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会報

南北米福地開発協会

長雨に支流の沢山の大小の水草が、群れを成して流され、本流の長い旅へと合流して行きます。

。

本当に よく雨が降 ります。今 月は降らな かった日よ
り降っ た日 の方 が多 いで す。 二月 二十 三日佐 野さ んが
出発し た後 も五 ｍｍ 、二 十四 日は 三ｍ ｍ、二 十五 日は
五ｍｍ 、二 十六 日今 朝も 小雨 、と 大量 では有 りま せん
が、良 く降 り続 き、 確実 に午 前中 は道 路がぬ かっ て車
が使え ませ ん。 陽が 照っ て土 が乾 くと 豚ラン ドの 作業
や、奥 地の レテ ロへ の家 畜の 世話 に出 かけま す。 それ
にして も連 日こ の長 雨で 、蚊 の発 生が すさま じく 、特
に草場 や藪 の中 、植 樹園 、農 場な どは 、現地 労働 者も
嫌がる程に群がって襲って来ます。
私も第 一植 樹園 の管 理の 為に 足を 踏み 入れま した が、
手の甲 に止 まる 蚊を 叩く と、 血を 吸っ ていた 十匹 位が
一度に潰れます 。払っても払 ってもすぐやっ てきます。
それが 全身 を襲 い、 顔は ネッ トを かぶ ってい ます が、
服の上からも刺して来ますので、作業が困難でした。
そうし た中 でも 大山 さん は、 ネッ トも なしに 豚ラ ンド
の整備 作業 等、 労働 者と 一緒 にこ なし ていま す。 顔も
頭も刺 され 続け てい るの でし ょう が、 腫れる こと も無
く労働者と共に黙々
と作業を続ける姿は、
何か神々しく見えま
す。「蚊難の血（カ
ナンの地）ですから。」
と笑っています。二
人の夫人達もネット
を被っていますが、
遂に私が運転手する
車の中まで蚊取り線
香を焚いて、キンカ
ンを手放せません。
まだしばらくは蒸し
暑さと蚊の戦いは続
きそうです。 （飯野記）

写真上：レティロから１００ｈに向かう道路が水没寸前

【二人の夫人達の活躍】
青木悦子 さんが一月末 にレダ入り して、
飯野夫人 と一緒に掃除 ・洗濯・ア イロン
かけ、料 理手伝いをし て、三週間 があっ
という間 に過ぎました 。この間天 候は絶
えず雨に 左右されて、 降ったり止 んだり
の繰り返しの日々でした。
湿気と 高温に加えて 、大量の蚊 が発生
し、蚊に 食われっぱな しで、青木 夫人も
悲鳴を上 げています。 人間だけで なく家
畜にもび っしり蚊が張 り付いて血 を吸っ
ています 。蚊は中南米 だけでも九 〇〇種
を越える そうで、二月 初めは小型 の蚊が
沢山いま したが、今は 大型の蚊が 増えて
います。 「パンタナー ルを知るこ とが出
来る一番 良い季節に来 られました ね。」
と、飯野 夫人に言われ 、「生涯の 思い出
が出来感 謝です。」と 笑って応え ていま
す。スペ イン語も話せ るので、ウ イルソ
ンさんや 労働者の方々 との交流に も貴重
で、飯野 夫人も助かっ ています。 夫が日
本・韓国 に行っている 留守の間だ けでも
お手伝い できたらと、 普段住んで いるア
ルゼンチ ンから駆けつ けてくれま した。
今月一杯滞在予定です。
写真 ：
奥地のレティロにて、仲良く
青木夫人（右）と飯野夫人（左）
飯野夫人に現地の婦人達にどういう心情
で対応していますか？と尋ねると
「彼女た ちは娘か、孫 のような気 持ちで
す。自分 は母かおばあ ちゃんです 。強く
言っても 心情が有れば 受け入れて くれま
す。叱る 時もしっかり 叱っても良 く受け
止めます 。命令だけで 動くもので は有り
ません。全てやって見せて教えています。」

早 朝五時半、星月夜の暗いパラグアイ河 にボートでオリンポに向 か
いました。
その日は水草 が沢山、島 になって流れている為、慎重な運 転が必要 で
した。三 時 間半 かかって無 事到 着 。（写 真 下 ボ
：ー トから 見るオリン
ポの街が、美しく水面に映っていました。）

飯野、佐野両氏、オリンポ市市長を訪問（2月16日）

二〇 〇八年 八月終わ り、第 八回国 際
協力 青年奉 仕隊がア ルトパ ラグア イ
市の 首都オ リンポ市 のメイ ン道路 の
両側に植樹を行いました。
日本 からは 十名の学 生が参 加し、 現
地で は市長 はじめ教 育長も 参加し 、
市の 学生が ともに活 動を展 開し大 き
な成果を上げました。
ニー ムの苗 木は高さ が四十 ―五十 ｃ
ｍで したが 現在、左 の写真 の如く 四
メートルに成長しております。
市 の方々 も成長す る樹を 見るた び
に、 地球の 裏から日 本の青 年達が 来
たこ とに感 謝を持っ ている との事 で
す。

東北関東大震災義捐金のお願い
マグニテュード９．０という未曾有の地震が起こり、東北関東地方、
太平洋岸を中心に津波による想像を絶する人命の犠牲と被害が広が
りました。
南北米福祉開発協会においても、被災者の方のお役に立てればと
義捐金を集めたいと思いますのでよろしくお願いします。
義捐金送り先
郵便口座 １０１８０－７７６８０４７１ 代表 柴沼邦彦
または現金書留で
南北米開発協会 事務局宛て。
２１３－０００１ 神奈川県川崎市高津区溝の口３－１１－１５
岩崎ビル４F

第14回

ピースライフセミナーの御案内

第14回ピースライフセミナーで「自分の人生」と「世界の問題」を見つめな
おしてみませんか。
新しい本来の自分を発見し、希望ある未来を実現したいと願われる皆様の
ピースライフセミナーへの積極的なご参加を心からお待ちしております。
☆開催日時
平成23年4月23日（土）～24日（日）
詳細は事務局にお尋ねください。

地球家族として
自然を守りましょう

南北米福地開発協会
会員の募集中

南米、パラグアイパンタナール地域
へのエコツアー ならびに植林活動
を通じて
生態系の維持と強化を促進し、その
地域をモデルとし、
世界に環境保護の大切さを
訴えています。
会費は月 五〇〇円、毎月、パ ンタナー
ル通信を送ります。
また、
各種のセ ミナー、エコツアー 等の
案内をいたします。

南北米福地開発協会 事務局
〒二一三ー〇〇〇一
神奈川県川崎市高津区
溝口三ー十一ー十五
岩崎ビル四Ｆ
電話
〇 四四 ー八 二九 ー二 八 二一
Ｆａｘ
八二九ー二八二〇
会費納入
郵便口座
一〇一八 〇ー七七六八〇四七一
代表 柴沼邦彦
office@asd-nsa.jp
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