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AICは世界約50カ国のネットワークによりアフリカ・中南米・アジア・ヨーロッパ・米国での貧困（特に女性とその子ども）と闘うために10,000を超える活動が行われています。

左：ロシア正教会

右：教会の祈りを捧げる部屋に納められたた長崎・広島の土

撮影：新海真由美

新しい年を迎え早１か月が過ぎました。日常が戻るまでまだ時間がかかりそうですが、今年がみなさまにとって良い一年になり
ますようお祈り申し上げます。上記の写真は AIC メンバーが国際舞踊団『曼珠沙華（まんじゅしゃか）』に同行して訪れたロシ
ア正教会の写真です。貴重な体験ですので、記事（P6）でも紹介させていただきました。想いはひとつ・・平和への祈りをこめて。

海外支援のご報告
フィリピン・インド・ラオス
海外への教育支援金は、毎年春にお送りしていますが、コロナの影響も
あり、今年度は９月の送金となりました。無事お届けできています。

会計報告は昨年度より会員の方のみにお送りさせていただいています
ので、今年度分も決算が終了しましたらお送りいたします。

ラオスは、みなさまからの支援金を元に、各村に届けるために水を蓄
える２つの貯水槽を設置する工事をスタートさせました。

しかし、新たなコロナの広がりが心配です。進捗状況はあらためてご
報告してまいります。フィリピン、インドも昨年はロックダウンが続
きましたが、感染対策をしながら子どもたちは無事に過ごしていると
のことです。シスター方も行動が制限される中で、現地の村人や子ど
もたちのため働かれています。

AIC-Japanは繋がっているご縁を大切に、これからもできる限り支援
を続けてまいります。
北畠由理

ラオスからの報告書一部
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ラオスの子どもたち
ラオスは里 親ではなく教育支援制度のため、写真を紹介する機会がありませんでしたが、Sr.Mi la からは毎年、子どもたちの

NA SALA VILLAGE
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VIENGKHA M VILLAGE

様子を知らせる報告書が届いています。私たちからの教育支援 金はシスターが各村に届け、主に学校で使用する文房具などの
購入に使われています。皆さまのご支援で子どもたちの笑 顔が増えていることをご報告いたします。

2020年 Sr.Miraからの報告書より

PH O NH O NG VILLAGE

PH O N M GA M VIL.

BAN BOUA VILLAGE

NA SALA VILLAGE

BAN DANH KHAM VIL.
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国内支援のご報告

D ome s t ic s upp or t

小さないのちのドアへの支援

小川香織

一般社団法人小さないのちのドアは、思いがけない妊娠

400 年前 AIC の創始者 聖ヴィンセンシオ • ア • パウロが、

相談窓口。2018 年 9 月にスタートし、24 時間体制で、電

がれた想いを、小さいですが形にさせていただけること

や育てることができないと追い詰められた女性のための

話、メール、SNS、来所などの方法で命を守る働きをさ
れています。

助産師である代表の永原郁子先生とは、個人的には、妹
の出産をきっかけに 20 年以上前に知り合うことができま

した。その頃から想いはずっと持っておられ、ゼロから
のスタートで施設の運営まで来られました。永原先生の

当時の行いの中でも困難であった孤児救済事業に力を注
に感謝です。

滞日外国人支援
「グローバルな視野を持ち、まずは、目の
前の一歩を踏み出したい」少しずつ、支
える仲間の輪が、広がっています。
長谷川禎子

ます）

AIC では、そんな小さないのちのドアの後方支援をさせ
て頂いております。

医 療機関
宗教的
配慮

そして、それを可能にしていただけているのは、AIC に

援助くださる会員の方をはじめとする皆さまのお力だと

教育機関

思います。今後とも温かいご支援をよろしくお願いいた
します。感謝のうちに

日本語の不自由な

信念と神様からのお導きがあったことと思います。
（永原
先生は、神様からのお導きですと、常々言葉にされてい

小さないのちのドア
https://door.or.jp/

医 療 通訳
機関

思いがけない妊娠やもう育てられないと追い詰め
られた女性と、小さないのちのための 24 時間開
いている相談窓口です

職場での
配慮

・赤ちゃん用品（紙おむつやお尻拭き）など消耗品の援助
・プランターで育てた野菜などの進呈

地域

など、直接ご相談しながら、定期的に少しでもお役に立

文化的
配慮

滞日外国人および
滞日外国人患者

・外部倉庫の進呈

国際 交 流

つことができたらと思っております。

コラム c o l u m n

いのちの尊厳（苦しみより強い愛）

マリア堺

新生児の眠る姿に、大空へと伸びる樹々に、岩陰の草花に、

そのような夜は一度だけで、柴犬は数日家を空けた私と次

への旅立ちでもどちらでも良いようにさえ思えました、た

けれども十字架に釘付けにされるような苦しみより強い愛

雲に、海に…私たちはさまざまなものの中にいのちの尊厳

男の帰りを待ち、旅立つ直前まで散歩し、そして今から思

だ愛への傾きさえあれば。

があるのだと、すべてを凌ぐ愛があるのだと、いのちを賭

をみることができるのでしょう。そして小さな動物にも。

えば不思議なことに次男と私に最後の歩行を見せ、家族

初めて飼った柴犬は、癌の末期、立ったり座ったりを繰り

揃った中で旅立ちました。

片方ずつ視力を失い寝たきりに近かった小犬は最期の日、

けてみせてくれた小さな生き物を心に刻んで祈ります、

深夜すっくと立ち上がり、濁っていた目は澄み、まるで見

どうか私たちに、与えられた生を生き抜く靭さと寄り添う

返しながら一夜を過ごしました。眠ることも横たわること

柴犬の晩年に迎えた室内犬は若くて癌に罹り、痩せ細りな

えているとしか思えない瞳を長男の部屋の方、あるいは私

靭さをお与えください、と。

もできない、まるで身の置き所が無いような様子に、睡眠

がらも毎晩一番好きな長男の帰宅を待ちわび、尻尾を振っ

には見えない神様の方へ向けた後ひとり逝きました、眠り

薬を飲ませたら楽では？（けれどもそれは死に至らせる…）

て迎え、「もう食べるものなら何でも」と持ち帰る柔らか

に落ちる前の私に「復活」を垣間見せて。

との思いと闘う中、はっと、必死で闘っているのはこの子

なスイートポテトを懸命に食べようとするのでした。

で私では無いのだと気づかされました。

既に身体は食べ物を受け付けず、大きな褥瘡から体液が出

楽では？というのは私の思いに過ぎません。私に求められ
ていたのは寄り添う靭さです。

5

て、私たちの願いに応えるためにだけ生きてくれているよ
うな小犬を前に、私は何を祈っても、生きて欲しいでも天

苦しむことに何の意味も見出せない --- 私たちはいつ自分や
身近な人に安楽死を望みたいと思うような試練に遭うかし
れません。
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温かなご支援に力をいただいています

TOPI C S

新海真由美

地球家族の実現と世界平和を願って
国際舞踊団『曼珠沙華』ベラルーシ共和国公演

私は AIC の他に、国際舞踊団『曼珠沙華（まんじゅしゃか）』
（座長・藤中夢弥）の文化活動を応援しています。
昨年 10 月、PCR 検査を 3 回受けて私も『曼珠沙華』
のベラルーシ共和国公演に行ってまいりました。
今回はその「曼珠沙華」の活動を知っていただきたく
誌面をいただきました。
1999 年、曼珠沙華の初めてのベラルーシ公演はベラルー
シ人さえ危険で足を踏み込まないチェルノブイリ原発
事故による放射能被災地エリア。当時、首都ミンスク
に初めてマクドナルドができた頃で、ハンバーガー１
個の値段がサラリーマンの月給程もするようなとても
貧しい国でした。曼珠沙華は自分たちの食べるお米や
水をすべて持参し、炊き出しをして、ふりかけご飯を
食べながら 20 日間被災地を回りました。劇場は埃と蜘
蛛の巣だらけで、トイレもなく自分たちで穴を掘って
作り、当時の映像はカラー撮影が白黒になってしまう
ほど放射能が強く、船酔い状態が続くような過酷な公
演だったとママローザは振り返ります。
9 回目となる今回はチェルノブイリ被災地の 300 人に
のぼる子どもたちの保養や 8 回に及ぶ被災地公演など、
これまでの曼珠沙華の活動が認められ、国賓として迎
えられました。国が用意してくれた専用バスで移動し、
世界遺産のミール城やネスヴィジ城等の観光に、各地
区では民族衣装を身にまとった美しい女性たちによる
「パンと塩の儀式」で迎えられ、料理も大変おいしく、
素晴らしいもてなしの連続でした。首都はアラブ資本
等が入り、高層ビルや大型商業施設が建ち並ぶなど目
を見張る発展を遂げていました。国土の半分は農地で
自給率は 280％と高いだけあり、車窓から見える風景
はどこまでも手入れが行き届いた小麦畑や牧草地等が
広がり、川と湖、白樺と赤松の森が点在するとても美
しい国でした。

しかし、ベラルーシは十字軍遠征やナポレオン戦争、
近年では 150 年の間に 150 もの戦火に巻き込まれ、第
二次世界大戦ではミンスクの半分以上を失う悲しい歴
史があります。ロシア正教会の祈りを捧げる部屋には
壁一面に世界中の戦いのあった場所の土が納められ、

12 月に会員さまから届いた段ボールの中には、古いズボンやスカート

＊国際舞踊団『曼珠沙華（まんじゅしゃか）』

などをリサイクルした手作り作品が入っていました。素敵なオリジナル

1995 年、阪神淡路大震災の 2 日後に誕生。マザーテ
レサの精神を学びとし、ハンセン病療養所や刑務所
等の慰問公演に始まり、ブラジルやネパール、イタ
リアなど 20 か国以上、40 回以上の海外公演を重ねる。
設立者の藤中清永さんは 1999 年、初めてのベラルー
シ公演で、画家シャガールの出身国にちなんでバラ
の衣装を身につけ、100 万本のバラの花をロシア語
版で踊った時、子どもたちから「ママローザ」と呼
ばれ、名乗るようになった。

バッグに生まれ変わっています。
「どこかの国で使っていただけたらと

想い送らせていただきます」と送料とともにメッセージが添えられてい
ました。

いただいた支援金や物資は責任を

もって必要としている地域、方々に
お届けいたします。

多くの方々に支えられていること

に感謝し、これからも私たちにでき

る小さな支援を重ねてまいります。

段ボールを開いたとたん、笑顔になりました。

ママローザ

広島と長崎の土もありました。赤い教会と呼ばれるギ
リシャカトリック教会の核廃絶を祈る平和の鐘の下に
は広島、長崎、そして、福島の土が納められ、心から
世界平和を祈る国でした。
公演は大学や各地区の
劇場、最終公演は国立
フィルハーモニーで 6
回行い、どの会場も拍
手喝采に包まれ、終了
後は一緒に写真を撮る
など笑顔に溢れました。
今では母親や父親と

会員のみなさま
水と食べものの基金

荒木隆司

町野孝子

石龍二

須田仁美

福江由佳里

岩本和彦

石龍二

八城正知

奥澤絢子

堂瀬さゆり

最上愛子

小川哲史・香織

亀井史郎 ･ 早智子
播本弘志・幸子

10 日間の滞在中、曼珠沙華と同行し、サポートをして
頂いた文化局長のエレーナさんは「この公演を通し、
私たちは一つの家族になりました。家族に国境はあり
ません」と話し、涙して別れを惜しみました。曼珠沙
華の「地球家族の実現」と「世界平和を願う」文化活
動は一人ひとりに感動の火を灯すことで、国や民族を
超えた絆を生み、手を携えることができることを実感
する貴重な旅となりました。
平和への祈りを込めて、活動している組織はたくさん
あります。想いは一つと信じて、これからも自分ので
きることに力を尽くしてまいります。

教育基金・インド里親

古里たかこ

吉谷順子

なった曼珠沙華に保養に来ていた子どもたちや、以前
曼珠沙華の公演を見て感動したというご夫婦等が駆け
つけ、再会を喜び合うシーンも見られました。

教育基金・フィリピン里親

伊藤稔子
佐野容子

核廃絶を祈る平和の鐘

順不同・敬称略

藤田光弘・かなえ
京極千穂
松本幸夫
齋藤礼子
坂井洋子

佐藤富美子

飯島修

小宮導子

衣笠さや子

兵庫いのちを大切
にする会

小川倫欣

水川美江子
百井いずみ
中本容子

川北かおり
岩本和彦
匿名

白根八重子
中井悦子
藤原淑子
森田聡子
石龍二

白水明代
徳永愛子

特別会員
（株）日能研 関西

八城田鶴子

大池久栄

和田昌子

大場雅子

新海真由美

尾島純子

奥村美由紀

勝又正幸

吉原聖母幼稚園聖アンナ

神澤正三

吉原聖母幼稚園 聖モニカ

小森敬子

吉原聖母幼稚園 聖ヨゼフ

坂井洋子

吉原聖母幼稚園 聖クララ

佐久間初江

吉原聖母幼稚園 聖テレジア

佐藤寿子

吉原聖母幼稚園 聖ペトロ

高月朱美

吉原聖母幼稚園 聖ミカエル

長尾史子

吉原聖母幼稚園 聖ルカ

中挾直明

松野下修子

長谷川禎子

木村なおみ

花岡順子

古井清淑

濱田和子

和田

菱田教子
福本暁美

真

森 宇多子

富士宮聖母幼稚園

静岡聖母幼稚園

牛田笙子
北畠由理
坂井洋子

須田瑞季
匿名

菅原景子

聖家族の家
ｽﾄｯﾌﾞｽ静江
津下新子
中井悦子
播本弘志
福三枝子
溝渕京子

森のベンチ

山村フランシスカ
定本ゆきこ
小倉眞智子
長谷川禎子
奥村美由紀
倉田昌子
高橋瑞枝

ご寄付・ご援助いただいた方
カトリック北須磨教会
カトリック垂水教会
カトリック尼崎教会
カトリック芦屋教会
カトリック玉造教会
母の家ベテル（神戸御影）
今内智恵子
加瀬谷洋子
武本暁子
森のベンチ
桃山台ふれあい
まちづくり協議会
福岡カトリック学生会
浅見友岐子
井上文子
入倉君子
酒井慶子
東中八千代
古里たかこ
マナ助産院
小宮尊子
藤岡純子

平田ちづる
中本容子
平田さちえ
小川哲史
森山和泉
池田光恵
認定NPO法人
Present Garden to
小野 勝
竹下英樹
井上文子
永原郁子
森山和泉
須田仁美
品田大介・智恵美
角谷
德永愛子
大上尚子
川北かおり
蟹江桂子
IMIA日本支部

AIC-Japan は多くの会員の皆さまのご支援によって成り立っています。
本当にありがとうございます。

小野 勝

大切なお知らせ

フィリピンの里親のみなさまへ

フィリピンでソーシャルワーカーとして子どもたちの世話をしてくださっているジーナさんから報告がありました。

今年になって、子どもたちが書いた AIC-Japan 宛のクリスマスカードを郵便局へ預けられたのですが、その郵便局が火事になり、現在、
預けたカードが残っているか調べてもらっています。状況がわかりましたら、改めてお知らせいたします。

毎年楽しみにしてくださっている里親のみなさまには申し訳ありませんが、しばらく見守っていただけると幸いです。
曼珠沙華・ギリシャカトリック教会にて

ベラルーシの子どもたち

曼珠沙華・世界遺産ミール城にて
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ご支援のお願い
AIC-Japan の会員となってご支援していただくことで、安定した支援活動を計画することができます。

活動継続のためには、皆さまのご協力が必要です。ご支援いただける方は、下記の口座いずれかにご入金をお願いいたします。

尚、銀行をご利用された方は事務局まで電話またはメールにてご連絡いただきますよう 重ねてお願いいたします。
未来のためにあたたかいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

会費の種類

振込先

[ 賛助会員 : 活動内容に賛同し、支援してくださる方 ]

・個人会員
・里親会員
・特別会員

1口
1口
1口

6,000 円 / 年 [ 月 500 円 ]
18,000 円 / 年 [ 月 1,500 円 ]
60,000 円 / 年 [ 月 5,000 円 ]

※恐れ入りますが手数料はご負担願います。

・三井住友銀行

明石支店

普通 6738439

・みなと銀行

舞子支店

普通 4042732

・ゆうちょ銀行

[ 郵便振込の場合 ]

・郵便振替口座

[ 正会員 : 活動に参加することを目的とする方 ]

・正 会 員

12,000 円 / 年 [ 月 1,000 円 ]

四三八支店 普通 0199849
14360-2-019 98491

または記号

00950-4-158176

特定非営利活動法人 A I C -J a p a n まで

正会員費は活動費として、賛助会員費の 20％は支援準備金と支援に必要な経費（事務費・通信費など）に使わせていた
だきます。尚、会員の方には A I C -Ja p a n のニュースレター（年１回発行）をお届けしています。

●月毎の引落しをご希望される場合
「自動送金サービス依 頼書」に必要情報を記入し、お届け印
を押してご提出下さい。ご希望の銀行窓口で簡単に手続きが
できます。

●会員を希望されない場合
賛助会員をご希望されない場合は、
「寄付」をお願いしており
ます。お手数ですが事務局までご連絡ください。
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特定非営利活動法人 AIC-Japan 事務局
[ TEL ]

080-6134-7684

[MAIL] aicjapanstvincent@yahoo.co.jp
[ URL ] https://www.aic-japan.org/
※初めてご支援いただく方は、お手数ですが事務局までご連絡ください。
©NPO AIC-Japan

発行： AIC JAPAN 神戸 [ 特定非営利活動法人 AIC-Japan ]
〒 655-0046 神戸市垂水区舞子台 8-20-1
聖ヴィンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会内

国際愛徳協議会

Tel. 080-6134-7684
E-mail aicjapanstvincent@yahoo.co.jp
http://aic-japan.org

AIC JAPAN 和歌山へのお問い合わせは下記まで
〒 641-0044 和歌山市今福 3-5-21
Tel. 073-451-6460

