影響を解説して教育学博

った︒この悪循環か終わ

りにするには﹁平和と安

定した生活が欠かせな

とと指摘︒﹁平和を望

むなら︑どれくらい人に

優しくできるか︑どれだ

け許せるかが大切﹂と説

き︑﹁自分が恵まれてい

るのにそれに気付かない

リカの国々で見た︑栄養

た︒

も変われる﹂と呼び掛け

晴らしいことに︑いつで

のは不幸です︒人間は素

失調などで子供が次々と

苫小牧･せらぴ
死んでいく︑多産多死の

一方で︑イラクやアフ

露し︑会場を沸かせた︒

国内外の様子語る

士の一面を見せたり︑海

厳しい現実についても語

支え合いの大切さについて語った
アグネス・チャンさん‥， ‥

アグネスさん
・講 ． 演

ぴの主催で︑道委託の施

つなどについても語り︑

設拠点機能支援事業の一

歌手で教育学博士︑日

時にユーモアや歌声も披

本ユニセフ協会大使と幅

アクネスさんは︑他人

外留学監慧したいきさ

と﹁比べる﹂子育ての悪

環として開催した︒

会が十日︑苫小牧市文化

指し︒社会福祉法人せら

障害者理解の促進を目

耳を傾けた︒

ネスさんの優しい語りに

り﹂をテーマにしたアグ

﹁ともに支え合う街づく

は︑市民約三百人が訪れ︒

で延期になった講演会に

定の二月から大雪の影響

会館で開かれた︒当初予

チャンさんを招いた講演

広く活躍するアクネス・

会

工薪盛楚証器愚辰

ちかど・

差別心い︑支え合う社会に
ー多乖ｆ函嚢家らＩ①
今月十日︑歌手のアグネスーチャンさんを招

牧市文化会館で開かれた︒﹁みんな地域に生き

いた講演会︵社会福祉法人せらぴ主催︶が苫小

るひとＩともに支え合う街づくりに向けて﹂を
テーマに︑アクネスさんは海外ボランティアの

て︑安定した環境で子育

いろんな国を歩いてみ

む力を持つまで︑時間が

もう一度︑子供をはぐく

要するに︑一つの地域が

なか下がらないんです︒

うすると︑自分が余裕が

裕のない人を助ける︒そ

も余裕がある時には︑余

いますね︒自分に少しで

にしないといけないと思

比べられ︑﹁似ていない

番︒わたしはよく二人と

は頭が良くてずっと一

がかわいく︑二番目の姉

ました︒一番上の姉は顔

の四番目として育てられ

が大切なんです︒

さを認めてもらう︒それ

れを認め合う︒自分の良

の良さは絶対にある︒そ

しれないけれど︑その人

しかして不便があるかも
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てができない人の方が︑

かかるんです︒その間に︑

孟冒合う日です︒

圧倒的に多いことを知り

比べないでご丸こと受

ね﹂と言われ︑性格が少

めて︑その人の美しさが

け止めるノ受け也めて初

なくなった時に︑人に頼

しずつ暗くなった気がし

むことができるんです︒

ます︒

また争いが起きて︑犠牲

あなたが人に何かを頼

になっていく︒

んだ時︑その人が幸せに

ました︒ユニセフの統計

もう一つは安定した生

なるチャンスがくるわけ

では︑まだ毎年︑九百二
十万人以上の子供たちが

活です︒ぜいたぐは言い

プロフィール

いうラインは幻です︒

分かるんですね︒普通と

ません︒面倒を見ている

ぃ行在ど と

間は比べては

心理学の人たちは︑﹁人

まうんです︒どこで生ま

五歳になる前に死んでし

れてどこで

死ぬのかと

体験や子育て経験などで学んだ支え合い精神の
大切さを伝えた︒講演の内容を三回にわたって

香港生まれ了⊥９７

２年﹁ひなけしの花﹂

恥牡戦争と貧困なくそう︿語り恥

で歌手として日本デビ

紹介する︒

わたしは

をなそなてし

ューを果たす︒その後︑

の国︑貧困

ボランティア活動や文

香港生ま

です︒自信をなくしたら︑

化活動にも積極的に参

まうんだそう
なんです︒遠慮しないで︒

自分に良いものを持って

加︒現在︑歌手活動にと

な国です︒
大人が︑食べ物を持って

つらくなったら︑誰かに

いても︑外に出さなくな

れ︑香港育

帰ってくるぐらいの状況

ります︒外に出さないう

悪循環を止めるには︑・
二つ最低条件が必要と思

相談しましょう︒そして︑

ち︒十七歳
から日本に

誰かがつらそうだった

どまらず︑エッセイス

が必要です︒残念ながら︑
まだたくさんの国が︑こ

ト︑大学教授︑日本ユニ

います︒
そのＩつが︑平和です︒

ちに︑忘れてしまう︒と

来て︑三十
七年になり

ら︑相談に乗ってあげま

戦時中たくさんの人が死

の二つの最低条件でさえ

ます︒きょ

広く活躍している︒

セフ協会大使など︑幅
これを基準にして自分

口

六人兄弟す．０障害がある人は︑も

魅力は︑人それぞれで

てももったいないことで
にます︒戦争が終わると︑

の地域を考えると︑日本

しょう︒これが支え合い
大人の死亡率はがくっと

そろっていないんです︒

うは支え合

下がりますが︑子供の死

す︒

う︑差別し

︵わたしは︶

なんてすね︒

てはいけな

亡率は何年だってもなか

は平和です︒本当に大事

いという心

口

言青演したアグ
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）

１４
４

２ ０ ０ ９年

差別ない︑支え合う社務
上タネこ辻雲家らＩ示

くとも一つ覚えたのは︑になって怖くなって死ん
いろんな人が自分の地域でいくこともなかった︒
に生きているということ 自分が恵まれているの
です︒わたしが知らないにそれに気付かないのは

す

なかったか
ら︑不平不
満ばかり言
って︑づ自分
のことをか

違

い
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った時は︑たいがい自分て︑尊敬し合う︒楽しめ

口

ならない部分が弗ったと

んで︒どうしても同じに

のことばっかり考えているものがあったら︑楽し

口

る時なんですよ︒

香港にいる時︑友情友しても︑時と場勝光

もし世界中の人がこの

なのかなと思いました︒

好平和の一番のカギは︑ては大目に見ないと駄目

みんな同じになることだ

考え方になれたら︑ それ

と思っていましたが︑日

こそ︑もう少

でも︑冷戦

し平和が来て

の終わった今も五十何力

本に来てこの考えは少し

Ｘ
合う必要言で

︸・
幸首ごった６.︑どうして浅いと思いまし允︒

の下で寝ていた・服も着答えが出ました︒わたしみんな違い生今社会で因は︑宗教の違い︑歴史

っていたんです︒

えていたから︑苦しくなで考えたら︑なおさらでいです︒

てい乍︒ごば曾食べ収は自分のことばっかり考そうだっぢ陣世界単位の認識の違い︑民族の違
れたノ親兄弟がいて︑学

自分のことを暗いと思誌め合って︑尊重し合っどこかで起きています︒

え︑自発的に取り組んだ︒ことなんてすね︒違いをずなのに︑毎日のように

人のことを一生懸命考はなく︑違いを認め合うをわたしたちはしないは

かげで︑やっと︑周りのは︑皆同じになることです﹂とそんな愚かなこと

ボランティア活動のお 支え合う時に大事なのいなら死んでもらいま

すよね︒⁝⁝⁝・

校にも行け鳥おなか亦
痛くなったら︑わたしば

﹁同じになってくれな

なくともヽわたしは屋根ふ︒いろいろと考えたら︑も︑大人にな・ってみたら︑80％が内戦です︒主な原

とんでもなかっだ︒少﹂毎日︑ちょっと苦しいの 同じ所で生まれ育って国と地域で戦時中です︒

わけそうと思っていた︒
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集ま９た約300人に、平和への思い
アグネスさん
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半分で︑ボランティア活い子︑難民の子︑心に病きている仲間がいっぱいう︑わたしは自分を不幸

を通し︑

動に参加しました︒活動を持つ子供︒がんの末期いました︒でも︑わたしにしていただけなんで
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なりました︒あの一回で︒

自分もよくなります︒優

はくれたんです︒助けて

無い︒孚供たちが運ばれ

口

無く︑電気も無い︑薬もができると思います︒

たちが必死でした︒水も幸せの種を見つけること

病院に行ったら︑先生しく支え︑その中から︑

渡す限りがお墓︒

あげたいと思うと自分の

最後に︑天国と地獄の

一生分の勇気を子供たち

知灸詐力までどんどん

例え話を︒丸いテーブル

差別心い︑支え合う社会に

らしかなかった︒そんな

てきても︑手術ができな

−多ネエぶ講演寥らＩ⑦
初めてアフリカに行っ
子たちが踊り出し︑一歓迎

い︒どうしてもしなけれ
から／︻ぜひ︼緒はならない時は︑みんな

うがたくさん並び︑みん

の真ん中に豪華なごちそ

地獄の場合︑長いはし

なが食べようとしていま

︼番弱い子たちで押さえ︑麻酔なしでそ

口

たのはエチオピアで︑一

歌に合いの手を入れて

しようとしてくれたの︒
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九八五年でした︒その年︑

もうその姿がかわいく
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たちとコミュニケーショ運命だなと思い︑子供たましち⁝⁝奇れから日々勉いがすごかったです︒これがとても長い︒
ン叢ろうと思い︑話せ
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︒を使ってごちそうを取っ

きて︑自分の口には届か

放しの子︑がんの末期患しまいにはあなたのせ

ちを抱え︑誤字○して︑強です︒タイでは︑人身 励ん病棟に行ったら︑ない︒見えていて食べら

者です︒先生は劣化ウラい︑と大騒ぎです︒

本当に触れ合いができま売買︒︒スーダンでは児童あふれんぱかりの泣きっ れない︒欲求不満になり︑

人︑三人と子供が立ち上した︒この子と死んでも兵士の問題︒インドーム

が︑歌ううちに一人︑二

がってくれた︒立つと︑構わないと思った瞬間︑ンバイのスラムの子供た
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わたしたちに頼みに来る

じくやってもらう︒お互

ください﹂と︒自分も同

ことなの︒助けてよ﹂と︑びます︒﹁はい︑食べて

んです︒さすがに︑言葉

イラクには

ブッシュ前大

いにおいしい物が食べら

二〇〇三年︑

統領が終結官︼を失いました︒

の墓地で︑見ら︑地域がよくなれば︑

真ん中は子供分ち地域の一部ですかいと思います︒

した︒まちのらいいなと思います︒自みんなと一緒に頑張りだ

陸路で入ぴまて︑夢見る生活ができたぱ︑幸せだなと思います︒

ウェートから行けて︑満足に食べられ近いような状況になれ

きました︒クいたくを言えば︑学校に時には︑少しでも天国に

たしたちは行く生きていてほしい︒ぜ 次の世代が大人になる

後︑六月にねこういう子に一日でも長がいっぱいだそうです︒

言を出した わたしの最大の夢は︑れ︑和気あいあい︑幸せ

世界にあふれる、悲しい現実を
語るアグネス・チャンさん
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しょう︒被爆はどういうたら︑相手の口元まで運

ン弾のせいと言い︑﹁あ 天国の場合︑長いはし

遥

口

体がやせているのがよく胸いっぱいの幸せを感じち︑本当にかわいそうだ

．願朧艦翁言
Ｊ

口

なたは日本から来たんででおいしそうな物を取っ

ﾉ……………朧
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わたしの三︑四本の指ぐこに行っても︑怖くなく

分かりました︒太ももが﹂たんです︒あれから︑どった︒

という顔をされたんです

は﹁変なおばさんだな﹂

ないわた︑呪咆力人から
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