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愛と正義

聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会

マレーシアで開かれた PANASCO 8

この小冊子「The Ｏzanam News」は聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ
会が、創立者フレデリック・オザナムの精神を生かし、ボランティア活
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全国理事会から
PANASCO 8・マレーシア 2014 年
（PAN ASIAN CONGRESS）
日本全国理事会会長 中山 正士
2014 年 10 月 1 日（水）～5 日（日）までマレーシアの首都クアラルンプールで「PANASCO 8」が開催
されました。2010 年にインドゴアで PANASCO 7 が開催され、その時は日本から 2 名の会員が参加しました。
今回は横浜中央理事会と全国理事会で 3 名の会員が
参加しました。
会 場 は 、 ク ア ラ ン プ ー ル （ Kuala Lumpur,
Malaysia）の中心にあるフェデラルホテル（Federal
Hotel）で全日程行われました。マレーシアは 1 年中
国旗
国章
夏で、湿度も高く、大会のあった 10 月も日本の真夏
とほぼ同じでした。ホテルはマレーシアで最古の歴史
公用語：マレーシア語、英語
あるホテルで、大きなこの大会が出来る唯一のホテル
首 都：クアラルンプール
とのことでした。ホテルはジャラン ブキ ビンタンと
最大の都市：クアラルンプール
いう街一番の繁華街に面してありました。日本でいえ
国 王：アブドゥル・ハリム
首 相：ナジブ・ラザク
ば、新宿とか渋谷の街という感じでしょうか。若者た
面 積：日本の約 9 割
ちであふれていました。
人 口：2,996 万人（2013 年）
ホテルのすぐ近くの広い歩道では毎日若者たちの
通 貨：リンギット（RM）
バンド演奏があり、夜中までホテルの部屋まで聞こえ
民族構成：マレー系 65%、中国系 26%、インド系 8%、
ていました。
その他 1%
クアラルンプールは、イスラム教が国教となってい
宗 教：イスラム教、仏教、ヒンズー教、キリスト教な
てイスラム教関係の施設がとても多く見受けられま
ど
した。
日本から直行便で約 7 時間。時差は 1 時間ですから、そんな
に違和感はありません。私たちが行った時も東京の高校生の修
学旅行生と飛行機が一緒でした。帰りにも空港で、到着した高
校生たちと会いましたし、最近はマレーシアに行く修学旅行生
が多いようです。マレーシアには近年日本企業もかなり進出し
ていて、マレーシアの国民性も日本人に似ているという人も多
く、これからはもっと発展していく国のようにみえました。

マレーシア

街を見回しても貧富の差が大きいように思います。またクア
ラルンプールは地下鉄工事や、いろいろの工事で町中がごった
返している印象もありました。多分これから大きく変貌してい
く都市かも知れません。

SOCIETY OF ST.VINCENT DE PAUL

PANASCO 8 CONFERENCE

1 日目…1 日（水）
到着（クアラルンプール空港からホテルまでお迎あり）と受付、大会開始の挨拶
2:00pm 受付開始 参加者登録手続き
5:00-6;00pm ミサ Joseph Marino マレーシア大司教司式
7:00pm PANASCO 8 開会式
・講演：Watson Peter（マレーシア全国理事会会長）
・講話：Dr. Michael Thio（SSVP 総理事会会長）
・招待者の挨拶
8:00pm 歓迎夕食会：SSVP マレーシアによる
・プレゼンテーション、マレーシア民族ショー

参加国 31、司祭 17 名、修道士 3 名、出席者 300 名強と今まで
の PANASCO では最大の大会になったとのことでした。夕方 5 時
のミサで大会は始まりました。Joseph Marino 大司教と参加司祭に
よる共同ミサとなりました。ミサ中の奉納の時に、全部ではありませ
んが、各国からご聖体へ捧げ物がありました。日本からは、南部鉄器
の茶器を持参しました。津波被災地での特産物というコメントをつけ
て奉納しました。各国からはその国の特徴のあるものを奉納していま
した。

↑ホテルでの受付
← 開催のミサ

総理事会会長ティオ氏の挨拶

参加各国からの奉納

↑ 日本から
の奉納
→
南部鉄器
の急須

ミサ後参加者の紹介がありました。

開会式のあと、8 時から歓迎の夕食会が開かれました。始まる前に、参加国の国旗を掲げての入場がありま
した。日本は阿部さんが旗手となり私が後に続きました。とても賑やかな国旗入場となりました。
そして懇親会場入場

各国国旗入場前

日本入場

国旗を壁一面に並べました

参加国の国旗入場後、ディナーが始まりました。丸い大きなデーブルが 30 個余り作ってありました。とても
賑やかなディナーとなりました。マレー料理のスパイシーの効いた中華料理風でした。マレーシアは地元と中国、
イスラムの文化が混在した文化です。プロのダンサーたちの踊り、また砂の芸術（Sands art of the journey of
SSVP）で SSVP の歴史を辿った素晴らしい演出でした。

砂の芸術

マレーシアの民族舞踊

2 日目…2 日（木）
7:00-8:00am
7:30am
8:50am
9:00am
10:00am
10:30am

12:30am
1:30pm
3:00pm
4:30pm
5:00-6:00pm
7:00pm

講演、討論、ワークショップ
朝のミサ（自由参加）
朝食
PANASCO の歴史と PANASCO 8 への展望
講演：Bro.Dunstan Dominic（PANASCO 8 組織委員長）
講演：Joseph Marino 大司教
休憩
Session 1：TWINNING
“Twinning の展望”Tony Muir（ Coordinator of International Twinning）
Forum：* 提供者と受益者の問題
* 災害救助
ワークショップと Twinning の行動プラン
昼食
Session 2：難民・移住問題
Mr. Richard Towle（マレーシア UNHCR 議員）
休憩
難民・移住の Workshop
The SHIP（Restaurant）で夕食

2 日目は午前中は二つの講演と午後からのワークショップ導入への講演。そして午後のワークショップへと続
きました。ワークショップは７つのグループに分かれての討議となりました。“TWINNING”という言葉は前か
ら聞いていましたが、この大会に参加してやっとその意味が分かりました。日本語でいうと共に助け合う、とい
った意味でしょうか。各国の会員の活動にはこの TWINNING が割合重要な意味合いを持っているようです。各
一つ一つの協議会の活動ではなく、近くのあるいは離れている国外の協議会と一緒になって、あるいは相手の国
に乗り込んで、そこの会員と一緒に支援活動をしていました。また必要な資金も送っていました。
このワークショップでも各国の協議会の支援活動についていろいろと話し合いました。またその方法などにつ
いても議論していました。

イランとバングディッシュからの難民（高校生）の証言もありました

Joseph Marino 大司教講話

しばし休憩後、間もなく始まります
ニュージーランドの Twinning
について説明

PANASCO への各国 SSVP の協力

ワークショップでは Twinning の行動プランについて
ディスカッションしました。その各グループの内容はウエブに載せますとのことでした。（まだのようですが）

↑↓我々のグループ

マレーシアの会員たちの活動
紹介の写真パネル

この大会の会議中、午前と午後の休憩には、コーヒー、紅茶、ケーキなどを用意してある階下の部屋に行きま
した。この休憩は貴重な時間で、ここでいろいろな会員との話し合いが出来ます。3 日目くらいになると皆さん
それぞれ仲良くなり、なごやかな雰囲気になりました。同じオザナムを中心に活動する SSVP が、国、民族は
違っても同じ活動を、連携しながら恵まれない人たちにしているのには、とても不思議な感じがしました。だか
らすぐ友達になれるんだと思いました。これは素晴らしい経験となりました。
夕方からホテル近くの“SHIP”というレストランを貸しき
っての夕食会となりました。時間が経つにつれ、自然にダンス
タイムとなり、皆さん楽しそうに踊っていました。マンボとか
チャチャチャとかでした。この大会にはシニア世代の会員がた
くさんいました。それが一つの安心材料となりました。まだま
だシニアは世界の SSVP でも頑張っているということでしょ
うか。

ヴァチカン・マレーシア大使

ジョゼフ・マリノ大司教の講話

1833 年、Frederic Ozanam と友人たちが SSVP を創立して以来、この素晴らしいキリスト教組織は、
我々人類が直面する多くの問題に、特に貧困の問題に休むことなく、全面的に貢献してきました。イエス・キ
リストの福音に鼓舞されたキリスト教的愛のＳＳＶＰの精神は、信仰、人種、年齢あるいは性別の区別なく，
多くの人々にその存在を証してきました。
2013 年 3 月の着任以来、教皇フランシスコの重要なメッセージの 1 つは、助けを必要としている人たち
に対し、より深い関心を持ち、彼らのケアをすることです。教皇様は書いています：「福音の喜びは一人ひと
りの信徒と一つひとつの共同体が、生活困窮者も社会の一部であり、彼らの自由や地位向上のために、神様の
道具となるよう呼ばれている」と。これは生活困窮者の叫びに対し、素直な心で思いやりを持ち、彼らに救い
の手を差し伸べることを要求しているのです。クリスチャンとして、私たちの一番の大切な事は、“give them
something to eat”、（「彼らに食べ物をあげなさい『マルコ福音書』」）というキリストの掟に従うこと
です。この点に関し、教皇様は断言しています。「私の希望は『無情な判断をさせる規則と法律や、安全と感
じさせてくれる習慣のなかで、偽の安定感を私たちに与える社会構造の中に閉じこもっているよりも、閉じこ
もることを恐れて行動に出ることです。私たちのドアの外で飢えている人々がいる時、イエスは疲れることな
く言われます。『彼らに食べ物をあげなさい』と」
後に、この意味を教皇様は説教の中で、イエスのこの掟は何を意味しているかを説明しました。「具体的に
言えば、貧困の構造的原因を取り除き、生活困窮者の社会的地位を高めることを意味している。同時に、私た
ちの直面している現実的必要を見て、日々の小さな行動を連体的に行うこと」です。
＿＿＿＿＿＿＿＿
その他、長い講話をまとめると、
①PANASCO８のテーマは“Thy will be done”です。あなたの意思が天に行なわれるように地にも行われ
んことを、です。私たちは神様のおっしゃることは何でもします。神様の意思とは、最も大切な掟、神を愛
し隣人を愛すことです。つまり、助けを必要とする人たちを世話することです。神様の意思をこの地で行う
ことの目的は、神の国です。
②慈善/奉仕は効果的に行うべき
③哀れみを示す人は救われる。
「善い行いによって罪をあがない、虐げられている人々助けることによって悪をあがなってください」
（ダニエル 4：24）
④連体、素早い反応が必要
⑤継続することが大切
SSVP は真実素晴らしい組織で、会員の耳は困窮者の叫びに波長を合わせ、その手は彼らの必要に答える
準備が出来ている献身的な人々のグループです。これからも日毎に増しているドアを叩く人々の世話に献身し
続けられ、あなた方一人ひとりを神が祝福を送り続けられますように！
（SSVP 訳）
3 日目…3 日（金）
講演、討論、ワークショップ
6:20-7:00am
7:00am
9:00am

10:30am
11:00am

朝のミサ（自由参加）
朝食
Session 3 ：教育
“教育による生活向上”Veronica Gan( Publication Chairman SSVP Malaysia)
教育により子供の権利を強める
*女性のための職業訓練と自立の実例
*若者の職業訓練の実例
*共同生活による画期的な教育の実例
Coffee Break（休憩）
Workshop and Action Plan

1:00am
3:00pm

4:30pm
5:00-6:00pm
7:00pm

昼食
Session 4：若い会員
“若者にとって魅力的な会作り”by Karl Michael Hila, Vice President for
Youth, SSVP Council General international
休憩
Workshop and Action Plan on Young Vincentians
夕食と各国のカルチャーショー（Archdiocesan Pastoral Centre にて）

夕方からアンソニー教会隣の教会施設で夕食会とカルチャー
ショーとなりました。

コーヒータイム中、スマホで自撮りしている
香港の会員たち、楽しそうですね

観客も舞台と一緒になって

サモアグループ

それぞれ民族衣装を着ての“熱演”が続きます。我々日本は、も
う盆踊りしかないと“東京音頭”を披露することとなりました。
出発前の練習もしましたが、何とか成功！

←台湾の皆さん。

会場で集めた献金をくじ引きであてた国（どこか
忘れましたが）ティオ会長から手渡されました

タイ

韓国

聖堂の後ろの KL タワー（左）が
映えます
Young Vincentians

4 日目…4 日（土）
行動プランの発表
7:30am
8:45am
10:45am
11:15am
12:30pm
1:30pm
5:30pm
6:30pm
8:00pm

朝食
TARGET！ 行動プランの発表
休憩
閉会式とスタッフ、参加者への記念品の贈呈。次回大会開催国の紹介
参加者記念写真撮影とグループ写真
昼食 昼食後は自由時間
HOTEL 集合 バスで近くの教会へ
閉会のミサ（カトリックアンソニー教会）終了後バスで懇親会会場へ
懇親会（マレーシア SSVP50 周年記念… Watson Peters 氏・ National President
SSVP Malaysia による招待）The Raintree of Kuala Lumpur レストランにて

香港のリー氏から次の PANASCO は香港で開催との紹介がありまし

香港のリー氏か
ら参加国会長さ
んに記念品贈呈

次回の開催国香港の会員たちの紹介

↑今回の大会でのス
タッフへの感謝
←
ティオ会長の閉会
の挨拶
大勢なので記念写真を撮るのも大変ですね

その後自由時間となり、我々は近くのブキッ・ビンタン通り（マレーシアの銀座でしょうか）の繁華街へ行っ
てみることにしました。やっと会議づけから解放された感じがしました。夕方近くに雷とともにスコールに見舞
われましたが、それでもここのスーパーマーケットや商店街を散歩することが出来ました。夕方ホテルに戻りバ
スで 30 分位のカトリックアンソニー教会へ行き、閉会のミサとなりました。この教会は今年で設立 100 周年
になるそうです。とても荘厳な教会でのミサとなりました。

聖アンソニー教会

ミサ後、またバスで 30 分くらい走り町外れの、大きな会場に着き
ました。「The Raintree of Kuala Lumpur」という、大きな施設
でした。レストランや家族連れで利用出来るクラブとかスポーツ施設
がありました。時間がたつにつれ、やがてゲームから舞台前での踊りの大
会となってしまいました。閉会したのが 23 時。でも楽しい集いでした。

← 十字架の道行

←
今回の大会を取り仕切
ったマレーシア全国理
事会会長ワトソン・ピ
ーター氏とお嬢さん

↑マレーシア SSVP 創立 50 周年
を記念してケーキカット

23 時、帰りのバス→

VIP 席？にて

5 日目…5 日（日）
閉会式
7:00am
9:00am
12:00am

朝食
市内観光
Hotel check-out

解散（クアラルンプールまでの車の用意あり）

最終日は、午前中は自由参加の市内観光となりました。観光バスで案内して頂きました。マレーシアは第二次
大戦後英国の管理下にありましたが、1957 年に独立し今は、国王がアブドゥル・ハリム、首相はナジブ・ラザク
となっています。ヨーロッパの国々とは違い、アジアの国なのでしょうかとても親しみを感じました。貧富の差も大
きいらしく、今にも倒れそうなビルも見かけられましたし、近代的なビルもあり混在していました。SSVP の支援活
動もたくさん出来そうに見えました。
市内での地下鉄建設もされていて、道路が掘り返されている
ところがあちこちあり、今から大きく発展する国なのでしょう。
最初に王宮の“ISTANA NEGARA ”という所に行きました。
日本からの高校生、韓国や中国からも多くの観光客が来ていま
した。中には入れませんがとても大きな“宮殿”でした。

ホテルの窓から望む市街

王宮：ISTANA NEGARA

旧連邦事務局ビル（植民地時代の代表的な建物）

←
→
市内の様子。
日常的に人が
たくさんいる
ようです。建
物も新旧混在
しています。

311 の時、日本に救助で
派遣されたという会員の
ニュージーランドの消防
士さん。馬の扱いには慣
れているようでした

1998 年に完成したペトロナ
ス・ツインタワー。出来た時
は世界一の高さでした。日本
の間組（はざまぐみ）と韓国
の企業が競争して作ったとい
う、ビジネスタワー。真ん中
に商業施設がありとても賑わ
っていました。

中国料理レストランで昼食

PANASCO 8 参加国（アジアとオセアニア）
オーストラリア、バングラディシュ、ブルネイ、カンボジア、フィジー、香港、インド、インドネシア、
日本、キリバス共和国、韓国、ラオス、モンゴル、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー、ニュージー
ランド、ネパール、パキスタン、イスラム、フィリピン、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、
台湾、タイ、トンガ、バヌアツ共和国、ベトナム

Twinning について
☆その精神（Spirituality of Twinning）
・協議会や理事会が困窮者のために選択して実行することができる一つの方法です。
・友情は SSVP の特質です。SSVP はメンバー達が資源を分かち合うキリスト教的家族です。そしてヴィ
ンセンシアンの兄弟姉妹を特別な方法で結びつけます。それは言葉や文化的違いを克服して道を切り開
きます。
☆各国の歴史について
・マレーシア
2012 年に開始。初期はネパールへ 3 っつの協議会が始めたが、最近は 6 協議会が行っている。
・ニュージーランド
1960 年に開始。最初は韓国とパキスタンで始めた。現在はトケラウ（ニュージーランドの島）、スリ
ランカ、サモア、トンガで行っている
・シンガポール
2011 年に開始。初期はフィリピンの 50 の協議会と始めた。現在は着実にそれらと継続している。
・韓国
1961 年に開始。初期はニューシーランドと開始。2007 年にはバングラディッシュと 5 協議会で実施。
・オーストラリア
1960 年に開始。初期はインドとパキスタン。翌年タイ、1967 には 258 の協議会、現在は 2213 の
協議会と実施。

PANASCO の歴史
開催年
PANASCO 1 1968
PANASCO 2 1975
PANASCO 3 1989
PANASCO
PANASCO
PANASCO
PANASCO
PANASCO

4
5
6
7
8

1994
2001
2006
2010
2014

テ ー マ
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国際化する中でのヴィンセンシアンの召命
ゴア（インド）
正義と平和の相互受容
クアラルンプール（マレーシア） 神のみ旨が地上で行われんことを
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会員の活動から
村上レポート（20）

小さな嘘と大きな真実
第二田園調布協議会

村上 亮子

近況報告（2014.6.17）
皆様、大変ご無沙汰しております。
梅雨晴れの日々、いかがおすごしでしたか？
繰り返しの報道で印象に残っていると思いますが、ベトナムでは反中デモが一部暴徒化し、
死者が出る事態にまで発展しました。警察官の前で堂々と破壊行動に走る若者達を見ると、
一見、やっとこの国にも表現や集会の自由が認められてきたかのようですが、既に多くの
ブロガーや集会への参加者が逮捕されています（[FACT]）。H 先生もメール上では意見
できない、と状況説明だけにとどめています。

... この国にはデモに関する法律がまだありません。政府は集団を恐れてはいますが、暴徒が外資系企業を次々と
襲ってもその場の警官は何もせず、とても不自然な状況です。外国人達からも不満の声があがりました。 Bin
Duong 省・Dong Nai 省で被害を受けた 360 の企業のうち中国企業はたったの 4 社でしたから、警察には阻
止する理由があったのです。
その後、現在まで暴徒化は無いものの、今も市内を移動する際には注意が必要で、公園等では行動を監視されて
いることがあるようです。
[FACT]
「国境なき記者団」が 2 月に発表した「2014 年度 報道の自由度ランキング」でベトナムは 180 か国・地
域中 174 位。ブロガーやジャーナリストの拘束・逮捕者数は中国に次ぐ世界 2 位です。
暫くお休みさせて頂きましたが、以下に、活動の近況報告を再開させて頂きます。
■先生の無事を願って
9 年前、H 先生のバイク買い替えのためにご支援下さった方より（参照ブログ：2005.8.24[訪越#6 先生
の新しいバイク]）、この度、再びご支援を頂きました。日々の課題で手一杯になり、先生の安全に十分配慮で
きずにいる私にとっても、本当にありがたいお気遣いです。
バイク大国ベトナムで、ここまで無事に活動できているのは驚きでもあります。人一倍慎重な H 先生ですが、
運転中に煽られたり接触されたりする事は少なくありません。今回の支援について連絡すると、「実は... 」と
2 ヶ月前にぶつかられた恐怖体験を語られました。ブレーキがほぼ 180°ひん曲がったものの、奇跡的に負
傷せずに済んだそうです。
活動の存続、そして活動者の安楽に寄り添って下さるご支援に、心より感謝致します。
■底辺を生きる子供たち
以前にご紹介し多くの関心をお寄せ頂いたカマウ省の 3 人兄妹（参照ブログ：2013.8.24 残された 3 人
兄妹）についてその後朗報があり、支援は不要となりました。
地元 TV 局がドキュメンタリー番組（政府系出資）で 3 人を”哀れな兄妹”としてとりあげた結果、 旧正
月という好機にも恵まれ、大勢の視聴者から寄附金が集まったのです。H 先生はまだまだ稀なケースと言いま
すが、経済発展が社会の底辺にも光をさす喜ばしい傾向と言えるでしょう。
3 人のために里親支援を呼びかけ、例年より多いご寄附を寄せて下さった皆様、本当にありがとうございま
した。新たな 3 名への支援要請が届きましたので、ご支援はそちらに遣わせて頂きます。
新たな 3 名は、いずれも”世帯の”収支が 90-110 万ドン/月の最貧生活にあり（[FACT]）、貧困世帯認
定を受け授業料は免除されています。
活動ではカマウ省での貧困水準を”一人当り”月収 90 万ドン以下（2012
年 8 月見直し現在）としていますが、世帯でこの収支というのは非常に厳しい生活です。
L くん（11 歳）
父：不在
母：別の男性と再婚し、L の養育は放棄

71 歳の祖母と知的障害・発育不良の 21 歳の兄との 3 人暮らし。 祖母が川底の魚を捕まえて売り、月お
よそ 90 万ドン（約 4400 円） 稼いで生計を立てている。土の上に椰子の葉等で建てた小屋に家財道具は
見当たらないとのこと。
B くん（13 歳）
父：他界
母：日雇い労働で月およそ 100 万ドンの収入
弟：12 歳、障害児
ゴミ捨て山に建てたぼろぼろの住居。やはり家財道具は無く、井戸水を使用。
N ちゃん（12 歳）
父：遠方に出稼ぎ中
母：再婚し、N の養育放棄
B くん同様、ゴミ捨て山で生活。
B くんと N ちゃんが暮らすゴミ捨て山は、１年前頃から住民がゴミを捨て始めてできあがったもの。ゴミ捨て
は今も野放しになっています。100 ㎡程に及ぶゴミの山は収入源にはならず、単に住む場所が無いこの 2 世帯
が住み着いて黙認されている状況です。今のところ、授業料の免除以外に、政府あるいは民間の支援はありませ
ん。
[FACT] 1 人当たり平均月収
東南部（ホーチミン市と近隣各省）：324 万 1000 ドン（約 1 万 5900 円）
メコンデルタ地方：178 万 5000 ドン（約 8800 円）。
（2014.3 月 統計総局発表）
■『愛の家』：悲しすぎる最期
信じられない報告でした。
3 月 30 日朝 8 時、活動当初から見守ってきた水頭症児 A がこの世を去りました。
少し前、タイニン省の子供達全員が社会支援センター（SSC）に連れて行かれました。出生証明と ID の作
成、施設の登録手続書類、『愛の家』の改修工事が全て完了しなければ帰さないとのこと。改修工事は既に終
わっているものの書類が未完成。役人から 60 万円近い金銭を要求されています。『愛の家』からは毎週誰か
が子供達の様子を見に行っていますが、言う事を聞かない子が暴力を受けることは日常化していると判明。実
際そう言われたそうです。障害をもつ A の世話には当然手がかかります。眼球を取り出すしかない程のダメー
ジを受けた末、最期を迎えたというのです。
交差点で拾われて以来、『愛の家』を唯一の居場所として生きた 16 年でした。
枯れ葉剤被害と思われる水頭症で頭が大きく寝返りもできず、両目は失明、医師から手術は不可能、短命と言
われてきました（参照ブログ：2005.6.26 水頭症児 A の運命）。 しかし、6 歳頃には左目が少し見えてい
るような反応を示し、10 歳頃自力で座れるようになり、その翌年はいざって頭をすり寄せ甘えてくる等、彼
女なりの成長で感動を与え続けてくれました。排泄は垂れ流し、食事も完全介助。部屋の隅でひっそりすごす
彼女を見る度、その運命に思いを巡らせてきました。
名前を呼びかけると何度でも愛くるしく笑った A。「生きている子には食事を与え、死んだ子は埋める」と言
い切った SSC スタッフらによって A は火葬されました。
全てを受け容れていたかのようなきれいな笑顔を忘れることはありません。
他の子供達を心配する S さんは、賄賂の追加を検討しています。賄賂への加担は本意ではありませんが、こ
の事態をどうにか切り抜けるための支援を続けていきます。
実は、当活動の大学奨学金を受けている学生 N が（Lam Dong 省の）SSC への就職を目指しています。

夢は、ソーシャルワーカーとして貧しい人、孤児、不運な人達のために働くことです。
そして後に、社会学者として地域開発のプロジェクトに携わりたいと思っています。
・・・今年度の N の奨学金応募書類より

彼女の選択を心配する私に、H 先生は期待をこめて言います。

この国には良い心をもった人間が必要です。
どこもかしこも悪評だらけですから。
[FACT] 保育所での児童虐待
ホーチミン市人民委員会は、市内の無認可保育所 866 か所を閉鎖させる方針を明らかにした。同市では昨
年末、保育士らによる日常的な児童虐待が近隣住民の撮影によって明らかになる等、保育所での児童虐待が社
会問題となっている。（Vietjo 2014/02/12）
■ Di Linh コーヒー：
濃厚なコーヒーにコンデンスミルクを混ぜたアイスコーヒーが美味しい季節になりました。
ハンセン病回復者収容村では、あらゆる困難を抱えながらも皆様の期待を支えに生産に励んでいます。6 月前
半迄に肥料を蒔き、11〜2 月にかけて収穫・精製作業を行ったものが焙煎され、年間を通して煎り立ての豆
が東京に届きます。生産者からの経過報告です。

今年度も天候は私達に味方してくれませんでした。
私達は肥料蒔きのために雨を待ち続けます。降らなければ肥料を蒔けず、つぼみが出れば手遅れになる前に蒔
き終えなければならず、それがうまくいかないと豆は大きく育ちません。生産コストは例年より少なく済みま
したが、市場価格が落ち込むと、肥料や水撒きの支払いに困ります。価格が上がるのを待って豆を売りますが、
今年度の収益は少し下がるでしょう。
■家計を守る策
今年も健康保険料支援の見直しを行いました。保険料は今年も値上がりし、年間 621,000 ドン（約 3,040
円）/人です。早速、新たに支援を受ける男性（奨学生の父親）から手紙が届いています。

… この 4 月、足が痛み、治療のために入院しました。医師は、壊死している足を切断しなければならない
と言いますが、私の体は弱っている上、既に右は踵しか無いため、左も失えば歩行や日常生活が困難になりま
す。しかし、切断しなければ痛みに悩まされます。今は病院を出て、体調を改善させるために自宅で休養して
います。保険料のための 621,000 ドンを受け取りました。私達家族には賄いきれない額です。どうお礼した
ら良いでしょう。皆様のために朝晩祈ることしかできません。
この父親はハンセン病の後遺症で手足に神経障害があります。後遺症に対しては公費が出ることになってい
ますが、高度な治療を要して転院する場合には自費になります。健康保険に加入していれば自己負担は 20%。
彼の場合は、高血圧や心不全リスクも高い状態のため加入支援を決めました。貧困層の家計の脆弱性を踏まえ、
隠れた医療的ニーズを早期に見つけて予防的に家計を守ろうと努めています。

ご報告をできずにいた間も、皆様のご支持を感じる度に励まされました。
皆様の”想い”があってのシンプルな活動です。知らなければ想像もできない現実を明らかにし、限られた力と
時間を使って適切に判断しながら、活動の質を保っていきたいと考えています。
ありがとうございます。

村上さんからは、これ以外にもいくつかのレポートが届いています。本誌の
発行時期と誌面の関係で、時期がずれたり、抜粋となったりすることがあり
ますことをお許し下さい。なお村上さんからは別途下記でブログが出ており
ますので、そちらもお読み下さい。

http://ryoko-justadropintheocean.blogspot.com/

全国理事会から

2014 年度

長崎中央理事会総会
－ テーマ：信徒発見 150 周年に向けて －
６月 29 日（日）に長崎カトリックセンターで総会が開
催されました。10 時に荒川会長の挨拶から始まり、会務
報告、会計報告、年次報告、全体会議、午後から紙崎神父
（植松教会）の基調講話、質疑応答と続きました。
皆さんそれぞれの協議会の報告など、
熱心に話し合って
いました。長崎中央理事会は毎年この総会を開催されてい
て、継続は力なりという言葉の通りのように思います。私
も出来るだけ出席するようにしていますし、長崎の会員の
皆さんにお会いするのも楽しみです。今後も会員の皆さん
が元気で活躍されることをお祈りして長崎をあとにしま
した。（中山）

会務報告、山田さん

会計報告、外輪さん

荒川会長挨拶

総会の終わりに、大司教
館チャペルで高見大司教
の司式で感謝と派遣ミサ
を行いました。
紙崎神父より「教区シノドスは
新しい信徒発見？」というテー
マ で お 話 し し て い た だ きまし
た。ありがとうございました。

第 18 回
ヴィンセンシアン・ファミリーデー
9 月 6 日（日）神戸の愛徳姉妹会本部でファミリーデーが開催されま
した。今回で 18 回目になります。開会の挨拶後、グレゴリー・ゲイ宣
教会・愛徳姉妹会総長の講話がありました。昼食後、東北支援のための
ミニバザーおよびマリンバの演奏もありました。15 時からの感謝のミサ
で閉会しました。SSVP から、全国理事会中山会長、仙台協議会佐藤会
長と会員たち、横浜中央理から澤田さん、大阪中央理事会から乙花会長、
布施協議会宮川会長、和歌山協議会南部会長、他が出席されました。

Sr.佐藤

グレゴリー・ゲイ総長

←Sr.布上管区長挨拶

→
仙台協議会から
たくさん参加し
て頂きました

和歌山、大阪、横浜、仙台協議会のメンバーと

マリンバの演奏

いくつかのブース
に分かれて 東北被
災地支援 のミニバ
ザーも 行われまし
た。

総長からの手紙を紹介します

2014 年 8 月 15 日

ローマ

親愛なるヴインセンシアン・ファミリーのメンバー方
聖母の被昇天 おめでとうございます！
数日前にヴィンセンシアン・ファミリーの全枝に宛てて回状を送りましたが、それ以来たくさんの出来事があ
りましたので、もう一度書かなくてはと言う気持ちになっています。私たちに向けられた より深い熟考と祈り
への呼びかけを見逃したくありません。
これでもう何ヶ月も、教皇フランシスコが特に迫害されているイラクのキリスト者たちのこと、世界中いたるとこ
ろでの飢餓、旱魃、戦争、病気などの現実に関する懸念や悲しみについて語っておられます。こうしたところでは
貧しい人々が一番苦しんでいるのです。
数日前、私は聖ヴィンセンシオ会の会長であるミッシェル・ティオから一通の手紙を受け取りました。その手
紙には、イラクの迫害されているキリスト者の中にはたくさんの聖ヴィンセンシオ会員が含まれているとのこ
とが書かれています。このことはそこの状況に私たちをより近づけます。
8 月 10 日の日曜日、お告げの祈りの時に、教皇フランシスコは「私たちはイラクから入ったニュースに全く
驚かされ、心をさわがせています。何千と言う人々が、そこには多くのキリスト者が含まれていますが、残酷
な仕打ちで家を追われています。その避難の途中たくさんの子供が飢えと渇きで死んでいます。誘拐される女
性たち、大量虐殺される人々、家、宗教的、歴史的、文化的遺産がいたるところで破壊されています。これは
すべて、神と人類にこの上なく背くことです。神の名において憎むなどと言うことはあり得ません！戦争は神
の名においてされるものではありません！」
ヴィンセンシアン・ファミリーのメンバーとして教会と貧しい人々からの呼びかけを無視することのありませ
んように！特に、イラクの為、皆で一致しましょう。さほど前ではありません。教皇庁評議会のコル・ウヌム
からの報告に、6 月以来、イラク難民のための継続的人道支援プログラムがあることが書かれていました。で
すから、各国のカリタスや司教協議会を通して物的援助をしていきましょう。けれども私は特に、国レヴェル、
地区レヴェル、地方レヴェルで創造的に祈り（と断食）の日を作ることを呼びかけたいと思います。聖母の元
后であられることを祝う 8 月 22 日をその日としましょう。
教皇が言われるように、「平和の神に、おとめマリアの取次を願って祈りましょう。主よ、私たちの時代に平和を
下さい。私たちを正義と平和を打ち建てるものとして下さい。平和の元后、マリア、私たちのために祈って下さい！」
聖ヴィンセンシオにおいて兄弟
G. グレゴリー・ゲイ CM 総 長

編集後記
今回は、マレーシアでの PANASCO 8 の記事を特集しました。何となく知っていて何となく知らなかった PANASCO に
ついて実際に現地で体験してきたことはとても大きな収穫だったように思います。日本からの参加は費用などもあり少し大変
なこともありますが、多くの会員の方たちにこういう機会に参加する機会を与えられたらと思っています。いつかは日本で開
催できることを夢みたいと思っています。
（全国理事会 中山）

