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パラグアイ国、レダ開発地域からの写真と報告。

レ ダ便り 二
( 〇 〇五年 六月五 日︶
レ ダはスイ カの 収穫期 を迎え ました ︒毎食 時︑毎 休憩時 には︑ 真っ赤 で甘〜 い大切

り のスイカ をむ さぼり 食って います ︒なに しろス イカは たくさ ん採れ ます︒ 一昨日

の 金曜日に ︑金 子先生 と綿貫 さんが フィラ デルフ ィア経 由でア スンシ オンに 行きま

し た︒綿貫 さん は︑六 ヶ月間 にわた り︑水 つくり ︑プー ル施設 管理︑ 発電機 の運転

と整 備︑ボートや 車両のメカニ ックなど︑ 大切な作業 を昼も夜もな く︑ていね いに︑

黙 々と奉仕 して くれま した︒ 今週中 には北 見市の 家族の もとに 帰りま すが︑ 日本で

自 己研磨の 学習 や情報 収集な どをし て︑八 月のお 盆過ぎ には日 陽園に 帰って 来たい

と のことで す︒ その間 ︑水つ くりは ︑牛馬 担当の 大和田 先生が ︑プー ルと発 電機は

食 事と鶏と 電気 工事担 当の私 が兼任 するこ とにな りまし た︒メ カニッ クは︑ 金子先

生 が戻って から一 手に引 き受け ることに なりま す︒

今 までスイ カ︑ キュウ リ︑ほ か︑こ つこつ と自家 消費用 の野菜 を作っ てきた レダの

農 園は面積 も約 １ヘク タール ほどし かなく ︑規模 として は︑家 庭菜園 といっ たとこ

ろ でした︒ 一方 ︑現在 中田先 生が造 成して いる農 場は︑ 約四ヘ クター ルあま りあっ
て ︑とても 広々と してい ます︒

こ の中に畑 ︑田 ︑バナ ナ園︑ 魚の養 殖池な どがま もなく できま す︒農 場の入 り口に

は 研究室︑ 資料 室︑倉 庫等を すでに 備え︑ 実質的 な総合 試験場 になり ます︒ 場所は

飛 行場脇の 植樹 園の西 側に隣 接した 土地で す︒現 場では 連日の ように ︑中田 先生が

休 憩時にも 帰ら ず︑大 型トラ クター でスク レーパ を引き ながら ︑農場 の造成 工事を

し ています ︒今 は将来 の農作 業の効 率化と 水管理 のため ︑外周 に盛り 土をし て︑幅

六 ｍの農道 を作 ってい ます︒ 中田先 生が土 を盛る と︑レ ベラー を使っ て土を 均す必

耕 作予定 地の高 い部分 には乾 いた茶 色っぽ い土が ︑低い

要 がないほ どき れいな 道路が どんど んでき てゆき ます︒ 人と機 械が完 全に一 体化し
て いるので しょ う︒

部 分には湿 った 黒い土 があり ます︒ 穀物︑ 豆類︑ 野菜︑ 薬草ほ か換金 作物の 研究が

牧畜 は︑他 にこれ

計 画されて いま す︒養 殖池で は︑ピ ンター ドの畜 養を研 究する 予定で す︒肉 眼でも

魚 の行動が 観察 できる よう︑ 池の一 つは透 明な水 にしま す︒

と いった産 業の 育たな かった チャコ 地方で ︑従来 確実に 収入を 得られ る︑唯 一のと

い ってもよ い産 業でし た︒レ ダでは 将来の 町づく りに備 え︑環 境の変 化に強 い︑多

様 な社会的 経済的 基盤造 りを目 指します ︒

牧 畜︑ 農業 ︑水 産業 ︵養 殖 ︑
) 軽工 業︵ 加工 品︶ ︑ サー ビス 業︑ 趣味 産業 ほか ︑地
道 に研究開 発し なくて はなり ません ︒日本 の技術 と︑南 米の先 駆者た ちの鍛 えぬか

日 本の農 業や園 芸の教 科書が ここで そのま ま使え るわけ でもあ りませ

れ た経 験か ら学 び︑ 前人 未踏 のパ ンタ ナ ル‑ で将 来 に道 を開 くの が︑ 私た ちパ イオ
ニ アの使命 です ︒何に せよ︑ 現場で 実際に やって みなけ れば︑ 本当の ことは 分かり
ま せん︒

ん ︒諸分野 に未 知の領 域が広 大な︑ ここチ ャコ地 方です ︒どん な宝が 埋もれ ている

か ︑大いに 楽しみ ではあ りませ んか︒ 小
( 田 文雄氏 より︶

各分野のボランティア要員募集

農業試験場

馬の管理

機械の管理

果樹園
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希少生物保護

七月の予定
七月四日
植樹チームパンタナールへ
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ビル四Ｆ
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水管理をする綿貫氏

インディヒナの子供
たちに教育の機会を！！
8月24日、国際青年協力ボランティア隊がパラグ
アイ国マジョ村学校建設のため、出発します。校舎
も文具も十分ではありません。
支援をお願いします。

支援金送り先
郵便口座 南北米福地開発協会事務局
代表 柴沼邦彦
１０１８０−７７６８０４７１
マジョ
村の学校（教室が一つで前後で生徒を2
（送られる時、建設支援金の
クラスに分けて授業。
雨の日は教育が出来ない。）
ためと付記してください。）

