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エスペランサ村中学校建設ボランティア（日本救援衣料セン
ターから贈呈されたユニクロの新しい服を村の子供に届ける）

青年ボランティア隊の活動を振り返って ︵スタッフ 佐野道准︶

神 宮前ハ ッピー ビル十階

﹃青年ボランティア隊の奉仕活動プロジェクトは二千年から︑
始まって今回で５ 回目になる︒今回の奉仕の 場所は︑パラグア
イ川上流のエスペランサという五百名位が住む︑小さなインディ
オの集落で中学一 年から三年にあたる教室を 三室つくってあげ
るというプロジェ クトであった︒中学までが 義務教育であるに
もかかわらず今まで村には中学校はなかった︒
青年達が舟から降 りて︑その場所に降り立っ た時︑大きなカル
チャーショックを 感じた︒家の殆どが椰子の 木で作られた小屋
のようなものであ ること︒行き交う人達の粗 末な身なり︑はだ
しの子供達も多い こと︑車が一台も走ってな く︑放し飼いの牛
や馬があちらこち らで︑草を食べている︒日 本では見た事も無
い光景だ︒ 小学校の教室の一隅にマットを敷いて寝袋で寝る︒
暑さや蚊との戦かいだ︒電気も無く︵我々が滞在している期間︑
夕方六時から九時 までは特別に発電機を回し てくれた︒︶シャ
ワーは川︒日本の 快適な文化生活に慣れた日 本の青年達がどこ
までこういう生活に耐えうるのだろうかと非常に不安に覚えた︒
スケジュールの方 は︑午前中は︑村の人達や 学校の子供達との
交流の時間を持った︒ ︵文章次 のペー ジに続 く︶
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写真で見る青年奉仕隊員の活躍

︵前のペ ージか らの続 き︶

部族の酋長や長老に会いに行った り︑その人達の生活様式を
話してもらったり︑狩りの弓を射る方法を教えてもらったり︑
部族の墓場等を見せてもらったりした︒
また︑子供達を集めて︑簡単な日本語の会話を教えてあげたり︐
童謡を教えてあげて︑一緒に皆で合唱していた︒テレビでコメ
デアンがするようなギャグも披露して皆が真似をし︑教室内は
大きな歓声と笑いに包まれた︒折り紙も皆︑興味深かそうに日
本の青年達が作る手元を覗き込んでいた︒また︑ある日は外に
出てスポーツをした︒サッカー︑バレー︑ブーメラン等︑別な
日には全員で野外ゲームをいろいろした︒学校の先生もとても
乗ってきて運動会のようになってしまった日もあった︒
昼からはいよいよ教室建設の奉仕活動︒作業は床のコンクリー
トうち︒炎天下の下で︑男性はセメント︑砂利︑砂を運んで来
て︑分量を量り︑水とともにコンクリートミキサーに投げ込む︒
出来上がったコンクリートを木の枠で囲った床に流し込む︒セ
メント︑砂利は一袋五十ｋｇ︑砂は一袋 三十ｋｇの代物︒大
変な重労働である︒
女性の方は舟で港まで運ばれてきたレンガを牛車にのせて︑現
場まで運んでくる作業をした︒港でレンガを牛車に積み︑現場
でレンガを再び降ろす作業だ︒休憩が間にあるとはいえ︑夕方
５時まで働くと汗はダクダク︒体はくたくたで埃まみれ！！全
員がなりふり構わず川に飛び込んで気持ちよさそうにシャワー
を浴びていた︒
滞在を終えて︑彼らの感想は意外にも全員そろってとても肯定
的なものだった︒子供達の純粋さ︑素直さ︒部落の人々の素朴
さに全員がとても感動していた︒夜空の星の美しさに感動し︑
自然の中で生活した事も彼らの心の中に忘れがたいインパクト
を残したようだ︒彼らは口々にこの子供達と別れたくないとか︑
自分はここに生涯残っても良い等とも言っていた︒青年達はこ
こでの滞在を通して︑人間にとって大切なのは何か︑日本では
忘れていた何かを再発見したのではないだろうか？ここでの体
験が将来︑必ず何らかの形で彼らの人生において︑役に立つこ
とがある事を確信しつつ・・・︒﹄

エスペランサ中学校建設支援をしてくださった皆様へ

記事内容
日本人大学生が休暇を社会奉仕の為に捧げる。
自由時間を遊びやその他の娯楽に使うことなく、日本人の大学生グループは
自分達の休暇を恵まれない人達の為に使うべく,パラグアイにやって来た。青
年達はプエルトエスペランサ（チャコ）においてチャコ族のために３教室の
建設に着手した。

第 五回国際協力 青年奉仕隊 が八月末︑現 地に到着 ︑中学校の 校舎土
台造りを現地 の労働者とともに行い ︑無事︑日本へ九月十 四日到着し
ました︒
今後︑奉仕隊 とともに建設に携わっ た現地の労働者とレダ に滞在する
日本人スタッフが継続し︑今年十二月までには校舎は完成する事になっ
ています︒エ スペランサ村小中学校 校長始め村人全てが皆 様の暖かい
支援に感謝しておりました︒本当に有難うございました︒

パラグアイ全国紙ABC新聞社を表敬訪問（九月十二日）
国際協力青年ボランティアの活動が新聞に掲載される。

第五回国際協力青年奉仕隊隊員感想文

神元繁守︵大学院薬学部一年
﹃ 私は青年 海外ボ ランティ ア隊と して南米 のパラ グアイ を訪れ ︑そ
して レダ地区 やエス ペランサ 村での 活動を終 えよう として いる今 ︑大
変貴重な経験が出来た事を強く実感しています︒
日本を旅 立ち長 時間の移 動を経 て︑パラ グアイ のアス ンシオ ン空
港に 降り立っ た瞬間 から︑驚 きの連 続だった ︒スー ツケー スなど の手
荷物 を︑外ま で運び チップを もらう 人が大勢 いた︒ 日本で はあり えな
い光景で国の経済的な状況の違いを痛感した︒
そし て何より も驚き ︑感動し たもの は︑アス ンシオ ンから ︑レダ に向
かう バスやボ ートか ら飛び込 んでく る様々な 景色で あった ︒１本 の道
路で その両側 に果て しなく広 がるヤ シの木な どの木 々や︑ 牛︑馬 ︑鳥
など ︑今まで 目にし た事のな い大自 然の光景 には︑ 長時間 ︑目を 奪わ
れた︒
そして︑ 今回の 活動の醍 醐味で もあるエ スペラ ンサで の体験 は︑
非常 にインパ クトの 強いもの でした ︒水道も 電気も 無い環 境の中 で生
活し ている村 人達の 姿を見て ︑第一 印象は正 直﹁か わいそ うだ﹂ ﹁こ
の生活は辛そうだな﹂と思いました︒
しか し︑子供 達との 交流や︑ 学校建 設の労働 奉仕な ど行い ︑村で の生
活を 送ってみ ると︑ 夜空に広 がる多 くの星︑ 大自然 との共 存や川 の水
の恵 み︑人々 のやさ しさ︑単 純な生 活から生 まれる ︑ゆっ くりと した
時の 流れなど ︑決し て先進国 では感 じる事の 出来な い事を 感じて ﹁今
まで ︑こうい う事を 味わえな かった 私の方が かわい そうだ ったの では
ないか？﹂などとさえ思った︒
更に ︑絶え間 なく飛 び交う︑ 子供達 の笑い声 を聞い ている 内に︑ 逆に
自分達が元気付けられた︒
レダにお いても ︑多くの 体験と 驚きを感 じる事 が出来 た︒開 拓作
業の 基礎であ る︑ヤ シの木を 斧で切 り倒す作 業の辛 さ︑魚 釣りに おい
て︑釣り人の憧れの魚である﹁ドラド﹂を釣った時の感触 など全てが︑
自分 の宝物に なった と思う︒ 言葉の 壁には歯 痒い思 いをし た為に 長い
人生においての大きな課題となった︒
今回のこの経験が︑自分の人生においてプラスになるのは 間違いない︒
そしてこの旅をサポートしてくれた全ての人に感謝したい︒﹄

石原 圭太郎︵ 大学三 年︶
エス ペラ ンサ に置 いてき たよ うな 気が する ︒今 ︑僕の 左腕 には エス ペラ ンサ で子 供

て きた ！ ！﹂ とい う こと で す︒ ア スン シ オン から レ ダま で は本 当 に遠 く て︑ よく ︑ こ

ま ず 最初 にレ ダ に来 て 感じ た 事は ︑ ﹁今 まで 広 がっ て いた 森 林の 中 に別 世界 が 出

重広 貴美 ︵国際 関係学 科三年 ︶

から 買っ た腕 輪が かかっ てる ︒こ の腕 輪を みる 度に︑ 僕は エス ペラ ンサ での 時間 へ

﹃ エスペラ ンサは 僕にと って︑ あまりに も特別 な場所 となった ︒僕の 魂の一 部を︑

と舞 い戻 る︒ エス ペラン サへ 向か い︑ パラ グア イ川を 溯る 時︑ わず かな 不安 を抱 い

を思 い︑決意 し直し た︒初 めて会 ったエス ペラン サの子 供達は無 条件に 可愛か った︒

僕と エス ペラ ンサ の人々 が︑ 家族 だか らそ の地 へ訪れ ︑奉 仕す るの だ︑ とい うこ と

子供 達は素直 に心を 開いて くれる だろうか ︑と︒ しかし ︑他のど んな理 由でも なく︑

こ ちら が 笑い かけ る と︑ す ごい 笑 顔を 返 して くれ ま した ︒ 日本 で 子供 に 笑顔 を向 け た

の 笑顔 の 輝き のす ば らし さ に対 す る衝 撃 もあ りま し た︒ ど んな 子 でも ︑ 目が 合っ て ︑

に 広が っ てい まし た ︒そ れ は︑ 生 活環 境 の違 いの シ ョッ ク もあ り まし た が︒ 子供 た ち

心 の中 に 潤い をも た らし て くれ ま した ︒ 今ま でと は 比べ も のに な らな い 生活 が目 の 前

私 の この プロ ジ ェク ト に参 加 した 一 番の 目的 ︑ エス ペ ラン サ 村で の 活動 は︑ 私 の

んな 離れた所 にこん な所を 作った！ ！とい う思い でした ︒

透き 通る よう な目 でこち らを 見つ めて いた ︒大 人達は 少し 不思 議そ うな 表情 だっ た

ら︑ まず お母 さん がこ ちら が変 なんだ と思 って ︑遠 ざけ てし まい ます ︒ど んな 子で も︑

てい た︒村人 達は︑ 自分達 のよう な外から 来た人 間を受 け入れて くれる のだろ うか︑

が︑ あい さつ をす ると笑 顔で 返し てく れた ︒す ぐに打 ち解 け︑ 彼ら と仲 良く なる こ

名前 を聞く前 から︑ 私の大 切な妹の ように 感じま した︒

も ︑小 さ い子 が困 っ てい た ら助 け てあ げ ︑上 の人 が いた ら 兄︑ 姉 とし て 慕う ︒本 当 に

学 校建 設の 労働 奉仕は 想像 を絶 する もの だっ た︒土 台と なる コン クリ ート を打 つ

とが できた︒ それが 素直に 嬉しか った︒
仕事 だっ たの だが ︑体が 壊れ そう にな りな がら ︑ほと んど 気力 で乗 り越 えた ︒そ れ
を通 して ︑現 地の 労働者 達と より 深く 交わ り︑ 心を通 わす こと がで きた ︒辛 い労 働

﹁ この 子 たち の笑 顔 を一 生 守り た い︒ ﹂ とい う思 い にか ら れま し た︒ エ スペ ラン サ の
村 に住 む 子供 たち は ︑全 員 がま る で一 つ の兄 弟姉 妹 よう で した ︒ 誰の 弟 ︑妹 であ っ て

奉仕 を成し遂 げるこ とがで きたの は︑メン バーと のチー ムワーク とそれ 故だと 思う︒
れた ︒し かし ︑最 も心を 熱く させ るの は︑ 子供 達であ る︒ 彼ら に少 しで も笑 顔で 接

の 思い が 多く の青 少 年犯 罪 を生 み 出し て きて いま す ︒こ の エス ペ ラン サ 村の 関係 が ど

人 は自 分 とは 全く 関 係の な い人 ︒ だか ら ︑殺 して も ︑傷 つ けて も 別に か まわ ない ︒ こ

日 本 の犯 罪の 増 加の 原 因が 個 人主 義 によ るも の だと よ く言 い ます ︒ 目の 前に い る

すば らしい関 係でし た︒

して いけ ば︑ 満面 の笑み で応 えて くれ た︒ あま りにも 純粋 で偽 りの ない 彼ら の笑 顔

日中 は４ ０℃ を越 える環 境の 中で 働き 続け る彼 らの体 力と 一生 懸命 さに ︑心 を打 た

に︑ もう ノッ クア ウトで ある ︒僕 達の 周り には いつも 子供 達が 居た ︒そ れで ︑ど ん

エ ス ペラ ンサ 村 の子 供 たち と の別 れ は本 当に 苦 しい も ので し た︒ 私 の大 切な 妹 と

れほ ど大切な のかと いうこ とを思い 知らさ れまし た︒

なに 労働 で疲 れて いる時 でも ︑底 知れ ぬ力 が湧 いてく るの だ︒ 普段 なら あの 過酷 な

引 き離 さ れる 思い で した ︒ いつ ま でも そ の笑 顔を ︑ その 兄 弟姉 妹 のの よ うな 関係 を 失

レ ダに帰 ってきて からは︑ 多くの楽 しいス ケジュ ールが用 意され ていま した︒プ ー

労働 の後 には 間違 いなく 崩れ 落ち ると 思う のだ が︑僕 は男 の子 達と サッ カー をや っ
交わ って いっ た︒ 折が紙 の時 など ︑折 って 欲し いと懇 願し て僕 を取 り囲 む彼 らの あ

わな いで欲し い︒そ う祈る より他は ありま せんで した︒

まり の可 愛さ に︑ ２本し か無 い自 分の 手に 悔し さを覚 えた 程だ ︒彼 らは 僕の 弟︑ 妹

ル︑ 馬車︑乗 馬︑釣 り︑植 樹︑奥地 開拓体 験・・ etc.
し かし ︑ どの スケ ジ ュー ル に居 る 時も ︑ エス ペラ ン サに い る子 供 たち が どう して い る

て走 り回 って いた ︒縄跳 びや 折り 紙︑ 日本 語講 座など を通 して ︑子 供達 と深 く深 く

達だ と思 う︒ エス ペラン サを 訪ね る時 ︑村 の人 々は僕 の家 族だ と頭 で思 って いた 僕

と 考 える と ︑心 が踊 り ま

か考え てばか りいまし た︒自分 自身が初 めての 体験ば かりだっ たので ︑すご く嬉しか っ

た ので す が︑ あの 子 たち な らど ん な喜 び 方を する の かな ？

は︑ 最後には いつま でも一 緒に居 たい︑紛 れもな い本当 の家族の 関係を 感じて いた︒
エス ペラ ンサ で過ご す中 で︑ 僕は 生涯 をこ こでお くっ ても 構わ ない と真 剣に 思

レ ダ での 経験 ︑ それ は 全て が 私の 人 生を 大き く 変え る もの で した ︒ ここ で得 た も

した ︒

供達 の笑 顔と 共に ︑彼ら を見 守り なが ら︑ 美し く雄大 な自 然に 育ま れて 生き よう と

の ︑感 じ たも のは い つま で も失 い たく な い︒ でき る こと な ら︑ レ ダや エ スペ ラン サ に

えた ︒む しろ ここ に残り たい とも 思っ た︒ ずっ とここ で︑ 労働 者達 と汗 を流 し︑ 子
思っ た︒ どれ だけ 彼らの 心が 清く 美し かっ ただ ろう︒ 為に 生き ると いう こと を自 然

住 みつ い て︵ 笑︶ 共 に生 活 した い ！

そ う思 うよ う にな り まし た ︒確 か にこ の地 は 蚊

体で 行ってい る彼ら に︑何 度も感 動した︒

も 多く ︑ 昼間 はと て も暑 く て︑ 苦 しい こ とも あり ま す︒ し かし ︑ この 辛 さな んて ︑ 吹

き飛 んで しま うく らい の笑 顔が ありま す︒ レダ ︑そ れは 奇跡 の地 ︑希 望の 地︑ 愛の 地︑

エス ペラ ンサ の人々 は︑ 人間 は素 晴ら しい と︑僕 に教 えて くれ た︒ 教育 分野 を
自分 の使 命と 考え ている 僕だ から ︑や はり 教育 は︑子 供達 の持 って いる ︒素 晴ら し

夢の 地︑そし て限り なく広 がる地︵ 土地開 拓の意 味でも ︵笑︶︶ でした ︒

最 後 に︑ この プ ログ ラ ムを 用 意し て くだ さい ま した 多 くの 先 生方 に 心か ら感 謝 い

い本 性を 育て て伸 ばして あげ るこ とが 重要 だと ︑百％ の確 信を 得る に至 った ので あ
る︒ それ を感 じた 瞬間︑ どれ だけ 神様 に感 謝し たか分 らな い︒ 僕は これ から 教育 に
おい て︑新し い出発 をしよ うと思 う︒﹄

