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「僕が出会ったシエラレオネの人は

子どもも大人も本当に純粋で素晴らし

い人々ばかりでした。」     （P.5 

田辺 洸さんのレポートをご参照くださ

い。右写真後列中央が田辺さん。） 

 

 

シエラレオネ・マケニ市で

開かれたパブリックビュー

イングの様子。スクリーン

に映し出される映像を見つ

める子ども達の大きな瞳。

撮影は江頭康雄さん。

（P.4、神谷秀樹さんの報告

をご参照ください。）  

アフリカに明るい未来を！ 
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イエス・キリストの平和とともに 。 

“ともに歩む会”の皆さまの祈りに支えられ、こちら

の多くの人々に新たな希望が芽生えています。 

Sr.クララ吉田から「学校の活動状況や進捗について

報告書を送って欲しい」との話を聞いていましたが、

私の理解不足で報告が遅くなってしまい、失礼いたし

ました。 

10月末には給食支援費と一緒にフリータウンの豪雨

被害の義援金も受け取りました。豪雨被害の片づけは

一応済んだところですが、マラリアの薬など基本薬を                                           

購入して、いまだに避難キャンプにいる人々の巡回に

取り掛かっています。いくつかの避難キャンプは11月

末を最後に、場所を移すことになっています。 

ヒヨリさん（加藤陽和さん）とミナコさん（寺西名子

さん）がシスターと共に、ボランティアとして被災地

の清掃活動を手伝ってくれました。それは、彼女たち

にとって貴重な体験になったと思います｡ 

あれから 2 週間後に、援助を受けて購入した薬を持

ってこの地域に行きました。この度いただいた義援金

も同様に活用させていただきます。医療での援助が難

しいようであれば、家の立て直し費用に充てたいと思

います。改めてありがとうございます。結果について

はまたご報告させていただきます。 

食糧支援なども、距離があまりにも遠いですので、

皆様のご支援がどんなに役立っているか、なかなか実

感いただけないかも知れませんが、ご協力に大変感謝

しております。 

学校での給食支援については、一日 1 皿のご飯を食

べている子ども達の姿を思い浮かべられると思います。

多くの子どもにとって、それは一日に食べることので

きる唯一の食糧です。しかし、支援の効果はそれだけ

ではありません。 

その食事を作る役割の女性たちに仕事を与えてくれ

ています。シエラレオネで仕事がないことに苦しんで

いる方は多いのですが、それは家族にとってとても辛

いことです。  

この女性たちは仕事をすることで、子ども達を育て

ています。給食支援のプログラムはたくさんのつなが

りをもたらしてくれています。私どもが食料、薪、野菜

などを購入することは、その食料を食べる子ども達だ

けはなく、それら食料を売っている商人たちのために

もなっているのです。  

このプログラムからたくさんの方が助かっています。

一つの活動がどれだけの大きな輪を広げて行くのかは

未知数です。湖の真ん中に投じられた石の波紋が大き

く広がっていくように、私どもの活動がここまでたく

さんの方々の生活に触れることができることを誇りに

思います。 

子どもたちはいつも食事を受け取ると“ありがとう” 

と言い、私たちはそれを耳にしますが、これらはこの

ことに尽力してくださる皆さまにお返しいたします。 

皆さまのお働きを引き続き主が祝福されますように。 

そして、私たちの祈りが感謝とともに受けとめられま

すように。Sr. Adriana Juarez Navarrete. (訳：野久尾彩子) 

 

 

 

 

 

 

 

“ともに歩む会”支援者の皆様方にご挨拶申し上げま

す。宣教クララ修道会日本地区長Sr.アンヘレス トー

レスの任期終了後、7月に就任したSr.鴨井と申します。  

宜しくお願いします。  

神様は世の終わりまで私たちと「ともにいる」と約

束して下さいました。ともに・・・の名前をいただいて豪雨被災地片付け作業の前にヒヨリさんとミナコさん 

地区長交代のご挨拶 

ともに歩む会の皆様 

宣教クララ修道会日本地区長 

Sr.アンジェラ鴨井千惠子 

 

 

「広がる支援の波紋」 

宣教クララ修道会シエラレオネ地区長 

Sr.アドリアナ ファレス 

2017年11月3日 
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いる「ともに歩む会」はまさに神が皆さんと一緒に歩

んでくださっている素晴らしい活動だと思います。 

十分に食事ができないシエラレオネの子どもたちは、

皆さんの尊い献金によって、給食をいただくことが出

来、大きな喜びとなっています。又、寛大な皆さんを通

して神の愛、人々の愛を体験しています。 

「ともに歩む会」には、これまで多くの援助をいただ

き、心より感謝しております。天国のSr.根岸をはじめ、

Sr.白幡、Sr.吉田そして日本地区宣教クララ会員一同、

皆様お一人お一人に御礼を申し上げたいと思います。

ますます支援者の輪が広がりますように祈りつつ 

                Sr.鴨井美智子    

         

シエラレオネに戻ります 

“USE ME”（私をお使いください） 
10月30日  Sr.白幡 和子 

 

ともに歩む会の皆さまいかがお過ごしでいらっしゃいま

すか。10月も明日で終わります。本当に月日の経つのは

早いですね。 

28日にシスター根岸の墓参のために、菅野代表ご夫

妻はじめスタッフの皆様を含め 10名で、府中カトリック墓

地に行きました。皆で手分けしてお墓をきれいにしてお

花を供え、讃美歌を歌ってお祈りをし、黙とうの中でシス

ター根岸を偲びました。同じ修道会のシスターとして、又

アフリカの宣教地で 30年以上ともに生きた者として感慨

深いものでした。また同じお墓に眠っている 9人の先輩

シスターたちのご苦労も偲ばれました。 

私もシスター根岸の亡くなった年齢に達し、悲しみに沈

むよりも何十年も楽しく付き合ってもらって有難うと感謝し

ようと思いました。私たちは、彼女の死を悼みながらも再

会の喜びに慰められています。主よ あなたの言葉に従

って生活し、今はこの世を去ったすべての人をあなたの

園に受け入れてください。“シスター根岸、これからもとも

に歩む会が長く続くように天国で見守ってくださいね！” 

この日、寺西さんは墓参のために広島からわざわざ駆け

つけてくださり、本当にありがとうございました。 

今年はあちらこちらで自然災害が起きて大変でした。

神様が被災された人々の苦しみを顧み、心に留めてくだ

さり、いつも希望をもって生きることができますように。そし

て一日も早い復興がかないますように。また亡くなられた

方々が永遠に憩うことができますように。   

2015年7月に

膝の治療のために

帰国して以来、な

んと 2年半がたっ

てしまいました。手

術、リハビリのため

に 4か月余りの入

院。その間に 40日 

間点滴の生活が続 

き、辛い日もありましたが、数えきれないほどのお恵みも

いただきました。 

入院中に、あるシスターからいただいた“福音川柳”と

いう本の中に “恵はね いいことばかりじゃ ないけれ

ど” というのがありました。人間的に見て、辛くていいこと

じゃないように見えても、すべては私たち一人ひとりの善

のために神様が用意してくださるのですから、結局お恵

みですね。 

多くの方がお見舞いに来てくださり、励まされました。

特に菅野代表ご夫妻はほとんど毎週いらしてくださいまし

た。皆さまがた、シスターたち、家族のお祈りのおかげで

無事6月に退院し、12月に再び愛するシエラレオネに戻

ることになりました。こんなに嬉しいことはありません。 

膝のためと、歳のためと、超方向音痴の私のために、と

もに歩む会の田中マルタさんと麻布教会の藤田さんが現

地まで一緒に行ってくださることになりました。お二人の

シエラレオネの滞在は、わずか三日だけなのはとても残

念ですが、どうしてもそうならざるを得なくなりました。違っ

た新しい目で見た現地の様子を帰国後にお知らせくださ

ることでしょう。 

皆さまがアフリカの子どもたちにいつも援助してくださ

っていることを本当にありがたく思います。皆さまのおか

げで毎日おいしい一皿のごはんにソースを載せた給食を

いただき、元気に勉強に励むことができるのですから。 

“あなた方に言っておく、これらのわたしの兄弟、しかも

最も小さなものの一人にしたのは、私にしたのである。

（マタイ 25：4）”  

 “日本では水道の水が飲めるし、いつも電気が使え

る” “暖かいシャワー、お風呂がある” “雨が降れば傘を

使う” “学校では給食がある” など、こういうことが当たり

前のように思われています。しかしシエラレオネでは日本

にとっての「当たり前」は、「特別に恵まれた生活」なので

す。当たり前のことを当たり前にできるということを日々感

謝して生きなければと、特にこの 2年半の日本での滞在

中に思いました。 

主治医の安藤先生が修道院まで訪ね

て来て励ましてくださいました。 
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シエラレオネの修道院の廊下に大きな屑籠があって、

そこに “Use Me（私を使って）”と書かれてありました。 

自分を空っぽにして “何でも入れて” とでも言いたげで

した。 

 私はこれからシエラレオネに戻って何をするのかわかり

ません。もう 75歳ですから以前のように幼稚園長として働

くことはありません。修練院で若い現地のシスターたちに

聖書、教会の歴史、音楽、刺繍などを教えるかもしれない

し、彼女らとヤシの油を作るかもしれないし、草取りをする

かもしれないし、祈りの家でおそうじに明け暮れるかもし

れないし、クリニックで薬を数えてビニールの小さな袋に

入れる仕事をするかもしれません。何でもいいです。私も

あの屑籠のように、神様に“USE ME”と言いたいのです。

これからも神様の道具としてみ旨の場所で喜んで奉仕で

きますように、皆さまのお祈りで支えてください。 

全能の主が、何もできない私どもに代わって十二分に

お報いくださいますように、心よりお祈り申し上げます。そ

してマリア様のご保護がいつもありますように。 

本当にありがとうございました。    （Sr.白幡 和子） 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

東大医科学研究所とその仲間による      

アフリカ感染症との闘い 

東大生産技術研究所・医科学研究所 

シニア・アドヴァイザー 神谷（みたに）秀樹 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 「ともに歩む会」の会報を頂くたびに、皆さまの活

動に深く感動し、また感謝するものです。シエラレオ

ネの現地の皆さま、学校に来る子供たち（なかには遠

路歩いて）、そして日本で支援なさっている皆さまの

様子は「率先すること、かかわりあうこと、寄り添う

こと、実りをもたらすこと、祝うこと」という教皇フ

ランチェスコの教え（使徒的勧告「福音の喜び」）を

そのままに現わしておられると拝察申し上げておりま

す。 

私は東大の生産技術研究所と医科学研究所の先生が

たと供に、「世の未解決な問題に対しイノヴェーション

を推進することにより処方箋を提供することを目指す」

者です。アフリカの感染症との闘いはその内の一つの

大きなテーマです。どのようなテーマであっても、大

学単独の活動で完結できるものはなく、国際的な「産

官学＋寄付者」の連携で進めることが求められます。   

この「寄付」については団体からも個人からも、財に限 

らず、時間と才能とを頂戴しています。音楽家は音楽

を寄付し、その音楽で人々の関心を惹きだし、ビデオ 

 

 

 

 

グラファーはドキュメンタリー・フィルムを制作し、

現場の様子を可視化して世の多くの人々に伝えて下さ

います。私たちはそうした金銭以外のご貢献を頂戴し

ています。たとえば 1 ページに掲載するシエラレオネ

で行った医科研河岡研究室のエボラワクチン開発のた

めに必要な血液サンプル採取プロジェクトと市民にお

集まりいただくために行った映画のパブリック・ビュ

ーイング（ソニーの吉村さんのアレンジ）の写真は、江

頭さんという方（元ソニー）によって撮影され提供し

ていただきました。 

 

東大医科研はもともと感染症の研究所として設立さ

れました。河岡教授はエボラやインフルエンザ、俣野

教授はＨＩＶやデング熱、また清野教授は「冷蔵庫も

注射器もいらない」葛根湯の粉末を飲むようにして摂

取する「お米ワクチン」でコレラのワクチンを開発中

です。また医科研は永年親しい関係を築いてきたガー

ナにある野口英世記念病院と共同で「感染症サーヴェ

イランス・プロジェクト」を推進しています。 

民間企業とも一緒に仕事します。ワクチンや血液サ

ンプルを運搬し保存するには冷蔵庫が必要で、冷蔵庫

を動かすためには電源が必要です。アフリカの85％は

無電化地域で、電化地域でも停電が頻繁に起こります。 

その対策として吉村さんのアレンジにより、ソニー

が開発した新型電池を、実証実験として使わせていた

だきました。「お米ワクチン」の開発にはアステラスの

協力を得ています。シエラレオネの血液サンプル採取

プロジェクトはアジア・パシフィック・アライアンス

からの必要資金のご提供により実現できたものです。

このように、如何なるプロジェクトも民間企業や基金、

個人の参加とご尽力により支えられています。 

後列左から 2 番目が神谷秀樹さん。Sr.白幡の右側は関

根英雄神父様。 （11/19 「銀座でアフリカ音楽を楽しむ日！」） 
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イノヴェーションに関して少し述べましょう。エボ

ラは一見収束しているかに見えますが、現在は恐らく

猿の世界で変異していて、やがてまた人間の世界に戻

ってきます。河岡教授はその時に備えたワクチンの開

発をしています。アフリカはＨＩＶが世界でもっとも

広がっている大陸です。ＨＩＶには極めて多種あり、

その内の３割に効果があればそれは非常に良い薬だと

言われます。従って多様なＨＩＶに対応できるワクチ

ンや治療薬が必要です。またＨＩＶのウイルスはだん

だん変異し強くなってきており、現在効果がある薬品

もだんだん効かなくなってくる懸念があります。俣野 

教授は米英ガーナの諸先生と一緒にこうしたＨＩＶの

対応を研究しています。冷蔵庫（電気がなければ使え

ない）も注射器（使いまわしされがち）も必要としない

「お米ワクチン」は、コンテナのような「お米ワクチン

製造機」で造れ、これに分散型電源（例えば地熱発電

機）をセットにして持って行けば、電力事情の悪いア

フリカ諸国でも自前の国産ワクチンが製造可能になり

ます。清野教授は朝日工業社などとこうしたシステム

の開発にチャレンジしています。 

私の仕事は「東京大学ニューヨーク事務所」を本拠

に、こうしたプロジェクトに必要な仲間や資金を集め

ることです。この仕事を承ったのは２年少々前ですが、

それまで行ってきた営利目的の投資銀行業務（住友銀

行で９年、ゴールドマン・サックスで７年、そして自分

で設立した投資銀行で２２年同業務を行いました）か

ら引退したときに、東大からお声をかけていただき始

めたものです。聖書に「恐れるな。前に進みなさい。必

要とするものは神様がご準備下さる」と書かれている

のは真実だと実感しています。一人では微力のため何

もできませんが、必ずお力添え下さる方が現れ、ここ

に述べたようなプロジェクトを推進することができて

います。 

「ともに歩む会」の皆さまがとっておられる姿勢、

ご活躍に学び、またそれを励みとし、私たちも地に足

のついた活動を一歩一歩進めて行きたいと考えており

ます。 

 

 

 

 

 私が 2 年半過ごしたクララ会東京修道院に隣接して

ミッションクララ幼稚園があります。 

この幼稚園の子ども達は、入園以来毎週金曜日に

は、自分たちの大好きなお肉や玉子、デザートなどを

我慢し

て、おに

ぎりだけ

のお弁当

を持って

きます。

そして、

浮いた分

のお金を

遠い西アフリカのシエラレオネの子ども達のための支

援として送り続けてくださっています。 

 私も時々、そこの卒園生からなる土曜学校の子ども

達やご父兄に、シエラレオネの様子について話したこ

とがありました。その中の二人の 1 年生のミッション

スクールに通っている双子の女の子が、私からシエラ

レオネの写真を借りて、各々のクラスで話をし、お友

達にシエラレオネの子ども達のことを知ってもらい，

共にお祈りしてくれたこともありました。7 歳の小さ

な女の子が宣教のお手伝いをしてくれたことに心を打

たれました。 

 マザーテレサのよくおっしゃっていた“痛む愛”が

この園児たちにあります。痛まない愛は親切ではあっ

ても愛ではないのです。人は何か自分のいいものを失

わないと痛みません。大切なもの好きなものを人のた

めに失う、自分が損をすることが私たちに今とても必

要なのではないでしょうか。 

 

 

   シエラレオネのこども達 

    明治学院大学経済学部 

       国際経営学科2年 田辺 洸 

 

 

 僕は明治学院大学2年、田辺洸（ひかり）です。現

在、アメリカ・カリフォルニア大学リバーサイド校に

留学中です。今から約2ヵ月前のシエラレオネ訪問が

遠い昔のことであったように思い出されます。 

 

▽ 僕とアフリカとの出会いは2010年に大和教会で 

行われたウガンダのワトト・チルドレンズ・クワイヤ

ーのコンサートにさかのぼります。「ワトト」とは、

スワヒリ語で「子ども」を意味し、ウガンダの孤児を

援助するキリスト教の団体で、その孤児たちで形成さ

れたクワイヤーがアフリカの現状を伝えるため、世界

おにぎり弁当の日献金   

 Sr.白幡 和子 

 

登園時、おにぎり弁当の日献金 



 

6 

 

中で演奏活動をしています。その日、小学生であった

僕は、いつの日かアフリカの貧しい国でサッカーを教

えたい、さらには将来、アフリカの地で学校を建てた

いという夢を持ちました。 

▽ あれから7年、今回の訪問は僕が夢に踏み出す第 

一歩となりました。出発の数日前、シエラレオネでは

大雨のために大洪水土砂崩れという大惨事があったの

で、ボランティアを受け入れてもらえる余裕はないの

ではと心配しましたが、予定通り、8月30日に日本

を発ち、パリ経由で30時間の長旅の末、フリータウ

ンの空港に降り立ちました。Sr.吉田が空港まで迎え

に来てくださり、車で2時間程のマンゲブレに到着、

「キリストの宣教者会」のメキシコ人修道院で2週間 

のボランティア生活をスタートしました。 

▽ 僕は今回、ボランティアとしてSr.吉田の働きに 

協力するために訪れましたが、具体的な使命は、支援

のコンテナの荷下ろしをする（僕が到着した時には既

に終わっていました）、職業センターで作成された支

援のための製品をトランクに入るだけ持ち帰る（依頼

されたガラ布はあまり無く、ポシェットや袋になって

しまいました）、そして、何よりも楽しみにしていた

のは、子ども達にサッカーを教えることでした。最も

成果をあげ、自分自身最も楽しかったのは、このサッ

カー指導だったと思います。 

 残念ながら本来なら9月に第一週に始まるはずの学

校が、洪水と大統領選挙の影響で僕の滞在中はとうと

う始まることはありませんでしたが、日本から持参し

た7個のボールを持って村々を回り、サッカーを通し

て子ども達と良い時間を過ごすことができました。裸

足やサンダル履きの子ども達が大喜びでボールを追い

かける姿は感動的でした。 

 驚いたのは、村に行って「サッカーをしますよ～」

とアナウンスすると、子どもだけでなく大人まで集ま

ってきたことです。娯楽のあまりない貧しい生活の中

では、一つのボールは貴重な存在であるようで、村を

去る際にはボールをプレゼントして大変喜んでもらえ

ました。僕が出会ったシエラレオネの人は本当に純粋

で素晴らしい人々ばかりでした。 

▽ 洪水の惨状が生々しく残る首都フリータウンにも 

行く機会が与えられました。病気や内戦で手や足を失

った人々が物乞いする姿や、車が止まるたびに物売り

に群がって来る子ども達の姿に、同じ時代に同じ地球

に住んでいる自分たちとあまりにもかけ離れた現実を

見て、悲しい気持ちになりました。それでもこの国の

人々は笑顔を忘れず、日々頑張って生きていました。 

▽ この地で特に感じたことは、他宗教への寛容さで 

す。僕はプロテスタントの信徒ですが、今回はカトリ

ック教会の働きに協力させていただきました。また、

この国では多数派のイスラム教徒と少数派のキリスト

教徒が仲良く暮らしています。このように異なる信仰

を持つ人々を受け入れる寛容さが世界に広がれば、無

駄な紛争やテロが無くなるのではと考えさせられまし

た。 

▽ あっという間に2週間が過ぎ、帰国の日となりま

した。シエラレオネで出会った子どもたちはどの子も

かわいくて別れが辛かったです。一人の女の子がくれ

たビーズのブレスレットは僕の宝物になりました。こ

の子ども達の笑顔を忘れることは一生ないと思いま

す。 

▽ こんなに素晴しいシエラレオネの人々に貧困やエ

ボラ出血熱、また今回は大洪水となぜか災難ばかり降

りかかる現状を知り、本当に心が痛みます。どうか、

日本の皆様、この国の経済が発展し、人々の生活が豊

かになるようにお祈りと支援をお願いします。貧困か

ら立ち上がるにはまず教育が大事です。特に学校運営

のために命をかけて働かれているシスター方を覚えて

祈り続けたいと思います。 

▽ 今回の訪問で僕は日本では得られない一生忘れる

ことのできない貴重な体験をすることができました。 

7年間、待ち続けた発展途上国への貢献という夢の

実現のため、今後も学業、ボランティア活動に励むつ

もりです。またいつの日か、いや絶対にシエラレオネ

の人々の笑顔に会いに再び訪れたいと思います。 

▽ 最後になりましたが、今回の訪問の希望の橋渡し 

をしてくださった菅野先生、現地でお世話になりまし

たSr.吉田、ブラザーロベルト、そして祈り支えてく

ださいました大和教会の大川牧師先生始め、諸先生

方、信徒の皆様に心から感謝いたします。 

仲間との食事当番 
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 私どものグループでは、毎月、仲間が手作りしたケー

キを教会員の皆様に販売し、その収益金を“ともに歩

む会”に献金する活動を行っています。 

 そして、11月12日には、前からの念願でありまし

たSr.白幡をお迎えしての懇談会を開くことができま

した。午前9時半からの御ミサにSr.白幡と一緒に与

かり、その後、信徒会館にてシスターのお話をお聞き

しました。12名の参加者でしたので、とても落ち着

いて和やかな会となりました。 

 前半はシスターが修道会に入るきっかけの話で、学

生時代アフリカの子ども達の貧しさに惹かれ 御自分

の裕福な生活とのギャップを強烈に実感された様子で

した。 

 お昼はお弁当と温かい汁物を提供して頂き、シスタ

ーは食べる間もなくお話を続けられました。 

 
 

 食後、参加者各人自己紹介を行い、後半はルンサの

子ども達の様子を、写真を見ながらお話をしていただ

きました。一刻も早くアフリカへ戻りたいというお気

持ちが溢れていました。名残惜しみつつ13時解散と

なりました。 

 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾ 

支援者の皆様からの声 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾ 

💛 会報 17 号をお送りいただきありがとうございま

す。今回の笑顔のお写真に、まず見とれております。そ

して、シスター白幡さん念願の「シエラレオネへの復

帰！」本当に良かったですね。アフリカの、日本には無

いかも知れない“魅力”をいろいろ想像しながら羨ま

しさも感じてしまいました。後略    千葉県 M.O様 

💛 （前略）この度は、Sr.白幡がご自身の望みを叶え

られて、シエラレオネへお戻りになる事を伺い、神様

はやはりシスターの願いを聞き入れて下さったと嬉し

く思うとともに、シスターが日本を去られることに寂

しい気持ちも致しました。ポルボロンの会の会員の多

くはそう感じているのではないかと思っております。 

今後は、遠い国で活動をされているシスターのお顔

を思い起こしながら支援のお手伝いを続けられること

を幸いと思います。御会のご発展及び Sr.白幡のご健

康を祈念しつつ。                  東京都 A.Y様 

💛 いつもながらの行き届いたお便り、皆様の笑顔と

共にありがとうございました。白幡様のお元気なご様

子にもご同慶に存じます。最近、ひ孫が一人増えまし

た。地球のすみずみまで、笑顔のお子達が増えますよ

うに、老女の祈りのひとつです。スタッフの皆様のご

健勝をお祈り申し上げております。  宮城県 M.M様 

💛  会報 17 号、広島の寺西さんの報告をとても嬉し

く読みました。自分を取り巻く世界の外に関心を持ち、

それを深めるためにシエラレオネまで足を運ぶという、

今の日本の社会では得難いと思われる若い人が出現し、

彼女の経験や感想を、会報を通じて分かち合っていた

だけたこと、心より感謝します。    兵庫県 M.H様 

💛 妻のお別れ会及び御ミサなどのお花料・お花を辞

退しておりましたが、家の方に送ってくださった中の

一部を、亡き妻の遺志により寄付させていただきます。 

                  東京都 U.M様 

💛 カードケースを売っていただいたお金を送金します。

私が作りました。                     福岡県 E.F様 

💛 シスター白幡、シエラレオネで子ども達に指導な

さるのですね。くれぐれもご無理なさいませんように

お祈りいたします。              神奈川県 N.S様 

 

本部 からお知 らせ 

◆ コンテナで届いた荷物 

現地でボランティア活動をしていた

加藤陽和さんから次のような報告がありました。 

≪日本からの荷物≫ 

フリータウンに日本からたくさんの物資が届いているの

を見て本当に驚きました。2 台の車で Sr.吉田のおられる

マンゲに運ぶことになりましたが、2 台の車でも 1 回で運

ぶことができないくらいでした。車に積む前に簡単に確認

しましたが、洋服や食料をはじめ楽器、ノート類、工具類、

幼稚園用のブランコの部品など本当に様々な物資が届

いており、シスター方は大喜びでした。 

「 Sr.白幡とともに 」カトリック藤沢教会  

ともに歩む会グループからの報告 岡田 憲子 

右側中央が Sr.白幡 
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マンゲに運んでから、細かく整理を行いルンサの修道

院に運ぶものと、マンゲで必要なものとの仕分けをしまし

た。その最中にメキシコ人のシスターは「これはどう使う

の？」と空気入れを持ってきたり、サンバイザーをベール

の上からかぶってはしゃいだりしており、その様子を見て

シスター吉田も微笑んでおられました。大量に入ってい

た白タオルについては「学校での裁縫練習にいくらでも

必要だからたくさんあって本当によかった」とおっしゃい

ました。 

現地に行ってみて、改めてあらゆる品物が不足してい

ることに気づかされました。そして、日本から送られたてき

た物資の分別を通して、これらの一つひとつが、こちらで

は如何に貴重なものかを感じました。 

◆ 今年のコンテナ支援について 

Sr.アドリアナ地区長から「今年はイタリアから 2回コンテ

ナで物資が届いたため、日本からのコンテナ支援は遠慮

します」との連絡が入りました。そのため今年は新たな支

援物資献品の呼びかけは致しません。 

しかし既に本部で預かっている物などについては歓迎

だそうです。グッドリチさんが引き続いてコンテナの一部

を提供してくださいますので、お手元に物品の用意があ

る場合には本部までご連絡ください。 

◆ ガラ布・ポシェット類は完売 

会報17号でお知らせしたMI職業センターの生徒たち

が制作・販売しているシスターレティシア根岸レガシーの

商品は、大和キリスト教会様などのご協力により、完売い

たしました。シスター白幡のシエラレオネ復帰に同行され

る田中様・藤田様に同製品の携行をお願いしています。

購入ご希望の方は、本部までご連絡ください。 

・ガラ布2ヤード 1,200円、3ヤード 1,700円 

・ポシェット 400円 ・手提げ 1,500円 

◆ 絵はがき「富山の野山の花たち」について 

 ともに歩む会の支援団体「シエラレオネの子どもを助け

る会・富山」では、支援の輪を広める手段として「富山の野

山の花たち」（春篇・初夏篇で各 8 枚組）の絵はがきを制

作し販売しておられます。2002 年の作品ですが野山の

花々の写真で、素朴な味わいがあります。  

購入にご協力いただける方は、支援金を振り込まれる

際に絵はがき

代 500 円を添

えて（春篇か初

夏篇か明記）ご

送金ください。

または春・初夏

2 組の場合は

1000 円プラスでお願いします。絵はがきは、次の会報郵

送の際に同封させていただきます。同封しても同料金で

送れますので、送料の節約になります。ご了承ください。 

◆ 支援金送金状況 

本年度、9月～11月の給食支援費を予算通りに送金す

ることができました。新地区長の Sr.アドリアナがその都度、

丁寧な対応をしてくださいますので感謝です。また、本文

の報告には豪雨被害義援金のことを書いておられますが、

これは兵庫県の百合学院から指定で寄せられたものです。

“ともに歩む会”としては、OLG 校の意向もあり、特に豪雨

被害見舞い金としては送りませんでしたが、このようにし

て指定献金が現地で大きく用いられたことを心より感謝す

るとともに、今後の支援の在り方の参考にさせていただき

たいと思います。 

◆ Sr.吉田の近況 

ルンサのOLG学園を離れて、同じシエラレオネ国内の

マンゲブレ地域の修道院に異動になった Sr.吉田とは今

の所連絡がとれず、どのような活動をしておられるのか皆

様にご報告できる情報はありません。 

新しい地でご多忙なことやメール環境の悪化が原因と

思いますが、私どもが、早く現地の新地区長と緊密な連

携を築けるようにとのご配慮とも受け止めております。 

 

＜訃報＞支援者、マール初枝さんが 7 月 28 日に、また

石橋敬子さんが 8月25日に逝去されました。長年のご支

援に心より感謝し、ご遺族の皆様に主の慰めが豊かにあ

りますようにお祈りいたします。 

＜編集後記＞今号に貴重な報告文をご寄稿くださった

神谷秀樹さんは、Sr.白幡からのご紹介によって知己を

得た方です。私どもの知らなかった所で、シエラレオ

ネを初めとするアフリカ諸国の発展に労しておられる

方々の活動を知ることは大きな励みになります。  

また田辺洸さんは留学先の米国から報告文を届けて

くださいました。前号に続いての若い方の熱い思いに

心打たれます。 

・この会報発行の1週間後には、Sr.白幡がシエラレオ

ネに戻られます。12月9日の会報発送作業の後に、シ

スターをお招きしてスタッフだけのささやかな壮行会

を行い、ともに歩む会からはデジタルカメラを一式プ

レゼントとします。76歳を迎え、ご自分のすべてを捧

げるためにアフリカに向かわれる Sr.白幡のためにど

うぞお祈りください。 

・皆様が良いクリスマスと新年を迎えられますように

心よりお祈りいたします。今年 1 年間のご支援、本当

にありがとうございました。     （菅野勝治郎） ミヤマカタバミ（絵はがき） 


