ワ ークキャ ンプ感想 文集か らの抜粋

「 ワークキ ャンプを 終えて 」

間近にせ まるキリ マンジ ャロ山。 子供たち のはしゃ ぐ声。村 人の屈 託のない 笑顔。。。
東京 に帰 って 、早 一ヶ 月が 経ち 、ビ ルの 谷間 と 通勤ラ ッシ ュに のま れな がら過 ごす日 々の中で 、
ビ ルに刻ま れた狭い 空を見 上げては 、タンザ ニアの広 大な空を 思い出 します。
ワー クキ ャン プで 教え られ たこ とと いう のは 、 些細な こと から 、こ れか らの私 の人生 に大きく 影
響 しそ うな こと 、村 人に 教え られ たこ とか ら、 メ ンバー の方 に教 えら れた こと、 本当に いろいろ あ
り ました。「参加 できてよ かった ！」、こ の一言に 尽きま す。
通勤 の電 車の 中で ふと 思っ たこ と。 東京 とい う 都市に 住ん でい ると 、み んなこ ぎれい な装いで 、
土 汚れ 一つ つか ない よう な生 活が 当た り前 。け れ ども、 タン ザニ アで の生 活を思 い返せ ば、常に 爪
の なか に黒 いド ロが 食い 込ん でた り、 洋服 には 土 汚れが つい てい たり 、同 じ服を 続けて 着たり、 と
い うことに 慣れ始め ていた 。
東京 で、 土汚 れの 服の まま ウロ ウロ して いた ら 、周り に「 えっ ？」 とい う目で 見られ てしまい そ
う だけ れど 、本 来、 人間 のあ り方 を考 えれ ば、 む しろ、 土汚 れ一 つつ かな いのが 当たり 前、なん て
ほ うが、よ っぽど不 自然だ なぁ・・ ・。
人間 は、 土を 耕し 、ど ろに まみ れな いと 、本 来 生きて いけ ない 生き 物な んです よね。 都市生活 を
全 否定 する つも りは ない です が、 やは り、 人間 は 土の上 にこ そ生 き得 ると いうこ とを、 アスファ ル
ト の上の生 活の中で も忘れ たくない な、と思 っていま す。
植林作業 では、月 並みな 表現です が、自然 のカの圧 倒的な大 きさと いうのを 肌で感じ ました 。
背丈 ほど に繁 茂し た、 トゲ のあ る頑 丈な ブッ シ ュと格 闘し 、や っと の思 いで整 地した ところで 、
植 林の ため の大 きな 穴を エン ヤコ ラと 掘る 。昼 食 用の食 料や チャ イや 、苗 木など は、村 人が植林 現
場 まで はる ばる 運ん でく れま した が、 これ だっ て 植林を する 上で 不可 欠で 、大変 な労働 です。そ れ
に 、せ っか く植 えた 苗木 さえ 、す べて が活 着す る わけで はな い。 苗木 の生 長に合 わせて 、手入れ も
必 要。これ もまた大 変な労 働。それ を承知で 、植林を する。
森は 、雨 をよ び、 降っ た雨 水を 貯め る自 然の ダ ムとな り、 生態 系を 育む 場とな り、栄 養分豊富 な
土 壌を 作り 、ひ いて は私 たち 人間 の生 きる 源と な る。私 は今 回、 ワー クキ ャンプ に参力 するまで 、
こ のこ とを 頭の 上で は理 解し てい たつ もり でし た が、こ の重 要性 につ いて 、真剣 に考え ることは あ
り ませんで した。
一度 、人 の手 で壊 され た森 林が 、人 の手 でま た 再生す るに は、 いっ たい どれだ けの労 カと、時 間
と 、知 恵が 必要 なの でし ょう か。 何よ りも 、人 々 の熱意 、椿 熱が なけ れば このよ うな根 気の要る 計
画 は成り立 ちません 。
TEACAを 始 め と し た 村 人 の 熱 心 さ に は 、 頭 の 下 が る 思 い で し た 。 彼 ら は 、 彼 ら の 生 活 の 時 間 も 労
カ も経済面 も、ある 程度犠 牲の上で 、植林作 業に加わ る。それ を考え れば、な おさらで す。
ボレポレ のワーク キャン プは素敵 ですね。
日本 人で ある 私た ちが 、あ んな 形で 村人 の歓 迎 を受け 、交 流し たり 植林 作業に 加われ たりした の
は 、長 年か けて 培っ た村 人と の信 頼関 係、 相互 理 解があ って こそ 、だ と思 います ので、 私はそん な
ワ ークキャ ンプに参 加でき たことを 誇りに思 い、感謝 していま す。
メン バー の方 々、 一人 一人 がみ んな 魅カ 的で 、 優しく て、 そん なみ なさ んとご 一緒で きたこと 、
幸 せに 思い ます 。そ れぞ れが 、こ のワ ーク キャ ン プから 感じ とっ た何 かを 活かし ながら 、これか ら
更 に素敵な 人生を送 れます ように。

「 私が知っ ているテ マ村の こと」
自分は涙 もろいで す。
そのとき も心の中 で「あ ー、ほら 来た、絶 対だめだ わ」って 思って いました 。
教会 での お別 れ会 が始 まり 、女 の子 たち が行 進 と手拍 子に 合わ せて 歌を 歌って くれま した。そ の
歌 がど んな 歌だ った かは あま り憶 えて いま せん が 、それ を聴 いた とき の心 を揺さ ぷられ た感覚は 今
で も憶えて います。
全身に鳥 肌を立て、涙目 になってい るであ ろう私は、周り に向かっ て照れ 隠しの「 やばい やばい」
を 連呼 する のが 精一 杯で した 。ハ リウ ッド の超 大 作を高 価な サウ ンド シス テムで 見るよ りも、世 界
三 大テノー ルの歌を 生で聴 くよりも、その歌 を聴 いた時の感 覚は私の 心に大 きな何か を与えま した。
ワー クキ ャン プ中 、私 たち は村 の中 に身 を置 き 、言う なれ ば村 人た ちの 世界を 覗かせ てもらい ま
し た。 私た ちが ワー クキ ャン プ中 に体 験し たこ と が、村 の毎 日の 営み の全 てだと いうの は言い過 ぎ
か もしれま せんが、「覗く 」と言 うには十分 に値す る、濃い 肉容でし た。
彼女 たち が、 どう いっ た毎 日を 送り 、ど うい っ たこと を想 い、 周り の環 境、人 々、そ して自分 自
身 と、どう かかわっ て生き ているか 、という ことを私 たちは覗 かせて もらうこ とができ ま した 。
彼女 たち の歌 がハ リウ ッド や世 界三 大テ ノー ル を凌ぐ 感動 を私 に与 えて くれた のは、 彼女たち の
歌 の技術が それらに 勝って いたから ではもち ろんあり ません(ごめ んね！)。それは私 と彼女た ちが、
お 互いを知 っている からで す。
私は、彼 女たちが 小学校 で勉強を する姿を 知ってい ます。
私は、彼 女たちが 遊んで いるとき に見せる 本当に楽 しそうな 笑顔を 知ってい ます。
私は、彼 女たちが 家の仕 事を手伝 い、水汲 みに行く ことを知 ってい ます。
私は、彼 女たちが 植林の ときに昼 食を持っ てきてく れたりす ること を知って います。
私 は 、 彼 女 た ち が 写 夏 を 撮 っ て く れ と 言 っ て 、「 Picha！ Picha」 と せ が む こ と を 知 っ て い ま す 。
私は、そ んな彼女 たちが 私たちの ために歌 を練習し てくれた ことを 想像でき ます。
私が 知っ てい る、 そう いっ た日 々の 生活 の時 闇 のなか で歌 を練 習し てく れたこ とを、 私は想像 す
ることが できます 。
小学 校か らの 帰り 道、 あの 山の 道を 家ま で帰 り ながら 、歌 を口 ずさ んで 帰って いった 子もいる か
も しれませ ん。
夜、眠り に就く前 に、心 の中でそ の歌を繰 り返して いた子も いるか もしれま せん 。
私が 彼女 たち のこ とを 知っ てい るの と同 様に 、 彼女た ちも 私た ちの こと を知っ ていま す。歌を 練
習 するとき こ私たち のこと を想い浮 かべてく れたでし ょうか？
そう した 彼女 たち と私 の小 さな 歴史 は、 私の 涙 腺を刺 激す るの に十 分す ぎるほ どのパ ワーを持 っ
て いました 。
そして、 私が知っ ている のは彼女 たちだけ ではなく 、村の人 々です 。
私は 、私 たち が今 いる 日本 とい う国 から 遠く に 位置す る、 タン ザニ アの テマ村 という 所で、村 の
人 々今日も 生活をし ている ことを知 っていま す。
私は、こ のワーク キャン プで彼ら について 多くのこ とを知る ことが できまし た。
そして、 私は、何 か彼ら の役に立 ちたい、 と確かに 思いまし た。
彼らとい うのは、 もちろ んテマ村 の人々の ことです 。
同時に、 彼らとい うのは ,50年 後、10年後、はた また1000年後の テマ村の 人々の ことです 。
あるいは 、彼らは テマ村 ではない ところに いるかも しれませ ん。
現在、テマ村の ような 状況に置 かれている 人々 はこの世界 に多く存 在して いると言 われてい ます。
私は 誇れ るよ うな 技術 も知 織は あり ませ ん。 し かし、 彼ら のた めに 何か をして あげた い。どう い
っ た形でで きるかは わかり ませんが 、そう思 います。
さて、文 章として はここ で終わり なのです が、最後 にある歌 を紹介 したいと 思います 。
話を だい ぶ戻 しま して 、お 別れ 会。 きっ と別 れ がたく て、 ずっ とそ こに いたく て 、と いう、た だ
た だ悲 しい もの にな って しま うの かと 思っ てい ま した。 もち ろん 、そ うい った感 傷的な 面もあり ま
し た。 しか し、 お別 れ会 の始 まり から 山を 下り る 車の中 まで 、一 貫し て流 れてい たのは 、後ろ向 き
な 窒気では なく、柔 らかな 高揚感、 と表現で きるもの であった 、と私 は思いま した。
私 は そ の 雰 囲 気 の な か 、 あ る 歌 を 想 い お こ し ま し た 。「 サ ヨ ナ ラ COLOR」 と い う 歌 で す 。 と て も
い い歌です ので、ぜ ひ聞い てみてく ださい。
日本に帰 ってきた 私達の 中にも尚、あの時 の高 揚感が残り 続けてい てくれ ることを 祈ってい ます。

