毎日新聞社と毎口新聞社会事業団の﹁飢餓・貧
Ｓ・難民救済キャンペーン﹂で︑赤道直下のアフ
リカを取材し︑﹁うめく﹃生﹄﹂を・昆つめた︒エ
イズに苦しむウガンダ︑民族︵部族︶囲の対立か
ら同じ国民が僧しみ︑殺し合ったルワンダーー ・・・︒
迎いアフリカで︑日本のＮＧＯ︵非政府粗織︶の
スタッフらが后発な支援活動を続けていた︒今回

瞰物がわりのバナナの葉に座り込み︑心細げな子どもたちＨウガンダ

で死亡︒孤児となった３〜
14歳のＨ人は祖父エリスマ
スさん侭︶が養育してい
る︒働き手を亡くした家族
はコーヒー一回で年約２万３

け︒孫Ｈ人を晋てては︑薬

０００円の収入があるだ

訪ねてきて︑聖卿のヨプ記
を蔽み上げた︒家族で賛美
歌晋９唱︑牧師が去って10
分ほどしたころ︑ドロシー
さんはかすかな傷者お正め
た︒﹁ママ﹂︒ジェニファ
ーちゃんは︑じっとしてい
られないのか︑家の周囲を

いる︒すっかり日は器れて︑
ランプの明かりが巣まった
人の傾濫賑らした︒
11人の子どもは︑小さな

きれいな白い布が掛けられ
ていた︒暗がりの中︑ジェ
ニファーちゃんが︑母の頷
にぴったりと訓示寄せるよ

ジエ二ファーちゃんは布の

て最初︑分からなかったが︑

うに構になっていた︒娘く

休を寄せ脅うように︑底に

上から吋の隣の部分をしき

家に入り切れず心細そうに

座っている︒大入たちが絶

で︑辨段ははしゃいでいる

イズ感染者はあ々？八︒す

ドロシーさんの兄弟でエ

めるようＳ

つまでも︑附の感触を確か

を突っ込んでいたのだ︒い

けて︑人さし鯉

た︒布に穴を開

りと般ってい

えず歌う焚美歌を聞いてい

ながら目の不自由な女の子

る︒Ｕ人の申には︑生まれ

せないために夜中まで9

男のＪも神妙な顔だ︒結局︑

︵Ｕ︶もいる︒いたずら盛り

歌が唇く︒底一面にマトケ

通夜︒亡き人聚双しがら

ポロポロこぽれる︒

歩き出す︒□から皿の涙が

賛美歌に送られ臨終

を岡うこともできない︒

︷ ｊ ｓ

ｓ

ポートします︒救援金は１２８９１︶
⁝⁝ｙ際⁝⁝一一︱

体調悪化を知った枚師がこんで︑死者膏懐かしんでた︒家に入ると︑死者にはを超えるだろう︒

縦谷冊じ
ＡＭＤＡウガンダ事務所長

﹁欧米や日本の助けをフリカを救おうと︑安定
借りるだけでなく︑アフした日本での生限を捨て
リカ人の手でアフリカをて︑妻︑２女︱男の５人家
救いたい﹂︒こう笏るの族でウガンダに政った︒
は︑アジア医師連絡協議 アフリカ版ＡＭＤＡと

くるため︑アフリカの巾

た︒平和なアフリカをつ

権力者に問題がありまし

しての・帑史や︑独な一髪の

りません︒植民地と

力がないわけではあ

は︑アフリカ人に能

ら抜け出せないの

リカが飢え︑貧困か

祭に隋闇中︒﹁アフ

に︑関係機関との調

ズ子ども脚院のため

を計画しているエイ

Ａがウガンダで建・喫

ざつけ︑今︑ＡＭＤ

笥医師団﹂結成にこ

会︵ＡＭＤＡ︶ウガンダもいえる﹁アフリカ多国
事務所塀ピカンディ
・マンポさん︵41︶︒
マンポさんはコンゴ
民ネ兵和国︵旧ザイー
ル︶生まれ︒キンシャ
サ大学で化学を専攻︒
１９８６年に東京工業
大に留学し︑博士号を
収寿した︒その後︑千
葉以内の研究所で︑地
熱の研究をしていた
が︑94年４月︑ルワン
ダで内戦が発生︒アフリ

る姿にシｓック荷受け同

民の力を生かしたい﹂︒

今年のキャンペーンで
は国連機関などへの寄付

た記へ郵便辰Ｍか現金脚
昭で送金いただくか︑直

〒５３？51大阪市

接ご持参下さい﹃

北区梅田３の４の５︑毎
日新聞大阪社会嘔業団

ロジェクトをサ振卿・○０９７０−９ｊ

ウガンダ一
の心
子に心
ど
口
新
大の阪
砂万
弓ウ
作
ガ聞
ンダ
子社
ど 会嘔業団

アフリカを愛する気持ち

年７月︑ＡＭＤＡのボラ

ンプで活動︒一度は日本

ンティアとして難民キャ

カ人同士が殺し合ってい

多国籍医師団結成へ奔走

はその活勣ぷりと︑記者がエイズ患者と過ごした
口々を紹介する︒アフリカの子どもだちか︑平和
で豊かな生活を取り戻せる日が早く来てほしいと
文・小八｀孝保
写真・玉暁勝巳
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願いながら︒
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Qz

った︒
ビクトリア朗に近いウガ
ンダ・ゴグエ︒ドロシーさ
んは15人兄弟の一こ女︒15人
のうちドロシーさん以外に
私たちが訪
ねたのは夕方

き上がって兌える︒苦しそ

を失っている︒胸の骨が浮

乳をたたえた乳房は膨らみ

った︒体はやせて︑かつて母

だった︒ドロ

若
す

ダとの国境の町・ガラ︒ケ
ニア・ナイロビから４人乗
りの小型機で到着した空港

療︑キャンプ周辺の開発を
担当している︒
人□約10万人のガラに︑

林は壊滅的な打撃を受け︑

系企業に就職したが︑発展

シカゴに留学︒帰国後︑外資

乖才国の開発に男わりたい

給水源も破壊された︒犯罪
の増加も報告されている︒

土肥さん︵右︶はスワヒリ諾を身につけ︑現

心で︑日本人は土肥さんだ
け︒コミュニケーションを
円Ｍに進めるため︑スワヒ
リ哨を邸訓申だ︒日常会話

は︑欧米や日本のＮＧＯだ

けではない︒アフリカ人自
身もさまざまな組織をつく

ルワンダ・キガリ︒小さ

っている︒

な事務所の一室で︑ニラハ
ピマナ・レオケイディック

はこなせるまでになった︒
﹁一任感が強い 石︑他のス

さん﹁召が弁耀士の言葉に

︵３︶が生まれた︒レオケイ

素﹂くした︒半年後︑長男

１９９４年４月︑内戦で夫

レオケイディックさんは

耳を煩けている︒

タッフからの信頼も幇い︒
土肥さんは﹁雄民間珊と
いうと︑難民自身の生活︑
教育︑医療などが取りｈげ
られるが︑難民を抱えるこ
とになった徊妬民の負担も

ディックさん腿︒大の剔が︑
辰男を大の子と認知してく

想像坂上に大きい︒キャン
プには︑国連機関などから

れない﹂と相談しているの

なり︑広哨相疎膏必要とす

族や親類関係がズタズタに

ルワンダでは︑内戦で家

だ︒財産問題も格む︒

の援助で学校が建設される
が︑地元には学校に行けな
い了どもたちも多い︒そう

さたい﹂と力強く測る︒

いったことに光を当ててい

的にしたＮＧＯ﹁ハグルカ

﹃現地塙でａきろ﹄の意
味ごは︑専一印綬士によ

ウガンダでエイズ興賦の

るａ限檀浹を行っている︒

エイズ︑スラム︑

しだした町年11月︑設立さ

れた︒カウンセラーによる
懲芯相談▽エイズ孤児へ

︵ＡＲＥＰ︶︒自身がエリ
トリア難民としてケニアに
流れついた経験を痔つヨハ
ネス・テクレ代表が82年に
設立︒大学などへの入学を

受け付けている︒

７６・２１５１︶が迎絡を

栗本英世・助教授︵06・８

聯合︑国立民族学防物館の

ＡＲＥＰとの提携が吋慌な

があれば﹂と話している︒

で協力してもらえるところ

代表は﹁日本のＮＧＯなど

常に資金難に直面︒テクレ

ＧＯの協力を匈ているが︑

に当たっている︒欧米のＮ

に必要な頁金貸し付けなど

たり︑難民が自宛するため

課題は山積

の学費支援︱−１など︑その
哨匍は幅広い︒

女
性
畜

鵠装されていなかった︒砂

大量の難民抱える国境の町

多国籍医師団の結成について話し合うＡＭＤＡの
マンポさん（中央）とウガンダの医師たち
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１９９４年から約60万 土肥さんが取り組むのという夢が摘てきれ︑
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aMgQiんでいるのはた︒このスラムで︑難民の
Ｗ％
アフリカ教育基金の会︵タンザぶぶ︶Ｉ70万人の難民が押しはヽ難民流人によって影嬰ＥＦのスタぶに
呂
﹁エィズ支扱組懇︵ＴＡ生活支援をしているのが
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寄せた︒難民が燃料用弐蒋・だ地︒九の向発だ︒高
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タンザニア人スタッフが中

のン
キャ
プ︑
で︑
育︑
︑医
ンザニア西部︑ルワンこのキこャ
プンで
数教回
．ｌ

タンザニア︑西部︑ルワン

ズ

地スタッフとのコミュニケーションも円滑に

Ｕ

手

ぎ
る
死
ハグルカの看阪

の滑走路は︑アスファルト

利が家きつめてある︒土煙
が舞うなか︑小柄な日本人
女性が出迎えてくれた︒
アフリカで活動するＮＧ
Ｏ﹇アフリカ教育基金の会
︵ＡＥＦ︶﹂ガラ事務所の
Ⅲチームリーダー︑土肥優
子さん︵25Ｔ大阪府出・騨μ

語特訓中､士肥優子さん
スワヒリ

だ︒ガラはルワンダ︑ブル
ンジから大量の難民が流
入︒昨年られ︑ルワンダ雖
Ｒは帰迦したか現在も︑約
扨万人のブルンジ難民かキ
ャンプで苔らす︒ＡＥＦは

地元の社会開発に力点
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ワンダから大型に難民が流

剔国へ節った難民のため

をルワンダ国内に移した︒

たのに心⁚わせて︑所動拠点

への水道殴固支順︱−など

の叉援▽孤児眩︒喜びの家﹂

が自立できるように︑養鶏

の建設▽夫を芒くした知人

出した際︑タンザニア・ガ

から︑難民の緬Ｓが蛸まっ

ラに事務所を設画︒水の似
を行っている︒

ＡＡＲは１９９４年にル

奥本さんは昨年６月まで
に︑シェルターヱの家︶

保しておいて︑余った分で

﹁私たちは自分の分は確

絵などを行った︒昨年粉れ

トジボワールで青年海外協
力隊貝として︑栄養知識の

が︑アフリカの人嗅口分の

他人のことをと考えます

東アフリカ・ケニア
イロビのケニア中央医学

助をＪＩＣＡに移し︑ナ

研究する角野さんＩケニア・ナイロビで

で︑国際協力事業団︵Ｊ

﹁私たちの力で︑母子嬢

急いでいる︒角野さんは

るための検杏法の確立を

液からウイルスを発見す

安全性確保のために血

立てる研究や︑輸血の

用︑母子噪染防止に役

元の薬を薬草として鴎

プロジェクトでは︑地

角野さんが訓わった

いう統計がある︒

割が眼染してしまうと

まれてくる子どもの３

イズ曝染者の嘔凸︑生

入できない︒母親が工

辺国では︑なかなか鴎

かし︑高価でケニア周

まで低下している︒し

Ｑ子感染の確率が数￥

欧米では︑薬の投与で

トに参加した︒

行われているプロジヱク

研究所︵ＫＥＭＲＩ︶で

が多いんです﹂︒任團は来
ＩＣＡ︶が昨年からスタ

角野さんは滋固医

んどない︒

ら加わった例はほと

痢事業に︑自治体か

が中心のＪＩＣＡ医

所や病院からの参加

かったからだ︒研究

展途上国で生かした

衆衛生の知識を︑発

暇貝として？んだ公

堅卿員の医師︑角野

支援プログラムに︑猷賀

︵エイズウイルス︶対策

ートさせた本格的ＨＩＶ

ちっとも気にならない︒

にまみれて顔が汚れても︑

る︒未舗装の道路で詞り砂

考の詞整に走り回ってい

ンクを設ａしようと︑関係

雨水をためるための巨大タ

年２月までの１年間︒安定

−

ｌ

した給水の・ため︑田舎町に

リカの人に教瓦られること

あるように思います︒アフ

人のためにという優しさが

こと泰肢っておいても︑他

笞及活動をしていた︒﹁西

りルワンダ・キフンゴで

食亭をしながら打ち合わせをする﹁難民を助ける会﹂

アフリカに比べたら︑ルワ
ンダは本当に雅らしやすい
です︒アフリカのスイスと

﹁現地に魅了され﹂奥本愛美さん
すよ︑ここ弓戦争さえな呼ぱれるのがよくわかりま
ければね﹂︒国際ＮＧＣ﹁難す﹂︒アフリカには﹁アフ
民を助ける会﹂︵ＡＡＲ︶リカの水膏飲んだ者はアフ
ルワンダ事務所代表︑奥本リカに戻る﹂ということわ
賛美さん宛ｙぶ蜀⁚圧市出ざがある︒奥本六んも﹁や
身りのことばに一国︑耳をっぱり︑アフリカの魅力に
取りつかれたんでしょう

の奥本さん︵右︶
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退院した︒それでも﹁血が

ＨＩＶ母子感染予防に取り組む
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〈〉中･東部アフり力で活動する日本のＮＧＯ〈〉
ＮＧＯ名(本部所在地)催紬先〔菅話〕
活動内容
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