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善意だけでは教えない

ことである︒今年の東日本大

要請を受け︑ある

ときにＡＭＤＡの

り︑医療スタッフが現地の病院に受

け入れられるように交渉したりする

普段は各自の病院等で仕事をしている人

る︒医師や看護師などの医療関係者は︑

半はボランティアによって支えられてい

専任として事務的仕事をしているが︑大

すことの方が多いという︒そして︑現地

行って︑手探りで活動できるところを探

けではない︒そこでまず調整員が現地に

行う際に︑受け入れ先が決まっているわ

実は︑医療活動に限らず︑支援活動を

のも彼らである︒

とは︑災害や紛争の発生後すぐに

たちで︑ＡＭＤＡに登録し︑いざという

でのそれは少ない︒それで︑な

ン語圈での活動が多く︑英語圏

なのだが︑実はアジアやスペイ

スな﹁一ミュニケーションが必要

めには現地の人だちとのスムー

での決断が要請される︒そのた

は流動的なので︑リアルクイム

言うまでもない︒現地での活動

に詳しい人がベストであるのは

その際︑なるべく現地のこと

調整し︑必要な対処をしている︒

のニーズに応えるべくいろいろ
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震災の時も発生したその日か

いは自ら﹁行きた
い﹂と声を上げて

災害や紛争発生時に、医療・保健衛生分野での緊急人

るべく現地のスタッフを採用し
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たもの。世界30力国に支

部があり、そのネットワー

クを活かして、海外の情

報を入手し、いざという

ときにはすばやく多国籍

医師団を結成して救援活

動を開始する。本部は岡

い︒寄付や募金活動はもとより︑企業や

資金面でもボランティアの活動が大き

ている人は５００人いるということだ︒

現在さまざまな形でＡＭＤＡに登録し

の必要がなかったのである︒

倒なことをしていたが︑ルワンダではそ

直してまたそれを日本語にするという面

じないときは︑現地語をいったん英語に

ん助かったということである︒言葉が通

そこでさっそく通訳をお願いし︑ずいぶ

いう人がたまたま帰国していたのだった︒

が︑日本に留学していたルイーズさんと

本語をしやべる人がいるとびっくりした

れる現地の人と出会った︒ルワンダに日

ＡＭＤＡのメンバーが︑日本語がしやべ

年のルワンダ大虐殺の折︑支援に入った

こんなこともあったという︒１９９４

の支援の形を追求している︒

イスラム系の国から派遣するなど︑最適

的な違いもあるので︑イスラム圈へは︑

たり︑協力を得たりしている︒また文化
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慣れ﹂していて︑支援してもらうのが当

ある︒支援される側は︑しばしば﹁支援

お互い様﹂という﹁相互扶助の精神﹂で

ＡＭＤＡの活動理念は﹁困ったときは

いうの

ようと

る︒そのために︑出来る限りのことをし

がいれば出かけ︑助けられるならば助け

との関係を超えて︑助けを求めている人

も﹂というのがＡＭＤＡである︒国と国

地に赴くかの指示を仰いだだけで︑後は

に準備した︒苛波さんとは国際電話で現

ればいつでもスタッフを派遣できるよう

フと連絡し︑代表の﹁ｇｏ﹂の指示が出

ＭＤＡの調整員がいて︑
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を新潟で調達して仙台
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▼人間はお互い様

たり前と思ってしまうことがある︒支援
である︒

その後も︑各地の医療関係者やスタッ

いう︒

と準備したと

などいろいろ

仙台での拠点

する側も︑そういう関係が常態化すると︑
スタッフ内で活動の規模などを決めた︒

その
時︑大切にしているのは互いの﹇尊敬と

自分たちは支援してやっているという思

らチームに分かれて各地の避難所をまわ

いを持ちやすい︒しかし︑そのように援

対応のために２︑３時間寝てはまた出て

る︑巡回診療も開始した︒派選者の増加

フが続々と現地に派遣され︑14日朝か

ただ助けられるというのではなく︑たと

くるといった感じで本部に詰め︑情報の

にっれて︑活動も広がり︑仙台市の他︑

谷さんら本部事務所のスタッフ２名は︑

えば運転手を頼むといった形で手伝って

収集とスタッフなどとの連絡に当たった︒

岩手県の釜石市︑大槌町︑さらに南三陸
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もらう︒そうすることで︑その人がＩ︒自
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速な対応を取った︒

▼緊急支援

■東日本大震災への対応

思いと同じ﹂と谷さんは強
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教える命があればどこへでも
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痛などを訴える人がたくさんいたからだ︒

緊急支援から復興支援へと切り替えた︒

これは︑現地の必要に応じて︑医療機器

や設備などを寄贈したり︑医療体制が十
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姿から学びたいということで
ある︒
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学し︑﹁人と防災未来センター﹂

■ハイチ支援
▼ハイチ地震への支援
２０１０年１月１９一日に起
こったハイチ大地震は︑規
模こそマグニチュード７と︑
東日本大震災に比べると小
さいが︑死者31万６千人︑
被災者は２００万人を超え
る巨大災害となった︒
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Ａは緊急支援を行っ

この時にもＡＭＤ

な問題となった︒
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レラが大流行し︑数
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なかった︒そのため︑

境の中で暮らすしか

衛生面でも劣悪な環

されていない状況で︑

もちろん︑排便の処理などの設備も整備

の暮らしを余儀なくされ︑水道や下水は

げている︒多くの人が仮設テントなどで

れで︑その上貧困と敵情不安が復興を妨

とはいえ︑ハイチの被災者の数は桁外

▼＝レラの流行
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大震災からの復興した街を見

を訪れた︒その後︑伊丹空港
から帰路についた︒
この交流の効果は思いのほ
か大きかったらしく︑谷さん
は﹁大人が励ますよりも︑同
これはどの災害をもたら
した原因は︑直下型地震で

イチの貧困と
よる社会基盤

の脆さにあった︒
この大災害に対して︑各国はさま
ざまな形で支援をしたが︑ＡＭＤＡ
も地震発生産後にカナダなど多国籍
医師団を派遣し︑被災から４日後の
１月16日から緊急医療支援活動を
行った︒ハイチでは外傷が多かった
ため・︑それに応じた医師が派遣され
た︒

ハイチのような政情不安定の国での活
動は︑場所によっては命に関わるし︑暴
動などもいつ起こるかわからないといっ
た問題がある︒その上感染症の流行も考

安全を確認した上で現地に赴く︒﹁何か

えられる︒そのために︑調整員が十分な

事故があれば︑活動できなくなる﹂と谷
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安全確保のために︑信用できる人に＝Ｉ
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仰
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地域の人だちとの﹁互いに助け合う﹂と

イチでは岡山大学歯学部を卒業したハイ
チ人医師が＝上アィネークーになってく
れたのでずいぶん助かったという︒
現地での行動にも細心の注意が払われ
る︒たとえば暴動があれば︑なかなか外
に出られない︒10ｍ離れたところへでも
車で移動するのだとか︒また危険地域だ
とか暴動が起こるといった情報は︑現地
の人がよく知っていて︑現地の人たちの

･つ
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より身近に感じられていいん
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このような心の復興支援も
ＡＭＤＡの活動の一つだ︒
また︑大槌高校など被災地
の高校生や専門学校生など︑
政府の手の届きにくい所の学

生たちＩＯＯ名ほどに奨学金を
支給している︒

▼活動の広がり
この７月︑ＡＭＤΛの活動に共感
した岩手県大槌町の人たちが結集して︑

８月２日から８月６日にかけて︑岩手
県の大槌中学校など現地の中学校３校の

ＡＭＤＡ大槌クラブを設立した︒それに

ＤＡ高校生会・皿大槌﹈を発足させた︒大

生徒ら52名を岡山に招き︑岡山の３校の

槌高校は避難所となっていたが︑ＡＭＤ

合わせて︑大槌町の高校生たちも﹇ＡＭ

１日日は︑ＲＮＮ︵人道援助宗教ＮＧ

Ａはそこを拠点に診療活動をしていた︒

中学生とのスポーツ交流会を開催した︒

Ｏネットワーク︶主催で折りの会︑慰雪

である︒

その姿が大槌の人々の気持ちを捉えたの

祭を執り行った︒
２日目は︑総社市で学校対抗の試合を︑
３日目は岡山市で学校を解体した混合チー

いう大きな絆が生まれたのである︒その

このように︑ＡＭＤＡの活動によって︑

﹁純粋に楽しめた﹂と語っていたという︒

精神は︑また誰かが困っているときに

ムで交流戦を行った︒参加した生徒は︑

住所やメールアドレスを交換する姿も見

るだろう︒その輪が広がれば︑社会はもっ

られたとか︒ホームステイもあって︑同

４日日は︑参加した中学の先生からの

ない︒

と平和で暮らしやすいものになるに違い

﹁お互い様﹂と手をさしのべることにな

要望で︑広島の原爆ドームなどを見学し

世代の交流が出来た︒

た︒何もないところから復興した広島の

スボーツガ心８つな︶ぐ

政あ
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不た
安の
定と
にハ

匹穴

緋

ハイ千では義肢文枝も

現地の二−ズに合わせて

カリブ海の島国ハイチ。人口約990万人。

をドミニカで調達して送った︒そ

Ｊレラの治療に当たると同時に︑

して︑点滴室など設備を確保して

排便の処理など衛生面での指導も

実施して感染防止に努めた︒＝レ

れらを適切に処理すれば感染は確

ラの感染源は排便や嘔吐物で︑こ

このように︑現地の実情に合わ

実に減らせるからである︒

柔軟に対応する必要がある︒谷さ

せて︑派遣する医師や支援活動も

んも両じハイチの活動でも起こっ

た直後とその後で全く活動が違う﹂

と語る︒

たとえば﹁義肢支援プロジェクト﹂も

ランス。旧フランス領。アフリカ系民族

ようにした︒

義肢製作工房を作り︑リハビリも出来る

Ａは義肢支援プロジェクトを立ち上げ︑

災者が多かったことだ︒そこで︑ＡＭＤ

負傷し︑足を切断しなければならない被

ハイチでの問題は︑もろい建物の崩壊で

ハイチの実情に合わせた支援の形だった︒

面積約28.000平方Km。首都はポルトープ

メッセージを現地の子供たちに届けた︒

▼東日本大震災に際して
今年の３月からは東日本大賞災支援の
活動を開始し︑街頭募金︑岩手県大槌高
校へ向けて手書きのメッセージボードな

引率してバングラデシュを訪れた。

▼関わった主なプロジェクト

そのＩ人は兵庫県の高校生だったそうだ︒

にも高校生２名が参加したということで︑

学プログラム﹈は︑年１回︑春
休みを利用して︑１週間程度の
日程で実施される︒今年の３月

いもある︒
この﹇バングラデシュ事業見

人自身が日本を見直し反省する
機会でもあってほしいという狙

好きになってもらうほか︑日本

春にもスタディーツアーで参加者を

ＡＭＤＡ高校生会が関わった主なプロ

医療和平プ

スリランカ

高校生会担当の竹谷さんは﹁世界言

−
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中で自分たちはどういう立場なのか二

ＡＭＤＡ高校生会のメンバーが︑その

世界に目を向けてほしい﹂と語るが︑

支援活動を通して学ぶ

向け︑高校生の自分たちに出来ること

時々の︑世界の災害地や貧困地へ目を

をしてきたことがわかる︒今回の取材

では︑ＡＭＤＡ高校生会のメンバーに

直接話を聞くことは出来なかったが︑

同じ高校生として見習いたいと感じた︒

ＡＭＤＡを取材して︑城西生は真面

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

れだけでよいのかという気がした︒東

目で︑それなりには勉強しているがそ

日本大震災に対しても︑どこか反応が

ぞの後は個人的にボランティアとして

鈍い︒３月に募金活動をしたものの︑

としての取り組みは無いままである︒一

東北へ行った人もあるようだが︑学燃

兵庫県でも︑防災科がある舞子高校を

はじめ︑近くでは高砂高校や松陽高校の

生徒がバスでボランティアに行ったといっ

そのように︑未曾有の事態に自分に出

た記事が新聞に載っていた︒

来ることを問うて︑それを行動に移して

いる高校生がいる︒ＡＭＤＡ高校生会の

メンバーもぞうだ︒その姿勢に学んで︑

もっと社会に目を向けるべき

であった︒

ではないかと思わされた取材

※ＡＭＤΛ高校生会では︑岡

山県内に限らず広くメンバー

を募集している︒関心のある

人は︑入会してみてはどうだ

問の橘先生のところへ行けば

ろうか︒申込用紙は新関節顧

︵２年 池田健人 １年 三

もらえる︒

俣風華 藤田実希 ト田空泉︶

﹂

‑‑

ｉ
まると顔つきが変わり︑体格の差がある
なか最後まで諦めずに戦った︒中には負
けたのが侮しくて涙を流した選手もいた

なお︑このスポーツ交流で使用された

という︒
サッカーボールはＡＭＤＡで用意し︑使
用後はハイチの青少年にプレゼントした︒

■ＡＭＤＡ高校生会
▼その活動
ＡＭＤＡには高校生会かおる︒１
９９５年の秋に発足した高校生のボ
ランティアグループである︒現在の
メンバーは︑高校１年生から３年生
まで合わせて20人︒ＡＭＤＡの活

で構成される︒

動に興味を持つ高校生の自主的参加

会員が高校生会に入った動機は︑

どを作成した︒ＡＭＤＡ高校生会・111大
槌のメンバーも︑﹁白分たちに出来る支

﹁メディアやネットを通じて﹂や
﹁先輩が入っているから﹂と︑先輩・

グラデシュ大好き」という方。この

ジェクトは次の通りである︒
児学校建設︑

ク小学校再

ＡＭＤＡは︑発展途上国の一つである

ロジェクト︑

‑S

地震発生から約半年がたった２０１０

▼スポーツ親善交流

年８月17目︑ドミニカの首都サント・
ドミンゴに日本とハイチ地震被災者の青
少年がやってきた︒３カ国のサッカー親
善交流をするためである︒
この交流は﹁スポーツ交流を通してハ
イチ被災者の精神的なケアの一助となり︑
復興の機運を高め側面的に支援すること﹂︑
日本の参加者は︑﹁ハイチとドミニカの
青少年との交流︑

ドミニカ国内の
国際協力活動現
場の訪問︑帰路
の国連本部の訪
問などを通して
国際的な視野を
養うこと﹂など
を主な目的とす
るものである︒

援を﹂と︑ＡＭＤＡ大槌クラブと︑炊き
出しの補助を行うなどの活動をした︒

後輩の関係で入る人も多い︒学校は
ばらばら・だが︑心を一つにして活動

実はハイチと
ドミニカは隣国
同士でありなが

そのＡＭＤＡ高校生会・ｍ大槌のメン
バー２人が︑７月22目から２泊３目で

している︒
活動は︑月にＩ回︑土曜日か日曜

子さん。元中学校の先生で、「バン

中国雲南省小学校再建︑ネパール障害
﹃野土路ほたる祭り﹄に参加したりして

カンボジア

世界に対して何かしたい︑つながってい

建︑ミャン

チャンバッ

きたい﹈と︑今後も交流を続け︑活動に

マー子ども
病院栄養ご１

バングラデシュヘの訪問を通して︑現地

ホンジュラ

ナー支援︑

の人々への人道支援や交流を行うスクディー

ス青少年育
成・エイズ

ツアーを実施している︒この交流を通し

深めたり︑現地の人々が日本を

て︑国際協力についての理解を

▼バングラデシュ スタディーツアー

生かしていきたいと願っている︒

竹谷さんは﹁︵彼らと︶ 一緒になって

互いの交流を深めた︒

料理である﹁まつり寿司﹂を作ったり︑

バー・宅でホームステイして︑岡山の郷土

岡山にやってきた︒岡山の高校生会メン

とのこと︑ハイチヘはサッカーボールや

顔アート作成展示︶などの活動を行った

準備︑岡山大学鹿田原参加︵パネル展示・

ハイチ復興支援スポーツ交流に向けての

昨年は︑パキスタン洪水の街頭募金︑

を通し支援を呼びかけたりしている︒

事への参加や︑テレビやラジオ出演

選び︑街頭募金に立ったり︑地域行

ちで支援できるプロジェクトを１つ

いるプロジェクトの中から︑自分た

す︒具体的には︑ＡＭＤＡが行って

来るかを話し合い︑それを行動に移

高校生として自分たちに今︑何か出

や勉強会を行っている︒その中で︑

日にＡＭＤＡ本部に集ま って報告会

ら仲が悪く︑そ
のため中立的な
立場の日本が中

来るようにした

に入ることで︑
円滑な交流が出
のである︒谷さ
んは﹃ドミニカ
の人にもハイチ
のことを知って
願いがあったと語る︒

ほしい﹄という
参加したのは日本からは大阪ＦＣ千里
中央などの中高生18名と︑ハイチ16名︑
ドミニカ20名の青少年たちである︒
試合は８月18日︑19目の２日間にわ
たって行われて︑どのチームも試合を楽

言づ門言冊討商校生会にできることは・

ΛＭＤＡ高校生会を担当する竹谷和
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