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今年の 学校建設 はパラ グアイ ︑チャ コ地方
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︵チ ャマコ コ族︶ に決定
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カトーセ デ マジョ村視察報告書︵佐野パラグアイ事務局長︶
この村は人口が百人程度の小さなインディヘナ︵チャマココ族︶の集落であ
る︒ レダ基地からパラグアイ川上流に向かって約三十五ｋｍの所にある︒
この地の人たちの生計を立てるための中心的な経済活動は養蜂︑漁業︑民
芸品製作販売であるそうだ︒ しかしどれをとっても大した収入はなさそう
だ︒ ただ︑この村は政府から約一万ヘクタールの土地を与えられている︒
農業はと聞いてみると僅かにオレンジとグレープフルーツの木を持ってい
るのみとの事である︒ この点については︑この辺の人たちは農耕民族では
なく︑狩猟民族であるが故に仕方が無いのかもしれないけれど︑そうである
ならどうしてここに一頭の牛もいないのか疑問に思ってしまう︒ ここの人
たちはどのようにして生活しているのだろうと非常に不思議に感じる︒ と
もかく著しく貧しい生活を送っているということは間違いなさそうである︒
学校は一年生から四年生まで現在三十五人の生徒がいる︒一年生が十人︑
二年生が十人︑三年生が五人︑四年生が十人である︒ それ以上勉強を続け
たい人はこの村を離れて上級の学校を持つ町に行かねばならない︒ ここの
学校は正式名を
大きなカタツムリの学校 と)いう
ESCUELA
DE
KARCHA
GAHLUT(
そうである︒
はチャマココ語で大きなカタツムリという意
KARCHA GAHLUT
らしい︒ 教室はヤシの木で造った六ｍ 一X〇ｍぐらいの粗末な部屋が一つ
あるのみ︒ この教室もスペイン系の環境保護団体 ASOCIACION
： HOMBRE Y
︵人間と自然協会︶と AMIGO DE DONANA ESPANA
と
NATURALEZA PARAGUAY
いう団体が寄贈したもののようである︒ 一つの教室で午前と午後に分けて
二人の先生が一学年ずつを教えるのである︒ 日本では考えられないような
状況下で 彼らは勉学を強いられている︒ ここを訪れた時 ちょうど五月
十四日でパラグアイ独立記念日︒ 村人総出で港の近くの草を刈っていた︒
それ故 村長さん︑副村長さん︑先生二人︵内一人が校長先生︶を始め︑
村人全員で迎えてくれた︒ 彼ら自身何の経済的力も持たないが故に︑今回
我々が学校を建設するニュースは彼らにとってこのうえない朗報で︑とて
も期待しているようであった︒ 村長︑副村長︑校長先生らこの村の幹部総
出の案内で学校の内部や学生達が宿泊する建物を見せてもらった︒ ノート
も鉛筆も無いんですと訴える校長先生や他の村と交信する手段もない︵この
辺の大体の町ではラジオ無線を備えている︶と訴える村長の姿が印象的でし
た︒ 水を送るポンプもなく何キロもの奥地から水を川まで汲みに来なけれ
ばならない不便さを訴えている人もいました︒ ともかく我々に一気に全て
の事は出来ないけれどこの学校建設がきっかけになってこの村の発展のきっ
かけを作ることが出来ればと思ってこの村を後にしました︒

た 学 校 建 設 ︑ また 先 般 の ア ス ン ショ ン で 起 き

が こ の 五 年 間 ︑パ ラ グ ア イ の た めに 行 っ て き

﹁ 私 の 講 演 に 先立 っ て ︑ 南 北 米 福地 開 発 協 会

がら 私は今 言っ たよう に中 学校二 年生の 学歴 しかも って居 りま せん︒ そん な私 が日本 の

代は 開拓の 仕事 を手伝 うよ うに言 われ︑ 仕事 を手伝 うよう にな りまし た︒ 恥ず かしい な

した 時︑小 学校 しかな く︑ 中学校 に行っ てい た者が 小学校 に行 く事は ない と自 分達の 年

大切 にする 事で パラグ アイ でも私 を評価 して くれた のでは ない かと思 いま す︒ 私が移 住

そ うした 暖か い私を 支え てくれ た日本 での 経験が 助けと なり ︑そう した 日本 人の心 を

田岡功パラグアイ共和国
特命全権大使の講演文

ま す ︒た だ い ま 紹介 が あ り まし た よ う に︑ 今 か ら約 半 世

た 火災 のた め に義 捐金 を 下さ った 支 援に 心か ら お礼 を申 し

今ま で自分 が市 長を務 め︑ また農 業の組 織の 長であ ったと して も︑自 分へ の大 使とし て

一等 国の大使 になる ︑行っ て日本 で何をす れば良 いのか と言う気 持ちで いまし た︒

の任 務に︑ すぐ に返事 が出 来ませ んでし た︒ 大使の 責務に 就く ことは 移住 者の 先輩も 含

紀 ︑四 十 七年 ほ ど前 に 父親 に 連れ ら れて 南 米パ ラ グア イ

めて ︑それ は誇 りとし て受 けるべ きでは ない だろう か︑ス ペイ ン語が 十分 にで きない と

私 が 十四 歳 の時 で した ︒

と いう と ころ に 行き ま した ︒
二 十 五町 歩

が信 頼され ︑ほ かの国 にも ないこ とでは ない かと思 いなお し︑ もし国 会の 承認 を得た ら

して も︑そ の国 の代表 にな れると いうこ とは 日本人 として の誇 りを持 って 生活 したこ と

父 親 が一 番 ︑ パ ラ グア イ と い う こと に 対 し て 魅力 を 感 じ
たの は 出発 す る前 に 日 本の 政 府か ら 一区 画 が
で二 区画 を分 配され ると いう 事を 言わ れ︑た ぶん ︑自 分が 五十
町歩 ︵十五万 坪︶の 大地主 になれる という ことに あった と思いま す︒

とい う強い日 本人意 識をも った移住 地が出 来上が ってい きました ︒

父から聞かされました︒戦線に参加した人達であったので大和魂︑日本人として︑

る︑ そうい う中で の生活 を続け る中で ︑日本 人とい う誇り を持て とい う事を 良く

た移 住者達 は開墾 をして いく中 で農産 物は売 るには 十分で ない︑ 食べ るには あま

人と辛抱できない人とが二つに別れてきました︒自分達みたいにその移住地に残っ

陽が 隠れて しまう ほどの 蝶の山 でした ︒開拓 が始ま って︑ その地 域で 辛抱で きる

には 恐らく サルが 何十頭 ︑何百 頭︑小 さい川 ですが そこで 米をと いだ ら︑数 知れ
ない 小魚が つかみ 取れる くらい ︑鳥と いえば ︑群れ であっ て︑蝶 とい えば太 陽の

から 何千キ ロも 離れて おり ︑皆さ んから のご 支援や ︑僻地 の部 落まで 行っ てい るとい う

る事 を日本 に着 いては じめ て知り ました ︒皆 さんが 支援し てい る地域 は私 がい たとこ ろ

かと いう矢 先︑ すでに ︑皆 様のよ うに私 が来 る前に パラグ アイ への支 援が 実行 されて い

とで あると 聞か されま した ︒日本 に来て どう やって 日本と パラ グアイ の架 け橋 になろ う

りと 重 荷を 感じ まし た︒ 国 会︑ 上院 四
4 十 五 名の 議員 の内 ︑ 参席 者三 十八 名満 場 一致 で
大使 として の票 を得て 選ば れたと いうこ とは 今まで のパラ グア イの歴 史で も数 少ない こ

たな ︑自分 が日 本の大 使と して行 かなく ては いけな い事に なっ たなと 初め て肩 にずっ し

野党 の人で さえ ︑パラ グア イと日 本の架 け橋 として は日本 人が 最適で ある との 評価を し
てくれ︑本会議で承認されまし た︒本会議の実況放送を聞いた時︑これは大変な 事になっ

大使 になれる とのこ とでし たので その時は 受ける 事にし ました︒

そう いう中 で自分 として も四十 七年過 ぎても こうし て日本 語も話 す事 が出来 たと

こと は知りま せんで した︒ 心から 感謝申し 上げま す︒

開 拓を求 めて現 実に着 いた場 所はと んでも ない原 始林の 山の中 でし た︒山 の中

いう 事だと 思いま す︒入 植する と同時 に現地 の部落 に入っ て行っ た若 者達は おそ

今 日本に 来て ︑徳島 で育 った素 朴な気 持ち と南米 の開拓 者と して︑ 日本 人の 魂を持 っ

て生 きて来た 事を︑ そして ︑改め て日本人 として 生まれ た事に誇 りを感 じてい ます︒

らく 自分が 話すよ うな日 本語は 話す事 ができ ず︑現 地語に 変わっ てし まって いる
ので はない かと思 います ︒入植 した現 地のパ ラグア イ人達 は暖か いす れてな い面

月に 数回︑ 日本 の彼方 此方 でこう した会 を催 してい ます︒ 出来 るだけ 多く の人 に南米 ︑

人は 六〇〇〇 万人︑ インド は四〇 〇〇万人 の人が おりま す︒

がい っぱい 残って います ︒地方 であれ ばその 料理を お皿の 中で分 け合 って食 べる

パラ グアイ にい る日本 人は ︑はっ きり数 が分 からな いとこ ろが ありま すが 約七 五〇〇 人

パラ グアイ とい う国を 知っ ていた だきた いと 思って います ︒今 の時代 ︑今 の人 類に求 め

いま した︒

です ︒隣の 国の ブラジ ルか らは三 五万人 の人 が既に 移住し てき ていま す︒ パラ グアイ と

暖か い気持 ちがあ ります ︒その 気持ち に対し て︑私 はパラ グアイ の人 達に何 かの

て︑ 約八割 の人が 支持し てくれ ました ︒自分 の人徳 という 事で評 価を された と思

いう 国は人口 が五五 〇万人 で土地 が日本の 一．一 倍です ︒膨大な 土地が ありま す︒

られ ている のは 昔と違 って ︑移住 という 言葉 が移動 という こと ばに変 わろ うと してい ま

いま す︒思 い出し てみま すと徳 島の三 野で育 ちまし た︒そ こでお じさ んやお ばさ

す︒ 今現在 ︑日 本の人 で南 米に移 住して いる 人が二 〇〇万 人︑ 中国か ら世 界に 出てい る

んか らお世 話にな りまし たが同 じよう な方が パラグ アイに もおら れた という 事で

パラ グアイ とい う国が 世界 から改 めて見 直し てもら える時 が必 ずくる だろ うと 考えて い

形で お返し しなけ ればい けない という 気持ち を持ち ︑ラパ スとい う地 域を市 にも

す︒ 記憶に 残って います が戦後 の苦し い状態 の中か ら隣の おばさ んが サツマ イモ

ます ︒私が 皆さ んに申 し上 げられ る一つ は地 球上に ２つの 日本 が在る とい うこ とを知 っ

いた しまし た︒八 十六年 に市が 成立し ︑大使 になる まで約 十八年 ︑市 長を務 めて

の干 したも のとト ンモロ コシを 焼いた ものを ︑二つ なり三 つに割 って 自分の 子供

てい ただきた いとい う事な んです ︒

この 間では 選挙が ありま しても お互い の気持 ちが通 ずる ことが あっ

と同 じように 扱って くれた 事が自分 にずう っと残 ってお ります

府か らパラ グア イへの 融資 ︑日 本協力 銀行 からの 融資 も継 続する 事が 決ま りまし

本に 来て私 は日 本政府 に訴 えて います ︒そ の事が 理解 され てか︑ この 度︑ 日本政

れ︑ 自国民 同様 分け隔 ての なく 受け入 れて くれた 国に 対し て︑恩 返し もあ ると日

まだ ︑パラ グア イでは そこ まで はいっ てお りませ んが 私達 移住者 を受 け入 れてく

同じ 国民同士 が殺し あって います︒

コロンビアとかエクワドル︑ペル ーではゲリラが起こり︑問題を起こしています︒

思います︒そういう差が出ており ︑貧困の現状をどのようにして良くしていくか︒

年に 九百三 十五 ドル︑ 日系 人の 大豆を 作っ ている 人は 五万 ドルを 突破 して いると

もう ︑ヨー ロッ パ以上 の人 もい るとい えま す︒し かし ︑パ ラグア イの 人の 所得は

土地 を持っ てい る方が いま す︒ 私たち の移 住地で も大 豆を 作って いる 人の 所得は

じく らいに なる という こと なん です︒ パラ グアイ でも 日本 の方で 一つ の県 単位で

そ れは日 本政 府が送 り出 した 移住者 の土 地を合 計す れば 恐らく 日本 の国 土と同

日 本の若者 が入っ ても︑ 弁当の入 った箱 を持ち 上げる 筋力が無 い︒十 ｋｇの 箱を続 け
て持 ち上げる だけの 体力が 無いとの ことで す︒辛 抱が出 来ない若 者が今 日本に は沢山 ︑

の弁 当は九十 九％作 られて いるそう です︒

間︑ 弁当が出 てこな いので はないか と思い ます︒ 南米か らの出稼 ぎ者に よって コンビ ニ

今の 日本で恐 らくこ の東京 で出稼ぎ 者の若 者が居 なかっ たとすれ ばコン ビニの 二十四 時

月三 〇︑三十 一日も ︑正月 も休み無 く働い ていた そうで す︒

越し の時︑パ ラグア イから 来ている 日系人 の若者 が数名 手伝いに 来てく れまし た︒十 二

昔の 日本のよ さが南 米には 残ってい ると良 く聞か されま す︒たと えば先 般︑大 使館の 引

路さ んが来る と必ず ︑お茶 碗の中に 麦やら お米を 一杯入 れました ︒

ます ︒四国は お遍路 さんの 多いとこ ろで︑ 自分の 家の米 櫃の中に お米が 少なく てもお 遍

時で したし︑ 出発す る前に 私を労わ って麦 飯の中 に白い ご飯を入 れてく れたの だと思 い

てく れました ︒これ は私が 南米に行 く時代 は白い ご飯を 食べると いう事 が余り 無かっ た

ばさ んがちょ っとこ っちに 来なさい と言っ て麦の ご飯に 少し白い お米を 入れて 食べさ せ

そ の結果︑ その方 々から 手を合わ される までに なりま した︒南 米に行 く前︑ 故郷の お

いる のではな いかと 感じて います︒

た︒ また︑ 無償 案件も 継続 する 事にな りま した︒ 自分 とし てはこ の八 ヶ月 の大き
な支 援を受け る事に なり︑ 改めて日 本の皆 様に感 謝を述 べたいと 思いま す︒
見

経済 的には豊 かにな り︑ゆ とりが出 来︑辛 抱する 必要が 無い環境 になっ ていま す︒お 金

一 方︑南 米で 日本人 とい う誇 りを持 って 歩んで 来ま した が︑今 の日 本人 を

た時 ︑私が 誇り を持っ てき た日 本はど うな ったの かと の憂 いがあ りま す︒ 日本人

が足 りなけれ ばおじ いさん や親から 貰える ︒その ような 生活をど こかで 整理を して︑ 変

ま た︑コン ビに戻 ります が私が余 ったお 弁当は どうす るのです かとい うと全 部︑捨 て

は世 界でも 勤勉 である と評 価さ れ︑南 米の どこに 行っ ても 日本人 とい う言 葉が出

ます とのこと でした ︒世界 で食料不 足があ る中で ︑約三 分の一は おそら く捨て ている と

えて いく事が 必要な 時に日 本は来て いるの ではな いかと 考えます ︒

てそ の女の 子に 大丈夫 なの かと 声をか ける 人が居 なか った そうで す︒ 家内 が声を

いう のはもっ たいな い話で すよね︒ 昔はご 飯の米 粒一つ を残して もいけ ないと いわれ て

れば タクシー に乗っ ても受 け入れて くれま す︒

か け よう か と 思っ た と き ︑立 ち 上 が った そ う で す︒ そ の 時 ︑ 周り に 居 た 人 で︑

きま した︒豊 かな経 済の中 ︑良い面 と悪い 面があ ると思 います︒ 豊かさ の中に かって の

現状 では取り 返しが つかな いと感ず る若者 はパラ グアイ に行き︑ 自然と パラグ アイの 現

﹁恥 ずかし いた らあり ゃし ない ﹂と言 って いたと のこ とで ︑そう いう 社会 の冷た

実と を知り︑ 日本の 良さ︑ 経済力の 良さを 知るべ きでな いかと思 います ︒

さが 今の若者 にも影 響を与 えている のでは ないか と思い ます︒

日本 人の良さ を保つ ︑調和 ある社会 になっ ていか なけれ ばと思い ます︒ 私は南 米での 生

先般 ︑家内 が経 験した 事で すが ︑電車 の中 で十三 ︑四 歳く らいの 女の 子が 倒れた

三年 ほど前 に岐 阜の高 校で 講演 を頼ま れま した︒ その 高校 で学生 数名 がズ ボンを

活で 日本人と しての 誇りを 持って来 た者と して︑ こうい う席を借 りて﹁ パラグ アイと 日

との ことで す︒ 眠かっ たの かす べった のか 分かり ませ んが ︑その 時︑ 誰一 人とし

半分 下ろし てい るのを 見ま した ︒しか し︑ 私は彼 らが ズボ ンを半 分下 ろし ている

本の 架け橋﹂ と題し て話を させてい ただき ました ︒

ありがと うござ いまし た︒

とは 思わな かっ たので ︑身 体障 害者の 方が 沢山お られ るの ですか ねと 言う と︑あ

ラパス市文化センター

れは 身体障 害者 ではな いんで すと ︒なぜ ︑学 生が尻 を半分 出し ていな くて はい け

パンタナール湿地帯

ない のか︑ また ︑女の 子でも ない のに耳 飾を ︑なぜ ︑髪を 染め なけれ ばいけ ない

大統領官邸

のか とか何 か異 常な気 持ちで 見て いたこ とが ありま す︒皆 様の 先輩の 方々が 若者
の現 状をどう いう風 にして いくのか と関心 があり ます︒
私は 徳島で 十四 年間︑ 育った 事が 私の大 きな 支えと なり︑ ふる さとの 良さを 感じ
たと 思って いま す︒其 の時の 経験 を基に ︑市 長をし ている 間︑ 現地の お年寄 りを
大事 にして きた つもり です︒ 向こ うでも 家庭 的な問 題︑お 年寄 りを見 る人達 が少
ない 中︑市と しての 支援︑ また個人 的にも 支援を して来 ました︒

熱心に聞き入る聴衆

マジョ村の人々が期待して待っています。

第5回国際協力ボランティア（エスペランサ中学校建設）

第６回
国際協力青年ボランティア隊募集開始
南北米福地開発協会では、日本の若き青年指導者たちが、海外における奉仕活動やグローバ
ルな体験を通して、社会奉仕や異文化の理解を学ぶ機会が得られるよう国際協力青年ボランテ
ィアを下記のように企画致しました。
●期 間：２００５年８月２４日（水）〜９月１４日（水）
※８／２４：オリエンテーション・研修を行います。８／２５成田発
※ 後日、参加者にスケジュールの詳細を通達。
●活動場所：パラグアイ、パンタナール地域
●活動内容：インディオの村の学校建設工事手伝い、植樹活動,自然探訪、学習会、乗馬、釣り体験
●参加資格：１８歳以上２５歳までの未婚で健康に自身のある男女
●参加条件 ①小論文（４00字以内）提出
テーマ：「参加の動機及び将来の夢」 提出期限：６月３０日、提出先：当協会事務局（ＦＡＸ・Ｅｍａｉ
ｌ
も可）
②小論文に各紹介者の推薦文を添付すること
● 合格発表：７月５日 直接該当者に連絡致します。
●募集人数：１０名
●参加費用：１０万円
成田―アスンシオン往復航空チケット代は主催者が支援いたします。
（小遣い、海外保険、家から成田までの往復費用などは個人負担）
● 問い合わせ先：南北米福地開発協会事務局 担当：柴沼または飯野
ＴＥＬ：0４４−８２９−２８２１ ＦＡＸ：０４４−８２９−２８２０
Email：office@asd-nsa.jp

