ＡＭＤＡ︵アムグ︶︒

抱えて何百♂も歩いてザイール

＊ ＊ ＊
山田は︑医師で米国留守甲に
駆け付けた渋谷健司︵一一九︶らとキ
プンバキャンプに診療所のテン
ト珊晏急ぐ︒町死具︒山を

山田か微熱をだした︒風邪と

なす人糞の中での作業だった︒

ョックからのダウン︒﹁自分の

悲惨な状況に打ちのめされたシ

体のコントロールもできない看
護姉に何かできる﹂︒渋谷のし

ルワンダ内戦

ルワンダは面積約２１６万平

数派︵１齢︶のツチ族か多数派

□約七百五十万人︵93年︶︒少

々ｙで︑四国の約１・４焉人

済的に長年支配してきたこと

のフツ族︵９割︶を政治的・経

62年のベルギーからの独立によ

で︑部族間の抗争か度々発生︒

りフツ族か歌楳を取ったか︑そ

にルワンダヘの武力侵攻を開

とするルワンダ愛国戦線が９年

ダに礁難していたツチ唇蚤体

の後も政情は安定せず︑ウガン

始︑内戦か勃発した︒難民の帰

も︑難民のあまりの多さと悪条

国はいまだに器ｒていない︒

だと言う︒赤痢に髄膜飛肺飛

診旅所に竺日五百人以上も

て諏状を聞吸便を調べ︑薬を

件にはかなわない︒道端には毎

押し寄せた︒山田は通訳を介し

出した︒夏と言っても朝晩は冷

日︑新しい死体か置かれた︒

不足している︒凰命の医療活動

注射液もミルクら︑何もかも

って命の値段がちかう﹈︒

か増えているだろ ２﹇国によ

﹁今夜︑神のお告げのある人

山田の日記は続く︒

える︒それに栄麦失調︒難民は
血便を出し︑﹁ピスケットを﹂

ＭＤＡの診療か始まる︒キャン

﹁毛布を﹂と訴えた︒

プではコレラで一日千人も死ん

奪われた車はルワンダ人の所

師でＡＭＤＡ代表の苛波茂︷匹八︸
︱岡山市叱この難民軟畏はＡ

８月Ｓ日︒産気づいた剱民女

らの救出の報道はＡＭＤＡを強

ＭＤＡの飛躍につながり︑鎌田

笑顔︒山田らの心がなごむ︒

ＮＧＯへの反感ではなかった︒

診擾隋を子供たちがのぞき︑

ＡＭＤＡの活動は哨く︒

性か静恵町に駆け込んだ︒待つ

こと一時間︑ベビーが元気に誕

有で︑餌断爾買だった︒事件は

テントで診療 難民が列
赤ちゃんにアムダと命名

８月17日︒難民キャンプでＡ

ったに︑山田は唇をかんだ︒

マラリアもはやっていた︒

国際貢献パワーおかやまは動く

赤道直下のルワンダは︑コー

などに逃げ込み︑飢えと病気に

･ｼﾘｰｽﾞ企画N｡｡1

岡山に本部を濫くアジ
ア医師連絡柵原会の略
歿内戦や災害による
難民︑被災民らの救援
医笙を世界で展開する
岡山の跨るＮＧＯだ︒
シリーズ企扁一︒国際貢
献パワーおかやまは
勣くＩＡＭＤＡからの
報告﹂は︑その活動や
岡山での支援など紹
介︑日本の国際貢献の
あり方が問われる中
で︑草の根の﹁地球サ
イズのポランティ乙
を考える︒︵文中敬称
陥︶

圓万人襲う飢え︑コレラ

・ｃｌやバナナなどかとれ︑本来

苦しむ難民となった︒

５月には︑岡山から医師や事務

報告
ムラオー︵こんにちは︶と話し

＊ ＊ ＊
今年10月︑ＡＭＤＡの看護婦
岩田和子︵二八百岡山市︱にザイ
ール・カレヘ難民キャンプの日
本人零蒙拠から手紙が届いた︒

る﹂と懐かしみ︑本国にまだ帰

た︒﹁風やにおいまで思い出せ

る︒﹁ボランティアの動機？
そんなに深く考えていないし
！﹂﹁︵帰ってから︶少しは優
しい目で接するようになったか

厳田も︑東京で瓢しく診聚し

な﹂︒二人はくすっと哭う︒

なから言う︒﹁人のために体を
動かしてみたい︒ただ︑それだ
けのことですよ≒

を訴えているのだろうか

道端で力つきＩ死の嵐

山田は日記にこう記し凡

＊ ＊ ＊

げ込ん可

例年８月９日ゴマ市は百万

それが94年４月︑部辰対立の

なら飢えなど無縁の国である︒

内戦か再燃︑大虐殺で五十万人
以上か犠牲になった︒二百万人

市から40♂の難民キャンプに行

が７供の手巻引暇重い荷物を

っ凡退衝すべてか死体だらけ

﹁Ｔヒーも飲めなかっ凡ゴマ

10日水も電気もなく︑聡の

聞き︑ソクッとした︒

二週間前は死体だらけだったと

人以上の難民の足鮮があった︒

想像を超えち

舞は覚悟してぃちだが現実は

﹁いのち安すぎる﹂
根腿妖の迷型昂︑ザイール

宿舎のすぐ近く︒ザイール兵

・プマの夜をつんざいた︒

の発砲は一時間も絞いち槨俯
に乱入してきたや・恚げるか︑

岡山市の警世妬山田緑︵一ＪＴ

いや︑宿舎のほうが安全か︒

医蕉法人アスカふＴの義民救援
は︑恐怖の体験から始まっち

だったと聞かされ︑またシΞッ

＊ ＊ ＊
ＡＭＤＡか94邸から続けるル
ワング晃民救援医厭プロジェク
クを受けた︒
１１日借家のすぐ近くでザイ
局員らがルワンダ入りして阿院

ＡＭＤＡの斤勧は早かった︒

ト︒山田は難民が逃げ込んだ隣

ール兵か発砲した︒鳥肌だらけ

難民救援で派遣した医師︑一腹

く印象づけることになった︒

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

ＡＭＤＡが一年半のルワンダ

生︒﹁死﹂の嵐の中での﹁新し
い生命﹂︒キャンプがわき︑現
地スタッフが提案した︒﹁この
子をアムダと名付唸ぶつ﹂︒

その日︑母親はフランスパン
奎秀雄吟帰っていった︒

還できない瓢民が︑それでも元

岩田は︑そのカレヘで活動し

難民らかバレーボールの練習を

取手更改11月３日﹃スタッ

していると言う︒

フといつものようにドラックで

10月にゴマ入りしたＡＭＤＡ

キブンパキャンプに入った︒

山田ぶ苗は今︑同じ老人保

気になっていることをＩ弓

の医師鎌田裕十朗︵一 一九︶ｎ茨城県

コレラは下火となっていた︒

皐を奪った難民らは勝ちどき

健施設でお年寄りを介護してい

だかルワンダ旧政府冪の反攻が
うわさされ︑不賢答抵か流れ
ていたその肺︑事件は節きた︒

5石明器ら降ろ

難民政百人が鎌田らを止め︑

車を叩き運

1
す︒目か顛走り﹁降りろ﹂と叫
ぷ︒銃を持っているかも知れな

い︒鎌田は数珠を握り齢め﹁生
きて無りたい﹂と祈りなから車
から降りた︒

をあび去った︒鎌田らが難民救
扱でゴマにいた目筆塚員に救出
されたのは︑二時間後だった︒

11

国 ゴマ近郊のキブンバキャン
プに派汲されち

ｱｼﾞｱ医師連絡協議会
ＡＭＤＡからの

人間なのだから お互い

ったり︑国運からの驀誘だった

出していく︒派淮は独自判断だ

＊び掛け︑医療
師や医誉刄＊に＊呼

実眼が浮かぷ︒

″困ウだ人のお役に立てる 充

︵細 一︶︒その時ボランティアらに

助け合うＩそれが﹁平和﹂に
国際貢献フォーフムやセミナー
も次々に開催︑Ａ４判の年表は
りする︒

は︑医学生二人とカンボジア難
民キャンプヘ駆けつけた︒だか︑
既に欧米のＮＧＯが一巡と連舞
して軟便震動謳嗣︑キャンプ
に根を張っていた︒岡山からい
きなり飛び込んでも︑衝動の場

﹃国際敦畏敬勲は醤累だけで

はなかった︒

は認回りずる︒情暇収集や受け
皿の拠点か必驀だ﹄︒わずか一
幕関でカンボジア難民キャンプ
から帰国した管絃はアジアの医

事務局にはボランティア
だ資金は十分ではありませ

燃やしていますが︑まだま

します︒問い

ん︒応援豪受ぢくお願い

の万が来て下さり︑また︒

いたり励ま
に順順国一回開白

ＡＭＤＡ事務

活勣驚にと温かい寄付を頂

寄せられた

６・２８４・７７３０

ＡＭＤＡ事務局慧０８

りｒ︶ます︒私たちは皆さん局までお気軽にどうぞ︒
の善意とともに︑さらに幅
広い胆勣をしたいと家政を

︱の
−価
Ｉ値
−眼
−は
Ｉ平
Ｉ和
Ｆに
−あ
︱る
−−−
すぺて
ー冒政が常に口にする言葉だ︒

＊ ＊ ＊

ダム燎心｀忌夭学カリタスホー

今年11月︑岡山市のノートル

よ宍将来﹂ぺこの理愈のもとで

顛を揃えた︒二回目の﹁国際貢

ル︒世界助力国のＮＧＯ代表か

活勣をする団体の代表らが握手

の梅外代表と︑岡山で国際貢献

献ＮＧＯサミット﹂︒民原沢装

医家紋蓼ｉ際ネットワークで

和﹂につながっていく︑と菅波

となる﹂︒習彼らの夢はひろが Ａか働き︑岡山が勣いている︒

すれば岡山は 東のジ晋ＴＺ 性化﹂奮丁ワードに残ＡＭＤ

をかわした︒

は言う︒

互信頼﹄が生まひ９それが﹁平

俘つ︒﹃相互扶助﹄により﹃相

ＡＭｐＡの理念は﹁よき医療

兎

ＡＭｐＡ︒本部は岡山市街地
の酉国道１８０号沿いの個人
もう四捻日が終わりかけべ

戈砥くない一馬パソコン 世界に多くの世医
Ｎ
Ｏ家か
岡
タのッ
＊スタ＊
界家
に多
くＧ
の医
Ｎあ
ＧＯか
あ山の寡鄙では専従ス
岡山
寡フ
鄙では専従
ッフ ＊

医院︵同市推犀︶に桝える︒

と刄賢が戴酋聡宕むだか活気 る申で︑ＡＭＤＡの真骨頂は犀 ︵環孤Ｕ心が現地の價暇暇残 ﹁内戦のカンボジア難民﹁キ
内戦ャ
のカンボジ
救
ア難
援
民キ
の
ャ ネットワークづくりに駆
に満ち︑英文で届くファクスか 急医療後句﹁罰レベル︒の活動 莱や医覆冊などの手配に追わ ンプで侈励きなかった﹂︒菅 け回った︒
ｚＱＱＭＳ ｇｔｙ手伝い︒﹁本郵での後方 った今も脳裏に焼き付いてい たＡＭＤＡの厚瓜は︑そ︷じた

世界と向き合っていること奮つ は政府間の翼整に手惘取る︒急 れ焉ボランティアも多くかけ 波はその﹁くやしさ﹂が16年た 今年︑国連ＮＧＯに認定され
4＠41援ｆ
支援︒だれでもできる仕草かあ

＊ｊ＊ ＊

ンター﹂を開いている︒

東京と大阪に﹁国際医家情報セ

い在日の外国人も視野に入れ︑際貢献大幸歯感もある︒﹁そう ﹁国際人道援助﹂と﹁岡山の活

題から両足な医療奮答咎れな・の国原拠点を岡山につくる︒国 集まる︒

を長期的に畏開︒言葉などの問 神鳳土恚嘉に︑民間人道援助 かり︒岡山に海外からＮＧＯが

ルの無医村などで地域医瘤ｗ良 療と家数乖ハ切にする岡山の精 救援フォーラム﹂か開かれたぱ

ない︒マニラのスラム︑ネパー ヤマ﹂も大きな目纂︒教育と医 10月にも﹁アジア太平洋緊急

活動は﹁緊急救援﹂だけでは ﹁酉のジュ→プ東のオ﹁
カ酉の
をジ
かュ
わ→
しプ
た東
︒のオカ

ミ

入間らしく生きるには多くの支

一万五千円︑一般七千五百円︑

金蔵約八百五十人の兪費︵医師

どからの助成・補助金︑それに

厚生五千凧単負万円︑賛助

えが必要なことが分かる﹂﹁募

二千円⁚ｎいずれも年額︶でまか

金をためた孟｀やお年寄りから

であったりする︒小遣いとか年

人道援助に直接つなかっている

使われる︒ＡＭＤＡを通して︑

民キャンプで注射液や薬などに

﹁寄せられた︒善男は︑幕

なわれている︒

だったり︑企県や団体からのま

貢献﹂の輸か広がりつつある︒

山で︑全国で︑﹁草の根の国際

ＡＭＤＡが誕生してｎ年︒岡

わけです﹂と近藤事務局畏︒

Ｓｌｔｊ額にのぽるＡ

11alt!

と内容は様々です︒ジンバブ工
に学用品の送付︑フィリピンの

国諏又庶も重視しています︒

里麟運動にも加わっています︒

日本人の艮さを見哨めながら視

情報化時代です︒恵まれない

野の広い人に︑との願いで︑中
学校のニュージーランド研修で

先日︒本校でＡＭＤＡの医師

は老人ホームを訪問しました︒

のお新皆︷ぶかいました︒生徒

でいい︒国際貢献につながるこ

か毎たと思います︒皐辺なこと

ｓａ︑それぞれの感性で何か

心の叫び﹂からの盾勘案ハ切に

とでもいい︒﹁いたたまれない
やる︒﹁いたたまれない﹂とい

Λ企画・制作山陽新聞社広告局Ｖ

﹁アムダ保﹂

Ｉ23山陽新聞社堅局

〒霧岡山市柳町２ＩＩ

にお答せください︒

のご意見︑ご誤想を左記

このシリーズについて

育てて行きたいと思います︒

に協力︑チャリティー演奏会﹃・・

う︑地域の贋帰︑ユニセフ募金

ます︒福祉施瞑を訪ねて触れ合

たボランティアに取り組んでい

本校では女性の視点を生かし

くるのではないでしょうか︒

︸？心の叫ぴが自分肩身に沸いて

れてきます︒

けた人から︑悲痛な声か発償さ

ら︑災腎や同県などで被害を甕

環境の人から︑弱い立場の人か

いつも考えています︒

﹁感性﹂を大切にしたいと︑

梵甦髪校長高木貞子

いたたまれない心の叫び

蜜ｒと国運 iiS

ＭＤＡの運営費は︑こうした﹁善

Ｓ４９

海外に医師を聚温し︑救援物

とまった寄忖だったりする︒

お金や物であったり︑労働奉仕

意﹂が秦図から寄せられている︒

ＡＭＤＡには︑いろいろな﹁善

せてくれた﹂と結んだ︒

金は︑この大切なことに気づか

たった570円で栄養失調の
子供たちが教えるというのに
﹁五百七十円あれば一人の栄
贅失調の子供か救えます︒こう
瞥かれた本に出会ったのは︑文

弁論大金︒岡山市の女ｆ｀徒は︑
こう切り出した︒

生徒らはボランティアに祚加
しぶ？とＡＭＤＡを訪れ︑ルワ
ンダ難民について調べる︒募金
でＩ︸一万円ほど粟めた︒ところか︑

学校の暗愚まりに︑鶏糞の多
い日は金額にして八万円早ヱに

﹁私たちは︑毎日百人以上の

上る︑とあった︒

命の俵を捨てていることにな
る﹂︒弁論はこう暁き︑﹁ルワ
ンダの人々の墨思見原すと︑

は動く

西日本医学生アジア

｜

a&4￥0
スタッフガ︑ ＡＭＤＡ精勤 やすい﹂とり漏えぺだ吻ら
年辰﹂をつくっている︒ミャン 石十二時間円の活動那殆″を る﹂と︑事務局長の近豚祐次
マー︑カンボジア︑神戸︑サハ
︒リンー84年のＡＭＤＡ誕生以
来︑茫厨けた医厭援助は計一一十
五︒海外支警猫カ国に瑞吻

『

