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心のふれあいを求めて

２００３年度ディアナにて
小学校建設（１２名参加）

第五回国際協力青年ボランティア隊
八月二四日パンタナールへ出発

第四 回ボラン ティア 活動に 参加して ︒

﹁現 地の船 ︵ア キタバ ン︶の 中で の生活 は想 像を絶 するも ので した︒ 普

通の いわゆ る客 船みた いなも のを 考えて いた ので舟 に入っ た瞬 間︑度 肝

を抜 かされ まし た︒舟 の中の 地べ たに薄 いシ ーツを してい て寝 ている お

母さ んと赤 ちゃ ん︑今 にも抜 けそ うな階 段︑ トイレ も匂い がひ どくて と

ても 入る気 にな らない 不衛生 極ま りない もの でした ︒ディ アナ の村で の

経験も決して忘れられないものとなりました︒ボロボロでビリビリのシャ

ツに髪はぐしゃぐしゃで裸足の子供達︑雨が降ったら家中がびしょびしょ

にな るスカ スカ な屋根 ︑必死 にな って物 を売 ろうと してい る歯 がぼろ ぼ

ろの お母さ ん︒ 小学校 に通う 子供 達もノ ート を全て 使い切 った り︑鉛 筆

もな くなっ たら その時 点でお 金が ないの で事 実上の 退学︑ 大学 進学率 も

０％ ︑小学 校さ えも行 けない 子供 が三割 ほど ︑もう 此処に 希望 は全く な

いと 言うぐ らい の悲惨 な村で した ︒こん な光 景を見 ながら 誰が どのよ う
に選 ば れて 日本 ︑ア メ リカ のよ うな 先 進国 に 生ま れて

豊か な 生活 がで きる ﹁資 格﹂ があ るの か・ ・ そん な事

を考 え てし まい まし た︒ 本当 に貧 しい 人た ち に接 しな

がら 改 めて 自分 に恵 まれ た環 境に いる んだ な ぁと 言う

事を 実 感し たと 同時 に︑ 人生 を中 途半 端に 生 きて はい

けな い と感 じま した ︒そ れに して もあ の子 供 達の 笑顔

は今でも脳裏に焼きついています︒東森孝勝︵大学生︶

詳細 は事務 局まで お尋ね下 さい︒

六月度研修会案内
二日研修会 六月十九日ー二〇日
国際協力青年ボランティア参加者募集中

二〇 〇四年八 月二四 日ー九 月一四日

〒一五〇ー〇〇〇一東京都渋谷区神宮前六ー一九ー一四

南北米福地開発協会事務局

神宮前ハッピービル十階

電話 ︵〇三 ︶五七 七四ー〇 五四四

ファ ックス ︵〇三 ︶三四 〇七ー〇 一四五

国際 協力青年 ボランティ アの歩み

現地小学校の先生と子供達とともに

第二 回︵二〇 〇一年 ︶エス ペランサ

︵ 二〇〇 〇年ー二 〇〇三 年︵第 一回ー第 四回︶
第一 回 二
( 〇〇〇 年︶ボ ケロン

ディア ナ

文化交流（心のふれあい）

旧校舎の前で

第 四回︵二 〇〇三 年︶

新しい校舎

第三 回 二
( 〇〇二 年︶エ スペラ ンサ

民芸品の製作を学ぶ

第３ 回エコツ アー報 告
︵二〇〇四年四月二十二日ー五月七日︶

第四回パンタナールエコツアー、今夏も予定しています。

