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響く翁感黒を磯し、苗3年鑽終わ暴ξg

「フィ リピンに本 をお くる会」の活動 は多 くの成果 を残 し、 4年 目を無事

終了、皆さんの心温まるご支援を厚くおネL申 し上げます。

日本も現地も活動の幅が広がり、さまざまの難題を乗り越えながら、順調に発展していま

す。現地では、昨秋大洪水で家・田畑が流され、加えて水疱蒼が蔓延、近隣の村では亡くな

った子どももいたそうですが、幸いここは実害がなく、やっと生活が元に戻ってきたとのこ

と、図書館も多くのボランティアの尽力で開館 要も増え、子どもたちは相変わらず読書にい

そしんでいるとのこと。また、マイクロファイナンス 籠 利貸付制度)を活用し、ミシンを

修理してカーテン、枕カバー等を制作するグループもでき、自立への一歩も試みているよう

です。

そんな申でスタッアが筆り組んだのは、「山の学校」18校に本を届ける活動です。

日本の本集めでは複数本がかなりあり、それ らを活用してはどうかと、各校 3冊 (図書類 。物語 。科学の本)ずつを前優で送っ

たのですが、それをスタッフが車で各校に届けるのです。タテイ市では平地の「町の学校」、山間にある F山 の学校」と行政が分

かれ、主として山岳少数民族の多い「山の学校」は 18校、そのすべてに 2カ月かかつて届 l―lる 仕事が完了、苦労まま多かつたけ

れどとても良かつた 。・・ と報告が来ています。

さて、令和となつた 5年目の活動は、これらの成果の上に立って縮だヽ 3開会の方向ti考えてお りますが、後継者を見つけて出

来るだけの支援を続けたいと思つておりますので、ラ1き続き後押 しをどうぞよろしくお願い申し上げます。

瞥 機 自 ら 襲 け ら 担 難 選 付 昌 鯵 ***********

この好意の山は、仕分けされ、   現地ウーカイクーカイ (フ リーマー

本とともに詰められて海を越え・・ ケット)|ま大人気でジャンケンや

くじヲiき をするほど。収益は図書館

の運営、修理費などにあてられる。

流されても流されても橋はすぐ再建

され、人々はた0まず立ち上がる

～～号諄簿0活動翻脅 ～～

4月  。チャリティーコンサー ト

300余人参加で大盛況

5月  。本送 り (120冊 )

・大官フリーマーケット参加

6月 ・横浜岩竹邸で『 手しごと展』参加

7月 。「あっぷるはうす」貫「売会

8月 'F子 どもの本研究会」参カロ

9月 ・本の購入・翻訳活動

10月 。大宮フリーマーケット参加

li月 ・本送 り (180冊 )

12月  '「あつぷる・はうす」即売会

1月 ・「び―んず」貝『売会

2月 。現地訪Fr1 3人 (本 100冊 持参)

3月 。本づくりの会

。「やつてるよ」即売会

・ ・ lL浦秘フリーマーケット参加

4月 ・本送 り (170冊〕_計 550冊

*「あむあむJ:毎月例会開催

*    4年 間の送付数  1715冊

「あ参あ参」大活曜 よよ

技術の上達 した「あ警あむJの

製品は人気も高く、 3画命展示

印売会で大きな収益をあげて

大喜び !

看3籍A議等奪震ぎ£

舞 31華 :ま ま

中学生 。若い主婦たちも参加 して

フィリピンを語 りながら本づくり。

世代間交流もばつちり 1:



学校訪間に出かけるスタップ、

このようにして 18校訪ねる。

オ覆ンの講

オモ ン・ ァンデス

私たち S P IvTは  ほん とit‐ うれ しい

た ぐ六スプの子だす、カム キ孝力ち

市 三 蕩 アヽス げ ― 書 与

本たちをだいじに うけとってくれる

そして私たちは 伸間になる

サンタ、イネス、すヨン、キナブ′ヽン

ティヌカン、カヤブー、マ ミヤウ、

サン トニンニョ、サンアン ドンス、

タブ菫ン、すヤンバイ、アヤガイ、

アラス・ アシン.ピナグサビラン、

アデライ 。デライ、テンパロック・・・

出の学校 奥の奥まですべてたずねた、

私たちSPMは  ほんとほうれ しい

校長先生も みんな なかま

そしてなかまは どんどんふえていく

本を通して 私たちの結びつきは

どんどん強くなる

市長さんも応援 してくれ

私たちは一歩をふみだした

山の子どもたちの力は

予想を超えて どんどん伸びていく

爾本のFNLの みなさん :

本をこんなにもたくさんの人に

送ってくれて ありがとう ,

本をとだけ6

ホSPMは 現地離 の呼び名

FNLは 現地の私たちへの呼び名

轟本のFNLの 皆さん、お元気ですか ? いつも心のこもつた援助をありがとう

ございます。 洪水、台風は毎年のように来ますが、私たちはすぐに立ち直ります。

「山の学校」に本を雇ける活動は、 5詩蘭もかかつた所もあつましたが、行く先々で

喜ばれ、子どもたちはすぐに読み始め、先生たちは質問攻めでした。

疲れましたが 「出の学校J6● 00人以上に幸せを持つて行つたのだと、私たちも

幸せでした。みんな露本人の心に感謝 していました。

「動の学糠Jの一部を紹介し攀峨3・ 0・・●00い 09000,・ 争・・・・・・

ナ 署ン

ー番山奥の学校で一学級・ 先生一人、

先生は学校に住み込んでいる。

ゴナゲ サピラン

今まで見たことのない美しい本だね。

来年も忘れずξこきてね・ 。と何回も。

校長先生は、もとマンガーハンに

いた。全校の子に読み聞かせを

したそ うだ。

送付された写真を見てびつくり 1241「

掲示物、 Tど もたちの様了に格段の ll

早速体育館で 読み聞かせ、

ラ、 , '、 売ス : ヵ ム ■■ ^‐ _

みんな図書館 (図書室)を とて も

欲 しがっていま しため

ライ′iン

どうしたら、こういう本が手に入

るの ?ど うやつて送られてくるの ?

先生たちから質問攻め。

、10年 前の訪問時に
'Lし

、校舎、

化が 1',り 、教育にプ」を入、れ fい る

まだ■だ 。・・  ttt I多 美II,

アラス oアシン

クヤンパイ

ポ ツプア ノブ '塗 り絵 の本な どもc

のがよく分か りま した。 で も本′つ力は


