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セルビア スタディ・ツアー報告

ACC の活動が始まった 2001 年から７年
を経て、今セルビアの社会事情は大きく変
化してきています。旧ユーゴ紛争の記憶も
鮮明で、99 年のコソボ紛争からも日が浅か
った活動当初、セルビアの姉妹団体「Zdravo
da ste」
（以下、ZDS）と ACC のジョイン
ト・プログラムは、その対象を難民に特化
していました。本年 2 月、セルビア共和国
自治州であったコソボの独立が国際社会の
大勢に承認され、支援活動の現場としての
セルビアは、現在若干の複雑さを帯びてき
ました。
社会の復興を願い、戦争の影を出来るだ
け払拭したい政府は、クロアチアやボスニ
アからの難民に国籍を与え、統計上の難民
数は減少、それに伴い、難民センターの閉
鎖も進んでいます。しかし、難民が生きる
生活環境自体には改善の変化が見られない
まま、復興の遅れから、一般社会でも貧困
の問題が浮かんできました。停滞感は、難
民のみならず、地元民の中にも広がってい
るのです。
そうした事情を踏まえ、ZDS と ACC の
プログラムも、難民に留まらず、内戦後長
く続く社会の混乱や停滞の影響を受けて育
つ地元の子どもたち、施設の子どもたちに
も開かれたものである必要性が生じました。
このような変化の大きな理由には、社会事
情ばかりでなく、子どもたちがその外面的
なカテゴリーで括られることなく、全体と
して宥和していくことが、その健やかな発
達に大切だということが挙げられます。
ACC のスタディ・ツアーでも、以前のよ
うに難民センターばかりではなく、難民、
地元民の子どもたちが共に学ぶ学校、様々
な家庭の事情から家族と離れて孤児院（日
本の児童養護施設に相当）で暮らす子ども
たちとの交流が、最近のプログラムには含
まれることになりました。
昨年のスタディ・ツアーで、日本の児童
養護施設とも交流できればというクルシェ
ヴァッツ市のイェフィミア孤児院からの願
いに、東京都の児童養護施設、あけの星学
園が応えてくれました。ACC では、昨年晩
秋、青年部の Young Hopes があけの星学園
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を訪れ、コソボを逃れてきたセルビア系コ
ソボ難民の事情や、難民の子どもたちも多
く暮らすイェフィミアの話を園生の皆さん
にさせて頂き、セルビアの厳しい状況で暮
らす子どもたちへの絵手紙を作るワークシ
ョップを実施しました。豊かといわれる日
本にも、こころを閉ざさざるを得ない環境
で育つ子どもたちがいます。あけの星学園
で暮らす子どもたちのほぼ全員が、このプ
ログラムに参加して下さったことは、とて
も嬉しいことでした。
今年 3 月 2 日から 9 日までセルビア共和
国で実施された、第 7 回 ACC スタディ・ツ
アーでは、あけの星の子どもたちの作品を、
イェフィミアに贈ることが大切なテーマの
一つにもなりましたが、あけの星学園から
は職員の方がスタディ・ツアーに参加して
くださり、セルビアの難民や施設の子ども
たちとのワークショップを共に体験するこ
とが出来ました。
政治的、経済的、社会的、そして文化・
歴史背景が違う両国ですが、このような交
流の積み重ねがそれぞれの国の子どもたち
にとって、こころの豊かさに向かう小さな
一歩になり、こころを開くさきがけになる
ようにと願ってやみません。

今回のツアーでは、ワークショップの手
法を学ぶセッション、貧困問題が厳しいベ
オグラード近郊のチャルダック難民センタ
ーでのワークショップ、
「おばあさんの手」
プログラムが行われているヴルニャチカ・
バニャ市での交歓もありました。難民のお
ばあさん達は、イェフィミアの子どもたち
に手編みのクッションを贈りものとして携
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えて、私たちと一緒に孤児院を訪問してく
れました。
コソボ独立宣言を受け、ベオグラード市
内の暴動もあった直後のセルビア行き、治
安面での不安も抱えての訪問でしたが、ベ
オグラード市内に警官の姿がいつも以上に
目立つ他は、静かな印象でした。しかし、
その静けさは、もしかしたらセルビアの
人々のこころを映す沈黙だったようにも思
われます。

とを信じられる希望がありました。人間が
本質的に持っている可能性への励ましでも
ありました。

例年のように、姉妹団体 ZDS の皆さまに
は全面的なご協力を頂きました。特に全行
程を共にしてくれた山崎久さん、若者グル
ープのスラジャさんには大変お世話になり、
この紙面を借りましてあらためて厚く御礼
を申し上げます。
貧困問題やコソボの独立宣言など、今年
のセルビアは長年関わってきた ACC の私
たちにとっても、一入こころ痛む思いでし
た。しかし、希望もありました。それは、
姉妹団体 ZDS の若者グループです。92 年
の ZDS 設立当時は心理的サポート・プログ
ラムに、クロアチアやボスニアから逃れて
きた幼い難民として参加していた彼らが時
を経て、今度はコソボ難民や孤児院、学校
の子どもたちへのワークショップ・プログ
ラムにファシリテーターとして参加してい
るのです。彼らはまた、ZDS の難民へのイ
ンタビュー調査にも参加しています。難民
として逃れてきた頃のこと、それは今でも
出来ればふれないでおきたい思いがあると
聞きました。しかし、忘れてしまってはい
けないこと、人間としてしっかりと見据え
ておかなければいけないこととして、自分
達で主体的に現在も難民生活を送る人々の
実態調査を行いました。他者から護られる
立場から脱却して、幼い子どもたちに少し
でも健やかに成長できる場を提供しよう、
今も厳しい生活を送る同じ難民から学びと
ったことを社会に発信しようとするその姿
には、どんなに厳しい環境にあっても人間
の気高さは簡単に失われるものではないこ

最後に、ACC スタディ・ツアーに初参加
され、新たな息吹を送って下さいました、
あけの星学園元施設長の相良映子さん、職
員の加藤孝浩さん、また国際協力分野への
造詣も深い弁護士原若葉さんに、心より感
謝申し上げます。
異文化との出会いは、様々なこころの動
きを私たちにもたらしてくれます。それは
人間同士でも同じかもしれません。違う個
性の国々、人々を受け入れていく数々のプ
ロセスの中に、実は平和への道筋が見えて
くるのではないか。そんな願いをこめて、
ACC では今後もスタディ・ツアーというプ
ログラムを大切にして参ります。
（松永 知恵子）
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カンボジア ともだち未来便
2008 年 3 月 3 日、私たち ACC のメンバー
は日本の皆さまの温かい心を乗せてカンボ
ジア、コンポンシュプー州にあるプレイチ
ュラプ小学校にともだち未来便を届けて参
りました。現地に到着すると既に子どもた
ちはお行儀よく並んで、私たちを大きな拍
手で迎えてくれました。年齢は 6 歳～15 歳
くらいでしょうか、子どもたちは「これか
ら何が起きるのだろうか」というような少
しの緊張と期待とが入り混じった表情をし
ていたように思います。こちらから笑いか
けると恥ずかしそうに笑顔を返してくれる
子もいました。
初めてカンボジアの小学校を訪れた私に
とって生徒の皆さんの前に座り注目を浴び
るのは少々緊張を伴うものでしたが、校長
先生を始めとする職員の方々や村の人々、
生徒の皆さんによる温かい歓迎の言葉や歌
の披露により、笑顔が絶えることはありま
せんでした。こちらからも ACC メンバー高
橋による挨拶を始め、日本の邑智中学校の
生徒の皆さんによる合唱を披露したり、高
橋による日本舞踊を見て頂いたりしました。
子どもたちの興味津々な瞳の輝きはとても
印象的でした。

ちが届くように、渡しました。受け取った
子どもたちの笑い声や嬉しそうな話声が、
忙しく配布を続ける私の背後でだんだん大
きくなっていき、最後はどの子も自分のポ
シェットを握りしめてぬいぐるみを抱っこ
したり、ハンドタオルを頭に乗せたりして
笑い合っていました。ふと、「こんなふうに
自分だけの、たった一つのプレゼントをも
らえる機会は、この子たちにどれくらいあ
るのだろう」と思いました。
配布の後は、教室内で日本の子どもたち
によって作られた作品を前に、日本の子ど
も宛に自分の名前と絵を描いてもらいまし
た。クレヨンで、子どもたちが思い思いに
描く絵や文字はそれぞれに個性的で、生き
生きとしており、経済的には貧しいこの地
域ではあっても、子どもたちの心は豊かに
育っていることを感じました。澄んだ瞳が
本当に美しく、子どもたちの明るい未来を
祈らずにはいられませんでした。日本の皆
さまとカンボジアの皆さまの掛け橋となり、
子どもたちの希望ある将来のために、との
想いを込めた「ともだち未来便」というこ
のプロジェクトにふさわしい一日となった
と思います。

そして私たちの最大の任務であるともだ
ち未来便の配布に際しては、私たちから一
人一人に直接ポシェットを手渡しました。
両手を合わせてお礼を言う子、恥ずかしそ
うにはにかむ子、不思議そうに私を見つめ
る子、一人一人の顔をしっかり見て、ポシ
ェットを作ってくださった皆さまのお気持

私個人にとっても、本当に忘れがたい貴
重な体験であり、また、今後活動を続ける
にあたって大きな力をもらいました。ご協
力頂いた支援者の方々に、心からお礼を申
し上げます。どうもありがとうございまし
た。
（久米澤 咲季）
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「風の船」in
「風の船」in 島根 Young Hopes

＜島根報告＞

＜感想＞

7 月 11 日（金）島根県美郷町立邑智中学
校へ、行ってきました。今回で 4 度目とな
る訪問では、例年同様、平和について考え
るレクチャーとワークショップの二部構成
にて授業を行いました。今年度は、学校側
のご協力により、事前学習が行われました。
生徒代表として生徒会総務委員のメンバー
が、①ＡＣＣについて、②セルビアについ
て、③カンボジアについて調査をし、調べ
た内容を模造紙にまとめ廊下に掲示したり、
校内放送で紹介したりして下さいました。
授業では、まず昨年度作成して頂いた作品
をカンボジアへ届けた際の報告を、実際の
映像や写真を用いて行いました。次に、コ
ソボについての、歴史的背景から現在の独
立問題についてレクチャーを行いました。
今年起きたコソボ独立運動の為、より一層
外部との接触を閉ざされてしまった人たち
が居ること、ACC としてそういった方たち
へ今まで同様の支援を行うことが難しくな
っているという現状を生徒のみなさんにも
知って頂きたかったからです。複雑なコソ
ボ問題について、多少難しい授業ではあり
ましたが、生徒の皆さんは、真剣に ACC メ
ンバーの発表に耳を傾けていました。その
ような閉鎖された環境に置かれた子どもた
ちに、もっと色々な世界が在るということ
を感じてもらう為に、日本紹介をしてはど
うだろうということで、今回のワークショ
ップでは、各学年別に「私たちの国」「私た
ちの町」「私たちの学校」というテーマの日
本紹介の旗を作成しました。ACC の用意し
た大きな白い布に、ペンキや絵の具を使い、
各学年オリジナリティあふれる作品を作っ
て下さいました。

ワークショップ終了後に、皆で目を瞑っ
て今回の授業について少し考える時間があ
りました。そのとき私の頭の中に浮かんで
きたのは、セルビアで出会った子どもたち、
カンボジアで出会った子どもたち、そして
邑智中学校の皆さんの笑顔でした。
私が ACC
の活動を続ける原動力は、活動で関わる人
たちの笑顔です。その笑顔の為に私ができ
ることがあるのであれば、小さなことでも
続けていきたい、そう思います。今回ワー
クショップにて一緒に作品を作っていると
きの生徒の皆さんはとても素敵な笑顔を見
せて下さいました。この皆さんの素敵な笑
顔で作られた作品を、私たちはコソボの子
どもたち、またはセルビアにいるコソボの
子どもたちに必ず届けなければならないと
思いました。授業の後「カンボジアに行っ
てみたいと思いました。
」と言いにきてくれ
た生徒がいました。将来その子がカンボジ
アに本当に行くのかどうかは別として、行
ってみたい、自分の目で見てみたいと思っ
てくれたこと、興味を持ってくれたことは、
とても嬉しく素晴らしいことだと思いまし
た。その気持ちが生まれてきたことに、私
たち ACC の活動が少しであれ関係している
のであれば、嬉しい限りです。最後に紙面
上ではありますが、毎回 ACC の活動へ多大
なるご理解ご協力を頂けます、邑智中学校
の先生方、生徒の皆さんに御礼申し上げま
す。どうもありがとうございました。
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ほうこく・いろ・いろ
「ともだち未来便」始まります
同封のご案内のように、本年度も｢ともだち
未来便｣を実施致します。今回はタイ国境に隣
接しているバンテアイミンチェイ州に、ACC
の現地パートナーNGO である COF が数年前
に建設した小学校での配布を予定しておりま
す。長年に亘る内戦の負の遺産を未だに背負
っているこの国の子どもたちに、心をこめた
「応援メッセージ」である「ともだち未来便」
を届けるため、皆様の温かいご理解とご協力
を心よりお願い申し上げます。

これからも、ACC チャリティ・フェアをご
愛顧頂きますよう、心よりお願い申し上げま
す。

「チャリティ・フェア」
チャリティ・フェア」
ACC 恒例のチャリティ・フェアを 6 月 8 日
（日）に開催いたしました。おかげさまで、
今回も夏を先取りした涼しげなジュエリーや
サンダル、カンボジアのかごバッグなどが好
評で、40 万円を超えるご協力をいただくこと
ができましたことを、感謝とともにご報告さ
せていただきます。今回は殊に早くからお越
しくださる方も多く、手狭な会場のために混
み合ってご迷惑をおかけいたしましたことお
詫び申し上げます。12 月初旬開催予定の次回、
比較的すいている午後の時間帯には、掘り出
し物をじっくりと探して頂けるお楽しみもご
ざいますので、お時間に余裕のある方はどう
かゆっくりとお出かけ下さいませ。

「さきちゃん英語教室」
「さきちゃん英語教室」
Young Hopes が「風の船」プログラムを実
施している養護施設にて、英語教室を行うと
いう新たな取り組みを始めました。英会話を
学びたいという養護施設の子どもたちの強い
希望もあり、海外在住経験の有るメンバーが
発案しました。英会話教室は月 1 回、発案者
の久米澤と他の Young Hopes メンバーが参
加し、養護施設内にて行っています。6 月に
行われた初回では、職員の方々も積極的に参
加してくださり、笑いのたえないとても楽し
い授業になりました。これからも工夫を凝ら
しながら楽しい授業を続けていきたいと思い
ます。

「ILBS(国際福祉協会
ILBS(国際福祉協会)
国際福祉協会)より助成金
昨年に引き続き、本年度も「おばあさんの
手」に対し、ILBS より助成金を頂きました。
この温かい継続的な支援は、コソボ難民の女
性たちにとっても、大きな励ましとなってお
ります。関係者の皆様に心より御礼を申し上
げます。

ご協力をお待ち申し上げています
編集後記
会員として、継続的な支援ネットワークに
カンボジアでは総選挙が実施され、日本か
ご参加ください。
らも監視団が派遣されました。政権の安定が
個人会員
年会費
10,000 円
ACC の活動地域である貧しい地方農村部に
学生会員
年会費
2,000 円
も恩恵をもたらすことを願ってやみません。
子ども会員
年会費
1,000 円
（高橋 喜美子）
法人会員
年会費
30,000 円
募金のご協力をお願いします。
随時、募金を承っています。
・ 書き損じはがき、未使用切手がございましたら
お送りくださいますようお願い致します。
送り先
●三菱東京
三菱東京 UFJ 銀行
恵比寿支店
特定非営利活動法人
普通預金口座番号 １６１０１５８
ACC 危機の子どもたち・希望
口座名
特定非営利活動法人
〒150-0021
危機の子どもたち・希望
東京都渋谷区恵比寿西 2-16-15-102
●郵便振替
郵便振替
Tel/Fax
03-3496-7090
口座番号 １８０－０－６９００４
E-mail forhope@tkk.att.ne.jp
口座名
特定非営利活動法人
危機の子どもたち・希望
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