。

のも苦しそうで、もう、これはためらっている場

実は、この危機を乗り越えることができたのは、

合ではない、と思いましたが、何しろ夜だし今夜

神様が備えていて下さったあと２人の守護天使

は薬をのませて、明日どういう状況であろうと朝

がいたからでした。

一で聖ロカ病院に連れて行こうと決心しました。

その１人は、私のホストマザーのアルメニアさ

幸い翌朝は、起きられたので１日１回のジプニ

んで、その場で迷わず病院迄同行を申し出てくれ

ーに乗り、頭が天井につく程揺れる事２時間、連

たのです。彼女は普段は３人の幼い子達を１人で

絡はつきません。つぎにトライシクルに乗って次

育てているのですが、今年に限って海外で働いて

のジプニー乗り合い場に、また２時間程乗り大き

いるご主人が３年に１度の休暇で帰宅中だった

な市場町で降りて、昼食、連絡がとれタクロバオ

のです。実は再三に渡る、乗り換えや、現地運転

主教様からのそこからはタクシーで直接病院迄

手との交渉も全て彼女がやってくれたのでした。

つれてくるようにとの命令？に従いましたが、そ

その上、私達をベニーに任せると、村で心配して

れでも渋滞で１時間以上かかりました。ようやく

いるメンバーに状況を知らせるため、とんぼがえ

病院について、待っていたベニーの顔を見るとホ

り。これほどの長旅になると知っていながら、何

ッとしました。それからは、救急患者の手続き、

のためらいもなく助けの手をさしのべてくれた、

医者への説明、海外保険係との対応、皮膚科の専

彼女の勇気と決断力に感謝と敬意を表します。果

門治療室への誘導、薬局での処方箋、などなど、

たして同じ状況の中で、私はどうだろうか、見習

日本の病院でさえ、混乱する全ての煩雑な手続き

うべき態度ですね。
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もう一人の守護天使は山本利亞さんです。ベテ

すが、この絆はタクロバオ主教さまと、九州教区

ラン看護婦の彼女がいたからこそ、的確な判断と

の新主教ルカ武藤主教様にしっかりと受け継が

心やさしい介抱で、仁美さんは皆と一緒に帰国で

れていくことでしょう。その業の一端でも担える

きたのだと思います。村を出る前夜は仁美さんを

ことができれば幸いです。

一晩中見守ってくれ、万一入院の時は付き添う覚

さらに、主の御恵みが私達とともに、そしてこ

悟でスーツケース持参の同行でした。農園でも、

のプロジェクトとともにありますように。本当に

手に豆ができた者、虫さされ、火ぶくれ、腹痛、

ありがとうございました。

筋肉痛と人数が多いぶん皆の手当で利亞さんは
てんてこ舞い、休む暇なく気の毒でした。彼女に

ベニー・メンドーサ姉からの返信

よると今回の参加は義姉の熱心な薦めで決めた

2013 年 3 月 20 日

が、そもそも仕事を辞めていなかったら、とても

早速、報告書を送って下さりありがとうござい

考える余裕さえなかった。リセットのつもりだっ

ました。

たが、今思うと主に導かれて参加したのかもしれ

私達のお互いの経験を通じて、主が如何に多く

ない、とのことでした。まさに、そのとうりだと

のことを教えて下さっているかを知って、感動し

思います。この頼りがいのない私を助けるため、

てしまいました。
おっしゃる通り、私達は主の備えや助けなしに

備えていて下さったのに違いありません。
第１回目の３教区合同キャンプということで、
心配もあったのですが、結局はお互いを思いやり、

は何も、達成することはできません。
皆様が無事帰国されたと聞き、安心しました。

楽しく協力してよく働き、現地の人たちとも暖か

中には体調不良の方もおられたようですが、一日

い交流を深めた、素敵なチームだったと嬉しくお

も早く全快されますように、お祈りしております。

もっています。全ての経験を通してサンタイネス

そのことで思い出に傷がついたりしなければ良

の自然と村人達と中央教区の人たちとの絆を強

いがと、願っています。皆さんのいつもの笑顔を

める事のできたこの日々は、私達にとって宝物に

たやさないでくださいね。
本当に考えてみると、今年のキャンプは、主に

等しい思い出となることでしょう。
フィリピンの皆様一人一人の心遣いとご親切

与えられた賜物を、一人一人が、場面場面で、活

に、深く感謝申し上げます。この協働の業に関わ

かしきったモデルケースのようでした。その事が

って下さった全ての人々、良く見知った人にも、

お互いの教区を向上させ、分かち合うことで信仰

舞台裏で懸命に働いてくださった見知らぬ人に

が強められていったとおもいます。あたかも、中

も、等しく主のみ恵が注がれますように。

央教区の今年の教区会のテーマ『あなたがたは、

主の栄光は、私達が家族としての愛を皆で分かち

主の賜物です。一人一人の人生を皆とわかちあい

合う中に表され、この宣教プロジェクトの基は、

ましょう』をまさに地でいったようなものです。

その上に築かれているのだと再確認したことで

皆様の一人一人に私達一人一人から、心よりの
気持ちをお送りいたします。

した。
最後に奇しくも、アメリカから帰国されている
ボテンガン主教様に偶然、聖グレゴリー教会でお
会いできたのも、光栄の至りでした。なぜならこ
の姉妹教区の関係は司祭時代の五十嵐主教様と
ボテンガン主教様との友情から、双葉が芽吹き、

早速コピーして教区の皆様にお配りするつも
りです。
本当に全てに感謝します。主のみ恵が皆様とと
もにありますように。

今日まで大きな樹に育って来たのですから。残念
ながら五十嵐主教様もまた３月末で退職されま
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ベニー

おばさんのワークキャンプ
九州教区

佐賀聖ルカ伝道所
佐藤

眞理子

あればキッチンに入り浸っていました。そして試
食しては MASARAP！の連発。ただ、山羊をつぶ
すときだけはそばにいられませんでしたが、お肉
はおいしくいただいたのでした。
残念だったのは、今回、農場そばの川での沐浴

「これが最後よ！」と自分にいい聞かせての出発

ができなかったことです。山の上で鉱山の採掘が

でした。なにしろ最高齢 64 歳の参加です。やっ

はじまり水が汚染されているというのです。若者

ぱりまた行きたいなと思ってしまう２回目参加

たちは養殖用の池を掘りました。わたしたちは、

でした。

その川原から石を運びました。体力のある男性は

お別れセレモニーで古澤はんなさんは自分は

大きな石を肩にかつぎ、おばさんはやっと抱えら

フィリピンに育ててもらったとあいさつされま

れる石を前に抱きかかえて・・・。行ったり来た

した。若者たちのリピーターが多いのです。国や

り、そのくり返しです。重機がなにもありません

ことばが違っても、いっしょに礼拝に参加し祝福

からみんなで力をあわせての労働です。そしてそ

を受け、同じ主の祈りをささげ、同じ聖歌を歌い

の石が池の上部にしっかり積み重ねられ、みごと

信仰を共有する！こんなすばらしい企画を 10 年

な池の完成です。稚魚が育っていけばよいのです

も続けている九州教区にこころからの感謝です。

がそのためには、労働だけでなく資金が必要にな
ります。ここでわたしたちは支援という大きな課
題に直面しました。支援とはお金の問題です。み
んなでデイスカッションが始まりました。驚いた
ことは若者たちがしっかりした自分の意見をい
うことができる態度に未来を感じました。おばさ
んのわたしは遅れていると思ったことでした。
7 泊お世話になったホームステイはリリアンさ
んのお家でした。質素ながらも清潔で居心地のよ
いすてきな家庭でした。夜は、ハイスクールに通
うアンジェリカもいっしょに、カタコトながらい
ろんなお話ができたことは楽しい時間でした。食

談笑する眞理子さん

卓のテーブルクロスの上にろうそくが灯る、静か
な夜。わざわざ演出しなくてもそれが普段の暮ら

サンタイネス村は 3 年ぶりでした。なつかしい

しなのです。最後の夜はおいしい手作りの夕食を

ひとびと、なつかしい風景、そしてわが J コブ農

いただきました。いま抱えていること、将来の夢

場では、ナス、トマト、三尺豆、カボチャ、コマ

など語り合うことができました。そして、ハグ。

ツナ（たぶん）が育っていました。3 年前は農場

「わあ、わたし ブラジャー をしていなか った

の柵を作り荒地を掘り起こすワークだったので

わ！」とあわてるリリアンおばさん、みんなで大

すから驚きでした。今回、野菜畑は人海作戦です

笑い。そのふくよかな感触も忘れません。

っかりきれいに草取りができました。
キッチンは礼拝堂の裏の小さな部屋で、流しと
プロパンコンロが設置されていました。ここでわ
たしたちの朝、昼、夕のおいしい食事を作ってく
れるのは信徒のおばさんたちです。今回も暇さえ
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るのだろうか。フィリピンで出会った皆さんは、

わかちあう
神戸教区 司祭 長田

いちいちそんなことは考えていないんじゃない
吉史

でしょうか。確かに、何かを奪い合うこと、分か
ち合えないことはあるにはあるけれど、でも私た

以前、我が家の誰かの誕生日の時、大きなイチ

ちのようではないはず。食べるものだけではなく、

ゴがいっぱい入ったケーキが届きました。すると

何でもかんでも、いちいち「これを分かち合ったら、

3 人の子どもたちは、もう必死になってどの部分

自分の取り分はえーっと・・・これくらい残って、えーっ

を占領するか、そしてチョコレートで作られた飾

と・・・」ってそろばんをはじくようなことはしない

りなどをどのようにして奪うかで争っていまし

はず。また、それ以外にも「知らない人だから分か

た。子どもたちには、相手にゆずるという気持ち

ち合いたくない」とか、「この人に分かち合っておけ

はまったくなく、分けられた自分の取り分よりも、

ば、あとで・・・」とか、そんなことは考えてないと

少しでも「敵」の方が多ければ不平不満の雄叫び

思うし、むしろみんなで笑顔になることを先ず望

を上げ、最終的に母親のカミナリが落ちるまで落

んでいるように思えます。つまり、私たちより「分

着しない有様でした。そのような光景は何も子ど

かち合おうとするオモリ」がフィリピンの皆さん

もたちにだけ見られるものではなく、大人の自分

には多いっていうことで、そのことをこの度のキ

だって、誰にだって見られるものです。自分を一

ャンプの中で垣間見たように思えました。自分が

番にかわいがるあまりに、人を蹴落としてでも何

フィリピンで体験したことだけではなく、他の参

かにおいて優位に立とうとする。確かに、時には

加者の皆さんが現地で話していたこと、さらには

相手のことを考えることもあるけども、でもそれ

聖グレゴリー教会のジェリー司祭さまやタクロ

だって最初は自分の優位性を考えた上で相手の

バオー主教さまのお話をお伺いすることを通し

ことを考えている時がよくありますよ。

ても、そう感じたのでした。

私たちには人との関係の中で、「相手のことを
まず考えるオモリ」と「相手のことよりもまず自
分のことを考えるオモリ」があるように思えます。
そのことは別の表現で言い換えてみると「分かち
合おうとするオモリ」と「分かち合いたくないオ
モリ」。どちらが重いか、それはみんなわかって
いること。「分かち合いたくないオモリ」ですよ
ね。分かち合うことがすばらしいことであると、
どれほどわかっていても、まずは自分のことを考
える。仮に誰かと分かち合えても、自分の優位性
というか、自分の状況が悪くならない場合には分
かち合えている。例えば、自分が持っているもの

ダグソン司祭にプレゼントを渡す長田司祭

を誰かと分かち合う時、それを分けてあげても自
分に不足がないのであれば、はじめて分かち合お

「いつ」
「どこで」
「誰に」
「どのように」分かち合

うとするってことが、これまでにも何度もあった

うことができるのか。それは帰国してから随分時

はず。最初から、何にも考えずに、みんなで分か

が経つ今も、まだわからないでいます。最近有名

ち合おうってことは殆どと言っていいほどない。

な東進ハイスクールの講師・林修先生が言ってい

でも、それって本当に分かち合っているって言え

るように「「でも」や「しかし」、こういった接続詞があ
「でも」や「しかし」、こういった接続詞があ
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なたを邪魔している・・・じ
なたを邪魔している・・・ じ ゃあいつやるか？今でし
ょ!!」
!! っていうことが大切なのはわかってはいます
が、まだわからないでいます。すべてをさらけ出
して、と言っても、すべてがそうはいきません。
「できることを」って言うと、何か自分で限界を
つけているようだし、最初からあれこれ考えてし
まっている気がします。でも笑顔になりたいのは
私もフィリピンの皆さんと同じなのです。自分だ
けではなくみんなが笑顔になること、つまり「分
かち合おうとするオモリ」を重くすることを、今、
強く望んでいます。そうすることがきっとレクト
リーに張り出されていた『What you are is your
Gift from God, what you will become is your
Gift to God.』という言葉につながっていくと信じ

いつもこどもに囲まれてます

て、です。
着いて２、３日は、東南アジアでよく見られる

ありがとうございました。

町や村の様子、生活様式、人々の顔の作りに親し
みを感じながらも、言葉が出ないもどかしさを感

感想文

じていました。それから現地の言葉を少しずつ覚

神戸教区 高知聖パウロ教会
近森

仁美

える中で、言葉が話せないということは、声とい
っしょに感情も閉じ込めてしまうのだなぁと思
ったことを覚えています。声を出すことに足踏み

わたしが今回このワークキャンプに参加した
のは、東南アジアの農村風景にただ癒されたいと

しなくなったのは、ある子どもの起こしたいたず
らがきっかけでした。

強く思ったことが始まりでした。戦後の高度経済

それはキャンプ３日目のことです。木陰で休ん

成長に伴った資本主義とグローバリゼーション

でいる参加者の女の子たちのところに一人の小

の只中で、急速に自然との生活を失った日本に比

学生の男の子が満面の笑みでもってやってきま

べ、東南アジアの国々には未だ自然と共存した

した。手には案の定ミミズ。女の子たちはクール

人々の暮らしがそこにあります。どこか遠くにあ

にあしらいます。すると男の子、そのミミズを女

る自然を想いながら町で働くいまのわたしの生

の子たちに投げて抗戦。側で見ていたわたしは静

活と、開発という底知れない力を持った変化の中

かにその場を立ち去りました。男性陣が働いてい

にありながらも自分たちと自然とのつながりを

る養殖池の方へ歩いていると、さっきの男の子が

感じながら暮らすことができる村の人々。わたし

素敵な笑顔でやってきました。この笑顔、、、怪

は自分には無理だと思いながらも、自然と共に暮

しい。その子の手の中で動くモジャモジャした黒

らす人々に恋いこがれているのだと思います。知

くて大きな虫。そいつの目は光っているように見

らない所に出かけるのが苦手なわたしですが、周

えました。わたしの手に持たせたいその子と、逃

りの人たちの優しい励ましのお陰で、初めて出逢

げ惑うわたし。山道に足を取られ転んだわたしの

う人々と共に初めての場所フィリピンに出発す

靴の中に堂々と居座ったモジャ子。そのあまりの

ることができました。

気色悪さに、目から思わず涙が。靴の中で動くモ
ジャ子が気持ち悪いのと、旅のいろんな不安が折
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り重なって大人げなくも泣いてしまいました。そ

して誰かの声を聴くこと。それはわたしが目指し

んなわたしに気づいた女子高生たちが、わたしを

ている“居心地の良い場所作り”、“真の多文化

畑作業へと連れ戻してくれたのですが、泣いてく

共生社会を目指す”中でとても大切なことである

しゃくしゃの顔を見られることが恥ずかしくて、

と再確認することができました。このような経験

みんなから少し離れて作業を始めました。すると、

をさせて頂き、このキャンプを支えてくださった

女子高生たちと共に子どもたちが何も言わず周

皆さんに心から感謝しています。

りでいっしょに働き始めてくれたのです。それが
なんだかおかしくて、愛しくて。言葉の通じない
わたしの側で、何も言わず黙々と働く子どもたち
の姿は、何とも言えず愛らしかったのです。わた

ワークキャンプ 2013
東京教区 聖マーガレット教会
安村

しを囲むように働き遊ぶ子どもたちのひとつひ

大樹

とつの動きの中に、わたしを気遣ってくれる優し
マニラ国際空港でもホレブハウスでもなく、

さと暖かさを感じました。
さっきまであったはずの厚い壁が一気に消え

「WELCOME BRGY. STA. INES」と書かれた門

て無くなったように思いました。先程までわたし

をくぐった時に帰ってきたと感じる。もちろん

たちを隔てていたもの、それは一体何だったので

Sta. Ines 村への第一歩は、ジープニーの上からで

しょうか。人種、文化、言語、経済的格差、、、

ある。必ず帰ってくるという約束から 3 年、よう

そうしてわたしと目の前にあるものとに線を引

やくその約束を果たすことが出来た。今年のワー

いていたのは、わたし自身だったのです。自分と

クキャンプで Sta. Ines 村を再訪できたことを、

「違う」ことにこだわり、そして怖がっていたわ

本当に感謝している。

たしの心だったのです。そんなわたしに、大切な
ことを思い出させてくれたのはいま出逢ったば
かりの子どもたちでした。虫でわたしを驚かせて
くれた子は、よく面倒を見てくれるようになりま
した。それからは、子どもたちといっしょに遊ん
だり、ステイ先で過ごす時間がとても居心地の良
いものになったことは言うまでもありません。そ
んな中で気づいたことは、言葉が通じるかどうか
自信がなくても、声にのせて気持ちを伝えようと
することは、フィリピンにいても、日本にいても

ホストファミリーとほっと一息

大切なことだということです。そして相手が何を
前回ワークキャンプに参加したのは３年前で、

思っているか聴こうとすることも。
知らない土地に行き、知らない人々に出逢うこ

この時は Sta. Ines.村支援の初年度であった。3

とを恐れていたわたしにとって、このキャンプで

年前は全くの荒れ地であった土地に新しく農園

の様々な出来事すべてが、学び、気づき、分かち

（以下ファーム）を開こうと、石柱で柵を作った

合いへとつながり、いまの自分に丁度必要なもの

だけであった。しかし今ではトマトや米、豆の植

ばかりとなりました。いま自分の場所に帰ってき

わるまさしくファーム、立派なものであった。フ

て、キャンプで出逢った人々の顔を思い起こすと、

ァームの入り口には「JACOB’S FARM」なんて

また色んなものに出逢いつながっていくための

記された門まで出来ている、堂々たるものではな

小さな勇気が湧いてきます。自分の声を聴き、そ

いか。そんなファームもまだ発展中であり、今回
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のワークキャンプでは養殖用の池を掘った。シャ

のワークはしませんでしたが、感謝野外礼拝でヤ

ベルを用いてまさしく掘ったのだ。池はワークキ

コブ農園を訪れ、また農園の進捗状況をあらわす

ャンプ中に掘り終えることができ、最終日には川

写真を見て、皆さんが如何に今迄一生懸命働いて

から水を入れる所まで完成した。今後この池で魚

こられたかが分かりました。又今迄のキャンプの

が育ち、Sta. Ines.村をより豊かにしてくれるであ

成功のかげにはフィリピンの仲間のおおきな協

ろう。

力があったのだ、と再認識し感謝の気持ちでいっ

また今回のワークキャンプでは、「支援」のあ

ぱいです。

り方を考えるいい機会でもあった。詳しいことは
ここでは話さないが、継続した支援による慣れと、
団体として支援することの難しさを知った。私自
身、Sta. Ines.村支援に初年度から携わり、今年こ
こを再訪できたことは本当に嬉しかった。しかし、
支援はある程度の期限を決め、その中で徐々にそ
の土地の人に委ねて行く事が必要である。もちろ
ん Sta. Ines.村が、私にとって本当に大切な場所
であることに限りはない。
最後になりましたが、このような大切な場所を
与えて下さり、支援して頂いた九州教区、沖縄教

お別れにみんなで

区、神戸教区の方々、ならびにすべての関係者の
方々に深く感謝致します。本当にありがとうござ

また、今回、郡の行政官の方が、いまサンタイ
ネスに起こっている問題について武藤主教様に

いました。

報告された。この地域へのダム建設の計画があり

ワークキャンプ２０１３
九州教区 宮崎聖三一教会
リチャード・ベイカー

当然住民は反対しているのだが、将来的にはヤコ
ブ農園も巻き込まれるかもしれない、ということ
だった。先ず、ベニーがタガログ語を英語に訳し、
それを博子がくるまで私が日本語で主教様に伝
えましたが、どうにも不十分だったようです。幸

今回のキャンプに始めて参加して、参加者の皆
様や長い間お会いしたいと思っていた、フィリピ
ンの友人達に実際に会うことができ、光栄に思い

い主教様の英語理解力のほうが私の日本語より
も優れていましたので、助かりました。
キャンパーのなかには虫さされなどの被害を
うけ、聖ルカ病院まで治療をうけに行った人もい

ます。
妻の博子がこのキャンプに長い間、キャンパー

たと聞いたが、村人達やホストファミリーの方々

としてまたリーダーとして関わってきましたの

のお陰で最終的には全員無事に帰国することが

で、フィリピンの仲間にいつも、ご主人はいつ来

できて、本当に何より嬉しいことです。

るのかと聞かれていたようでしたが、短い間なが

タクロバオ主教様が、犠牲を払わない愛はない、

らようやくそれに応える事が出来嬉しく思いま

言われた中にはこの事も含んでいただろうし、家

す。その上思いがけなく、武藤主教様、和美夫人

族のため犠牲を払っている何百万といわれる海

とお近づきになることができた、良いチャンスに

外出稼ぎ労働者達のことも覚えて、言われたのだ

もなりました。

ろう。私も出稼ぎ労働者の知識はあったつもりだ

キャンプの後半に部分的に参加したため、実際
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が、今回マニラ国際空港で彼ら専用の出入国ロビ

ーがあるのを知り、空港の外で帰国する家族を迎

クキャンプに去年に続き今年も参加させてもら

えに来ているお祭りのような大群衆を目の前に

いました。今年は青年参加者も多く、とてもにぎ

して、始めてその規模の大きさを認識させられま

やかで楽しいフィリピンワークとなりました。
今回のフィリピンワークでいかに自分の住ん

した。
サンタイネスでは、ジャックとアルメニア宅に

でいる日本が豊かで住みやすい環境にあるのか

ホームステイしましたが、彼らや子供達といろい

ということを改めて感じられました。しかし、フ

ろ話しをする中で、海外出稼ぎに父、兄、姉、な

ィリピンが住みにくい、生活できないというわけ

どを送っている各家族がどれだけ辛い思いをし

ではありません。確かに日本に比べれば豊かとは

ているかが、伝わって来ました。父親のジャック

言い難いかもしれませんが日本では感じること

は今年ようやく３年振りに、休暇をもらってサウ

ができない様々なことが溢れています。それ今年

ジアラビアから帰って来たところでした。子供達

も感じれた事がとても幸せでした。

も両親がそろって家にいるのが嬉しくてたまら

また、去年のワークで耕した畑がどうなってい

ない様子でした。また今回マニラの病院迄ためら

るのだろうと、楽しみにしていましたが、実際行

う事なくアルメニアが先導してくれたのも、偶然

ってみると雑草の生い茂る去年のワークをする

ジャックが留守を守る事が出来たからでした。

前の状態でした。台風の影響で流され、害虫の被

タクロバオ主教様のメッセージを聞きながら

害にあったと聞き、しかし、それでもサンタイネ
スを離れたくないという言葉には感慨深いもの

思い出した言葉がありました。
「万有の中心には、犠牲愛の心がある」 ブラ

がありました。

ザーデリックという、聖公会聖フランシスコ会の

また今年は、日本人キャンパーが少人数に別れ

修道士の言葉です。この犠牲愛とは、十字架の上

てのホームステイでしたが、ステイ先の家族も温

で私達の主が示された中だけにあるのではなく、

かく迎えていただきとても過ごしやすい日々と

私達一人一人がお互いのために示す愛の中にも

なりました。
そして国は違えど同じクリスチャン、聖公会の

あるのです。
ここで、聖ヨハネの手紙（１）４：１２から

信徒として共に祈り、働き、食し、たくさんの交

「いまだかって神を見た人はいません。わたし

わりを持つことができたのがとても嬉しく思い

たちがお互いに愛し合うならば、神はわたしたち

ます。また、教会に仕える人々を見て、私もまだ

の内にとどまってくださり、神の愛がわたしたち

教会、教区に仕えることができないものかと考え

の内で全うされるのです。」

させれました。

今回のワークに私自身はあまり貢献できませ

また、キャンパーの中での新たな出会いもあり、

んでしたが、如何に多くの人たちによって支えら

良き交流を持てたことにも感謝したいと思いま

れているのか、を認識した旅でした。部分的にで

す。

も参加できて良かったと本当に感謝しています。

去年は私自身、初の海外で初めての経験ばかり

新しい友人も沢山できたし、またいつの日か再訪

でしたが、今年は 2 回目ということもあってか少

したいと願っています。

し余裕を持つことができました。また、今年もた
くさんの『初めて』を経験することができました。

フィリピンワークキャンプを終えて
神戸教区 垂水伝道所
八代

良寛

排気ガスの臭い、太陽の日差し、朝の霧がかった
空気、冷たい川での入浴、美味しいフルーツ、プ
ルタン、カラバオのフンの臭い、ニワトリと犬の
大合唱による目覚め、ハニリーンの歌唱力、デル

3 月 1～11 日の日程で行われたフィリピンワー
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フィン兄弟、RC コーラ、女の子たちとのダンス、

サンミゲルビール、綺麗な星空、少しパサついた

くつか用意してくださり、キャンパーたちが別々

白ご飯、ちびっ子たちとのじゃれあう時間、毎晩

の場所に宿泊しました。それぞれのホームステイ

大人数で飲むお酒、
「タバーコッ！」、カイビガン

先の方々と関わることもでき、昨年よりも村の中

のおっちゃん、すべてが忘れることのできない思

で多くの方におもてなしをしていただきました。

い出となりました。

心のあたたかな優しい人たちに囲まれたワーク

もっとタガログ語を勉強してまたサンタイネス

キャンプでした。1 年ぶりに再会した子供たちは

に帰れることを心から楽しみにしています。

身長も伸び、どこか大人っぽくなっていたように
感じます。キャンプ中に分からないことがあれば

すべての出会いに感謝！！

子供たちに聞いていたように思います。様々なも
のの名前や食べ物のこと、遊びまで、何でも教え
てくれます。そんな小さなサンタイネス村の文化
に触れることができたのは子供たちのおかげだ
ったとキャンプが終わってふと思いました。可愛
い笑顔とたくましさを持ったサンタイネス村の
子供たちに感謝です。

WE LOVE STA. INES!!!

２度目のサンタイネスで
神戸教区 呉信愛教会
山本 風太
昨年に続きフィリピンワークキャンプに参加さ

こどもと遊ぶ風太さん

せていただき、再びサンタイネス村に訪れ、一年
ぶりに村の人々に再会できたこと、ヤコブ農園の

昨年のワークで作った畑の場所は草木が生い茂

いまを知ること、フィリピンの人たちと共に礼拝

り、畑があった場所とはとても思えない状態にな

を捧げることができたことをうれしく思います。

っていたのは残念でしたが、人の手だけで作った

キャンプ後半からお腹を壊してしまい、十分に動

ものは自然の力で簡単に崩されてしまうものだ

けなくなってしまったのが心残りですが、貴重な

と改めて感じました。今回のワーク内容は養魚場

10 日間を過ごさせていただきました。

のための穴掘りだったのですが、こんなにも先の

村に到着した私たちをあたたかく迎えてくれた

見えない穴掘りをしたのは初めてでした。サンタ

ダグソン司祭やアグネス教会の信徒の方々の元

イネスの男たちのワイルドさに驚き、お手伝いに

気な姿を目にして、また戻って来ることができた

来てくれたさらにワイルドなアーミーたちを目

と実感しホッとしました。またお世話をしてくだ

の前にして、ただ目を丸くして見ているだけの自

さった EDCP の皆さん、特にベニーには感謝の気

分がいました。微力ながらも頑張って掘った養魚

持ちでいっぱいです。今年はキャンパーが多いた

場が、どうか自然災害などで壊れずにあってほし

めにサンタイネスの人々がホームステイ先をい

いです。そして養魚場として使われることを強く
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願っています。今回のワークだけでなく、今まで

ハード面（物）

ヤコブ農園で行われてきたワーク全てがダグソ

サンタイネスの聖アグネス教会は、板一枚の壁

ン司祭の夢であり、またアグネス教会の夢に少し

に、通気口が非常に大きく取られていて、そこに

でもつながってほしいと思います。半年に 1 回で

約 2 センチ四方の目の網が付けられている。おそ

もヤコブ農園の状態を写真などで確認すること

らく、（いるかどうかはわからないが）カブトム

ができたらなと思ったりしています。また機会が

シ以外は教会に入ることができるようになって

あればフィリピンに行ってみたいと思っていま

いる。教会の入り口も夜以外は開いていたので、

す。今回のワークキャンプに関わって下さった皆

犬や猫も一緒に礼拝を献げていた。

様、本当にありがとうございました。

密閉されているとも言えそうな日本の教会と
はまったく異なり、開放的な、地域的な、自然的

フィリピンワークキャンプ（の朝の礼拝）
に参加して
沖縄教区 司祭

岩佐

直人

ライフスタイルが完全に夜型の私には、日々の

な、主の創造を豊かに感じることができる造りだ
った。また特に高地で乾季ということもあって、
風がとても心地良かったことが印象的だった。
ソフト面（心）

朝の礼拝に起きるために少しばかりの気合いを

サンタイネスは携帯電話の電波が入らず、固定

必要としている。ベッドから出て、着替えて教会

電話も見なかったため、他所からの情報がまった

を開けるとようやく目が覚めてくる感じだ。良く

く無かった。そのために厳しい状況にもあったが、

言えば、み言葉をかけて起こしてもらっている、

今自分たちがいる場所・出会っている人に集中す

あるいは何も考えられない空の自分に主が語っ

ることができた。ある意味でコミュニオンの中の

て下さっている。そんな朝を沖縄で過ごしている。

みでの生活、修道院的であったとも言えるかもし

フィリピンから帰ってよく考えるのは、どうし

れない。普段では日常の生活、仕事をどのように

てサンタイネスでの朝の礼拝はあんなにも清々

うまく「処理」していくかという計画性が、自分

しかったのか。どうやったらあの気持ちで、今自

が思っている以上に不必要とされるサンタイネ

分がいる教会でも朝の礼拝ができるかというこ

スでの生活の中で、時にはやきもきしながらも

とだ。

「ていねいな牧会・関わり」ができる環境だった
ように感じる。自分の教会で頻繁に届く手紙を読
み、パソコンに向かいながらも情報過多を多分に
感じていることからも、クリスチャンがどんな情
報を人に伝え、また神に向かう姿勢であるべきか
を改めて考えることができた。
サンタイネスと自分の住む環境は多くの点で
異なっている。そのためサンタイネスでの礼拝を
そのまま自分の教会に持ってくることは難しい。
けれども今一つ思っていることは、自分は少し余
計な荷物を持ちすぎているのかもしれない。疲れ
てはいないが、重荷を下ろし、純粋にイエスの十
字架を負っていくことをまずやっていきたい。
主日礼拝で説教する岩佐司祭

今回のワークキャンプで出会ったすべての人、
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キャンプを支えて下さったすべての教区・すべて

は、単語を教え合うようなコミュニケーションだ

の人の上に主の祝福が豊かにありますようにお

ったけれども、今年のワークキャンプでは、会話

祈りしています。

をすることができました。同じ時間を過ごすだけ
でも十分だったが、会話をできると相手のことを
深く知ることができるので、もっと素敵な時間を

主に感謝して

持つことができました。フィリピンの子どもたち
だけでなく、私より年上の人たちとも会話をしま

人と出会える幸せ

した。会話の中で帰国してから知らない人に伝え
沖縄教区 名護聖ヨハネ教会
西上

侑希

ることを約束したことが１つあります。それは
「CHRISTIAN(クリスチャン)」の意味です。こ
の単語から”CHRIST”(キリスト)を除くと”IAN”

まず始めに、今回のフィリピンワークキャンプ

が残ります。IAN とは”I AM NOTHING”(私は、

のための活動に携わってくださった方々、ワーク

何もない)です。つまり、キリストを除くと、何も

期間中に私たちが安全で素敵な時間を持つこと

ないということです。私には、キリストがいるか

ができるようにお祈りを続けてくださった方々

ら私がいることができるのです。クリスチャンの

にすべての方に感謝の気持ちを込めて、「ありが

意味を再び考えさせられました。

とうございました」。を言いたいです。
今回のフィリピンワークキャンプは 2 度目で、
ワークキャンプ地であるサンタイネスも 2 度目で
す。初めてワークキャンプに参加したのは、2 年
前の私が高校 2 年生のときでした。大学受験があ
ったため去年のワークキャンプには参加をする
ことができませんでした。去年のワークキャンプ
でサンタイネスは終わりと聞いていたため、去年
はとても悔しい思いをしていました。しかし、今
年のワークキャンプもサンタイネスという情報
を聞き、ワークキャンプに参加したかったのはも

教会のこどもたちに囲まれる侑希さん

ちろん、サンタイネスのみんなに会いに行くこと
ができる喜びもあり、今回参加しました。

今回のワークキャンプで、フィリピンのみんな

フィリピンへ行く前、みんなに会える喜びで気

に再び会えたことは、帰国するときに私のフィリ

持ちがいっぱいだった反面、2 年前に会った私の

ピンへ対する寂しさを和らげてくれました。初め

ことを覚えているのか不安の気持ちもありまし

てフィリピンに行って帰国したときに「フィリピ

た。しかし、フィリピンのみんな私のことを覚え

ンにまた行って、出会った人に会いたい」という

ていてくれました。ジプニーから降りたとき「エ

夢が叶ったからだと思います。またフィリピンの

スター！！！」と、私のクリスチャンネームを呼

みんなに会えるような気がします。フィリピンの

んでくれたのです。ワーク期間中のフィリピンの

人との出会いだけでなく、他の教区の人との出会

子ども達が私たちに見せる素敵な笑顔、気遣い、

いもありました。これからも、ワークキャンプで

優しさは 2 年前と全く変わりませんでした。私も

の素敵な出会いを大切にして、国、人種に関係な

フィリピンの子どもたちも大きく変わったこと

くいろんな人と出会い、コミュニケーションをと

は、会話ができるようになったことです。2 年前

っていきます。
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校のゲストハウスに泊まりました。会議や教区会

三教区協働フィリピンワーク
キャンプに参加して
九州教区 福岡聖パウロ教会
武藤

和美

ワークキャンプに参加する機会をいただいた
ことを感謝します。
3 月 1 日に始まったキャンプが１週間過ぎた、7
日から 11 日まで部分参加をさせていただきまし
た。
私にとって、今回が初めてのフィリピンで、初
の海外旅行でした。フィリピンには、スラムやジ
プニ―の走り回る混沌とした街のイメージを持
っていましたが、飛行機から降り立ったマニラ市
内の道路は何処ででも進入し、接触しそうな距離
で競うように走る、交通量の多い埃っぽい街でし
た。アメリカンナイズされた看板や電飾の架かっ
たビル群や大きいショッピングモールもありま
す。また五十年前の日本を思い起こすサンタイネ
スのような田舎もあります。私がそこで感じたり
考えた事は、フィリピンに対して持つイメージと
同様に、簡潔に感想を伝えることはできません。
その複雑でまとまらない気持ちの中から、サンタ
イネスでのいくつかを経過とともに書きたいと
思います。

の準備でお忙しいタクロバオ主教御夫妻に歓迎
していただきました。
翌早朝、車で出発。3 時間程かかりサンタイネ
スに移動。そこから 30 分余り歩いてヤコブ農園
に向かいました。私達の姿が見えると、農園の入
口まで子ども達が迎え出てくれて、各々の手を取
り、そこに自分のおでこをつけ祝福してくれまし
た。キャンパー達の作業した、草取りされた畑の
中をとおり、小川を渡り、屋外聖餐式の支度のさ
れている木々の下へ。奥に竹で作られた祭壇と竹
を割って地面に刺してある花入れと花。そこを囲
むようにコの字型に竹でベンチが作られていて
子ども達、住民の方、キャンパーと混じり合って
座ったり立ったりしています。聖餐式があるとい
うので、山を越えて違う部族の人たちも来ていま
した。
“見よ兄弟が共に座っている、なんという恵、
なんという喜び”という聖歌がありますが、本当
にそういう雰囲気の中で聖餐式が行われました。
木々を渡る気持ちの良いやわらかな風がふいて、
素晴らしい空間でした。子ども達と大人、住民と
私達の区別なくそれぞれ在りのままで座ってい
ました。共に歌い、祈りしました。目を瞑ってい
ると安心して、良い気持ちで眠ってしまいそうで
した。聖餐後、村の方々による昼食が用意されて
いて、キャンパー、大人、子どもの順にいただき
ました。
午後は、サンタイネスの村にもどり、キャンパ
ー達が作るお礼の夕食会の準備に混ぜてもらい
ました。段ボールのうえで切れない包丁で人参を
刻んだり、大好評だった白玉餡子の白玉を丸める
お手伝いしました。キャンパーの作ったお好み焼
きや焼き鶏、切干大根の煮物や中華スープ等のほ
かに、ヤギが餐され、村の方の持ち寄りの皿が並
べられ、豊かな夕食となりました。子ども達のダ

武藤主教様と和美さん

ンスがあり、その後佐藤眞理子さんが可愛いお嬢

1 日目は、福岡から台北、マニラに着き、ベイ
カー博子さん達の出迎えをうけ、中央教区の神学
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さんと二人で民族衣装をつけて、踊りを披露され、
村の方々からやんやの大喝采を受けました。
その夜は、農業をしているご主人と村の学校の

先生をしている奥さんの家に泊めていただきま

そして私達の身の回りの事から、通訳、対外交渉

した。蚊帳の中で休みました。朝になると鶏や犬

等のマネージメントまで、またキャンプが始まる

が、そこここで鳴きます。鳥小屋、犬小屋などな

前から終わってからも動いてくださったベイカ

いので、本当にあたり全体から聞えます。忘れて

ー博子さん、本当にお疲れさまでした。ありがと

いた懐かしい朝を知らせる音でした。ところが 5

うございました。

時 30 分頃に､銃の発砲する音が連続して何回か聞
えます。驚きました。毎朝のことだそうで、兵士

フィリピンワークキャンプに参加して
九州教区 久留米聖公教会

が保安のため打っているそうです。
朝食前に、近くのご主人の田んぼまで御夫婦と

山本

利亜

散歩に出かけました。ゆっくり歩きながら二人の
生活の様子を聞きました。ご主人は働き者で、お

夜空を見上げると今までに見たことのない満

米を二毛作か三毛作するそうですが、ヤシの林も

点の星空があった。アンジェリカ（ホームスティ

持っておられ３人の方を雇っているそうです。田

先リリアンさんの姪の子）の「Look up」で、見

んぼの中にある小さな小屋に、豚と一緒にその一

上げた頭が釘付けになった。いつも見慣れている

人の若夫婦が住んでいました。生後一ケ月の赤ち

星座の美しさと大きな星粒に驚嘆した。ここはフ

ゃんが泣いていました。つつましい若夫婦の暮ら

ィリピンサンタ イネス、多 分マニラより 標高

しが、見えるようでした。

1000m 以上はある山村だ。私は今、フィリピンに

3 日目は、朝食をとり、マニラに移動。午後か

居る。何ということだろう兄夫婦の強い勧めで参

らスペイン、アメリカ、日本に占領された歴史を

加したワークキャンプ、自分がここに居ることが

遺すサンチャゴ要塞と、何日かかけて見たいよう

不思議だ。目的なく参加したこのキャンプだった

なカトリックの大聖堂を見学しました。4 日目は

が、フィリピンでの出来事の数々が私の心に深く

マニラから 1 時間ほど離れた聖ｸﾞﾚｺﾞリー教会で

定着しマジックにかかってしまった。

聖餐式に出席し、宿舎にもどり中央教区で慰労の
夕食会をしていただきました。翌早朝出発してマ
ニラ空港へ。沖縄組と台北で別れ、全員無事に福
岡に帰りました。
ショッピングモールに入る人は誰でも警官に
ボディーチェックを受けたり、サンタイネスのよ
うな田舎でさえ毎日銃の音がするような危機と
共に暮らす国。街中のスラムだけでなく、小さな
村でさえ貧富の差がある生活のあること。つつま
しいけれど活き活きと暮らしている人々。あり余

ホストマザーのリリアンさんと利亜さん

る中でまだ満足できない私達の暮らし方・・・と
落とし所が定まりません。種を蒔かれたような旅

ホームスティ先に入った瞬間タイムスリップ

で、定まるまで考えたり、感じたりした事を忘れ

したかのように 50 年前の親戚の農家と同じ匂い

ずに持っていたいと思います。

がした。2 階建てだが天井は低く、階段は少し歪

暖かく私達を迎え入れてくださったサンタイ

んでいた。初日に私は、この階段の上から下まで

ネスの方々、中央教区のスタッフの方々、タクロ

滑って落ちた。低いことが幸いし打ち身だけで済

バオ主教御夫妻に感謝します。特にいつも笑顔で

んだ。お陰でそれ以降、注意して降りることを学

心配りしてくださったベニー・メンドーサさん、

んだ。事前学習を全くせず、英語もタガログ語も
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全くできない私、どうにかコミュニケーションを

わらず、この国の人達は、優しく私たちを迎え入

とらなくてはと必死だった、2 階に案内されしば

れてくれた。約 20 年前にフィリピンを追われる

らく“フィリピン指さし会話帳”を利用して、自

ようにハワイに逃げたイメルダ夫人が今フィリ

己紹介を行い談笑することができた。再び教会に

ピン国内にいるように、この国の人達は、寛容で

向かう私たちに突然、荷物入れにとリリアンさん

優しさに溢れていることを実感した。

が大きなポリバケツを用意してくれた。理由は

先日、山口の実家に帰りデパートに行った。入

「many many daga」渋い顔をしながらこの中に

り口の前を若い男性が歩いていて、私が入るまで

入れるよう勧められた、ネズミの洗礼は、2 日目

ドアを開けて待っていてくれた、思わず「Thank

の夜にやってきたダダダーダダダー運動会をや

you」見上げると外国人男性だった。何気なく出

っているようだ。これは、かなり大きいことが想

た、英語と外国人の何気ない優しさに感動しなが

像でき、できるだけ対面することがないように願

ら、とにかく英語を勉強しなくては、と焦る気持

い毎日就寝し、幸い最終日まで遭遇せずに済んだ。

ちになっている自分とまた、フィリピンに行こう

朝は、5 時 30 分起床、夜は、9 時に就寝、モスキ

と考えている自分がいることに驚いている。今も

ートの羽音も気にならず、以外にわが家より爆睡

目を閉じると子供たちの笑顔や歌声、ジェイラー

できたことに驚いた。

ドさんのバイク の後ろに乗 っていたこと など

今回のキャンプで私は、薬の管理を任されてい

色々な事が思い出され、夢のような 11 日間だっ

た。ワーク初日から靴ズレや手のマメなど小さな

た。今だ、フィリピンマジックから覚めないでい

問題はあったが、内心ドキドキで何もないことを

る私がいる。これもまた、神のなせる業なのだろ

心で願っていた。15 名という人数を考えれば何か

うかと思う。

起こるかもしれないことを覚悟していなかった
自分を深く反省することがキャンプ 5 日目にやっ
てきた病人が出た。職を離れて約 5 か月ドキドキ

フィリピンワークキャンプ
沖縄教区 小禄聖マタイ教会

して自分の鼓動が鼓膜に響くのが聞こえた。ベー

高良

カーさんと相談した結果病院へ向かうことにし、

まなみ

6 日目にアルメニアさんの案内でマニラへ向かっ
た。無事到着し、ベニーさんジャンさんが優しい

私は今回初めてワークキャンプに参加しまし

笑顔で迎えてくれて本当に嬉しかった。たくさん

た。フィリピンに行くのも初めてで不安な気持ち

の人達の力で私たちキャンパーは守られ、支えら

もありましたが、充実した１０日間を過ごすこと

れていることをその出来事で教わった。また、ベ

が出来ました。

ーカーさんと散歩をしていた際、つまずいたベー

最初の方は日本との生活・食・文化の違いに少

カーさんを 3m 先の男性が走って来て手を貸して

し戸惑うこともありました。特にサンタイネスで

くれた。この国は、優しさに溢れていると感じ、

の生活は驚くことばかりで、１０日間やっていけ

胸が一杯になった。

ないかもしれないと思うほどでした。私のホーム

フィリピンは、抑圧された歴史があり、日本に

ステイ先は、水と電気は通っているもののやはり

比べればかなり貧富の差が大きい、マニラに戻り

日本の生活に慣れている私にとっては厳しい部

教会の前を歩くイメルダ夫人を見たとき突然、日

分もありました。しかし、そう思ったのにも関わ

本の ODA がこの女性の靴やドレスに変わったこ

らず充実した日々を送れたのは、ホームステイ先

とを思い出した。国土の 4 分の 1 のラワン材が日

の家族やサンタイネスのみんな、マニラでずっと

本の高度成長期に住宅資材に使われ、そのために

日本人のお世話をしてくれたみんなのおかげだ

洪水が発生し、多くの人々が被害を被ったにも関

と思います。
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の境目は仲が深まるにつれて見えなくなるもの
だと思いました。交流も大事ですがワークキャン
プとして行っているので、これはこれからの課題
でもあると感じました。
ワークキャンプを通して学んだことや感じた
こと、そして貴重な体験をしたことは日本でも忘
れず覚えておきたいです。そして、またフィリピ
ンに行きサンタイネスのみんなの笑顔が見たい
なと思います。学生の間にこのような素敵な思い
出が出来て良かったです。
ワークでは畑の草取りが多かった！

サンタイネスの食事は今日も美味かった！
サンタイネスには子どもが多く、初日からたく

九州教区 司祭

牛島

幹夫

さんの子どもが話しかけてきてくれました。私は
英語が得意ではないので分からないこともあっ

フィリピンに行くのは今回のキャンプで 8 回目

たのですが、みんなそれを理解してくれて簡単な

になりました。そして、どういうわけか私はその

英語で解りやすく説明してくれたり、英語が分か

うち 6 回も今回のワーク地であるサンタイネスを

る日本人に日本語を教わって私に日本語で話し

訪ねています。2003 年 8 月に初めてサンタイネ

てくれたりしました。この積極的にコミュニケー

スを訪ねた時は雨期でした。大雨のため川には濁

ションを取ろうという姿勢は見習わなければな

流が溢れ、乗り合いジプニーが途中の川を渡れず

らないなと思いました。

川の手前で一晩を過ごすことになりました。この

私がこのワークキャンプで印象に残っている

とき、私たち一行だけは教会の人が交渉してくれ

のは、子ども達の笑顔とフィリピンの人達の優し

て急遽近くの農家に泊めてもらうことが出来ま

さです。日本では電子機器に囲まれている生活で

した。そして、急に押しかけたのに目玉焼きと干

すが、サンタイネスは自然に囲まれている生活で

し魚で夕食を出してくれたのを良く覚えていま

した。便利で豊かな生活なのは日本だと思います。

す。また、当時サンタイネスの教会のベンチは木

しかし、日本での生活よりサンタイネスでの生活

製の背もたれの無い長いすでした。まだ牧師館も

の方が笑っていたのは、この子ども達の元気と笑

ありませんでした。ダグソン先生は執事で、マニ

顔があったからだと思っています。また、フィリ

ラからサンタイネスまで通ってきていました。

ピンの人は本当に優しくて、ホームステイ先でも

次に訪ねたのが 2009 年のアドヴェントツアー

凄く良くしてもらっていたし、マニラのスーパー

の時でした。ヤコブ農園の予定地を訪ねるのが目

の店員さんもとても優しくて温かい人が集まっ

的でした。予定地までの道は文字通り山道でした。

ている国なんだなという印象を受けました。

牧師館が出来ているのにも驚きました。しかし、

楽しかったことだけではなく、勉強になること

それよりよく覚えているのはお皿いっぱいのカ

もたくさんありました。ワークキャンプを通して

エルの素揚げが食事で出されたことです。私たち

サンタイネスの人との仲が深まるにつれて、困っ

をもてなすためにわざわざ皆で取りに行ってく

ていることがあるならもっと支援したいという

れたと聞きました。カエルそのままの姿を嫌がる

気持ちは強くなりました。しかし、支援とはその

人も多かったのですが、食べてみるととても美味

人達が自立していくためにするものなので、線を

しかったのをよく覚えています。

引かなければならない部分もあると思います。そ
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それからもキャンプで 3 回、アドヴェントツア

ーで 1 回サンタイネスに来ることになりました。

について質問をしてきましたので、ワークのこと、

木々に囲まれたサンタイネスの空気は柔らかく、

楽しかったこと、これからの課題になるだろうと

教会や村の人達の笑顔は優しく、そしてなにより、

思ったことなどを話しました。そして、最後に「サ

私たちをもてなしてくれる食事のおいしさに私

ンタイネスの方達は私たちに素晴らしいホスピ

はすっかり惹きつけられています。もちろん、と

タリティーを示してくれた。フィリピン人のホス

びきり豪勢な食事がいつも出るわけではありま

ピタリティーは本当に素晴らしい」と伝えました。

せん。でも、特にサンタイネスのワークキャンプ

すると彼は「That’s our pride.」と即座に応え

の間に教会の方達が用意してくれる食事を食べ

てくれました。人を暖かくもてなすことが自分た

ていると、なんとも優しい落ち着いた気分になる

ちの誇りであるとはっきりと言える人達がいる

のです。単に私の舌がフィリピン料理に合ってい

のです。フィリピンとの協働において私たちが学

るという以上のものがあるように思います。なぜ

ぶべきことの一つではないかと考えています。

なら、美味しい食事なら首都マニラでもいくらで
も出てくるからです。

助け合うかたち
九州教区 大分聖公会
古澤

はん奈

今年で６回目のフィリピンワークキャンプの
参加となりました。
ワークキャンプの参加は最後になるかな・・・
と考えながら参加していますが、毎年フィリピン
のみなさんから与えられるパワーに元気をもら
い、最終日になるとまた来年も行こう！という気
牛島司祭のお気に入り“アドボ”

持ちになってしまいます。特にワークキャンプ参
加前は体調が芳しくなかったので不安でしたが、

私のサンタイネスの思い出は食事とセットに

フィリピンのサンタイネスの皆さんに再会した

なっています。ヤコブ農園で、サンタイネスの教

ときは「帰ってきたぞー！」という気持ちになり、

会で、牧師館で、
、、食事をした時の幸せな気持ち

一気に活力が湧いてきました。

を大切にしたいと思っています。ワークキャンプ
では、何人かの女性達が食事を作るためにいつも
働いてくれていました。彼女たちが表に出てくる
ことはあまりありませんでした。お礼を言うと少
し照れたような顔をするだけです。でも、彼女達
こそが最も私たちにホスピタリティーを示して
くれたのだと私は感じています。心からの感謝を
サンタイネスの方達に、特に食事を準備してくれ
た方達に伝えたいと願っています。
さて、サンタイネスからマニラに戻った翌日、
フィリピン中央教区のある若いスタッフと話し
をしました。彼は私にサンタイネスでのキャンプ
- 22 -

ホストファミリーといっしょに

ヤコブ農園までの歩く道も台風の影響で１年

関係が良いものになっていきますように。

前歩いていた道が岩で塞がって歩けなくなって
いたり、川の水かさが増していたり変化が多くあ
りました。そして農園も。ピーナッツ畑がトマト

フィリピンワークキャンプに参加して
神戸教区

明石聖マリア・マグダレン教会
神学生

や三尺豆、カボチャの畑に変わっていました。ト

遠藤

洋介

マトが鈴生りに実っているのを見て、去年との違
いに幸せを感じました。しかし農園も一進一退が

私がフィリピンワークキャンプに参加するの

あります。去年みんなで一生懸命耕した畑がすっ

は今回が初めてでした。昨年のワークキャンプに

かり元通りの雑草が生えている土地に戻ってい

参加した、同じ教区の青年に色々と体験したこと

ました。台風の影響、そして虫害に見舞われたと

を聞いて、私自身もいつか参加したいと思ってい

いう事で天災には抗えませんが、正直私はショッ

ました。神学生として大きな一歩目を踏み出そう

クで堪りませんでした。この元に戻った場所はテ

としていた冬に、長田司祭から今回のワークキャ

ィラピアを養殖する為の池を作るという事で男

ンプの参加を勧められ、神学館に入る前の良い経

性のキャンパーは穴掘りを、女性キャンパーは畑

験になると思い、参加申請をしました。

一帯の雑草除去、養殖池の周りに石垣を組む為に

ワークキャンプを終えた今、結果としては、参

川原から石を運ぶという作業をしました。雑草除

加をして本当に良かったと思っています。ワーク

去では棘が鋭い厄介な草が有るため手に棘が刺

キャンプでは、沢山の事を学び、感じ、そして思

さりながらも、サンタイネスの子供達と雑草を取

うことの多い１１日間でした。その中でも主に３

り除きました。男性陣はひたすら穴掘り、石運び。

つの事をこれからのキリスト者として自分の中

本当に大変そうでした。

で大切にしようと思っています。

サンタイネスでは皆で考え話し合うとても良

１つ目は、本当に満たされているとはどういう

い機会が与えられ、私自身もワークキャンプとは

ことなのかという事を考えさせられました。日本

関係無しに日本がフィリピンに今まで行ってき

に帰ると日本がどれだけ飽食なのかという事に

た“支援”とは何だったのか。そして“フィリピ

気付きます。建物、食べ物、設備、環境、おもち

ンワークキャンプ”とは何かと深く考える事が出

ゃ、そしてお金。生活に最低限必要なもの以外の

来ました。私自身精一杯の出来ることをやれたら

ことがとても多く、本当は無くても生きていける

良いなと思います。

のに満足出来ずに普段、必要以上に欲してしまう

ワーク中は体調不良のメンバーも出て不安に

自分がいることに気付きました。私たちが訪問し

感じる事もありましたが、山本さんの的確な処置

たサンタイネス村の子どもたちは、目の前にごち

と病院での治療を受けられ皆元気で帰国する事

そうがあっても、食べるための食器がなければ食

ができ感謝です。神様はいつも全てを与えてくだ

器が空くまで食べずにニコニコしながら文句も

さる方だと感じました。

言わず待っています。その光景は健気でたくまし

フィリピンから日本へ帰国する日は東日本大

さすら感じられました。サンタイネス村では、貧

震災から２年経過した３月１１日でした。ニノ

しい生活の中でも日々を楽しみ、満たされながら

イ・アキノ空港の待合室でふとしたきっかけで話

暮らしている子どもたちの姿に自分は日頃、どれ

したフィリピンの方から「２年前の今日、日本で

だけ贅沢をしているのだろうかと思わされる事

津波が起きたね。祈ってるよ。
」と言われました。

が度々ありました。

こうやって日本の為に祈ってくれているのは本

２つ目は、委ねるという事。サンタイネス村か

当に素敵な事で、これも助け合うという形のひと

らホレブハウスに帰る途中のジプ二―の中で、母

つだと思います。これからもフィリピンとの協働

親に抱かれて寝ている赤ん坊がいました。大人で
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も疲労を感じるくらい激しく揺れるジプ二―の
中で、その赤ん坊は泣きもせず、寝息を立てて母
親の腕の中で安心して眠っていました。全てを任
せ、全てを信頼し、全てを委ねるというのはこう
いう事なのか。と気付かされました。私もこの４
月から神学生になり、神様に全てを委ねて生きて
いこうと思っていましたが、具体的にどうすれば
いいのかわかりませんでした。ですが、その光景
を見て、全てを委ねるとはまさにこういう事だっ
ワークの後のコーラ最高！

たのだと学ばされました。
３つ目は、[教会]とはなにかということです。
キャンプのプログラムの中に野外礼拝があり、村
の方々が私たちのワーク場所であるジェイコブ
スファームに祭壇を作り、石で階段を作り、竹で
ろうそく立てを作り、即席の礼拝堂を作られまし

初めての場所
九州教区 直方キリスト教会
安村

遼太

た。私は今まで無意識に教会イコール建物だと感
じていました。ですが、そこで聖餐式を行い、礼

3 月 2 日、僕はジープニーに揺られている間、

拝のために沢山の方々が集い、みんなで一緒に神

これからのサンタイネスでの生活に対する期待

を賛美するその光景こそが、まさしく[教会]でし

と不安が入り混じった気持がしていました。到着

た。建物ではなくその空間が教会だったのです。

すると、教会での歓迎会があり、子ども達の歌や

そのことに気付かせていただけただけでも、今回

ダンスを披露してもらい日本との違いを感じま

のワークキャンプに参加した価値がありました。

した。その他にも、初めて聞くタガログ語やフィ

上記の３つのことをフィリピンで学ぶことがで

リピンの料理など、日本とは違う初めてのものば

きました。もちろん他にもここでは書き切れない

かりで新鮮に感じたり、驚かされたりしました。

ほど沢山の事を学び、また感じる事が出来ました。

ホームステイ先の家はみんな親切で、おまけにテ

そして、毎日の朝の礼拝の諸祈祷も担当させて

レビや洗濯機があり文句のつけようのない快適

いただきました。正直、混乱してしまい上手く言

な場所でした。寝なければいけないのを除けば。

葉が出ないことも多々ありましたが、毎日その日
の祈りを考えている時に言葉選びや、祈祷の構成
を知り、改めて、祈り一つ一つをしっかり味わう
という事が出来たと思います。私に諸祈祷を任せ
てくださった牛島チャプレン本当に良い経験に
なりました。ありがとうございました。
最後になりますが、今回のフィリピンワークキ
ャンプに参加させていただけて、本当に良かった
です。また必ずフィリピンを訪れたいなと思いま
す。今回の参加者の皆さま、そして送り迎えをし

サンタイネスの道（撮影：遼太）

てくださった、九州教区の皆さま、本当にありが

２日目からヤコブ農園でのワークが始まりま
した。その日はみんな軍手を持ってくるのを忘れ、

とうございました。

手はマメだらけになり、さらに僕は靴擦れまでし
- 24 -

て全身ぼろぼろで、穴掘りの作業もきつかったけ

興味がなかったけど、これからは機会があれば積

れど、その作業が村の人たちの役に立つと思うと

極的に外国に行こうと思います。来年は無理かも

大きなやりがいを感じました。その日の夜、子ど

しれないけど、またいつか必ずサンタイネスを訪

も達からダンスに誘われました。初めての経験で

れたいです。

最初はかなり抵抗があったけれど、そのうち子ど
も達の陽気にあてられて徐々に楽しくなってい
きました。フィリピンは本当に暑い。それから子
ども達と遊んでいることが多なりました。村の子
ども達は日本の子どもに比べて、とても目がキラ
キラと輝いていました。
サンタイネス出発の前日はキャンプ参加者のみ
んなで日本料理をつくりました。僕は白玉作りを
手伝っていたけど気の遠くなるような長く単純
な作業はワークとは別のきつさがありました。け
れど食事の時に子ども達が白玉を食べておいし
いといってくれた時は本当にうれしかったです。

ハイスクールに通う教会のメンバーと遼太さん

夕食の後子ども達から手紙やネックレスをもら
いました。その時、心の底から温かい気持ちにな
り、その一方で明日出発するという寂しさがあふ

お世話になりました！！！
マウンテンバイクと家族をこよなく愛するマー

れました。

ビン執事が今回のキャンプではほとんどの時間
を一緒に過ごしてくれました。キャンプにはノー
トパソコンとデジタルカメラを持参しておられ、
キャンパーが気づかないうちに沢山の写真を撮
っていました。お別れ会の時には、その写真がス
ライドになって流されていました。

サンタイネスのこども達（撮影：遼太）
サンタイネス出発日、お世話になったホームス
テイ先の家族や村のみんなやサンタイネスに別
れを告げてサンタイネスを出発。そのころには、
来るときにあった不安はどこにもなく、村で過ご
した時間は、穏やかで楽しいものでした。バタン
ガスに到着すると今度は子ども達との別れ。みん
なに感謝しながら手を振りました。
今回のワークキャンプで、僕は多くの新しい出
会いがあり、多くのことを学び自分のなかの価値
観が大きく変わりました。今までは海外に対する
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写真を撮るマービン執事

～交流ニュース～

ご支援に感謝します

今回は、フィリピン中央教区（以下、中央教区）

今回のワークキャンプに際しまして、支援物資

の神学生達に会うことができました。中央教区に

募集の呼びかけに多くの方から応えていただき

は 2013 年３月現在で、メリーさん（３年）、レス

ましたことを、ここにあらためて感謝申し上げま

ティーさん（２年）、アルヴィーさん（１年）と

す。届けられました支援物資は、参加者の手荷物

３人の神学生がいるそうです（学年はキャンプの

として手分けして運び、中央教区へとお渡しして

時のもの）。九州教区では、協働関係の一つの働

きました。今後は中央教区の様々な活動の中で用

きとして、中央教区が推薦する神学生に奨学金を

いられていくとのことです。

提供して学びを支えています。今年の奨学生はレ
スティーさんです。どうぞ中央教区の神学生のこ
とを覚えてお祈り下さい。

フィリピンワークキャンプへの問い合わせ
今回のレポートを読んで、フィリピンワークキ
ャンプに関心を持たれた方、是非、直接話を聞い
てみたい！と思われた方は、各教区の担当者へご
連絡ください。来年は、あなたが一緒にフィリピ
ンへ行きましょう！
神戸教区：司祭長田吉史（広島復活教会）
沖縄教区：司祭岩佐直人（島袋諸聖徒教会）
九州教区：フィリピン協働委員会
委員長ベイカー博子

アルヴィーさん（左奥）メリーさん（右奥）

編集後記

レスティーさん（左手前）ベイカー団長

・大変遅くなってしまいましたが、フィリピン
ワークキャンプ報告を皆様にお送りいたしま

・聖職招待プログラム

す。今回の報告書は、参加者が 18 名と多く

九州教区では、毎年秋にフィリピン中央教区か

ボリュームたっぷりになりました。

ら教役者を招いての交流プログラムを行ってい

・読みにくいところもあるかもしれませんが、

ます。詳細は未定ですが、２週間程の期間を九州

どうぞ教会で回覧して読んでいただければと

教区の各教会で過ごし日本の教会のこと、日本の

願っています。

社会のことを経験していただく予定です。

・また、九州教区のホームページに同じ物があ
りますので、そちらから印刷して配っていた

・今後へ向けて

だけると幸いです。

３教区合同のフィリピンワークキャンプは始
まったばかりですが、この協働の働きが今後どの
ように拡がっていくか楽しみです。どうぞ、お祈
りのうちにお支えくださいますよう、お願いいた
します。
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バルナバ牛島幹夫
フィリピンとの掛け橋のページ
http://ataraxia.jp/d-kyushu/kakehashi/

