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ロシア・サハリン︑十月に
はインＭ・ネシアのスマトラ
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援チームを派爆して入道援

Ａはそれら被災地に緊急救

助に恬粟した︒中でも︑サ
ハリンヘの救援限勣では岡
山空港からチャーター職を
素襖飛ぱして現地入りし︑
迅速な活動が世界の耳目を
集めた︒シリーズ企画﹁国際
貢献パワー・オカヤマは勣
くＡＭｐＡからの暇告﹂
の二回目は延くて遠い島
サハリンでの士八日間を紹
介する︒︵窯φ敬称駱︶
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イラン︑インド︑チェチェン︑
ルワンダー・・︒これまでに緊急家
後括動で濁外へ頬！蔵壇され
ている︒一緒に行くことになっ
た医師の鉾田柘十朗︵秋城声︶︑
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二十九日早朝︒岡山市日石野

機に積み込む作業に追われてい

の檜原開始﹂を一番の目標にし
ている︒時間が経過すると被災
者の傷か壊死︵えし︶して腎不全

それでも︑まだロシア政府か

を起こし死んでしまＩ︷ぶうだ︒

らの通経を待って飛び立とうと

﹁人命救助か一番だ︒とにか

に大きな決断をした︒

しないチャーター機︒菅波は遂

く行けるとこ馬まで行って医薬

この言葉で飛び立ったチャー

品だけでも渡してこい﹂︒

ター樵は二時間牛後に鎌田︑早
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した︒しかし︑まだロシア政府
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三人が相談を始めた時だっ

入ったのは︒

師はよく働いた︒両足を切断し
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いた︒緊急︱竟進のためピザ

諾鋸の太陽はもう沈み掛けて
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飛ぼう﹂︒三人は同時に叫んだ︒

﹁それだ︒それでサハリンヘ

してみる﹂と大森の声︒
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筝繋日的で飛ぶセスナ楓の鍬り
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本からの緊急叙級機業９入れの

大森の誦襄にはそんな不安か

されてしまう﹂︒

ンブルしたロシア空軍機に撃墜

立てば不抜乖八機としてスクラ

﹁緊急救援楓がこのまま飛び

たくない楸子︒

地異が簒笙したことさえ公表し

てくれないのだ︒そればかり即

申し入れに対して何の返一もし

ち︒しかし︑ロシア政府側は日

おかやまは勣く

ＡＭＤＡ本部に駆け付け苓 ﹄
そこでは既にＡＭＤＡ事路局の
スタッフたちが情報収集などに
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の岡山空港ではボランティアた
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容能力︶に合わせて三百一｀であ

た︒持参する医薬品はキャバ︵収

のに″近くて恵い島″になって
しまっている︒﹁そのサハリン

けて桁犀を﹂と焦るスタッフだ

﹁一刻も早く鴛扱地へ駆け付

の大森章夫３ｒｙ釆ていた︒
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る︒応急処置に必要な鎮帰解熱

でどんな活動ができるのか﹂︒

﹁儲けにならないのに・・・﹂

それに臍るものはない︒三宅は
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岡由から激震地へ直行だ
岡山市に住む三宅和久医師
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時過ぎに突然︑枕元の電話か鴫
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﹁今﹃サハリンで大地震が
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救援チームを派遣することにし

珍しく緊張した声に三宅は即座

た︒零も行ってくれ﹂︒暫波の

に了解の低率をした︒
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宅は心強い徴軍を壽た思いだっ

した医療品の｀ｉをＡＭＤＡ本
部へ依願する︒そんな安にＳ激
したのだるり︒

家辰も家やすべ

﹃私は地震で

出て言った︒

の被災者が進み

遣チームに一人
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野世路の被
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切にしてくれ

に︑こんなに親

らないというの

最初は不一賑ぱかり馬せてい
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在商社艮らで構成の日本入会の

話が弾んだところで戦後サハ

通訳に大いに肋けられた︒

リンに残留して結婚したという

﹁私たちはこれまで罵身の狭

会員が嘔原まってこういった︒

われた︒

九十三円は一般からの寄付で賄

円︒二千五更一十九万八千四百

四千三十九万八千四百九十三

サハリン救援で聚した覧用は

された︒

らの大型人道脈助が世界に報道

ヘ︒日本の一地方祭巾・岡山か

エロフロート概で直接サハリン

第二次派遣ではチャーターのア

蔵軟扱物資約五十八を届けた︒

次にわたって医師ら十一人を瓢

ＡＭＤＡはサハリン救援でΞ
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助に深く蕎謝する﹂だった︒

での被災害救援の多大尽入道援

謝状か届いた︒﹁サハリン地髪

七月︒サハリン州知峯から惑

ける︒ありがとう﹄︒

で明日からは臍を張って町を歩

ＡＭｐＡの立派な活動のおかげ

い思いで生活してきた︒しかし︑
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れしかない﹂と一枚の油絵を出
した︒サハリンの凪！碁いた
その絵はとても大切にしていた
もの︒地震の時も一番に持ち出
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したのは地震発生吾昌の六月
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﹁自分たちは先の阪神・淡路
大貫災でロシア国民から受けた
温かい援助の恩返しにやってき
た︒どうか救援活動を手伝わせ

その霖菜に彼らは少し軟化し
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予刄より血れて日本を発ち︑
最初に到讐したユジノサハリン
スクでは持参した医薬品の通関
で時間盃貧︒幸い︑ＡＭＤＡ
本部からの逐絡で出迎えてくれ
たサハリン・日本協会︵サハリ
ンの民間友好団体︶の尽力で入
国できたものの︑ネフチェゴル
スクヘの移動では州政府の許可
に手間歎ったのだ︒
﹁とにかく最善の努力をＬｙぶ
う﹂と呟く一二人の医師︒この国

子︒ボランティア括動か普及し

置いたらすぐ帰れ﹂といった調
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か一番ひどかゥたのは北鮒のネ
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見る町はまさに瓦篠︵がれき︶
の山︒軍用トラックか球体痴狗
をなして運ぴ出している︒夜間
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は今︑世界へ向けた国原入道援

国のＮＧＯ︵非政府組織︶士ハ

ニア︑帛北アメリカなど十四力

は日本 護じめアジア︑オセア

還町︶で聞かれた︒参加したの

山国際交流センター︵岡山市奉

債租蚕備する︑災害発生地域の
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力体剥ＳＩのが好ましいのか

ＮＧＯが災害発生時にどんな協

ま国際貢献ＮＧＯサミット﹂︒

構憑のもっひとつの柱﹁おかや
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毫よろしくご
支持をお價

︒す︒

岡山東商高の﹃車両デパート﹄︒
昨年はひと琢遠った吸筒がお目
見えした：ＡＭｐＡ太古蚕Ｆ
のコーナーがそれ︒

いいたしま

ＡＭｐＡに関する問い合わ
廿は事務局︵萱０８６・２８

さい︒

４・７７３０︶までお寄せ下

サミット最終日２尿会議で

者と熱心に括し合っち

は岡山県下の小中学校と発展途
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この二つの国原会議は一般市

尽

民も多敗傍聴した︒ＡＭＤＡな
どの主泄団体はごあような人
道幾助の国更肇を今残毎年
開催して胃贋を價み︒岡山から
世侭へ人鷹栖海の惰概念万信し

讐波ＡＭＤＡ代表は﹁日本が

ていく考え︒

人道曇肋の核となることは国原
社会の中で求められている責
務︒岡山は昔から多くの宗教家

があること︑教育レベルが高い

が輦出しており入這攬肪の素地

アピーールしている︒

の条件拓千分にＩえてい否と

ことなど考えると国曇皇拠点

こと︑医療機関習貨している

組み高層やしていき︑お互いの

金が寄せられ︑古本の販売代金

粗には四万九千六亙八十円の原

１会場に投けたＡＭＤＡ原金

て累漱じゃない一な″夭変な評

たお金がＡＭＤＡに役立つなん

ろｉあ︑女い﹄﹁古友を買っ

ｙデパートこ蜃唐に笠べたとこ

けて．十一月二十三日の﹃東商

理解を深めること温廬しあっ

上禦尽忠ｉの間で奸妹校縁

募金

漫画家や単行本などが集まっ
た︒内訳は生徒が持ってきたも

と合わせて二十五万五千円をＡ

生徒たちには﹁押し入れの中

ＭＤＡ本部に寄付した︒

で邪鷹になっていた本か入道厘

で被災地へ向かい︑翌日岡山へ

いて款債物資を積んだトラック

終えた後︑ＡＭＤＡ本邸へ出向

ので悠など好評だった︒

肋に役立って︑本ちＩんでいる

昨年一月十七ヨ︑多くの礪往

︽企男制作山陽新堤笛告局︾

局﹁アムダ佩﹂
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お寄せｙきい︒

ご息見︒ご惑想を左記に

このシリーズに関する

夢即したいと思っています︒

どん出向いて騨外での活動にも

ことがある憑ｍがあれば︒どん

はありませんが︑自分にできる

聊再っています︒私法謳で

世界の至るところで医鷹環助活

ＡＭＤＡはアジアのみな・りず

手伝いました︒

ースラビアで救援物資の配給を

難色ｉ器仔っている旧ユーゴ

本緊急救援ＮＧＯグループ︶が

民間団体で組織害了ＥＮ︵日

￡

そして︑八月︑ＡＭＤＡなど

持ちました︒

ていることを知り︑葵い興味を

初めてＡＭＤＡが海外で活勤し

して行いましたバ私はこの侍︑

救凌物資の仕分け作業奮禁置

その後︑サハリンの大池震︒

を二月中句まで続けました︒

帰ってくるのです︒そんな仕事

者を出したあの阪神・淡臨天震

︸

勣の始まりです︒

これがＡＭＤＡにおけｆ︵私の活

たこ 月こ十一日Ｑことでしち

へ軟吸活動の参加を甲し出まし

か役に立ちたいとＡＭＤＡ本部

災︒凄まじい被災池の状況に何

れらの皐に思い恩いの価格を付

般市民からの千百四十九町そ

六士ハ母︒生徒の括を聞いた一

は六月 にあったよ 一と持薪した千九百

ちにも早発の読み古しがこんな

ｑ蚕Ｆ の三千三百九十冊︒教職員がコっ

東商高じ古本市〃で

皇になってもらいたいもの︒

｜
す︒テレビや新聞などで報道 私たちの活動にどうか︑
されていな
いものがた
くさんあり
ます︒ＡＭ
ＤＡは昨年︑和平が結ぱれた
厦後︑アンゴラとボスニアに
医療団忿膏 ︑飲晩借家を開

含一では﹁共に生きる﹂のテー

始しました︒この活勣は一般

マ￡拠がフィリピン︑タイな
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﹁生存のための教育﹂ ｉ本

七他ｌで開かれた︒

テーマにしたこのサミットには
ど八カ国十二人のＮＧＯメンバ

﹁災害トレーニングセンター﹂

した︒曹波茂ＡＭＤＡ代表は岡
海外二十カ国のＮＧＯ関堡君
ー鳶回んで寓見を又襲︒哲多町

の設置毫推進する︑など 函搬

十一両壬一面から四日間︑閔山

Ｊ四のジュネーブ︑東の岡山〃に

助都市奮目指す勣きかＡＭＤＡ

団体︒

市民パワー盛り上がる

の活動をきっかけに大きく盛り

住民に有効な防災教育を行う

上がっている︒

山県下で﹃ＡＭＤＡ国原大学﹄

４湯は﹁奉仕の心を胃てる﹂の

話す言葉が違い︑肌の色か違

テーマでミャンマーからの出Ｓ

う各国のＮＧＯ代表がこの岡山
約四十八が出席︒発贋乖ヱ国の

ジュネーブは国際赤十字社な

初等教育の在り方などについて

ど国原平和機関か集中している

話し合った︒そのうち︑倉島ｍ

︵仮称︶の新設構輝があること
奮一司参加ＮＧＯに同大学へ

市で整い捷子を交わしコアープ

の教師の派遣や研修場所の提供

世界の人道曇励拠点︒ＡＭＤＡ

ななど
間
体岡が
山と市
ど民
民間
団団
体が
山岡
市民
も民
ど ともど ル歩痍ん︸函しあった︒

やま国原貢献ＮＧＯサミット﹂

について︒出席者はそれぞれ自

岡山県国際交鷹揚角岡山青年
会議所な芦荊四十団体と約四百
人の個人会員でつくる岡山国原
貢献トピア構想を推進する会

僕たちも支援することができた

型ぶ湧えて﹁アジア太蛋ｉ テーマは︑阪神・淡路大震災
など揚力を呼び掛けた︒

など人道後助の国恩藻を相次

分の国のＮＧＯ活動の状況など

急救援フォーラム﹂や﹁Ｉおか 盃蔀にアジア・太ｌｌ国の

いで開いているのは︑岡山をそ
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のジュネーブに匹戴すｚｙΛ這援
を紹涯⁚︶ながら熟心に討論︒災

″酉のジュネープ︑東の岡山″

助都市に育てたいという礪いが

急救援機構jsll.ＡＰＲＯ

ネットワーク﹁アジ乙彙岸緊

害時の眼刀体制としてＮＧＯの
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昨年は日本の﹁ボランティくの人々に感銘を辱えた︒Ａ

︵谷口澄夫会長︶の主催で昨年

ア元きであるという人がいＭＤＡのＩ年のルワンダ難民
る︒阪神・淡懸ハ震災の原のＩの振の醤︑宵も記

は︑これまでも国原交鷹や国

ＡＭＤＡか所在する岡山

際化の分野での哉勣ぷりが注
目されてきたが︑近年は国原

″大都市″岡山が︑世界への
ＮＧＯ活動蜀魂の拠点として
﹁民一宮﹂箪刀して世界で助
けを将っている人々への輝く

ｒ

ﾘｰﾀﾞｰ権家寿樹さん(33)

ミ

／ −１すｌ盃咀担当し
た︒毎週金屎日現︒仕事を

ＡＭＤＡﾎﾟﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

ボランティア活動は目奮個憚に新しい︒

るものかあった︒特に医療分
野のボランティアか果たした
役胴は大曹く︑そり９でもい
戈皐く現地へ駆け付けて敦復

心

活励に当たったＡＭＤＡは多

・か

告︷
ド

五月女光弘さん

﹁アジア太平洋緊急救援フォ
Ｕを設立︑事務局をＡＭＤＡ本

｀

Ｈ

ボランティアに参加

￨￨￨

かやまは動く

阪神大震災を機会に
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゛国際協力発進地4へ
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込められたものなのだ︒

ーラム﹂︒ＡＭＤＡの呼び掛け
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国際貢献パ
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