
　さる１１月２日、佐野文子理事並び
に藤村千恵、鈴木みち子両会員と私
の４名は、成田を出発し、オーストラ
リアのパース、ダーウィンを経由し
て、東ティモールに入りました。
　東ティモール初日の１１月５日は、
朝からディリ市内で、無原罪の聖母
大聖堂を皮切りに、国立博物館、東
ティモール抵抗運動博物館、サンタ・
クルス墓地、そしてタイス市場を巡り
ました。その後、ラウテン県に向かう
ための買い出しをして、東へと出発し
ました。現在、主要幹線道路は、JICA
を通して日本のODAで整備が進め
られています。実際には、中国系の中
材建設が工事を進めていますが、丁
度工事中のため片側一車線やアス
ファルトを剥がした状態でがたがた
の道などがひたすら続き、通常５時
間の行程に、８時間以上かかってしま
いました。
　６日には、ヘルスワーカが組織した
FINIが、今も石鹸づくりやバージンコ
コナッツオイルの生産を継続してい
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て、「今は、液体石鹸
にチャレンジ中です」
と代表のカロリト・ドス
サントスさんが話して
いました。午後には、
４年前、１歳にもかか
わらず体重が３キロ
を下回っていた女の
子とAFMETが出会
い、命を救う結果に
なったイリオマール
準県のカイダブ村を
訪ねました。その晩
は、メハラの聖母訪問会修道院に泊
まらせていただき、ミサの後、おいし
い食事をいただきながら今のティ
モールについてたくさんのことを教
えていただきました。
　７日は、朝からリラックスしたムー
ドで東へ進み、三千年前に描かれた
壁画が見られる聖地イリケレケレを
特別に案内していただき、その後、東
ティモールで最も美しいサンゴ礁の
あるジャコ島に渡り、海を満喫しまし

た。その後、友人の墓参をし、コム海
岸の宿に入りました。
　８日の朝、キリンサイの養殖現場
をゆっくりと視察し、再度、二百五十
キロの道のりを首都ディリへと向か
いました。

　以下次ページで、初めての東ティ
モール訪問を果たした、理事の佐野
文子さんからのレポートをご覧くだ
さい。

久しぶりに実現した
東ティモールスタディーツアー
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東ティモールフェスタ 2019
5月18日（土）東京・四ツ谷で開催！
　「知って、味わって、つながる」。日本ではまだあまり知ら
れていない東ティモールの魅力を、多くの方々に伝える
イベント「東ティモールフェスタ」。
今年も上智大学四谷キャンパス9号館のアクティブコモ
ンズを会場に、たくさんのご来場者、東ティモール人留学
生、NGO関係者などで賑わいました。
　午前中の映画上映は人気作「カンタ！ティモール」。
東ティモール大使館からヌノ東ティモール臨時代表大使
が来場され、開会のご挨拶をいただきました。
午後のメインステージでは、大学生による東ティモール
の紹介に始まり、奈良県立大学教員の亀山理恵子先生に
よる歴史のレクチャー「東ティモールの道のり」、コーヒー
のフェアトレードNGOによる「コーヒーのおいしい淹れ方
講座」、タイスの紹介、東ティモール人留学生のトーク、そ
して有志バンドの演奏など盛りだくさんの内容でした。
　有志バンドはAFMETの渡邊理事を中心に、東ティ
モール人留学生たちと一緒に、三味線とティモールコー
ラスのコラボなど楽しい演奏を披露、最後は来場者全員
で輪になり、テべテべを踊って盛り上がり、お開きとなり

ジャコ島の美しすぎる海

聖母訪問会のシスター方と

AFMETの事務所を視察するスタディーツアー参加者

ガタガタの道を東へ250キロ進む

山口 道孝AFMET副理事長

2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。

ました。
　これまでは
東ティモール
で活動する
NGOの活動紹介がイベントの中心となっていましたが、
開催を重ねるごとに、東ティモール留学生の方々の企画
への参加や来場が増え、日本における東ティモール人の
交流の場となってきています。
　今年のAFMETブースでは現地活動としてキリンサイ
を紹介。写真とジオラマで、キリンサイの栽培や使用法な
どをご来場の方々にお伝えしました。
　また、今回のフェスタ実行委員会では、AFMETが事務
局を担当しました。実行委員会を毎月開催する中で、東
ティモールにつながる国際協力NGOや学校、学生グルー
プとの交流や連携が生まれ、AFMETにとって良い機会と
なりました。
　来年は、2020年5月23日（土）に開催が決定しまし
た。10月に第1回実行委員会が発足し、AFMETも参加
しています。ご来場をお待ちしております。

AFMET理事 漆原比呂志

テベテベでエンディング

東ティモール人留学生 有志バンドとティモールコーラス

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまし
て、ありがとうございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地
スタッフが中心となって進めてきたプロジェ
クトも試行錯誤のうえ、対象となった現地住
民のみなさんの生活環境を整える第一歩を
踏み出して終了することができました。

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのです
が、これからも他地域での活動を含め、ＡＦＭ
ＥＴは現地スタッフとともに、よりいっそうの活
動を続けていきたいと思っております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上
をめざして活動を続けるスタッフ、並びに現地
スタッフに、引き続きご支援をたまわりますよ
う、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円
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　今回のツアーの目的は、AFMETの
拠点を訪れることでした。現地では、コ
コナツオイル、オーガニック系の材料
で作られた石鹸などを、小さな店の裏
手でこつこつと作っている様子を見る
ことができました。養殖をはじめたば
かりの海藻“キリンサイ”も、生で食べ
ましたが、美味しい海藻でした。生で日
本に輸入出来たらどんなに良いか、そ
れが出来ないのが残念です。
　このツアーの中で興味深かかったこ
とは、東ティモールの山岳地帯で暮ら
す人々の生活状況でした。雑然とした
東ティモールの首都ディリに着いた
後、山岳地帯に入っていったのです
が、その途中で目にする人々の生活
は、トタンで作られた家、藁葺きき屋根
の家、そしてトイレは外、子供は裸足で
ウロウロしている、そんな状況でした。
その近くを子豚やヤギ、ニワトリ、放し
飼いの犬が歩き回り、その昔、朝日グ
ラフの写真特集かなにかで見た記憶
のある９０～１００年前の日本の田舎
の暮らしぶりのようでした。
　４５０年間のポルトガル植民地支配
と２４年間のインドネシア支配は、東
ティモールの人々の生活をずたずた
にしたに違いありません。人々にとっ
て長きに渡る苦しみ、日常化した内戦
の犠牲になり政治的取引の道具にさ
れながら、どんなに追い詰められても
環境に順応して生き続けた人々。そう
したひとに会う度に、みな笑顔で迎え
入れ、対応してくれて感激しました。

もっとお互いに言
葉が通じたら、今の
本当の気持ちを聞
いてみたいと思い
ました。「命をかけ
て勝ち取った独立
でしたが、今の生
活に満足していま
すか？」などと。
　山にこもってレ
ジスタンスに身を
投じた人々、フレテ
リン（独立革命戦
線）ファイリンティル（東ティモール民
族解放軍）など、「人間は自由のため
に命をかけるのだ」と、重く胸が熱くな
りました。５００人以上が犠牲になった
１９９１年１１月１２日のサンタ・クルス
事件の現場にもいき、参加者全員で
祈りを捧げました。
　１９９９年、ロスパロスからバウカウ
に買い出しのために車で出発した助
祭と修道女、また、それに同行してい
た日本の通信社“アジアプレス”のイン
ドネシア人記者ら９人に対して、インド
ネシア併合派の民兵が乱射し、９人全
員が死亡した事件も今回初めて知り
ました。その死を悼み、道沿いには霊
廟が建てられ、私たちもそこで車を下
り、しばし彼らの遺影の前で祈ること
ができました。
　１９８８年８月、ジュネーブの国連人
権委員会で、亡命していた東ティモー
ルのアンセルモ・アパリオはこう証言し

ています。 「私は人権など尊重され
ず、暴力が支配する、インドネシア軍の
完全支配を強いる、そんな環境で育ち
ました。暴力こそが最高の力であると
信じて育ちました。しかし、東ティモー
ルを抜け出してから、表現、集会、移
動、さらには文化の自由や抵抗する自
由がこの世に存在することを知り、驚
き、また、感激しました」。
　人間の歴史は、戦争の歴史、悲しい
かな、私たちが生きている間に完全に
争いがなくなることはなさそうです。
「何となく嫌が戦争につながる」、（J.ア
レン）ということばがあります。民族問
題、少数民族・マイノリティーへの偏
見、これらは皆人間の心が作るもので
す。こうしたことが本当にこの世から
無くなるのは、いつのことなのでしょう
か。そうした世界の見えにくい部分、見
たくない部分に色々とたくさん触れ、
考えさせられたツアーでした。

スタディーツアーを終えて Life is beautiful ! 
（人生は美しいものです！）

（3）（2）

AFMET理事 佐野文子

AFMET理事 漆原比呂志

東ティモール人留学生 オルダ・エンカルナサン・マルティレスさんのトークより　
（11月17日　カトリック厚木教会にて、スタディツアー体験報告会とともに開催）

FINIの売店で手作り石鹸を購入する イリオマールへ向かう途中で一休み

キリンサイの養殖

キリンサイ

カトリック厚木教会で語るオルダさん

　首都大学東京の大学院に
留学し、観光を学んでいるオ
ルダさんが、日本での生活
で感じたこと、考えたことな
どを分かち合ってくれまし
た。
　「日本人は優しい心を持っていま
す。道に迷って誰かに尋ねると、目的地
まで連れて行ってくださる方がたくさ
んいます。
　その一方で、路上で倒れている人が
いても、誰も声もかけず、助けないの
を見て、びっくりしています。東ティ
モールでは考えられません。
　日本では近所に誰が住んでいるの
かわかりませんが、東ティモールでは、
近所の人たちはみな『第2の家族』で
す。何か困ったことがある時は、お互い
に助け合うのです。」
　時間や働き方についての考え方も、
違うようです。
　「日本の満員電車には驚きました
が、いつも、次の電車を待てばよいの
に・・・、と思ってしまいます。東ティモー
ルに『過労死』はありません。
忙しくて、たった1分の時間がないと
きもあります。でも、人生とはとても短
く、明日何が起こるかわからないもの
です。その大切な時間を、家族や愛す
る人との貴重な時間として過ごしてく
ださい。」
　東ティモールと日本の習慣や文化
が異なる中で、お互いのユニークな習
慣や文化を体験することは、とても大
切なことだと語っていました。
当然、いろいろ困難なこともあります。
　「学生として、日本語で書く論文が
大変だったり、ひとり寂しい思いをした
り・・・。人生は大変な時もあるけど、とて
も美しいものです。
　Life is beautiful !　希望が持て
ない時は、祈ります。すると必ず解決
する道を示してもらえるのです。」

　そして最後に日本の皆さんへのメッ
セージです。
　「あなたの本当の気持ちを伝える
ことを、恥ずかしがらないでください。
まわりにいるみんなを、幸せで明るい
気持ちにさせてください。そして、何
か悩みがあったら、信頼できる人に打
ち明けるか、神様に相談してくださ
い。神様は24時間、私たちのそばに
います。」
　若く希望にあふれるオルダさんの
言葉に、大いに励まされ、勇気をいた
だきました。

ジャコ島でカツオを釣って大喜びの
ジュベンシオ

報告会で

サンタ・クルス墓地で
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い。神様は24時間、私たちのそばに
います。」
　若く希望にあふれるオルダさんの
言葉に、大いに励まされ、勇気をいた
だきました。

ジャコ島でカツオを釣って大喜びの
ジュベンシオ

報告会で

サンタ・クルス墓地で



　さる１１月２日、佐野文子理事並び
に藤村千恵、鈴木みち子両会員と私
の４名は、成田を出発し、オーストラ
リアのパース、ダーウィンを経由し
て、東ティモールに入りました。
　東ティモール初日の１１月５日は、
朝からディリ市内で、無原罪の聖母
大聖堂を皮切りに、国立博物館、東
ティモール抵抗運動博物館、サンタ・
クルス墓地、そしてタイス市場を巡り
ました。その後、ラウテン県に向かう
ための買い出しをして、東へと出発し
ました。現在、主要幹線道路は、JICA
を通して日本のODAで整備が進め
られています。実際には、中国系の中
材建設が工事を進めていますが、丁
度工事中のため片側一車線やアス
ファルトを剥がした状態でがたがた
の道などがひたすら続き、通常５時
間の行程に、８時間以上かかってしま
いました。
　６日には、ヘルスワーカが組織した
FINIが、今も石鹸づくりやバージンコ
コナッツオイルの生産を継続してい
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て、「今は、液体石鹸
にチャレンジ中です」
と代表のカロリト・ドス
サントスさんが話して
いました。午後には、
４年前、１歳にもかか
わらず体重が３キロ
を下回っていた女の
子とAFMETが出会
い、命を救う結果に
なったイリオマール
準県のカイダブ村を
訪ねました。その晩
は、メハラの聖母訪問会修道院に泊
まらせていただき、ミサの後、おいし
い食事をいただきながら今のティ
モールについてたくさんのことを教
えていただきました。
　７日は、朝からリラックスしたムー
ドで東へ進み、三千年前に描かれた
壁画が見られる聖地イリケレケレを
特別に案内していただき、その後、東
ティモールで最も美しいサンゴ礁の
あるジャコ島に渡り、海を満喫しまし

た。その後、友人の墓参をし、コム海
岸の宿に入りました。
　８日の朝、キリンサイの養殖現場
をゆっくりと視察し、再度、二百五十
キロの道のりを首都ディリへと向か
いました。

　以下次ページで、初めての東ティ
モール訪問を果たした、理事の佐野
文子さんからのレポートをご覧くだ
さい。

久しぶりに実現した
東ティモールスタディーツアー
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東ティモールフェスタ 2019
5月18日（土）東京・四ツ谷で開催！
　「知って、味わって、つながる」。日本ではまだあまり知ら
れていない東ティモールの魅力を、多くの方々に伝える
イベント「東ティモールフェスタ」。
今年も上智大学四谷キャンパス9号館のアクティブコモ
ンズを会場に、たくさんのご来場者、東ティモール人留学
生、NGO関係者などで賑わいました。
　午前中の映画上映は人気作「カンタ！ティモール」。
東ティモール大使館からヌノ東ティモール臨時代表大使
が来場され、開会のご挨拶をいただきました。
午後のメインステージでは、大学生による東ティモール
の紹介に始まり、奈良県立大学教員の亀山理恵子先生に
よる歴史のレクチャー「東ティモールの道のり」、コーヒー
のフェアトレードNGOによる「コーヒーのおいしい淹れ方
講座」、タイスの紹介、東ティモール人留学生のトーク、そ
して有志バンドの演奏など盛りだくさんの内容でした。
　有志バンドはAFMETの渡邊理事を中心に、東ティ
モール人留学生たちと一緒に、三味線とティモールコー
ラスのコラボなど楽しい演奏を披露、最後は来場者全員
で輪になり、テべテべを踊って盛り上がり、お開きとなり

ジャコ島の美しすぎる海

聖母訪問会のシスター方と

AFMETの事務所を視察するスタディーツアー参加者

ガタガタの道を東へ250キロ進む

山口 道孝AFMET副理事長

2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。

ました。
　これまでは
東ティモール
で活動する
NGOの活動紹介がイベントの中心となっていましたが、
開催を重ねるごとに、東ティモール留学生の方々の企画
への参加や来場が増え、日本における東ティモール人の
交流の場となってきています。
　今年のAFMETブースでは現地活動としてキリンサイ
を紹介。写真とジオラマで、キリンサイの栽培や使用法な
どをご来場の方々にお伝えしました。
　また、今回のフェスタ実行委員会では、AFMETが事務
局を担当しました。実行委員会を毎月開催する中で、東
ティモールにつながる国際協力NGOや学校、学生グルー
プとの交流や連携が生まれ、AFMETにとって良い機会と
なりました。
　来年は、2020年5月23日（土）に開催が決定しまし
た。10月に第1回実行委員会が発足し、AFMETも参加
しています。ご来場をお待ちしております。

AFMET理事 漆原比呂志

テベテベでエンディング

東ティモール人留学生 有志バンドとティモールコーラス

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまし
て、ありがとうございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地
スタッフが中心となって進めてきたプロジェ
クトも試行錯誤のうえ、対象となった現地住
民のみなさんの生活環境を整える第一歩を
踏み出して終了することができました。

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのです
が、これからも他地域での活動を含め、ＡＦＭ
ＥＴは現地スタッフとともに、よりいっそうの活
動を続けていきたいと思っております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上
をめざして活動を続けるスタッフ、並びに現地
スタッフに、引き続きご支援をたまわりますよ
う、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円


