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ごあいさつ

東ティモール医療友の会（AFMET）理事長

この度は皆様に残念なご報告をし

（1）

小林 裕

事で、理事会としてもっと早く手を

ティラリなどの住民全てが集まった

なければなりません。9月16日の午

打っていればと残念でなりません。

と思えるくらいの人だかりだったそ

後、
クリニック部分を除くＡＦＭＥＴの

これまでAFMETを支援して来て下

うです。群衆の中にはロジェリオさ

建 物 が 焼 け てしまった の で す 。

さった方々に対しまして、
このような

んの妹で、以前AFMETで働いてい

AFMETにとって、
アジェ氏の急逝に

事態に至ってしまったことを理事長

たロジャさんも駆けつけていて、泣

続く不幸な出来事でした。原因は天

として心からお詫び申し上げます。

きながら見ていたとのことでした。

井裏の電線をネズミがかじったこと

私は報告を受けた翌日17日にバ

火の勢いは強く、水は乏しく、消防も

による漏電が考えられます。8月の

リ島デンパサールからメルパチ航空

いない状況で、人々はただ火が消え

理事会で現地から漏電の可能性あ

の飛行機でディリに到着し一泊した

るまで見ているだけだったそうで

りとの報告を受け、直ちに修理する

の ち 、アサ ライノ村 出 身 のドライ

す。そのようななかで、亡くなった方

ように指示、現地で修理に必要な機

バーのロジェリオさんとAFMETの

やけがをした方が皆無だったことは

材などの準備をしていた矢先の出来

車でロスパロスへ向かいました。彼

なによりと言っていいのかもしれま

は途中運転しながら火事
の時のことを話してくれ
ました。
自宅にいた彼は、

事務所正面

現在、AFMETはロスパロス市内
にあるHIVOSの事務所を無償で借
りることができることになり、ジュベ

AFMETが燃えていると

ンシオ氏そして深堀夢衣さんを中心

の知らせを聞いて走って

に かまど普及プロジェクト を継続し

現場に行ったそうです。す

ています。AFMETは新たな出発を

でに多くの人が集まって

決意し、東ティモールの人々ととも

いましたが、
どんどん膨れ

に前進してまいる所存です。これか

上がり近隣のアサライノ、

らも皆さまの温かいご支援をお願い

ラサ、チャウルトゥル、ティ

致します。

事務所内

解体後

せん。

ロスパロスへ向かって
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AFMET現地派遣者

深堀 夢衣
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現地スタッフ

ジュベンシオ氏へのインタビュー
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質問者：深堀夢衣
回答者：ジュベンシオ・ソアレ

火災当日、私は卒業論文の研究に

だその場に呆然と立ち尽くすしかで

ていませんでしたが、
私のパスポート

かったです。それまでもアジェさん

ら い で や め る の か 、じゃ あ も う

来ていた学生と隣の村でアンケート

きず、全身は震え、頭では何も考えら

と、そこに挟んでいたアジェさんとの

が亡くなったことで悲しみの底にい

AFMETにはプロジェクトをやっても

調査を実施していました。調査も無

れず、涙は頬を伝って落ちていきま

写真が出てきました。アジェさんが急

たのに、さらに深くまで沈まされた

らいたくないと言われてしまったら

事に終わり、昼食を食べに入ったレ

す。集まっていた野次馬の人たちに

死してから、どこへ行くにも持って

気分でした。全焼した後の土地に足

AFMETの未来は難しいものになっ

ストランでゆっくりしていたところ、

は笑われ、余計に涙が溢れましたが、

いっていたアジェさんとの写真。

を踏み入れたとき、本当に何も無く

てしまいます。

アングーナと呼ばれる公共バスの運

悔しいので人前で泣くのは止めまし

転手さんが一人大慌てでレストラン

写真を見た瞬間、アジェさんへの

なった私たちが、
どこから、何を、
どの

もう一つはプロジェクト受益者の

た。自分に出来ることは何かを考え、

想いが込み上げて来て、
また涙が出

ように再開すればいいのか考えると

ことを考えたからです。彼らは私た

に駆け込んで来ました。
「お姉さん、

スタッフの 無 事を確 認し、理 事 の

てきました。

質問１ AFMETが火事に遭って

不安でした。働いているスタッフに

ちが再開することを待ってくれてい

AFMETが燃えているよ！
！」まさか…

方々に連絡したり、日本大使館に電

「アジェさん、自分の写真だけ守っ

しまったことについて、
どのように感

対して、仕事を無くすことになるの

ます。自分たちを期待してくれる人

とは 思 いましたが 、大きな 火 事に

話したりして時間が少しでも早く過

ちゃダメだよ…」と、涙と笑いで顔は

じていますか？

で、彼らに対して非常に申し訳なく、

を裏切る組織にはしたくないので、

なってはいけないと思い、消火する

ぎるようにしました。

ぐちゃぐちゃになりました。

悲しかったです。

以上の理由から再開を決めました。

質問２ プロジェクトに関して

質問３ 現在とこれから

ために大急ぎで車を走らせました。

鎮火した翌日、改めて敷地内に入

事務所兼住居の解体作業は、私が

ですが、遠く離れた場所からも見

り報告用の写真を撮っていると、強

日本へ緊急帰国している間に現地ス

える大きくてどす黒い煙が、消火活

風でトタン屋根がずれて閉じ込めら

タッフ3名が作業を手伝い、滞りなく

動をしたところで、
もう間に合わない

れそうになり、大急ぎで走って外に

終わったようです。これからは、中断

ということを物語っていました。ガラ

出ました。

しているHIVOSプロジェクト再開と

天井はすべて落ち、
セメントの壁に

成功に向け、再度AFMETスタッフ4

火が見えます。
ドアも何もかも燃え、

も大きなヒビが入っています。無事

名で力を合わせていきたいと思って

大きく開いた空間からは火と煙がご

だったのは一つだけあった金庫のみ。

います。再開は11月4日と決まり、

うごうと音を出していました。建物に

中を開けると、
いつ入れたのかは覚え

残り4村に計401基のかまどを設置

ス窓は割れ、そこから大きな赤黒い

近づこうと足を敷地内に入れると、

セキュリティーに火を消すように頼
みましたが、彼らからは「もう無理
だ」と言われただけでした。実際に

再開しようと思った理由は二つあ

現 在は、A F M E Tが継 続して東

行って現状を目にしたとき、
もう無理

ります。一つはここで再開をやめてし

ティモールで活動できるよう、ただ

だと言われた理由がわかり、心臓を

まったら、今後AFMETの名前が汚

前進あるのみだと考えています。不

誰 かに殴られたようですごく苦し

れてしまうと思ったからです。火事く

安な点はたくさんありますが、努力
し、一つ一つに正面から向き合って
いきたいです。
私はこれまでAFMETで本当にた
くさんのことを学びました。東ティ

していく予定です。ロスパロス市内

「ガスがあって危ない！入ってはいけ

にあるHIVOS事務所の一部を、今

ない！」
と来ていた警察や近隣住民に

後はAFMET事務所として借りられ

止められました。消 防 車は首 都 の

ることも決定しています。

ディリ県とロスパロスから2時間ほ

問題も不安なことも山積みですが、

ど離れたバウカウ県にありますが、

すべて自分の糧になると信じ、今後

警察が電話したところ、
ガソリンが無

もこの地で人々と共に生きていこう

いので行けないとのことでした。た

AFMETが火事だと聞いたとき、

金庫から出てきたパスポートと写真

という気持ちを新たにしています。

モールで働きながら、
こんなに良い
経験ができ、学べる組織はないと思
います。また、私はラウテン県の生ま
れで、この土地を開発したいという
想いもあります。AFMETがどんな
形に変わろうとも、ラウテン住民の
開発を手伝うAFMETで今後も働い

どんなことが出来るかわからないけど、一緒に頑張ろう！

アジェさんを偲んで

ていきたいです。

ロスパロスへの道中、ひと休み。中央がジュベンシオ氏

サトコ

AFMETが火事で全焼した、
という知

いて、分かってはいても憤りを感じまし

てます。私も早く帰って、一緒に頑張り

らせを受けた時、
とにかく驚いて、
「火

た。どうして、そういう心無いことを平

たいです。」一時帰国中の彼女が、そん

事で焼けっちゃったのかぁ〜」と、事の

気で言えるんだろうと。そんな人たち、

な気持ちを私に教えてくれました。

重大性がわからない、変な感覚でした。

放っておけばいい、もう、彼らの近くに

東ティモールに着任した時からくら

少し経ってからヒシヒシと実感し、慌て

いる意味は無い、そんなふうに思いま

べると、
ぐぐーっと大きくなって、強く

て現地に電話をしました。

した。

なって、
まさにティモールで現地の人と

村の住民が、呪いだとか、災いだと

深堀さんは、混乱の中で本当に一生

共に生きている彼女であり、そして困っ

か、そんなふうに騒いでいることは容

懸命でした。悪口を言ったのがロスパ

た時に本当に助けてくれる、AFMETの

易に想像できましたが、深堀さんから

ロス人なら、彼女を全身で助けてくれ

スタッフです。

AFMETが燃えて喜んでいる人や、ざ

たのもロスパロス人でした。
「スタッフ

まーみろ！と言っている人もいたと聞

が今のプロジェクトを続けたいって言っ

ガソリンの値段は、
日本なみ

どんなことが出来るかわからないけ
ど、一緒に頑張ろう！

アサライヌ村の特産品 素焼きの貯金箱
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東ティモール東端の湖、イラ・ララルの夕暮れ

理事会からのご報告

副理事長

山口 道孝

去る9月16日、
ＡＦＭＥＴの現地事

とが不可欠であると同理事会は判断

底させ、
ＡＦＭＥＴに課せられた多く

務所で火災が発生し、事務所並びに

し、理事長の意向を充分承知しなが

の課題に取り組んでいく所存でおり

居住スペース、台所などの建物、並

らも、同理事長の留任を決定いたし

ます。今後とも、
どうぞご支援いただ

びにスタッフの所持品を含めた設

ました。

きますよう、
よろしくお願い申し上げ

備、資料、備品の全てを焼損してしま

これからは、より安全な運営を徹

ます。

いました。原因は、事務所設備での

献金のお願い

漏電でした。近隣への延焼はまぬが
れたものの、現地の方々や関係者各

理事一同

いつも、東ティモールとＡＦＭＥＴ

位に多大なご迷惑をおかけしてしま
いました。ここに理事会一同、皆様に
対し深くお詫び申し上げます。
この事故を受け、
１０月１４日、第

の活動に心を寄せ、お祈りくださり、

既に新しい事務所を見つけました。

また、献金を含め、具体的に支えてく

東ティモールのひとたちの衛生面に

ださっていますこと、心から感謝して

おけるさらなる生活向上を目指し、

おります。ありがとうございます。

現地スタッフを中心として、
ますます

54回理事会を開催し、本件に関する

既に、
このニュースレターの中で

責任の所在、及び今後の対応につい

もご報告申し上げましたように、
この

て協議致しました。その際、小林理事
長から引責辞任の申し入れがありま
した。
しかし、先ず、事務所等の管理
を徹底し、
また、事故の再発を防止す
ることが急務であり、そのためには、
同理事長の下、諸課題に取り組むこ
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た活動を村人と共に継続するため、

積極的に活動を展開していくつもり
でおります。

度、火災によりＡＦＭＥＴの活動拠点

人々の健康としあわせのため、
こ

でありました現地の事務所並びに住

うした厳しい状況の下にある私たち

居スペースの全てを消失してしまい

ＡＦＭＥＴを、
これまで以上にご支援

ました。
しかし、日本人スタッフ並び

いただきますよう、
どうぞよろしくお

に現地スタッフは、
これまで行ってき

願い申し上げます。

ゆうちょ銀行振替口座

特定非営利活動法人

00200-5-29126

理事長 小林 裕
事務局 〒106-0032 東京都港区六本木4-2-39
TEL 03-5414-5222 FAX 03-5414-0991
info1@afmet.com
http://www.facebook.com/afmetti
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