パンタナール通信

拓基

神山威会長挨拶
皆 様の お陰 で︑ 未開 の地 から の
レダ 開 発も １ ０ 月１ 日 で４ 周 年
を迎え まし た︒ 今まで は正 に開
地作りの期間でした︒こ れからいよ

いよ 奥 地に 向け ての 新た な５ 年目 が始 ま りま した ︒海 軍
警備 所 を国 に献 納し ︑４ ０メ ート ルか ら のア ンテ ナ塔 を
建て て 通信 の便 宜を 図っ てあ げ︑ ボー ト ９０ 馬力 ︵５ 人
乗り ︶ を献 納し て︑ 国境 警備 と共 に︑ 無 医村 地域 故に 地
方の 救 急患 者の 輸送 にも 役立 って 感謝 さ れて きま した ︒
間も な く警 察署 及び 宿舎 が献 納さ れる で しょ う︒ こう し
た安 全 を確 保し なが ら︑ 地域 に貢 献し つ つ︑ レダ ８万 ヘ
クタ ー ルの 開発 に向 けて ︑基 地作 りを 進 めて きま した ︒
建物 と して は︑ 国際 セミ ナー ハウ ス︵ ３ ００ 人宿 泊可 ︑
図書 室 ︑コ ンピ ュー タ室 併設 ︶︑ レス ト ラン ︑プ ール 及
びシ ャ ワー 室︑ ゲス トハ ウス 二棟 ︑労 働 者用 も含 めて 宿
舎五 棟 ︑ジ ェネ レ− ター ハウ ス︑ 浄水 場 ２棟 ︑給 水塔 ︑
牧童 小 屋︑ 労働 者用 食堂 ︑家 畜の 集荷 場 ︑更 に設 備と し
て小 規 模農 場︑ 植樹 園︵ ２万 坪︑ １５ ５ ０本 植樹 ︶︑ 現
在牧 場 建設 ︵約 １万 ヘク ター ル︶ が進 め られ てい ます ︒
ら︑ 環 境問 題は ①公 害を 出さ ない ︑② 自 然保 護を 積極 的
に進 め てい くこ とを 念頭 に取 り組 まれ て いま す︒ 自然 観
察や 釣 り︑ 乗馬 ︑水 泳な どの スポ ーツ が 楽し める 観光 に
も最適 なまれ にみる秘 境です ︒国際 会議など も出来 ます︒
毎年 行 われ てい る国 際協 力青 年ボ ラン テ ィア 隊の 活動 も
好評 で す︒ 国力 が弱 いた め︑ 電気 も浄 水 場も ない この 地
域の 村 の人 々の 大歓 迎は もと より ︑参 加 した 青年 達も 現
地の 学 校建 設と 文化 交流 を通 して ︑人 生 の新 たな 希望 と
国際 貢 献の 重要 さを 認識 して きま した ︒ 如何 に地 域の た
め︑ 国 のた め︑ 世界 のた めに 尽く すか ︒ 平和 な地 球村 建
設に 向 けて の一 石を 投じ てき まし た︒ 皆 様の 尚一 層の ご
理解 と ご協 力を 賜り ます れば 感謝 です ︒ そし て是 非レ ダ
にお 越し下さ い︒心 からお 待ちし ます︒

入会案内

南北米福地 開発協会は南 米パンタ
ナールを中 心とした様々 なボラン
ティア活動 を行っていま すが会員
募集をして います︒詳細 は事務局
へお尋ね下 さい︒又︑入 会申込み
書及びパン フレット等の ご案内は
事務局に用 意してありま す︒入会
されて︑毎 月５００円の 会費を納
められた方 には﹃パンタ ナール通
信﹄︑講演 会︑エコツア ー︑研修
会などの催 しや︑会の様 々な情報
を毎月お送りします︒

担当
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研修会

また レ ダは パン タナ ール に属 する 自然 豊 かな 地域 です か
パンタナール湿原を流れるパラグアイ川
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南米パラグアイ国パンタナール地域ディアナ村小学校建設

隊長

中田勝 尋︵横浜 国大︶

三 石昭治 ︵南北 米福地開 発協会 ︶
副 隊長
男 性隊員
白井啓 文︵協 会会員︶
児島琢 磨︵鹿 児島国際 大学︶
野村安 弘︵東 京農工大 修士︶
東森孝 勝︵エ ール大学 ︶
矢島久 裕︵協 会会員︶
筒原良 昭︵協 会会員︶
女 性隊員
戸石清 子︵日 本福祉教 育専門 ︶
染谷和 美︵産 業短期大 学︶
黒田誉 詩美︵ 常盤大学 ︶

レダ農場にて植樹活動（各自の記念植樹をする））
ディアナ村小学校の校舎建設（土台造り）

吉田晴 美︵世 界女性連 合会員 ︶

希望と多くの支援物資を携えて成田空港を8月25日出発

三石隊長総括報告

今年の 奉仕隊 の活 動舞台 は︑パ ラグア イと いって も︑ブ ラジ ル︑
ボリビア３ヶ 国の国境が重なる地点に 近い︑バイヤネグラ という町の
隣接地でポエ ルト ディアナというイ ンディオ村落であっ た︒約２６
０世帯︑千五 百人ほどのチャマココと 呼ばれる部族の人々 が貧しい生
活をしている︒昨年の青ボ隊の活動舞台となったエスペランサ村より︑
パラグアイ川を更に３０キロメートルほど遡った場所である︒
今まで継続し て行なってきた青ボ隊の 体験を通して︑村の 人々の生活
の貧しさをま ざまざと目撃する事が出 来た︒青年たちの目 はまずそう
した人々の衣 食住の貧しさに向けられ ︑驚きかつ戸惑うの であるが︑
同時にそこに 住む人々︑特に子どもた ちの生き生きとした 明るさには
更に驚かされ るのである︒いまどきの 現地はかなり肌寒い 日もあるの
だが︑充分な 衣服も着けず︑しかも裸 足の子達がなんと多 い事か︒そ
んな子どもた ちが毎日青ボ隊員のいる 所にやってきて︑一 緒に遊び労
働も手伝ってくれた︒ある隊員は一日︑体不調で休んでいた時︑気遣っ
て部屋に来て くれた子どもの優しさに 涙を流した︒奉仕隊 がかかわっ
た労働は︑ち ょうど校舎の基礎が出来 ︑床となる部分にコ ンクリート
を打ち込む段 取りの時だった︒ミキサ ーでこねる砂利や砂 ︑セメント
を運ぶ作業と それぞれを定数ずつバケ ツに入れる作業など ︑慣れない
力仕事に皆玉 の汗を流した︒男性たち には校舎の周りに土 寄せした場
所をつき固め る作業も特別にあてがわ れた︒このヨイトマ ケ労働は彼
らの筋肉を翌 日から痛ませたが︑この 痛みがこの活動に参 加した満足
感を増加させたようでもある︒
炎天下の作業 のほか︑子どもたちに教 えた朝の授業が始ま る前のラジ
オ体操︑折り 紙教室の楽しい触れ合い が強い印象に残った ︒夕食後︑
夜の反省会は ひとり一人のボランティ ア活動に対する意味 と価値の認
識を深めてい くよき場所となった︒環 境︑事情の違いから の驚き︑感
動を越え︑彼 らが目にした現実の由来 を考え︑どのように 変革し改善
してゆけるのか真剣に考え始めるようになってくる︒
奉仕労働で汗を流し︑人々との触れ合いを実際に体験した後でのみ入っ
て行ける貴重な心情の領域であるに違いない︒
今年も今ま で三回の活動時と同様︑ またそれ以上に南北 米福地開発
協会の神山会 長始め︑世界平和女性連 合︑国際レインボー クラブ︑ヤ
クルト︵株︶ ︑日本救援衣料センター ︑一心病院など多く の関係者の
方々から多大な配慮と協力を賜った︒
心からの敬意と感謝をお捧げ申し上げたい ︒以上

