（三条）

ありがとうございました。先生。

部先生なのですけれども、昔、阿部先生の お話を聞く機会あった中

ざいました。いろいろなお話の引出しをた くさん持っておられる阿

（増田）

聖書を読みますと、イエスが例えをとおし て人間の本質や言葉の

の一つのエピソードをもう一度ここでお話 し願いたいと思っており

ワークショップ・マナの三条です。阿部先 生、お話ありがとうご

本質を指示していることが数多く語られて いますが、いま先生のお

ます。

の部分についてお話し願えればと思ってい ます。

ています。阿部先生に、カスリーン台風の 時のゼノ修道士との関係

うことが見えるエピソードだと、ずっと心 の中に本当に印象に残っ

それは支援をする際の、何処に目を向ける か、心を向けるかとい

ソードを、お話し願うといいなと思ってお ります。

台風が来た時の話を前に聞いたことがある のです。その台風のエピ

それはですね、１９４７年阿部先生が学生 だった頃のカスリーン

話の一つ一つの中に、いのちの営みの内実 を指し示す例えをたくさ
んいただいたように思います。
私の方からあえて、先生の講演の主旨を繰 り返す必要はないと思
いますので、むしろ会場の皆様から感想な り、ご質問をいただいた
方がこの後の時間を有意義に過ごせるのか なと思います。
さきにご感想やご意見をいただいた方がよ いと思うのですがいか
がでしょうか。出ないようであれば、私の 方から指名させていただ
きます。三条さん、お願いできますか。

とよく新聞に出た人でして、貧しい人を助 けるというのがその人の

使命でもありました。浅草に言問橋という 橋がありまして、その橋

のたもとに浮浪者のバラックがあった、私 も見たことがありました。

その人々を精神的に指導していたのがゼノ 修道士でありました。そ

のバラックが一晩で全部洗い流された。跡 形もない。この人たちは

１９４７年、昭和２２年といいますと、戦 争が終わって２年目で

ソクを配って歩いた。この状況の中でロー ソクなんて何の価値もな

せて、孤立して不安におののいている人々 の一軒一軒を回り、ロー

（阿部先生）

のちにゼノの指導で「蟻の町」として有名 になりました。北原さん

という女性が蟻の町を作ったのです。

そのゼノさんが、すぐに浅草の闇市に行っ てローソクとマッチを

すね。カスリーン台風という大型台風が関 東地方を襲いまして、最

いのですよ。皆食べるものが欲しいのです 、水が欲しいのです、何

たくさん買い、それを薄暗くなってからボ ートに乗せ、助手にこが

も大きな被害を受けたのが東京でした。２ ０００人の方が亡くなっ

処か避難するところが欲しいのです。

そのたった一本のローソクをその町内会長 が

たのです。
東京下町一帯が水に浸かった、水没したの です。私は学生でした。

こう言いました。なのに君たちは今頃着て 何をするのか、と言い

「このゼノさんにどれだけ励まされたかわ からない 」
。

持って現地に行きました。まだ泥沼でした 。救援本部がテントを張

たかったのだろうと思いまして、私どもは 、頭を打ちのめされた経

学生の有志たち２３名程ですが、小学校で テントを借り紙芝居など
っておりましたので、そこへ行って救援の 申し込みをしましたら、

私どもの活動の原点の一つは、このゼノさ んなのです。ニードに

験をしました。

んとした服を着て、冷たいのですよ。せっ かく活動に来たのに、冷

応えることができない、力がない、物がな い、でも、見えざるニー

そこに並んでいるおじさま方、町内会長で ございますけれど、ちゃ
たいのです。歓迎してくれない。一人の方 が「まあ、いいから、座

何もないのですよ。救援物資がたった一本 のローソクでしたが、

ドがある。それは、打ちひしがれている人 々に希望の光を当てるこ

も、いつ水が増水してくるかわからない不 安にさらされます。こう

人々が闇の中から立ち上がる元気と勇気を 与えられた。そういうこ

り な さ い 」。 私 ど も を 筵 の 上 に 座 ら せ て 話 し か け て く れ ま し た 。 水

したときに必要なものは衣食住でしょ。食 べるものがない、飲む水

とではないかと思いました。私は福祉とい うのは、実はここが大変

となのです。新しい明るい灯を人々の心に 灯したのです。

がない、住む家がない。服もない。これは ニードです。そこにゼノ

肝心だろう。なるほど私どもは見えるニー ドに応えて様々な事業を

が出て、まだ避難所なんてありませんから 、皆２階屋に逃げた。で

さんという人が来られた。カトリックの修 道士です。髭のゼノさん

新しい、目に見えないニードを見分けると いうことを養わなければ

性で、そのままのちに活かされていたと思 います。私にはそういう

石井十次という人がいます。明治３９年の 東北大凶作。約２万人

ならないですね。ゼノという人が私にそれ を教えてくれたという一

します。でも、その背後にさっきほんとう の支援があるのです。
の子供が捨てられた。捨てられた子に女の 子はいない。女の子は未
つの経験でした。

て打ち破ったらいいのか。アイデアがあっ たら教えていただきたい。

を言うなよ、という論理が私たちを支配し ていて、それをどうやっ

ているのです。よく語られるのは、義務を 果たしていないのに権利

どうしても権利の量や質を私たちが計って しまうという習性をもっ

のと働けないものの区別が歴然と出ていま す。それで能力によって、

挨拶でも言ったのですけれど、障害者総合 支援法の中に、働けるも

のと弱いものとが分けられた。今の時代に あっても、例えば開会の

理解はできたのです。明治時代の話をされ ましたけれども、強いも

話の中で人権というのは「人格の尊厳」が 尊重されるということで

けれども、一つお聞きしたいのは人権と権 利の話なのです。先生の

魂と魂が出会うような支援ができたらいい なとほんとに思います

（高木）

売りに出される。面白いことに長男はいな い。次男以下です。これ
は日本の家の制度の問題ですね。石井は８ ２５名を岡山に連れて帰
ったという大変有名な逸話があります。そ して、食べるものがなく
てお祈りをしたら、米俵が届いたというエ ピソードを子どもの時に
教えられました。ところが、調べてみると 、石井十次というのは、
まことに知性に富んだ人でありまして、東 北に出かける前に、理事
会を開いて借金の申し込みをし、新しい保 母さんを雇う。そして、
東京に来て、本多庸一、ハリスという盟主 を訪ねまして仙台との連
絡を頼んだのです。
仲間の留岡幸助が内務省にいまして、自治 体の紹介をしてもらう。
そういう手をちゃんと打って、そのうえで 鉄道会社に行って無賃に
してもらう。子どもを運ぶのに。戦後、さ っき言った奥尻島の地震
の時に日本航空がボランティアの活動に無 賃で運んでくれたという
事例があるのですが、石井のときは明治で すよ。明治の時代に鉄道
会社を無賃にする。そして、三つの班に分 けて、東京では原胤昭が
東京見物までさせているのですね。仏教会 とか、キリスト教の婦人
会とか、差し入れが次から次とあって歓迎 をされるということがあ
り、実に計画的、合理性に富んでいる。当 時、石井がもう一つ大都
会のスラムに目を付けた。大阪のスラムで 事業を始めるのです。感
性豊かな人ですね。子どもの時、お祭りに 行っておばあちゃんが作
った新しい着物に新しい帯で織ってもらっ た袴で祭りに行った。帰
ってきたら、ボロボロの着物を着て、荒縄 でしめた。貧しい子に出
会って、全部交換をしたのです。これが石 井十次の子どもの頃の感

（阿部先生）

ました。良心なんて考えたこともない。良 心とは何か。禅の大家、

鈴木大拙という僧侶がいます。禅の世界で は著名な人です。参考ま

でに申し上げると鈴木大拙の記念館が石川 県の金沢にあるのです。

皆さんが金沢にいらっしゃれば二十一世紀 美術館とか兼六公園とか

武家屋敷とか一度は回りますけれど、鈴木 記念館に行くことはあま

りないですね。素晴らしい記念館です。環 境もいいし、ぜひ金沢に

いらしたら鈴木記念館を見てほしいと思い ます。その鈴木大拙とは、

私は実はアメリカにいた頃に同じ宿舎にお りました。私のところに

自炊ですけれども鈴木大拙を呼んで一緒に 食事をするなんて機会も

ました。講義が終わって学生が質問に立っ た。

ありました。その鈴木大拙がアメリカのコ ロンビア大学で講義をし

正義の女神は片手に剣を持っている。もう 一つの手に、秤を持って

「Ｏｒｉｇｉｎａｌ

アメリカの最高裁判所に正義の女神像が立 っているのです。その
います。権利というのは、おそらく、その 秤にかけられるものだろ

ｌ

ｏｂｊｅｃｔｉｏ

カの情報が入ってまいりました。私にとっ て衝撃をうける情報とし

のです。私は「人格の尊厳」を思うときに 、戦争が終わってアメリ

背後には、やはり権威がある。こういう構 造ではないのかと思える

いう罪なのですよね。罪な存在なのですね 。その罪の許しを求めな

間というのは、他人を愛することができな い。自分だけを愛すると

在することが原罪です、と言い放った。シ ョックを受けました。人

大拙は、すかさず質問に立った学生を指し て、あなたがそこに存

ｓｉｎ』とは何ですか？」

ｓｉｎ 」
。 原 罪 で す ね 。 「『 Ｏ ｒ ｉ ｇ ｉ ｎ ａ

うと思います。バランスをいつも社会の中 で取っていく。しかし、

て、アメリカで「Ｃｏｎｓｃｉｅｎｔｉｏ ｕｓ

皆 さ ん が し て い ら っ し ゃ る 「 ケ ア 」。 ケ ア っ て 人 の お 世 話 を す る

がら正義を喜び、真実を愛する。人の利益 を図る。自分の利益を図

アメリカは、クエーカー教徒をはじめとし て、人を殺すなかれとい

ことですよね。面倒見ることをケア。ケア の原語というは「愛」と

ｎ」といいました。良心的兵役拒否という 言葉があります。私ども

う教えに従って絶対平和主義があります。 その人々が徴兵を拒否す

いう意味です。何故ケアするのか。愛する から。答えはただ一つ。

らず、高ぶらず、礼儀を失しない。それが 良心だと思います。

ることを国家が認めたのです。免除した。 私どもの場合は、国の権

愛するとは、人が権利を持っているから、 愛するのではないでしょ

は、日本で徴兵検査を１９歳で受けました 。その徴兵を数か月で受

威にひたすら盲従せざるをえなかった。と ころが、アメリカは、国

う。人の人格を尊重して、愛すのですね。 その愛に結ばれた共同体

その良心を呼び育てるのは、「愛」です。

家が人間の良心に服した。衝撃でありまし た。いったい良心とは何

を作るということは、一つ一つの作業所の 宿題だと思います。何し

けて、すぐに入隊するのです。これを拒否 しますと、即刑務所行き。

か、私に良心のかけらもなかった。そうい う教育を軍国主義で受け

ろ権利を尊重しなければなりません。それ は時代に即して権利は変
わっていきます。それを貫く支援は「人格 の尊厳」でありまして、
その人格の尊厳性を尊重しながら、皆さん 方が毎日貴重な出会いを
していただければと思います。
（阿部先生）
私は５０年、働きました。色々なことがあ ったでしょう。苦労が
あり、辛いことがあり、金に困り、喜びが あり、楽しみもありまし
た。でも、５０年振り返って「楽しかった 」
。 それが私の人生です。

ｃ ａ ｐ ａ ｂ ｉ ｌ ｉ ｔ ｙ 」。 ネ ガ テ

皆さんも、自分の仕事を後で振り返って「 楽しかった」と言ってほ
しいと思うのです。
横文字で「Ｎｅｇａｔｉｖｅ

ィブ・ケイパビリティというのは、辛さに 耐える力。辛いのです、
仕事というのは、嫌になるのです。時には 、辞めたくなるのですよ。
辛い、苦しいのです。でも、その苦しみに 耐える力、これがプロに
要求されるのです。耐えるのです。なぜ耐 えるか、先に光を見るか
らです。希望があるからです。皆様も楽し く、希望を持って働いて
いただければと思います。

（増田）
一時間半にわたって、阿部先生からたくさ んのメッセージをいた
だきました。この学会を立ち上げる時に、 研修委員長の安間さんか
ら誰を記念講演に呼ぶのかといわれたとき 、私の頭の中には阿部先
生が浮かびました。若き日に聞いた話題や 教えのみならず、私の恩
師である八木誠一先生が幾度もその著書の 中で、阿部先生からいた
だいたエピソードを書いております。重症 の子どもさんを十年にわ
たってケアをして、追いかけるように亡く なっていったディアコニ
ッセ、カトリックの尼さんのエピソードで す。この実話に対して、
なんとか応えていきたいとよく話題にされ ておりました。改めて阿
部先生の肉声をとおして教えをいただきた いなと、強く思っており
ました。
作業所というのは元々、地域の中に仲間が いて、手弁当でプレハ
ブの中から立ち上がった。そうした実践の 積み重ねが今日です。そ
れを始めてくださった方が、会場にもたく さんいらっしゃいますけ
れども、まずこの学会を「作業所」と名付 けた。その原点を振り返
りながら、そして阿部先生からいただいた メッセージを反芻しなが
ら、これからこの学会を、現場の実践の豊 かさ、多様さ、何よりも
愛そのものをしっかり見続けていける、そ うした大切な場所として
育てていければと心から願っています。

