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＜日本ケニア学生会議とは＞ 

 

学生という立場を生かした、日本とケニア両国の交流を通じての相互理解を目的とし、日

本ケニア両国間の学生交流、および地元の人々との活発なコミュニケーションを通じ、両国

のさらなる友好関係を進展させることを主眼として活動を行っている。年に一度いずれかの国

で開催される本会議では、学生同士の討論を中心にして、多文化共生社会の実現、草の根

からのグローバリゼーション、南北の構造的問題の解消など、世界の諸問題の解決に向けて

提言・活動をおこなう。そのために討論成果、現地視察内容の公開、報告会開催、報告書作

成、新聞の発行に加え、ほかの国際交流団体との情報交換や啓発イベントを通じて、常に社

会に開かれた学生会議であることを目標とする。 

なお、当団体は、特定の営利、宗教、政治性からは常に中立である。 

 

 今回の私たちの渡航の第一の目的は、日本ケニア学生会議の更なる発展を目指し、

学生会議設立からこれまでの活動の反省を元に、日本ケニア学生会議が日本とケニア

両国において、どのように活動を進めていくかの方向性を共有することであった。同

時に、日本側はケニア側学生とともに教育や国際協力の現場を訪れて、今後の日本で

の活動に活かしていこうという目的からでもあった。 
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第６期日本ケニア学生会議メンバー紹介 

＜渡航メンバー＞ 

 

実行委員長 

渡邉 睦 立教大学社会学部社会学科 ４年 

 

副実行委員長 

繁田 真由子 東京女子大学文理学部英米文学科 ４年 

 

総務局長 

佐藤 歩 青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科 ３年 

 

学術局長 

庄司 紘子 東京女子大学文理学部哲学科 ３年 

 

＜日本残留メンバー＞ 

 

広報局長 

中家 由加利 青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科 ３年 

 

会計・財務局長 

渡邉 聡 東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科 ４年 

 

関西支部長 

西岡 志乃 神戸大学法学部法学科 ３年 

 

創設者兼日本側責任者 

後藤 千枝 氏 

 

ケニア側責任者  

神戸 俊平 氏 

（ケニアに住んで 30 年の、獣医さんであり子ども達への給食等の NGO 活動もしている

方である。「神戸先生はケニア人」と言いたいくらい、ケニアに密着した方だ。私たちは今

回の渡航中、神戸先生に本当にお世話になった。） 
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＜スケジュール概要＞  

日程 スケジュール概要
２月２８日（月） 日本出発（エミレーツ航空）
３月１日（火） ナイロビ到着・在ケニア日本大使館を表敬訪問
２日（水） ケニアメンバーのWinnieがナイロビを案内してくれる
３日（木） 終日、翌日のプライマリースクールでの授業の準備　　　　　　
４日（金） Aga Khan Primary Schoolで日本の文化紹介
５日（土） エガトン大学生とのミーティング/神戸俊平先生と「日本学術振興会」へ 
６日（日） 神戸先生と、教会とキコンバスラムへ
７日（月） 動物孤児院（KWS）訪問

ACK St.Nicholas Childrens Home（孤児院）を訪問　
８日（火） JICAプログラムSave the Children Centreと、キベラスラムの学校を訪問
９日（水） JICAのSMASSEプログラム見学/JICAケニア事務所訪問
１０日（木） 神戸先生と、再びキコンバスラムへ
１１日（金） 午後、ナクルのエガトン大学へ
１２日（土） エガトン大学生とのミーティング
１３日（日） 神戸先生・佐賀大医学部生と、リムルの宮城さんのお宅へ。
１４日（月） 繁田帰国。　渡邊・庄司・佐藤はカカメガへ向かう。
１５・１６日（火・水） エレギで石川亮さんのお宅に滞在
１７日（木） エレギからナイロビへ出発
１８・１９・２０日（金・土・日） 佐藤と庄司がNGOサイディアフラハを訪問・滞在

渡邉は石川亮さんとともにJOCVの活動に一部参加（19，20日モンバサへ）
２１日（月） 佐藤と庄司がケニアを出国

渡邉は再び石川亮さんの任地へ
２２・２３・２４日（火・水・木） 渡邉、エリギ地域住民と文化交流を行う。
２５日（金） 渡邉、ケニアを出国（２６日日本帰国）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜JKSC 旅の日記＞ 
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２月２８（月）・３月１日（火）快晴        文責：庄司紘子       

 

快適すぎる空の旅。 

関西国際空港からドバイを経由してケニアへと向かう。 

エミレーツ航空は、私たちにまるでわざわざ飛行機に乗りに来たかのような楽しさを与

えてくれた。１７０種類の映画チャンネル、ボリュームたっぷりでおいしい機内食。お菓

子やカップ麺、カクテルのサービスまである。天井はまるでプラネタリウムのよう・・・。 

あぁ、私たちはこれからどこに行こうとしているのかしら？ 

 

１日の正午を過ぎた頃、飛行機の窓からケニアの大地が見えてきた。右の窓からは広大

な濃い黄土色のサバンナが、左の窓からはたくさんのビルが立ち並ぶ近代都市が。 

 

ついにケニアに降り立つ。黄金色の太陽が頭のすぐ上でぎらぎらと光っている。 

空港には学生会議のケニア人メンバーが迎えに来てくれた。 

タクシーに乗り空港を離れてまもなくすると、左手の草原の中にキリンが！！なんとも

あっけなく野生動物との出会いを果たしてしまった。 

ケニアの街には多くの日本車が走り、いたるところで電子機器を扱う日本企業の看板を

見かける。異国の地で、自分の国日本の“工業国”という強いイメージを認識した。 

 

私たちが宿泊するＡＣＫ（Anglican Church of Kenya）ゲストハウスは、都心から少し

離れた、官公庁が立ち並ぶ場所の一角にある。 

建物の外には、道端に敷物を広げて色とりどりのフルーツや野菜を売るおばさんたちが

いる。そして、何をするでもなく道端に腰を下ろすものがいる。ケニア人学生が、彼らは

物乞いなのだと教えてくれる。そして彼らが近づいてきたら、「ハクナ」（スワヒリ語で な

い という意味。）と言いなさい と諭された。 

在ケニア日本大使館を表敬訪問した後、バーガーショップで、ケニアにきて初めての食

事をした。ケニアにはたくさんのバーガーショップがあり、手ごろな値段のジャンクフー

ドは、若者たちに好んで食されている。マヨネーズで味付けたという付け合せの野菜はな

ぜか甘く、ポテトはお皿いっぱいの山盛りだ。 

その後薬局へ立ち寄ってマラリア予防薬を買い、スーパーマーケットへと向かった。色

とりどりの食品が、足元から高いところまでずらりと並んでいる。 

 

 

 

 ケニア大手の 

スーパーマーケット 

｢ナクマット｣の中。 

日本では見ない食材 

がたくさん。 
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私たちは大きなボトルに入った、おいしそうなジュースを買った。 

 

ケニアで最初の失敗は、このジュースだった。実はこのジュース、水で薄めて飲むため

の濃く甘～い原液なのだ。何も知らずにコップにたっぷり注いだそれをごくりと飲んだメ

ンバーの顔を想像してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２日（水）晴れ             文責： 庄司紘子 

 

ケニアのチェーンス

ーパー 

“ＮＡＫＵＭＡＴ” 

の従業員 
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学生の案内でナイロビ大学を訪れ、キャンパスや学生寮を見てまわった。大学内の書店

ではケニア（アフリカ）で作られた小説や絵本、学術書など様々な本を購入した。日本で

はなかなか出会えないアフリカの本に、あれもこれもと手が出てしまう。 

その後、ナイロビ大学生の Winnie と一緒に、ナイロビの街を散策する。 

ナイロビの街の中は、車（ディーゼル車）の排気ガスと砂埃で煙たく、時々息苦しくな

る。道路には信号機や横断歩道が無いため、人々は道路を車の間を縫うようにしていそい

そと動いている。ボーっとしていたらすぐに轢かれてしまうだろう。おっと！大型バスが

私たちに向かってスピードを弱めずに突進してきた。「道路は車優先です」と叫んでいるか

のようだ。 

街を歩いていて目に入るのは黒人ばかり。そんな光景は初めてなのに、ドキドキするこ

とも、そのことに新鮮さを感じることも無い。なぜだろう。ショーウィンドウに映る自分

の姿を見た。おかしな話だが、「ああ、私の肌は黄色いのね。」と思った。私たちは希少な

ものに目を奪われ胸を踊らすのだろう。目の前で、今までの自分の中のマイノリティ（黒

人）がマジョリティとなって広がったとき、私はそれを当たり前のごとく平静に捉え、今

まであまりに意識しなかったこと（黄色人である自分）に少しばかりのドキドキを覚えた

のだった。 

これもまたおかしな話だが、たくさんのケニア人を見るうちに、彼らの顔にも個性があ

るのだ、ということを認識したのだった。ケニア人が、「日本人も韓国人も中国人もみんな

特徴の無い同じ顔だ」と言い、初めて出会うケニア人が「みちこ？」「よしこ？」と、おそ

らく彼らが過去に出会った日本人と私を混同して呼ぶように、ケニア（アフリカ）の黒い

肌の人たちは、これまで私の中にあまりにバラエティーをもたなかったのだ。 

街の通りの柱に、学校の保健室にあるような大きな体重計がくくりつけてある。なぜこ

んなところに？２シリング（３円）ほどで測定可能である。せっかくだからちょっと使っ

てみようかしらと思ったが、周りの目が気になってダメだった。 

時計が壊れてしまったメンバーの新しい時計を購入するため、時計屋さんに立ち寄る。

店にはポケモンやドラえもんの目覚まし時計も置かれていた。店の入り口にはアスカリ

（門番）が立っている。背の高いのほほんとした温厚な表情の彼に、思わず英語で話しか

けてみた。ところが、彼は英語を話せなかった。ケニアでは英語が公用語であり、教育も

英語で行われている。国民の英語習得率は高いが、スワヒリ語という立派な国語があるこ

ともあり、英語はどこででも使われているものでもなければ通じるものでもない。ああ、

スワヒリ語を勉強しておけばよかった、とその時心から思った。申し訳なさそうな顔で見

つめる彼に、アサンテ（ありがとう）としか言えない自分が、本当に情けなかった。 

Winnie が友人とランチによく利用するというお店に連れて行ってくれた。飲み物を注

文するとき、Winnie が店員に「温かいファンタオレンジ！」と言った。一瞬耳を疑い、ど

んなアフリカンジョークなのだろうと思った。だが、本当に出てきたのだ、温かいファン

タオレンジが。温かいといえば大げさだが、常温で生ぬるいソーダを、Winnie ばかりでな
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く多くのケニア人は好んで飲む。冷たいものを飲むことは体に悪いと信じるためだ。お店

によっては、「冷たい（バディリ）ソーダをください」と言わない限り、冷やされたものが

出てこない。ソーダ（ジュース類全般を指す）だけでなくビールも冷やす習慣がない。甘

みがあり飲みやすいケニアのビール“タスカー”を冷やして飲みたいといったら、「冷やさ

ないでくれ」と笑われた。 

私たちはこのお店で初めてケニア料理を食べた。ウガリというケニアの主食で、とうも

ろこしの粉をお湯でこねたものである。さっそく手でいただく。お団子１つ分ほどを手に

取り、何度かぎゅっと握って固め、それを平たくつぶして厚い皮状にし、それで具を挟ん

でいただいた。ほんのり香ばしい味だ。お腹にたまるため、どんぶり一杯分ほどの量があ

るそれはとても食べ切れなかった。「男の子たちはこれを山盛り食べるけれど、食べた後は

みんなすぐ眠くなっちゃうわ！」と Winnie。ウガリと一緒に頂いたのは、ビーフシチュー

と、ソテーされたスクマウィキという緑色野菜。少し苦味のある固めの繊維質のこの野菜

は、あの“青汁”の主原料であり、ケニアでは日常的に食されているものだ。この日以来、

滞在中に私は好んでスクマウィキを食べた。だが、日本に帰った今、青汁を好んで飲みた

いとは思えない。日本でも、わざわざ液体にしないで固体のまま食べればよいのに・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月３日（木）くもり     文責：庄司紘子 

 翌日、 Aga Khan Primary School で行う授業に備え、終日ゲストハウスで準備や練習

を行った。 

ナイロビ大学の一風景。 

たくさんの学生が歩く。 

この近くには東アフリカ

最大の図書館もある。 

 

ンガリとビーフシチュー。 

左上にスクマ。 

これだけでおなか一杯。 
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３月４日（金）雲ひとつ無い青空         文責：庄司紘子 

  

浴衣を着てゲストハウスを出発する。 

ゲストハウスでの準備風景。 

昔話｢桃太郎｣の英訳作業中の

庄司と繁田。 

この後に、メンバー全員で 

ビデオカメラでの 

紙芝居チェックを行った。 
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向かう先は、ナイロビ郊外にある Aga Khan Primary School。マタトゥという相乗りタ

クシーを乗り継いで向かう。このマタトゥ、ケニアでもっとも一般的な庶民の足である。

乗りのいいアフリカンミュージックを最大音量で響かせて、猛スピードで突っ走る。 

学校に到着すると、たくさんの子どもたちがとびっきりの笑顔で私たちを迎えてくれた。 

この学校で私たちは、Grade2 と Grade7 の子どもたちそれぞれに、日本文化紹介の授業

をさせてもらうことになっている。先生に案内された場所は、誰もいない広い教室だった。 

 まずは Grade2 の子どもたちに授業をする。 

チャイムが鳴ると子どもたちがソロソロと教室にやってきた。どんどんやってくる。あ

れっ？ちょっと多いなあ。予定では４０人弱の子どもたちが相手であった。まだまだどん

どんやってくる。そして、とうとう１００人を超えた。 

 日本の簡単な紹介と自己紹介をしたあと、私たちは桃太郎の紙芝居を披露した。子ども

たちは大きな目をクリクリさせて絵に見入り、感嘆の声をあげて楽しんでくれた。その後

子どもたちと一緒にケニアの歌、Ｊａｍｂｏを歌い、最後に子どもたち一人ひとりに、そ

れぞれの名前を日本語で紙に書いてプレゼントした。彼らに、日本の文字はどのように映

るのだろう。 

 昼食をはさみ、続いて grade7 の子どもたちに授業を行った。 

 自己紹介の後、日本を四季に沿って写真などの資料を使いながら説明した。メモを一生

懸命取りながら話を聞いてくれていた子もいた。彼らは日本に強い興味をもっており、私

たちはこの後収拾がつかないほどの質問攻めにあった。中には「なぜ大統領がいないのか」

「天皇と首相、どちらが偉いのか」といった質問も。 

 その後童謡“赤とんぼ”の歌詞の説明を行い、１番を子どもたちと一緒に練習して歌っ

た。また、Winnie が昨年夏に日本で覚えた“世界に一つだけの花”を英語で熱唱すると、

教室に子どもたちの指笛と大きな拍手が響き渡った。 

 授業を終え学校を去る前、外で遊んでいた子どもたちにケニアのどんなところが好きか

を質問した。答えが次々に返ってくる。皆それぞれに自分の国を愛し、誇りに思っている

のだ。 

 もし同じ質問を日本の子どもたちにしたらどうなるだろうか・・・私たちが同じ質問を

されたらどうだろうか、と考えてしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aga Khan Primary School 

正面から写真。 

入るとすぐに子どもたちが 

珍しそうに近寄ってくる。 

そして恥ずかしそうに 

英語で挨拶をしてくれた。 
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3 月５日（土）曇り            文責：渡邉 睦 

 

午前中は、YMCA の表の机でエガトン大メンバーとのミーティングを行った。 

私たちの授業後に 

カメラを出したら、 

一斉にスマイルをくれ

た。 

元気一杯の子どもたち。 
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午後から、ナイロビ市内にある日本学術振興会（以下「学振」）を訪問した。学振とは日本

から来ている研究者を支援するための施設であり、アフリカ全域を扱っているのがこのナ

イロビ支局だそうだ。この日、学振では東京外国語大学大学院博士課程の阿部裕子さんの

講演が行われた。彼女の研究は「タンザニアの少数語である“ベンデ語”とその付近の言

葉との比較」についてであった。講演の内容は非常に興味深いものであった。ベンデとそ

の隣の語族であるゴングェは、お互いが同じグループの語族であると認識している。しか

し、ベンデ語とゴングェ語は似ているとは言い難いのである。非常に専門的な内容であっ

たが、そこから死んでいく言葉や変化していく言葉、いったい洗練された言葉とは何かと

いうダイナミズムの議論にまで発展していった。 

 ここではたくさんのケニアで活躍する日本の方に出会った。まずは、このナイロビ支部

の学術振興会の駐在研究員の品川さんを紹介したい。ご夫婦で施設に駐在しており、品川

さん自身は現在名古屋大学大学院の博士課程に在籍、言語学を専攻している。タンザニア

の絶滅危惧語族を研究している。今年の 7 月までの任期で施設に駐在するそうだ。とても

親切な方で、初めて会った私たちを歓迎してくれた。 

 今回講演してくださった阿部さんは、東京外国語大博士課程 5 年の研究者である。ワル

シャワ大学でポーランド語を学んでいたのだが、言語学という視点からタンザニアのベン

デ語を研究している。今回の講演を終えて、日本に戻るそうだ。 

 京都大学大学院アジア・アフリカ研究科の博士課程 1 年庄司さんは、数日前にケニアに

来たそうで、これから「乾燥地域に住む牧畜民の環境適応に関する生態学的研究」という

テーマでフィールドワークを進めていくそうだ。 

 ケニアで暮らして 33 年という岸田さんは「少年ケニア友の会」の代表をなさっている

方だ。孤児院の運営などを行っている。 

 そして、「指差し会話帳～ケニア～」の執筆者の宮城さんは非常にオーラのある方で、話

すだけで元気にさせてくれるような人である。私たちは、後日宮城さんのご自宅にお邪魔

させていただけることになった。 

 日本人ではないが、この日はジェンカさんという盲目でコンピューター関連の仕事をし

ている方や、同じく盲目であるが按摩師として技術を持つ女性などとも会うことができた。

たくさんの人々と同じ数のやさしさに触れることができた日になったと思う。会う人会う

人が私たちを歓迎してくれるのである。また、同時に出会った人たちのパワーには驚愕さ

せられた。 

 

 

 

3 月 6 日（日）晴れ                 文責：渡邉 睦 

 

＜ペンテコスタル教会＞ 
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この日の午前は、神戸先生がサックス演奏をされているというペンテコスタル教会に行

った。私たちが滞在していた ACK ゲストハウスからは車で約 20 分、カレンという地名の

場所に教会はある。非常に大きな教会で、軽く 300 人は収容することができるほどの建物

であった。また、最新の設備が揃えてあり、賛美歌の歌詞を映し出すための大スクリーン

が舞台の真ん中に下ろされていた。礼拝はコーラス隊のアップテンポな曲と共に 9 時きっ

かりに始まった。厳粛なイメージの日本の教会と比べ、ケニアの教会の音楽による軽快な

雰囲気に私は圧倒された。ドラムにキーボード、ギターにベース、そして神戸先生が吹く

サックスもある。そのような光景は、私に“教会に行く”というよりはむしろ、“演奏会に

行く”というわくわくさせるような感覚を覚えた。ケニア側の学生との会話でも「日曜日

の礼拝」はよく登場する話題である。それまでは教会に行くことがそんなに厳しい習慣な

のかと思っていたのだが、どうもそれだけではないようだと、身をもって感じることがで

きた。（もちろん宗教熱心な学生もいることと思うが。） 

 約 90 分間の礼拝のうち、3 分の 2 の 60 分は音楽が流れていたように思う。また、説教

も音楽と同様に日本とは異なっている。英語で説教は行われるのだが、その抑揚の付け方

や、体全体を使ったボディーランゲージも大げさなくらいだ。“説教術”というものがある

のならば、まさにそのものといえる見事なものであった。さらに教会内は笑いも絶えず、

私の想像する教会像を打ち砕くには十分なくらいのカルチャーショックを受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キコンバスラム＞ 

 午後に、私たちはナイロビ市内にあるキコンバスラムに行った。神戸先生が行っている

HIV 患者のカウンセリングやストリートチルドレンを対象とした活動を見学するのが目

的である。始め、私たちはスラムという地域に対してあまりにも漠然としたイメージしか

持っていなかったと思う。“生活水準の低い人々が住む地域”とか、“失業者が集まる場所”

などといったものである。確かに、日本で事前学習を行い、スラムの生き生きとした人々

の素晴らしさや“何もないないところから作り上げる人々”の創造力といったポジティブ

な考え方にも触れてきたつもりである。しかし正直なところ、実際に自分の目でスラムを

見なければ、リアルな感覚を得ることはできないと思っていた。 

ペンテコスタル教会で 

ゴスペルが歌われる様

子。 

大スクリーンに歌詞が 

表示されるという 

カラオケスタイル。 

カルチャーショック。 
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 キコンバスラムに行くには自分の車では難しいと神戸先生は言う。スラムに行く過程も

スラムの住民と同じ方法で行かなければ、住民に受け入れられるのには障害になるのだそ

うだ。私たちは、マタトゥに乗って凸凹道を揺られながらスラムに向かった。スラムに行

くにあたって、神戸先生からいくつかの注意を受けた。まず、現金は必要最低限しか持ち

歩かないこと。それは、交通費を含めておよそ 100Ksh（日本円で 150 円）ほどである。

そして当然、手ぶらで行くこと。手のひらサイズのノートだけは携行が許された。神戸先

生が言うには、もし誰かに狙われるようなことがあったら、これから神戸先生が活動する

ことが難しくなるということであった。なんとも厳しい言葉であったが、30 年もケニアに

身を置いて活動する神戸先生であっても、スラムの危険さというものは避けがたいことな

のだと改めて認識することができた。 

 キコンバスラムはナイロビにいくつかあるスラムの中でも、キベラスラムに次ぐ大きな

スラムである。その特徴は、巨大な古着マーケットで賑わっているという点である。その

市場の影響力はケニアに限られず、東アフリカ全土から商人たちが買い付けに来るほどだ

そうだ。この古着は主に欧米や日本などからの援助物資であり、それらが誰かの手に渡り、

売りさばかれているという状況なのである。これらは東アフリカ全体の服飾産業を圧迫す

るほどまでに拡大しているのだという。援助物資が本当にそれを必要としている底辺層に

届かず、このような現実になっているのは皮肉なことである。 

 この後、私たちはキコンバスラム内にあるプライマリースクールを訪れた。この日は日

曜日ということもあり、学校は休みであったが、校庭ではサッカーやバスケットボールを

行うプログラムが行われていた。二十歳くらいのインストラクター役の青年がいて、子ど

もたちをまとめている。このようなプログラムは、子どもたちがストリートに出ないため

の防止策になっているのだという。またそれだけではなく、子どもたちのコミュニティー

を作ることで、お互いの助け合える関係を構築するのにも繋がっているのだそうだ。確か

に、このスラムの社会では「孤独」であることは危険なことである。子どもが薬物や犯罪

に手を染めることは決して珍しいことではないことからも、このプログラムは意味を持っ

ていると思う。学校は 3 つの教室を持ち、小さな机とイスが並んでいた。電気はなく、一

つの教室でいくつかのクラスを持つのだそうだ。それでもスラムにある学校の中ではまだ

まだ恵まれた環境の学校だという。学校に遊びに来ていた子どもたちは私たちを不思議そ

うに見つめているのだが、「ハバリ？（元気？）」とスワヒリ語で挨拶をすると、「ンズリ

（元気だよ）」と返事をしてくれる。これだけの会話でも子どもたちには大きな親しみを感

じる。また、彼、彼女たちもスワヒリ語で挨拶をする私たちに親近感を抱いてくれていた

らうれしく思う。 

 小学校を離れ、少し歩くと神戸先生がカウンセリングを行っている HIV の患者に会え

た。「HIV から立ち直ったおじさん」と神戸先生が呼んでいる男性は、国連機関からの治

療薬の援助を受けているのだそうだ。子どもたちにサッカーを教えることができるくらい

回復しているようで、「サッカーのための靴を買ってほしい」と神戸先生に冗談を言って笑
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っていた。 

 

＜ストリートチルドレンが寝泊りする公民館＞ 

 現職のキバキ大統領がその座に就くときに、一つの政策が取られた。それは、ナイロビ

市内に多くいたストリートチルドレン問題の解消である。そして最初に行われたのが、ス

トリートチルドレンをこの公民館に押し込めるということだった。当初は、一ヶ所に男女

年齢関係なく集められたので、暴力、レイプなどが多発したため、後から 5 つにカテゴラ

イズされそれぞれの場所に分けられた。今回、私たちが行った公民館には 20 歳前後の青

年層の男子が入っていた。公民館は広く体育館のようで、50 人近くは入っていると推測で

きた。テレビが一つだけ置いてあり、その周りは 10 人近くが立見していた。公民館とい

っても、中は地面がそのまま続いていて、壁に沿って布団が並んでいた。 

 ストリートチルドレンといっても 20 歳に近くなれば、自立しなければいけない年齢な

ので、この公民館にいる彼らには技術を付けるためのいくつかの機会が与えられているそ

うだ。そのおかげで美容師の資格を取った人や携帯電話の修理が出来る人など、将来に向

けて努力している人達がいるのだが、近いうちにこの公民館は廃止されてしまうそうだ。

それは、新参者である彼らと地域住民との関係がうまくいかず、住民からの苦情が絶えな

いことが原因であるという。彼らにしてみれば、やっとのことで手に入れた自分の場所で

ある。仕事を持つ上でも必要な場所なのかもしれない。再び路上に戻らなくてはいけない

ことを嘆いていた彼らが忘れられない。確かに住民を無視することが出来ないが、ほかに

改善策を考える必要があるようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月７日（月）晴れ            文責：佐藤 歩 

 

１０時に神戸先生が車で迎えに来てくださり、YMCA を出発する。少し走った時、
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神戸先生が「コウノトリだよ。」とおっしゃったので上を見ると、大きな鳥が集団で木に止

まっていた。日本では赤ちゃんを運んでくる鳥として有名なコウノトリだが、実はカラス

以上の悪食で長い口ばしで攻撃してくる危険な鳥らしい。また、マサイの牛が道路の横を

悠然と歩いていくところも見ることが出来た。車道の横を牛が放牧されている光景は、実

に奇妙なものであった。 

そうこうしているうちに、本日の１つの目の目的地である Kenya Wild Life Service

に到着した。銃をぶら下げたレンジャー達が談笑している。ここは単に動物孤児院として

動物の保護に当たるだけでなく、動物保護の推進のための啓蒙活動を行う部署もある。そ

こで働く JICA 専門員の今栄さんと鈴木さんを神戸先生が紹介してくれ、お話を聞くこと

が出来た。特に印象的だったのが、国立公園の傍の地域で起こっている人間対動物の争い

のお話である。ケニアとって、バラエティーに富む野生動物は観光客をひきつける重要な

資源になっており広大な国立公園の中で保護されている。しかし、その傍に住む人々の暮

らしが国立公園からやってくる動物によって脅かされる事態が発生しているのである。象

などの動物が夜間に畑に侵入し、せっかく育てた作物を食い荒らしてしまうのだ。更に悪

いことには、国立公園の傍に住んでいるのは良い土地に移ることの出来ない貧しい人々で

あるというのである。つまり、彼らにとって動物は外貨をもたらす貴重な存在ではなく、

貧しさに追い撃ちをかける迷惑な存在でしかないのだ。象やカバに襲われ、地域住民が死

亡するという事件も良く起こるらしい。動物保護という美しいキャッチフレーズの裏で、

守られている動物と被害者としての人間の争いがケニアでは起こっていた。その後、今栄

さんと鈴木さんにお礼を言って動物孤児院に入る。この動物孤児院は動物の野生復帰、生

態の研究、人々への啓蒙活動を目的とし、ケニア政府からの援助を受けて運営されている。

神戸先生によれば、第１の目的である野生復帰は難しいのが現状だそうだ。１度人間の世

話になった動物は人に慣れてしまい、野性に戻したところですぐに攻撃され死んでしまう

そうである。野獣の王ライオンであろうと１度自然から遠のくと、野生のハイエナに負け

てしまうというから驚きである。実際、この動物孤児院で見たライオンもリラックスしき

っただらしない姿を見せていた。動物達は鉄格子の中に保護されているのだが、神戸先生

の知り合いの女性レンジャーの計らいでチーターを直接触ることが出来た。喉をゴロゴロ

と鳴らし、手を出せばザラザラの舌で舐めてくれるところは、でっかい猫という感じだっ

た。チーターと記念写真が取れたのは良い思い出である。動物孤児院では、メンバーがダ

チョウに手を噛まれる（はさまれる？）というおまけも付いた。「カプッ」っと、それはそ

れは見事な音だった。 

 

 

              

 

 

チーター(左)と

ダチョウ(右)。 

こんなに近くで

見ること、触る

ことまでできる

のに興奮気味の 

メンバー。 
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その後近くの食堂で昼食を取り、今日の２番目の目的地である ACK St. Nicholas 

Children's Home に向かった。マネージャーの Grace が迎えてくれ、施設にいる子供たち

の背景等を話してくれた。父親から性的虐待を受けた女の子、食事や水を何日も与えられ

なかった兄弟等、様々な過去を持った子供達がいるそうだ。その後子供たちの前に出て自

己紹介し、子供達の歌へのお返しに日本の童謡を歌ってみせた。赤とんぼを歌ったのだが

十分な歌詞説明も出来なかったので、子供達には何がなんだかわからなかったのだろう。

ぽか～んとした顔をされてしまった。３時半ごろ、スクールバスが来て大半の子供達が乗

り込んでいく。この施設に全員泊める余裕はないので、子供達をバスで迎え送りしている

そうだ。しかし、彼等の中には戻る家のない子供もいる。普段は路上で寝泊りし、バスが

迎えに来るとこの施設へと通ってくるのである。「嫌だけれども、どうしようもない。」と

いう Grace の言葉に、厳しい現実を知る。大半の子供がバスで帰り閑散とした施設を、唯

一の大学生 Joyce が案内してくれた。彼女はとても流暢な英語を話し、ケニアの国旗の表

す意味など色々教えてくれた。施設を回っていると４０～５０歳の男性２人がいたので

Joyce に聞くと、彼らはこの施設の social worker だという。主に子供達のカウンセリング

が仕事らしい。「子供達は皆問題を持っているわ。」と Joyce は言った。とっさに「皆に問

題があるのか？」と聞き返してしまったが、後になって何て当たり前の質問をしたのだと

恥ずかしくなった。ここは children’s home なのである。問題があって当たり前なのだ。

日本でこのような施設に行った事もなければ、そのような施設について考えたこともなか

った自分が現れていた。眩しい笑顔でこちらが少し困るほどのパワーを見せてくれた子供

達全員が、自分には想像できない重い体験を背負っている。彼らの将来が明るいものであ

ることを願わずにはいられない。Graceはナイロビ大学で夜間のコースを取っているので、

車で登校がてら私達を YMCA まで送ってくれた。訪れる３日前ほどに突然電話した私達

を、快く受け入れてくれた彼女に感謝したい。 

 

 

      

 

 

 

スクールバスの中から

ポーズを決める子供

達。元気一杯だ。 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月８日（火）晴れ                   

SCC の久保田さんとキベラの学校へ。           文責：繁田真由子 

 

マネージャーの Grace と 

施設出身の高校生と大学生の二人。 

そして、一番最初に私たちに 

声をかけてくれた二人の兄妹。 

メンバーの佐藤とのショット。 
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※SCC ILCP：”Save the Children Centre”. もともと孤児院の NGO だったが、 

途中から政府と提携し、JICA「貧困層の生活改善プログラム」の一貫となる。 

 

YMCA からケニア人学生 Nick と、Save the Children Centre のある Mimosa Court

へ。タクシーが定員オーバーだった為、５人のうち２人は後からマタトゥで行くことにな

った。一足先に SCC オフィスに着くと、庭で５～６人のケニア人女性が、アクセサリー

やかごを作っている。「久保田さんいらっしゃいますか」とたずねると、１人の女性が呼ん

で下さり、私達はアクセサリーの貯蔵してあるログハウスで久保田さんのお話を伺った。

ここにあるアクセサリーやストラップ、ホテイアオイという草でできた可愛らしいかごは、

全てケニアの人の手作りだ。 

「一言に生活改善といっても、本当に色んな意味がある。改善するのは本人達。だが、

改善のきっかけをつくる事は日本人にも可能なのです。例えば、青年達は生活苦を忘れた

くてシンナーを吸う。ならば忙しくさせる。毎日に疲れきってしまったお母さん達は、決

してナマケモノなのではない。きっかけさえあれば、ものすごいパワーが出る。AIDS が

問題なのではなく、AIDS で潰れてしまう精神力が問題なのです。私は、人に立ち上がっ

てもらう、元気になれる様なきっかけ作りをしてきただけです。 

問題解決は、学校に行くこと・職を身につけること。サポートするのは、彼らの可能性を

見るところまで。ここからは、ただポンと押し出すだけです。そのタイミングが重要なの

だが、そこから先は可能性を大いに使ってもらう。足りないところはサポートしていきま

す。」 

久保田さんは、人材育成のプロだ。熱く、力強く語って下さり、お話だけで圧倒される

ほどだった。また久保田さんは続ける。ポイントは子どもである、と。 

「どうしてストリートチルドレンが出てくるのか。それには、家庭内暴力や、男性の子ど

もへの無責任さ等、様々な要因がある。女性は家事に育児とやる事があるが、男性には仕

事がない。職が見つからずストレスを貯めた男性達は、酒や暴力に走る。女に走る。そし

て AIDS が拡がる。けれど、そんな中で、お母さんさえ潰れずに笑ってしっかりと家庭を

守っていれば、子どもはストリートには出ません。お母さんでさえ、疲れてさじを投げて

しまった時に、ストリートチルドレンになる事が多いです。」 

子どもが立ち直った後、今度は親とのカウンセリングをする。AIDS が発症し、自暴自棄

の状態で入ってくる母親もいる。その時、「かわいそう」ではなく、「じゃあ、今何ができ

るの？何をする？」という問いを投げる。お父さんは、VCT（Voluntary Counseling Testing 

Service）に HIV 検査に行くのさえ恐がるのに対し、お母さんは AIDS と戦うことができ

るという。今、スラムの中で AIDS 患者のお母さん達が作ったグループができた。協力し

て豆や野菜を売ることで、一人が具合の悪い時でも他の人が商売でき、効率が良いからだ

そうだ。もちろん、買いにくる客は「AIDS だから・かわいそうだから」という理由で買

うのではない。「Open-Close の時間・値段・品物の良し悪しで判断する。それが現実。だ
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からお母さんたちも、甘えていません。」 

「これらは JICA プログラムの一貫ではあるが、ラッキーなのは他の政府系のプログラ

ムと違って、その前から SCC という孤児院をやってきたため免疫があり、スラムの人か

ら色眼鏡を着けて見られないことです。」 

 

 久保田さんは、ストリートチルドレンの青少年達が作業を行っている “Resource 

Seminar”や、キベラスラムのインフォーマルスクールを見学させて下さった。 

青年達は、久保田さんをお母さんの様に慕っていて、外国人の私達を迎えてくれた。そこ

のリーダーに話を聞くと、ビーズのクラフト作りやフットボール、洗車を行っているとい

う。クラフト作りが一番大事だそうで、それが終わったら洗車をするという。土日はフッ

トボールをするそうだ。 

 ビーズクラフトは、頑張った人が頑張った分だけ利益が得られる。「もともと、『不公平』

が彼らの感覚だった。『公平』が普通であることを教えなければならない」と久保田さんは

語る。シンナーについては、不良達のビジネスだそうで、元占めが５ℓぐらい買い、小銭を

出し合い、服の袖に付けて鼻から吸う。しない子は村八分にすると脅されていた。けれど、

こうしたオープンな場所が出来てから、リーダーも立ち上がり、影で悪いことが出来なく

なったという。大きい子が変わると小さい子も変わっていく。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

私たちが行ったキベラのインフォーマルスクールには 84 人の子供が通っている。日本

でいう寺子屋方式で、親たちがほとんどボランティアで先生をしている。給料は一ヶ月 150

ケニャシリンギ（約 200 円）。 

男の先生が、苦労する点についてお話して下さった。まず、教室、教材が足りない。給料

が少ない。中等教育へ進むための共通一次試験にパスできるほどの教育を受けさせる事が

できない。そして、ここでは給食を行っているのだが、料理を作ってくれる女性に払うお

金もない。 

補足しておくが、この学校で最初は給食を行っていなかった。すると、ご飯を持たない子

どもはお腹が空いて、午後まで学校にいられない。午後の人数は、午前中いた子どもの人

左からメンバーの繁

田、サイモン、ＳＣＣ

の久保田さん、渡邉、

佐藤 
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数の半分だった。そこで何とか給食を始めると、午前と午後の人数はイコールになった。

子ども達の半分は、ここでお昼を食べたら夕食は、ない。 

ほとんどの子が毎日通学してくるが、家の仕事があって来られない子もいるという。水不

足が主な原因である。 

 

久保田さんは、フォーマルスクールとインフォーマルスクールについても、詳しく説明

して下さった。公立のフォーマルスクールというのは、「無償義務教育」と言っても実際の

ところ無償ではない。制服、教科書、ペン・・・どれ一つかけても、教師は「帰って取っ

てこい」と厳しく、教科書を一冊も持たない子は教室の中でも区切られ、カヤの外だとい

う。 

一方、インフォーマルスクールは月謝が安く、教材はある物を使うため公平で、制服もあ

るが、なるべく揃えればいいという風に、柔軟だ。しかし、こうしたインフォーマルスク

ールは国が保護していないため、お金がない。 

見学したキベラの学校は、人数が少ないため他のインフォーマルスクールと提携し、大き

くしてから学校登録をしている。 

しかし、登録料の払えない子は試験（共通一次）を受けられない、試験を受けないと小学

校卒業資格がもらえない、資格がないと仕事に就けない。と、インフォーマルスクールに

は更なる悪循環が存在する。 

 

久保田さんは言う。 

「ケニア政府は、生きる術のある人へ術を与える。生きる術のない人へ術を与えない。 

どんどん貧富の格差が広まる。」 

（参考：久保田さんのお話、キベラの学校の先生のお話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月９日（水）晴れ                  

SMASSE 見学・JICA ケニア事務所訪問         文責：繁田真由子 

 

久保田さんたちＳＣＣが支援

する、キベラのインフォーマ

ル 

スクール。 

この広さに四学年が勉強して

いる。 
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朝 9:00、JICA 専門家・徳田さんが YMCA まで迎えに来て下さり、SMASSE の中央研

修センターのあるカレンへ向かう。業務調整員の長沼さんは、ご自身が海外出張だった為、

徳田さんに代りを頼んで下さったうえ、10 人乗りのマイクロバスまでご用意して下さっ

たのだ。 

SMASSE とは、「中等理数科教育強化計画」のことで、JICA プログラムの中でも優秀

な成果を収めた事業への表彰制度、第一回「JICA 賞」を受賞している。(SMASSE メルマ

ガ) 

 

理数科の先生達が、生徒の理数科を強化するため、どうしたら生徒主体の楽しい授業作り

ができるか等を毎日考え、実験やモデル授業を実行している。 

 

生徒が理数科を嫌う理由の一つは、小学校での勉強の仕方だという。丸暗記の勉強法で

共通一次に通っても、中等学校での理数科はさっぱりわからない。 

私も理数科嫌いなので、その気持ちはすごく理解できる。 

 

 中央研修センターでは約 60 人の先生方が研修をされている。教科は、数学・化学・生

物・物理。  

私達は、その中の一つである生物の実験現場を見学させて頂いた。牛の眼の解剖だ。白衣

を着た先生方は、牛の眼を半分に切り、各部の名称・機能を説明しながら、レンズを取り

出す。私達にもレンズを触らせてくれた。牛の眼のレンズは、とても固い。 

日本では、理科の授業で動物の解剖を行う学校は少ないのではないだろうか。私は解剖を

見たこともない。ケニアでは、理科の共通一次試験が「実験」だという。だから先生が実

験を出来なければ、生徒を教えられない。実験器具のリストを作り、店に買いに行く。実

験室に行き、不足したものがないかチェックする。「何一つ欠けても、実験は出来ないか

ら。」化学の先生はおっしゃる。 

先生方は、本当に地道な努力をされている。 

 

  

 

 

 

 

 

「ASEI と PDSI」。SMASSE のスローガンだ。ASEI とは、Activity, Students Centered, 

Experiment, Improvisation の頭文字で、PDSI は、Plan, Do, See, Improve の頭文字。 

それから、３E Strategies というのも紹介して下さった。Explore, Explain, そして

SMASSE プログラム

の研修光景。 

ケニア全国から 

先生たちが集まる。 
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Expound。「何が問題なのか。その説明。そうして導かれる答えの追究」。 

 

頂いた資料のグラフを見てもわかる通り、SMASSE の研修を受けた先生方が学校へ戻る

と、生徒は変わる。学校の成績も、学習意欲も。 

 先生方もそうだが、それをマネジメントしている徳田さん達の仕事にも触れたい。 

JICA 数学専門家の仕事は名目上、研修の「指導・助言をする」ということだが、問題はそ

のやり方やタイミングであるという。先生方のプライドを考えながら、毎日試行錯誤して

いらっしゃる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お昼は、先生方と同じ食事をご馳走になった。ティラピアという白身魚とウガリ・ライ

ス・シチュー・サラダ・バナナ。ビクトリア湖で獲れるティラピアはなんと、日本マクド

ナルドの「フィレオフィッシュ」に使われているという。帰国してからマックに行き、ケ

ニアの味を噛みしめた。 

 

午後は、JICA ケニアオフィスへ。 

高層ビル、Rahimtulla Trust Tower の 10 階と 11 階からは、ナイロビ市内を見渡せる。 

大きな会議室で、人材育成担当の Mr. Kibe と斉藤さんに、「アフリカ人造りの拡充

（AICAD）」についてのお話を伺う。 

その中の一つである「農村女性の生活改善」とは、女性の地位や能力を支援するプログラ

ムだ。13ヶ国から 480人の女性がケニアのジョモケニャッタ農工大学(JKUAT)に集まり、

農業・保健・人材育成・環境・水・インフラ等について話し合う。 

農村部で、教育を受けられる女性は 20％。「最初の犠牲者はいつも女の子」。Mr. Kibe は

言う。農村部に住む女性は、日々の家事（水汲みや薪集め）などで忙しく、なかなか教育

ＪＩＣＡのバス、 

ＳＭＡＳＳＥ号の前

で。 

真ん中がＪＩＣＡの 

徳橋さん、 

右端はメンバーの 

ニック 
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を受けられない。宗教上の理由で、教育を受けられない子もいるという。 

「農村女性～プログラム」で、Social development officer は女性。このように女性をリー

ダーに立て、グループを活性化させることで、周りの男性も次第に影響を受けてきたとい

う。ウタリカレッジやエガトン大学では、日本語の講習も行っている。 

 

 

 

これまで紹介した、JICA プログラムの見学は、ケニア事務所の徳橋さんが調整して下

さったものだ。ケニアの徳橋さんを、JICA 青年海外協力隊事務局の中原さんが紹介して

下さった。 JICA の方々には、本当にお世話になった。 

 

 

 

 

 

                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 10 日（木）晴れ               文責：渡邉 睦 

＜キコンバスラム part２＞ 

キコンバスラムに再び訪れた。二度目のキコンバスラムは最初よりももっと深くここの

ＪＩＣＡの入っ

ている

Rahimtulla 

Trust Tower 

タワーに入っている 

ＪＩＣＡ事務所から

の眺め 
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生活というものに触れることが出来たように感じている。こうやって少しずつではあるが

毎日一歩ずつスラムの生活に踏み込んでいく過程は、これまで自分が知らなかった異質な

もののなかで自分を再定義していく過程のように思えて仕方がない。 

 

今回は初めにキコンバスラム内で行われている給食事業を見ることが出来た。これは地

域の 1 歳から 10 歳までの子どもを対象にした給食の支援である。“World Runners”とい

う団体からの援助で行われているらしい。現在、47 名の子どもが来ているそうだ。実はこ

こに来ている子どもの多くは母親だけしかいない、いわゆる母子家庭ということが多いの

だそうだ。この現状は、キコンバスラムが古着産業で栄えているその裏側で、売春婦が働

ける場所として有名であることと切っても切り離すことは出来ない。神戸先生はスラムで

売春婦をしている女性を少し見ただけで分かるという。このスラム街で昼間から派手な化

粧をしているような女性は売春をしていることが多いのだそうだ。キコンバスラムが古着

産業の巨大マーケットであることで、スラム街からたくさんの人がやってくる。それらの

人々が買春を行う客になる可能性を持っている。現在では、買春だけが目的でやってくる

ような人も増えているらしい。 

これら売春行為を行う女性達も、30 歳になる前に商売は出来なくなるらしい。そのた

め、失業問題が渦を巻くケニアでは、彼女達は露店で野菜や果物を売るようなことしか出

来ない現実を突きつけられるのである。露店といっても、シート一枚に商品を置いた本当

に簡単なものであることが多い。そこで話はもとに戻るが、このとき彼女たちは子どもを

抱えていることがさらに大きな問題なのである。もちろん子どもを養うにもお金がかかる。

シングルマザーであることが多い彼女たちにとって、子どもの分までお金を稼ぐことは難

しい話である。その結果、子どもたちは自分でもお金を作る必要が出てきて、ナイロビの

街中でストリートチルドレンとしてお金をせびる事を仕事にしなくてはいけなくなるの

である。仮に夫がいたとしても、状況は良くなるとは限らない。なぜなら失業率が高いケ

ニアで安定した仕事を持つことができるのはほんの一握りの人間であるからだ。給食事業

はそんなスラムの人々が抱える問題に一つずつ取り組んでいこうとする活動であるよう

に思う。唯一救われることは、こんな悪循環の繰り返されているスラムであっても、給食

をもらいに来ている子どもたちは、食べる前に笑いながら歌を歌い踊っている。味見して

いいよと言われて頂いた給食は心のこもったやさしい味がした。 

 

 

 

 

＜女性コミュニティー＞ 

Hozan（ホザン）さんというキコンバスラム内で女性コミュニティーの中心人物として

活動している方に会えた。ここで聞いた女性コミュニティーの活動内容は非常に興味深い。
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その一つに地域ごみ拾いプロジェクトというものがある。これはその名のとおりごみを拾

うのであるが、ごみは集めた分だけ回収会社から少しのお金をもらうことが出来るのだそ

うだ。そのお金がこのコミュニティーの活動資金となっており、例えば植林活動などに使

われている。 

「女性は強い」。ケニアに来て、この気持ちは色々なところで感じた。家族のことや畑の

仕事だって女性がほとんど行っている。失業率が高いケニアでは男性が真っ昼間から酔っ

払って溜まっている姿を良く見かける。そんな光景が女性の強さをさらに際立たせている

のかもしれない。 

彼女はゆっくりとしか変わることがない男女格差を指摘していた。実際に、男たちは女

性だけのこのコミュニティーに対してよくは思っていない。「男性を変えるのではない。ま

ず、私たちが変われば男性も変わる」という言葉は強さが溢れていた。神戸先生は Hozan

さん達の活動のアドバイザー的な存在で、今この活動に JICA の草の根プロジェクトとい

う助成金を申請したらどうかと提案していたところであった。心から彼女たちを応援した

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１１日(金) 晴天            文責：佐藤 歩 

 

朝９時にケニア側メンバーの Machuki と待ち合わせしていたのだが、来ない上に

キコンバスラムの女性

のコミュニティーのリ

ーダー格、ホザンさ

ん。 

普段は小さな理容店を

営んでいる。 
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電話にも出ないので諦めてスーパーへ向かう。有名なマサイマーケットに行きたかったの

だが、Machuki は時間を守るのが苦手なようだ。ちょうどこの日はナイロビ大学の卒業式

で、黒いマントに黒の三角帽子、カラフルな色の布を肩からかけた卒業生達が道路に溢れ

ている。道の途中で３期のケニア側委員長だった Leonard に会ったので事情を説明する

と、自分がマサイマーケットに連れて行ってあげると言ってくれた。皆マサイマーケット

を楽しみにしていたので、とても嬉しい申し出だった。スーパーの前から徒歩で１５分く

らいの所にマーケットはあると言う。しかし Leonard の案内で行ってみると、マーケット

はおろか一人のマサイ族もいない。いかにもマーケットを開けそうな空き地はあったのだ

が。その場にいても仕方ないので、サイバーカフェと郵便局に行くことにした。後日わか

ったところでは、この空き地では火曜日にマサイマーケットが開かれているらしい。金曜

日は別の場所だったのだ。しかし、僕が連れて行こうと言ってくれた Leonard の優しさに

は感謝の念でいっぱいである。きっと僕たちはマサイマーケットとは縁がなかったのだろ

う。 

 YMCA に戻り、パンなどを部屋で食べつつ日記を書く。Simon が 3 時１５分に YMCA

に迎えに来てくれた。今日はエガトン大学のある、ケニア第２の都市ナクルへと向かうの

である。ナイロビからナクルまではマタトゥで約６時間かかる。出発前のマタトゥの回り

を取り囲み、物を売ろうとする男達の「ツッツッツ」という舌打ち音が気になって仕方な

かった。怒っているわけではなく存在をアピールしているのだが、どうも日本人である自

分にはイラついているように思えてしまうのである。やがてマタトゥは走り出し、いつも

のように人を轢きそうな勢いでナイロビの町を駆け抜ける。途中ウトウトしていて寝覚め

たら、とっくにナイロビの町を抜けて窓の外は牧歌的な風景に変わっていた。緑が多い地

域で、道路の傍でヤギが草を食べている光景に何度も出会う。更に走ると、マタトゥの左

手の景色が突然何もなくなった。正確に言えば、茶色の大地が延々と続いている風景にな

ったのである。「これはグレートリフトバレーだよ。」と Simon が教えてくれた。メンバー

一同、「これがあの有名な！」と興奮して騒いだ。その後も、シマウマを見たり、なぜか一

頭だけラクダがいたり、頭が天井に着く程ジャンプさせてくれるデコボコ道があったりし

て飽きさせない行程だった。ようやくナクルに着きマタトゥを降りると、明らかにナイロ

ビとは気温も空気も違うことに気づく。ナクルはナイロビよりも高地にあり、涼しく空気

も澄んでいる。JKSC メンバーのいるエガトン大学には、ここから更にマタトゥに乗って

いかなければならない。 

 エガトン大学に着いたころには、夕焼けの綺麗な時間となっていた。大学の門をくぐっ

てから２０分ほど緩い上り坂を歩き、ようやく校舎のあるところに出た。エガトン大学は

もともと農業が専門の大学だったので畑が多数あり、広大な敷地面積を有している。エガ

トン大学のメンバーとの顔合わせもそこそこに、夕食を取る為に食堂に移動する。夕食の

後は、ケニアメンバーが校内を案内してくれた。校内に照明施設が少ないので足元も見え

ない状況だったが、上を見上げれば無数の星が空を明るく照らしていた。プラネタリウム
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のように丸く見える満天の星空は、広大な宇宙に存在する他の星の存在をはっきりと思い

出させてくれる。星空を見てはしゃぐ日本メンバーに、サイモンは「空は(ケニアも日本も)

一緒じゃないか。」と少々驚いていた。彼らが東京に来て、星のない夜空を見たら何て言う

のだろうか。メンバーの友達の部屋などを次々と回って行ったが、いきなり日本人に訪問

された彼らは当然のことながらびっくりする。日本メンバーを紹介しつつ JKSC 自体の勧

誘を行うケニアメンバーを見て、しっかりしている奴らだと感心せざるを得なかった。１

１時くらいに大学の施設の部屋に戻り、お湯も水も出ないのでシャワーは諦めて寝た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日（土）晴れ         文責：佐藤 歩 

 

マタトゥの窓から見えた 

グレートリフトバレー。 

スケールの大きさに 

メンバー全員が圧巻。 

 

ナクルでバスから降りて、 

エガトン大学に向かう途中。 

案内をしてくれたサイモンは

慣れたものであったが、 

なかなか建物が見えずに 

疲れが顔に出てしまう 

メンバー。 
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 食堂で朝ごはんを食べた後、部屋を移して JKSC のミーティングを行う。途中で、JICA

から派遣され日本語を教えている梶川先生が参加してくれた。ケニアメンバーに多少の日

本語を話せる者がいるのは、彼のクラスで鍛えられているからだ。二時間以上にわたり、

今後の JKSC のあるべき姿などを話し合ってミーティングを終えた。その後、ケニア側と

日本側それぞれの簡単なプレゼンテーションに移る。ケニア側は、女性メンバーがマサイ

の衣装を身にまといケニアの伝統的な歓迎の歌・「JAMBO」を踊りつきで歌ってくれた。

日本側はまず委員長がギターのソロ演奏を披露し、その後メンバー全員で赤とんぼを歌っ

た。日本側のﾌﾟレゼンが終わるころには１２時を過ぎていたので、梶川先生とメンバー達

と共に食堂に行った。食事をしながら楽しく談笑をしているとすぐに出発の時間が近づき、

荷物を持って門までの下り坂をケニアメンバー達と歩く。彼らが日本人メンバー１人１人

にケニアの名前をプレゼントしてくれた。ケニアメンバーは始終明るく、帰り道でもスワ

ヒリ語を教えてくれたり冗談を言い合ったりして坂を下っていった。たった１日の滞在だ

ったが、エガトン大学を訪れたことは大きな意味を持つと思う。今まではメールを通じて

しか知らなかったメンバー達と直に会い、それぞれのキャラクターを少しでも知れたのは

嬉しいことだった。彼らとの出会いでより一層 JKSC の可能性を感じ、これからの活動へ

の意欲が涌いてくるのを感じた。帰り道はマタトゥではなく長距離バスを選び、行きと同

様にサイモンが同伴してくれた。ケニアでは公共の乗り物の中でも大音量で音楽を流すの

が普通なのだが、このバスでは音楽は一切なく乗客達も静かだった。バスは来た時とは違

って比較的綺麗な道を通り、夜八時半くらいにナイロビに到着した。バスを降りた後、

Simon がいきなりバスを追いかけて全力疾走したので驚いた。何かと思っていたら、メン

バーの一人が財布を座席付近に落とし、隣に座っていた乗客が走り出したバスから外に投

げてくれたのだった。その親切に、メンバー一同深く感謝した。その乗客と財布を落とし

たメンバーは、乗車中ずっとお喋りをして楽しそうに笑っていたのを覚えている。持つべ

きは友というのは世界のどこでも変わらないのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１３日（日）晴れ               文責：繁田真由子 

 

梶川先生にも入って

もらい、 

ケニア側メンバー達

と記念写真。 
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 神戸先生、佐賀大医学部生の方達と、「スワヒリ語・旅の指差し会話帳」の著者である宮

城裕見子さんのお宅へ。 

 

リムルという場所に住む宮城さんは、普段はガイド関係のお仕事をされ、オフシーズンに

なると、自然素材を原料にした工芸品をお店に卸す仕事をされている。 

 

お昼は庭で、宮城さんお手製のカレー・イリオ（ジャガイモと豆の料理）・ケニアントマ

トサラダ（パクチーが効いていて美味しい）・チャパティ・そしてヤギのニャマチョマ（焼

肉）。デザートにはフルーツポンチとシフォンケーキまで作って下さっていた。 

お腹いっぱいご馳走になりながら、ケニアの植物についての話を聞く。庭に生えている

マンゴイヤというヤギ除けの葉っぱは、キクユの人たちのトイレットペーパーだとか、ム

チョチョロという、お化けの様な大きい植物は、きれいなピンク色が出るので染め物には

最適だとか。 

 そんな中、一番心に残った話を紹介したい。 

「アフリカの森物語」 

ケニアの代表的なインスタントコーヒー「アフリカフェ」のおまけで付いてくる、キリ

ンやシマウマの形をした可愛い木彫りスプーンは、ジャカランタ（木名）というソフトウ

ッドで作られている。 

ハードウッドは、一度切ってしまうと成長するのに 100～150 年はかかるのに対し、ソ

フトウッドは 10～15 年で成長する。 

スプーンを彫るのはカンバ族の木彫り職人さん達だが、カンバ族の地域は何しろ水不足で、

井戸を掘っても塩が出てくる。そんな所で木をばさばさ切るとどうなるか？ 

「ジャカランタの木は、エコノミーとエコロジーが両立する木です」と宮城さん。    

今、木彫りの原料をハードからソフトへと転換しているという。           

しかし、ソフトウッドはハードウッドよりも水を含みやすいため、乾燥させるのが大変だ。 

職人さん達はソフトウッドを彫るのを嫌がる。しかも、日本人含め消費者のニーズはハー

ドウッド。 

「私たち消費者がソフトウッドを求める事が、一番良い方法ではないか。そのためには、

人々がケニアの環境問題に興味を持つことが大事」と宮城さんは話す。 

  

 

 

 

 

 

  

おいしい手作り料理の後の、 

宮城さんの「ソフトウッド」に 

関してのお話。 

ソフトウッドで作ったキリンを 

持ち出して、ソフトウッドの 

可能性を熱弁する。 
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夜になり風が冷たくなったので、家の中でチャイを頂く。 

宮城さんの家には、たくさんのアフリカン楽器が置いてある。それらを使って皆で音を奏

でるうちに、ものすごいテンションの楽器演奏会になっていた。 

ピアノでジャズを弾く佐賀大医学生に合わせるムビラ、太鼓、木琴、コーラの蓋で作った

楽器・・・。神戸先生は即興でムビラを弾く。題名は「魚を食べ過ぎた」。 

本当に皆すごいテンションになり、夢中で楽器をたたいていた。「こんなことなら、太鼓を

やっているケニア人も呼んでおくべきだったわ」宮城さんが言う。 

 

アフリカの太鼓を敲くと、その人にアフリカの精霊が宿ると言われているそうだ。 

本当に、みんなの中に精霊が宿ったんじゃないか。そんな不思議な感じを覚えた夜だった。 

 

                    

 

「アフリカの人といるのが幸せだから、私はここに住んでいる。それだけのことです。」 

援助関係者ではなく、商社ウーマンでもなく、「アフリカの人が好き」だから、ケニアに住

んでいる宮城さん。 

将来、こんな人になりたい。 

                          （参考： 宮城さんのお話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１４日（月）晴れ       文責：佐藤 歩 

 

夜中のアフリカ楽器 

を使ったセッション大会 

＠宮城さん邸。 

いつのまにかみんな 

楽器の音に酔いしれて、 

無言で音楽は続いた。 
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約束していた通りに、９時ごろに Leonard が YMCA に来る。庄司さんは諸事情で

忙しかったため、残りの３人と Leonard で散歩に出かけた。彼は今大学４年生で、学校の

寮に住んでいる。ナイロビ大学は３万人以上の学生を抱えるマンモス校で、カテゴリー分

けされたいくつもの寮がある。Leonard の寮は YMCA から歩いて 10 分ほどのところに

あった。彼の部屋に通されると、そこには彼と同じ部屋で暮らしている友達がいた。

Leonard の部屋はお世辞にも広いとは言えなかったが、学生でありながらコンサルタント

として働く彼らしく、性能の良さそうなパソコンが置いてあった。ケニアに来て、自分の

部屋にパソコンを持っている学生にあったのは初めてである。彼の作ってくれたウジをい

ただきながら、Leonard がメンバーの繁田さんのためにスワヒリ語のゴスペルを流してく

れた。彼のパソコンにはキリスト教の歌が 200 曲以上入っているらしい。しかし、彼が特

に宗教心が厚いのではなくて、大半のケニア人は信仰心が厚いのだと思う。これはケニア

に来て驚いたことの一つだった。繁田さんが気に入ったゴスペルの曲を選んだ後、寮の近

くの公園に向かうことになった。 

Leonard が小さな公園だと言っていたので、端から端が見渡せるくらいのものかと

思っていたら立派な森だった。自然の森の中に歩行者用の道路を通し、それを公園と呼ん

でいるような感じである。森の中を歩いていると、Leonard が「猿がいるよ」と教えてく

れた。本当に猿が５匹ほどいて、木の上で遊んでいる。自分は目が悪いので良く見えない

と Leonard に言ったら、「じゃあ近づけば良い。」と言う。「近づいたら逃げるだろう。」と

内心思いつつ近づくと、意外と人間に慣れているようで気にせず毛繕いなど始めた。なぜ

首都ナイロビの公園に猿がいるのだか不思議だったが、納得して森を去った。YMCA に戻

った時にはケニア側学生との待ち合わせ時間を既に回っていたが、まだ誰も来ていなかっ

た。ケニア人が時間にルーズなところがあるのは前情報で知っていたし直接体験もしてい

たから驚かなかったが、今日は繁田さんの帰国の日。どうにもすっきりしない気分でいた

らジョンキムがやってきた。以前皆で書き合いっこした傑作の似顔絵集を見せ、ジョンキ

ムに繁田さんの似顔絵を描いてみるよう頼む。「美術の才能はないんだ。」と渋っていたが、

結局トライしてみてくれることになった。何度も消しゴムを使って修正していたが、目が

上手く書けずにギブアップ。そうこうしているうちに出発の時間になったので、重い荷物

を抱えて外で待つタクシーの方へと歩く。と、そこへちょうど Machuki がお別れを言い

にやってきた。彼は約束を破ったり時間を守らなかったりするが、さすがに最後はしっか

りしめてくれる。相変わらずの喋りで皆を笑わせてくれた。その間タクシードライバーの

おばちゃんと話していたジョンキムは気に入られてしまったようで、無理矢理一緒にタク

シーに乗せられてしまった。そして、タクシーがナイロビの町へと走り出す。今日帰国す

る繁田さんは勿論のことだが、僕や庄司さんにとってもナイロビでゆっくり出来るのは今

日が最後だった。いつもとは町が違って見え、景色の１つ１つに意味があるように感じら

れた。空港に行く前に、赤十字で働いている Juma さんに会いに彼の職場に行った。ジュ

マさんに会うのはケニアに到着した初日以来だ。日本人と話す Juma さんを、彼の同僚が
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不思議そうに遠くから見ていたのは面白かった。時間がなくて十分な挨拶もお礼も出来な

かったけど、やっぱり会えてよかった。皆で写真を撮ってお別れをし、再び空港へとタク

シーで向かう。ジョモケニヤッタ国際空港の付近はサバンナのようになっており、遠くま

で枯れ草が続いている。その風景が今の感情にマッチしている気がした。空港に着き、い

よいよ繁田さんが空港に入る準備が整う。ケニアの空港は日本と違い、見送り客は中に入

ることが出来ないので入り口でお別れをしなければならない。繁田さんの安全なフライト

を祈りつつ、空港の窓の外から見送った。 

空港からの帰りのタクシーで、無線から甲高い声が流れ始める。なんと、ドライバ

ーのママの息子が喋っているらしい。仕事中に商売道具の無線を使って子供と話せてしま

うなんて、ケニアらしい適当さだが今回は暖かく感じられた。ママドライバーと息子との

可愛い会話を聞きいていたら、ヒルトンホテルの前に到着した。ここで、メンバーの渡邉

君の先輩で現在青年海外協力隊として働いている石川亮さんと待ち合わせしているのだ。

タクシーを降りて、ジョンキムとお別れをする。彼は夜１０時になると必ず部屋に顔を出

しては遅くまで話していくという、YMCA 生活に欠かせない存在だった。 

   ヒルトンホテルの入り口の方に行くと、亮さんは既に着いていた。力を感じさせる

目を持った、とても話しやすい人であった。かごを抱えているので何か聞いたら、飼って

いるコロという。依然飼っていた猫が家を空けている間に死んでしまったので、それ以来

どこかに行く時は必ずコロを連れて行くそうだ。ここナイロビから亮さんの任地であるエ

レギには、キスムというケニア第４の都市を経由していく。長距離バスと電車があるのだ

が、今回はぴったり４人部屋が取れるので電車を使用した。ちなみに、鉄道はケニアでは

全く発達しておらず、ナイロビに住んでいる学生でさえ１度も利用した事がないと言って

いた。時間を守らないのは当たり前、ひどい時には当日になって電車が運行をとりやめて

しまう。１週間に３本しか走っていないにもかかわらず、である。しかし、この日は予定

通り６時にナイロビの駅を出発してくれた。時速４０キロ程でゆっくり走り、更にゆっく

りになったかと思うと駅でもない所で停車してしまうことも多々あった。私達は二等の４

人部屋だったのだが、電気はつかなかった。１等だけしか電気はつかず、私達は手持ちの

ライトを渡された。このライトも電池が切れかかっているのか、よく消えてしまう。東京

では電車の中が暗くなっても外の明かりが見えると思うが、ケニアでは本当に真っ暗にな

ってしまうのである。街灯がないのは勿論のこと、電車が通る地域には家すらほとんどな

い地域も含まれているのだ。キスムからナイロビまで 10 時間以上かけて走るのだが、止

まる駅は実に６駅ほどである。時々大きく横に揺れるが、思っていたよりも快適な車内だ

った。 

 

 

３月１５日（火）晴れ        文責：佐藤 歩 
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電車が１０時ごろにキスム駅に到着。普段はエレギまでタクシーで行くそうだが、今日

はタクシーが見当たらないのでマタトゥで。近くのスーパーで買い物をしてから、マタト

ゥに乗りエレギへと向かう。エレギとはキスムから１時間くらいかかる小さな村だ。亮さ

んはもうケニアに８ヶ月もいるので、随分と慣れている様子。マタトゥのコンダクターに

１日の稼ぎがいくらになるのかなど聞いていた。途中他のお客が降りたところで、ガソリ

ンを補給するために一時停車した。マタトゥが止まっていて中に外人が乗っていれば、当

然物売りの人たちのターゲットとなる。今回は、かご一杯のバナナを頭に乗せたお姉さん

がやってきた。ちょうどお腹も空いていたので、バナナを１房購入する。７～８本付いて

いたと思うが、たったの１５円程度であった。マタトゥが走り出しバナナを皆で食べると、

かなり美味しい。喜んで食べていたら、亮さんがいきなり窓を開け皮を投げ捨ててしまっ

た。これには驚いたが、亮さんは涼しい顔で「土に戻った方がいいんだよ。」と言う。実際、

ケニアの道路にはゴミ箱などなく、バナナの皮は路上に捨てるのが普通のようである。自

分もドキドキしながら道路の横の土の部分に投げ捨てた。「あいつ(通行人)に当てろ！」と

笑って言う、亮さんは楽しい人である。キスムから３０分以上走ったところで、綺麗に舗

装された道に出た。この道路は中国の支援で作られたものだとコンダクターが教えてくれ

る。確かにでこぼこじゃないし、真ん中にオレンジの線があり道路を分けてある。ケニア

の普通の道路とは違う、明らかにハイレベルな道路だ。近年中国はアフリカに進出してい

るのだと、今回のケニア滞在中に色々な所で聞いた。それに比べて日本はどうなのだろう

か？不安を抱かずにはいられない。 

   中国の支援による道路が終わり、デコボコ道を少し走ったところにエレギはあった。

今まで通ってきた幹線道路をそれ、土がむき出しの道に入っていく。幹線道路から亮さん

の家は７キロも離れていて、普段はボダボダという自転車タクシーを使わないといけない

そうだ。この日も幹線道路からエレギへの入り口のところに、ボダボダのお兄さん達がた

まっていた。ある家族のコミュニティーの中にある亮さんの家に着き、マタトゥから荷物

を降ろす。コロもようやく我が家に帰宅である。荷物を降ろしていると、そのコミュニテ

ィーのママが出てきて挨拶してくれた。名前を聞いたことは聞いたのだが、亮さんがママ

と呼んでいるのでママと呼ぶとこにする。ママと呼ばれる女性はどこにでもいるのにパパ

と呼ばれる男性に一度も出会わなかったのは、ケニアにおける男女の存在感の差を表して

いるのかもしれない。ケニアでも日本同様に女性の方が強いのだ。荷物を部屋に置き、と

りあえず昼飯を食べに外に出る。入った大衆食堂のような店の値段は、ナイロビのお店の

３分の１程であった。その後、村の中を１時間くらいかけて歩き回ってみた。途中でサト

ウキビを売っていたので買い、固い皮に苦戦しながらも美味しくいただいた。サトウキビ

を一生懸命食べている私達を見て、サトウキビ売りのおばちゃんが微笑んだ顔は優しかっ

た。地元の子供達が外人である私達を珍しがり、ずっと後を着いてくる。顔をちょっと覗

き込むだけで笑ってくれる、全く外人慣れしていない可愛い子達だった。ちょっと追いか

ける仕草をすると、「キャー」と笑いながら逃げてしまう。歩いている途中、スーツ姿で自
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転車を漕ぐおじさんに追い抜かされた。こんな村の中で自転車に乗るのにスーツ着なくて

もと思うが、ケニア人は皆服装に気を使う人たちだと思う。自分の持っている服の中で、

一番良い物を着たがるのである。それゆえ、選挙の宣伝としてある候補の顔入りＴシャツ

が配られたとき、村中の人がそのＴシャツを着て歩いていたそうだ。持っている服の中で、

それが一番新しい服だったからであろう。エレギは本当に田舎という感じで、茅葺屋根の

家が並んでいる。家の庭には牛がいるし、道には野生の鶏が走り回っている。ナイロビに

比べ、とてもゆっくりした時間の流れる場所だ。その夜は亮さんがトマトとワインのリゾ

ットを作ってくれたので、久々に美味しい米料理を食べることができ幸せだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１６日（水）晴れ時々豪雨        文責：佐藤 歩  

 

エリギの道。 

道行く人は、ものめずらしく 

私たちを見ていたが、 

土地の言葉で挨拶をすると、 

親近感を持って 

挨拶を返してくれる。 

エリギで見つけた 

昔ながらの家。 

多くはないが、 

このような家も 

まだ残っている。 
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今日は７時半くらいに起きて、８時くらいから亮さんの運営する農場を見学に行っ

た。ちょうど従業員の方たちが、スクマウィキ（ケニアで最も安く栄養もあるため、一番

ポピュラー）という野菜の種を植えていた。人参などの商品作物を作るという選択肢もあ

ったが、聞き込み調査をしたところエレギの人々の購買力ではスクマウィキが精一杯と言

う結論に達したらしい。一見のどかで平和な農村だが、近くに大きな市場がないため野菜

を作っても売ることの出来ない貧しい人々が多い。現金がないために、本来ならばすぐ治

るはずの病気で命を落とす人も多いそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亮さんの農場では４人の従業員が働いている。文化も何も違う現地の人々と働くの

は、当然のことながら色々な苦労があったそうだ。今従業員の１人はおばちゃんなのだが、

依然はその夫が働いていたそうである。しかし彼が時間通りに来なかったりサボったりす

るため、より信頼の置ける奥さんに代わったのだそうだ。ケニアでは仕事をしない男性が

多く、奥さんは働いているのに旦那は道端で話しているだけなどというのは普通らしい。

これは、女性の方が男性よりも人生に絶望せず生き抜く力があるためだと思われる。男は

すぐにアルコールに走ってしまうのだ。他にも、亮さんがケニアの農林水産省のガイドラ

インに従って予算を組んでも通用しないということが良くあるようだ。なぜなら、ケニア

政府の役人の部族とエレギに住む部族では農業のやり方が違うというのである。それは違

う部族のやり方だと言われてしまえば、ガイドラインはもはや意味を成さない。国内に 48

もの民族を抱えるケニアらしい問題である。作業の後のミーティングで亮さんと従業員の

皆が話し合った結果、種や農薬が足りないと言うことになったので昼食がてらに買出しに

出かけた。キスムまでボダボダとマタトゥを乗り継ぎ、そこから歩いてビクトリア湖の畔

のレストランへと向かう。レストランに行く途中キスム駅の線路を横切っていったが、一

週間に３度しか電車が通らないので後ろを気にする必要がなかった。レストランでは、テ

ィラピアというケニア特産の魚とンガリを食べた。ちょっと有名なレストランだったらし

く、かなり美味しかった。ちなみに、ティラピアは日本に輸出されマクドナルドでフィレ

オフィッシュバーガーに使用されている。ケニアからの輸出が途絶えれば、日本のマック

朝から畑仕事に 

精を出す従業員。 

自分自身の畑も持って 

おり、亮さんの農園と 

午前午後で仕事を分けて

いるのだそうだ。 
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でもフィレオが消えるというわけだ。意外なケニアと日本の接点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後買出しをして、タクシーでエレギに戻った。途中いきなりの大雨があり、道

に店を出していた商売人達が急いで片付けていた。ケニアは３月の後半から雨季に入るの

だが、今年は雨が少ないそうだ。亮さんの畑のスクマウィキも雨不足でやられかけていた

らしいので、これは恵みの雨となった。当然のことながら、エレギにはスプリンクラー設

備のある畑などない。夜は亮さんと渡邉君の合作で焼きうどんが完成し、日本の味を堪能

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月１７日（木）晴れ      文責：佐藤 歩 

 

ビィクトリア湖畔で 

食べたティラピア。 

たくさん並んだ 

ティラピアを自分で 

選ぶと、トマトベースの 

ソースで調理してくれ

る。 

なかなかの美味。 
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朝の８時くらいに起きる。ケニアに来てから、朝起きる時間が早まっている。９時

半には農場へと出発した。農場に着いた時にちょうど畑を耕す作業をしていたので、私達

も参加してみることにした。鍬で畑を耕すのは初めての経験だったが、かなりの重労働で

あることが良くわかった。力を入れて鍬を振るだけでは、上手く土に入ってくれないので

ある。従業員の人たちは皆ザクザクと簡単そうに進めていく。聞けば、一番若い２０歳の

従業員ですら農作業キャリア１０年以上のベテランらしい。彼等の働き振りを亮さんが確

認し、その後の指示を出してまた買出しに出かける。昨日は農薬などが手に入らなかった

のだ。エレギから他の町に行くにはマタトゥを使用しないといけないのだが、日本人は料

金を一般よりも多めに取られる事が多いようだ。あるガイドブックなどでは、マタトゥに

乗るのは大変危険なので必ずタクシーを使うように薦めている。そして、ここエレギに常

在している外人は亮さんくらいしかいない。当然狙われる可能性があるのだが、来た当時

から亮さんは地元の人と同じ金額しか絶対に払わなかったそうだ。そのおかげでケチなム

ズング(スワヒリ語で”白人・外人”の意味)としてマタトゥにボイコットされたこともある

らしい。ケニアで知り合った多くの日本人が精神的に強いと感じられるのは、これらの苦

労を乗り越えて活動を続けているからなのだろう。 

本日はまずカカメガに種を買いに向かった。昼ご飯を食べに入ったレストランで、

トイレに行った渡邉君が神妙な表情をして帰ってきた。水洗トイレで水が流れず、物が溜

まっていたのだそうだ。食事前に大変気の毒なことだが、ケニアで水洗トイレの水が流れ

ないのは普通だと亮さんが言っていた。水洗トイレよりも、詰まる危険のないぼっとんト

イレの方が良いのだと。近代的な施設も、使用する環境によっては前近代的なものに劣っ

てしまうという例だった。水が流れないのを承知で水洗トイレにしたのか？それとも作っ

た当時は流れていたのか？そのあたりは私達にはわからない。食事を終えて種を売ってい

る会社に行くと、２時から休憩時間に入るので３時半に来て欲しいと門番が言う。確かに

２時を５分ほど過ぎていたが、種を買うのなんて大した時間はかからない。電車が２、３

時間平気で遅れるのに、休憩時間は５分の遅れも許さないとは面白い。結局門番が入れて

くれなかったので、網越しに中の職員に直接話しかけ交渉し入れてもらった。中では他の

客が普通に種を買っていた。買出しを終えて門を出る際に、門番に日本語で亮さんが悪態

をついていた。周りに誰も日本人がいなくて愚痴も言えない状況では、日本語で悪口でも

言わないとストレスが溜まっておかしくなってしまう。一人で奮闘する亮さんを通じて、

海外で暮らすということの難しさを実感した２日間だった。 

一度キスムに戻り、出発するために荷物を整理する。今日エレギからナイロビに戻

ることになっているのだ。荷物整理が終わりコロをかごに入れ、外の道に出てボダボダを

待つ。やってきたドライバー達は大きなボストンバッグにも嫌な顔をせず乗せてくれたが、

やはり漕ぐのは大変だったようだ。ボダボダは言ってしまえば自転車の２人乗りである。

亮さんの家から幹線道路までの２０分を漕ぐだけでも疲れるのに、道は舗装されておらず

所々ボコボコしている。その上にボストンバッグが加わればドライバーは大変だ。毎日こ
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なしている仕事とはいえ、幹線道路に着く頃には肩で息をしていた。荷物代としていつも

より１５円多い３０円渡し(２０Ksh)、マタトゥを待った。キスムからの電車は遅れること

があると聞いていたので用心して長距離バスにも乗れるようにしておいたが、今回も時間

通り６時半にキスム駅をナイロビに向け出発してくれた。時間通り動いたことに驚くなん

て日本ではありえないが、ケニアで時間が遅れるのは当然だと言う常識を身につけていた

私達には、定刻どおり出発した電車は素晴らしいもののように感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１８日（金）晴れ 文責：庄司紘子 

 

ボダボダ（自転車 TAXI） 

に乗る庄司。 

後部座席は 

ソファー仕様で、 

乗り心地はなかなか。 

こぎやすくするためか、 

ドライバーのイスは非常に

高く設定されている。 

Kenya Rail Way(KRW) 

ケニアの国鉄。といって

も、電車はこれだけで、 

キスム行きはナイロビから

周に３本しかでていない。 

早朝の車窓の窓から。 
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今日から３日間、私と佐藤君は、「サイディアフラハという日本のＮＧＯが運営する養護

施設に滞在させていただく。サイディアフラハは、養護施設の経営だけでなく、スラムの

子どもたちの教育や母子家庭の母親の自立支援のための活動を行っている。 

この施設の経営者である荒川さんがナイロビに私たちを迎えに来てくださる。 

私たちは、施設のあるケニア南西部のキテンゲラという小さな町に向かった。 

 

マタトゥを降りると、そこには、あの飛行機の中から見下ろした広大なサバンナが広が

っていたのである。 

ここはナイロビ国立公園のすぐ近くであるという。 

施設では、荒川さんとケニア人の寮母さんのもとで、４人の子どもたちが生活を送って

いた。 

施設の中には、保育園と職業訓練センターもある。私たちはまずそれぞれの教室を見学

させてもらった。 

保育園では４歳から６歳までの子どもたち20名ほどが一つの教室で一緒に学んでいる。 

子どもたちは私たちにケニアの歌をたくさん披露してくれた。 

 職業訓練センターでは裁縫教室が開かれていて、国家試験を控えた初級クラスの生徒た

ちが子ども用のワンピースを、国家試験を突破しスキルアップを図る上級者たちは男性用

のズボンを縫っていた。みな本当に器用で上手である。教室を修了した者たちの多くは街

の仕立て工場で働くのだといい、ケニアの工場では、欧米で売られる多くの衣類が作られ

ているという。出来上がったばかりのワンピースを見せてくれた少女に、この作品はどう

するのかと尋ねると、施設に暮らす少女にプレゼントするのだと教えてくれた。 

 この職業訓練センターの生徒には、高等教育も施されている。この日は午後からエイズ

についてのレクチャーが行われた。まず啓発ビデオが流された。私は衝撃をうけた。その

内容は想像を絶するものである。男女の恥部が鮮明に映し出され、エイズに感染すると、

そこにどのような外面的変化が現れるのか、といったことがあまりにリアルに提示された。

生徒たちは深いため息をつきながら映像に見入っていた。そして、最後に皆が一人ひとり

感想や意見を述べ合った。 

  

キテンゲラの夜は早い。周りにはまったく街灯が無いため、７時をすぎれば外は真っ暗

になってしまう。 

 夜、大きなテーブルを囲んで皆で夕食を食べる。ママのウガリは格別の味。だが、皆、

食べることよりも話すことに夢中だ。少年のジョークをママが真に受けて怒り出し、それ

を別な少年が笑いながらなだめ、少女はその流れをニコニコしながら見守っている。にぎ

やかで楽しく温かい団欒のひとときである。まるで本当の家族のようだ。 

 ＜キテンゲラ＞ 

３月１９日（土）晴れ              文責：庄司紘子 
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 昨晩、私たちがすっかり眠りに就いた真夜中に、事件があったようだ。 

 施設のウサギ小屋から、ウサギが一匹、野良犬に銜えられ連れ去られたのだ。しかし、

それを見つけたマサイ族のアスカリ（門番）が、走って追いかけ犬を捕まえた。彼はなん

という足の速さなのだろう・・。だが、犬に強く銜えられていたウサギは既にひどく傷つ

いていたのだそうだ。 

 朝、子どもたちにつれられて台所へ向かうと、そこには、皮がきれいにはぎとられてツ

ルンツルンになったウサギが、原形のままつるされていた。１７歳の少年が朝一人で皮を

剥いだのだといい、「残念だったけど、今日はウサギの肉が食べれるね」と明るく語る。私

は、昨晩おやすみと語りかけたウサギの、なんとも変わり果てた姿を前に、口をあんぐり

あけて立ち尽くしてしまった。 

 パンとおいしいケニアンチャイ、そしてオレンジという朝食の後、私と佐藤君はナイロ

ビホスピタルへと向かった。彼は４日前、バスの降車口の階段を踏み外し、見事に着地に

失敗、腕に大きなあざを作ったのである。内出血して紫色に膨れた部分が日に日に広がっ

ていくので、大事をとって病院を受診したのである。 

 何事も無く診察が済み、帰りに本屋さんに立ち寄って、サイディアフラハへと戻った。

それから荒川さんや子どもたちと一緒に、少し離れた場所にあるスーパーマーケットに食

料の買出しに行った。途中何人かのマサイ族と遭遇した。赤いチェックの布を巻き、独特

な色鮮やかなアクセサリーを身につけている。ここ、キテンゲラは、もともとマサイ族が

集住していた土地で、キテンゲラというのもマサイ語なのだという。 

 ２人の少女と“アルプスいちまんじゃく”をする。ケニアの同じような遊びを教えてく

れたので、代わりにこれを彼女たちに教えたのである。何度も繰り返すうちに歌さえもマ

スターし、“ラーンラランランランランラー”のところにはオリジナルのステップまでつけ

加えられた。 

 夕食の後、子どもたちが私たちのスワヒリ語の先生になってくれた。なかなかのスパル

タ教育である。リズムに乗せてスワヒリ語の１～１０の発音を覚えることから始まった。       

そうこうしているうちにあっという間に消灯時間になってしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

＜モンバサ＞ 

3 月 19 日（土）晴れ           文責：渡邉 睦 



 42 

 

何度、この Kenya Railway の寝台列車に乗ったことになるだろう。18 日に JKSC メン

バー二人と別れ、そのまま大学の先輩で協力隊員の石川亮さんとともに行動している。19

日の夜に南ケニアコースター沿いのモンバサで行われる帰国する協力隊員のパーティー

に参加させてもらうため、二日連続の深夜列車だった。 

モンバサはナイロビに次ぐケニア２番目の都市である。モンバサビーチとして有名でイ

ンド洋を見渡すコースター沿いに位置する。またオールドタウンというわれる歴史の古い

街づくりも残っており、観光地として欧米人などが多くやってくる場所である。物騒な話

になるが、2002 年 11 月にこのモンバサにおいて爆弾テロ事件が起こっている。その影響

で協力隊員はこの 3 月まではモンバサに行くことが禁止されていたほどである。ナイロビ

のようなビルが立ち並んだ光景はほとんど見られないが、中心部では昼は商売で賑わい、

夜はカジノやクラブ、バーという二つの顔も持っている。残念なことに今回のモンバサ滞

在ではそんな町の様子を多く見ることが出来なかった。19 日の昼過ぎにモンバサに着い

た私たちは、次の日の夜の深夜列車でナイロビに戻る予定だ。 

それにしても、ここに来て初めて観光気分も味わうことが出来た。モンバサの海は美し

い。亮さんと私は町で安い海水パンツと水中メガネを購入し、海へと急いだ。透き通った

水に、少し潜るだけで手に取ることが出来るほどにたくさんの魚たちが泳いでいた。また、

プライベートビーチとして海岸の砂浜沿いには豪華なホテルがひしめき合い、砂浜をラク

ダに乗って歩くサービスまであり、これまでの滞在で色々なケニアの様子を見てきた分、

大きなギャップに戸惑うほどである。 

ケニアにいる協力隊員はそれぞれに任地がもちろんあるのだが、ナイロビに協力隊員連

絡所（別名ジャパニーズドミトリー）として隊員が集まる建物がある。協力隊員のイベン

トなども行われており、私もお邪魔させてもらい協力隊員のお話を色々と聞かせてもらっ

た。国際協力の第一線で働く彼ら彼女らが何を考え、何に苦悩しているのかを直接聞くこ

とができるのは、どんな本からも得ることのできない貴重な体験であった。 

日が暮れてきて、自分の部屋に戻り一息ついたときに突然ホテル全体で停電が起こった。

すぐに回復すると思いあまり深く考えていなかったのだが、どうにもなかなか戻らず、夜

に予定していた帰国隊員のパーティーは真っ暗闇のなか蝋燭の明かりで行われることに

なった。そうして始まったパーティーであるが、私としては蝋燭の火がまた独特な雰囲気

を作り心地よく感じた。そして何よりもすばらしいものがあった。大きなガラス越しに見

えるインド洋を囲むように満天の星空が私たちを照らしていたのである。水平線の向こう

まで散りばめられた幾千もの星達は、周りの顔の輪郭がはっきりと見えるほどに輝いてい

てくれた。途中で停電は回復したのだが、帰国する 4 人の隊員にとっては本当に素敵な時

間を送ることができたのではないかと思う。 

<キテンゲラ＞ 

３月２０日（日）曇 ときどき 大雨     文責：庄司紘子 
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今日は日曜日。私たちは子どもたちと一緒に、彼らが通うカトリックの教会へと向かっ

た。 

教会へ着くと、既に聖歌隊による綺麗な４部合唱が始まっていた。教会の中へ入るのか

と思いきや、私たちはこの後一人ひとり笹の葉を手に持って、子どもたちを先頭に、賛美

歌を歌いながら町の中を大行列で行進したのであった。 

教会の中での牧師の説教が終盤に差し掛かったころ、空が突然暗くなり、ものすごい勢

いで雨が降ってきた。ケニアにきてたった２度目の雨である。そろそろ雨季がやってくる

のだろう。農作物にとっては待ちに待った雨である。 

大きな水溜りをジャンプしながら、だいぶ弱まった雨の中を、子どもたちとてくてく歩

いて帰ってきた。 

遅い昼食の後、私たちはサバンナに向かった。道と言える道が無い。カラカラの大地に

はところどころにアカシアの木が生え、また、薄紫色のかわいらしい花もところどころに

咲いている。少女がその花を摘み、私の髪に挿してくれた。 

 土と木と花と・・・それだけのはずの大草原の一角が、カラフルに彩られている。近隣

の宅地化の影響でこの付近はゴミ捨て場としても利用されることになったが、土に還らな

いビニール袋だけがこうしていつまでも形をそのままに残り続けてしまうのだ。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途中川に行くが、干上がってしまって、水はまったく流れていなかった。人々は自然の

水を得られないから、貯水庫のある家から水を買ったり、遠くはなれたところまでリアカ

ーを引いて水を求めに行く。 

 私たちは、シャワーが出ないのでここ４日間体を洗っていない。そんなことをほとんど

気に留めなくなってしまった自分に、ちょっとやばいかな・・と思った。 

 サバンナを行くと、塗炭でつくられた一軒の家が見えてきた。隣の家までは１ｋｍとい

ったところだろうか。この家に、荒川さんの良く知るマサイ族の家族５人が住んでいるの

広大なサバンナを

歩く、荒川さんに

庄司、子供達。 

ぽつぽつ見えるも

のはビニール袋。 
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だ。マサイ族といっても彼らはあの赤い布を身にまとっているわけではなく、普通の衣服

を着用している。この家のママは、ビーズと釣り糸を使ってきれいなアクセサリーやキー

フォルダーを作り、その品をサイディアフラハに卸している。独特の色使いで、美しく丈

夫にできている。私は彼女から日本の家族へのお土産を買うことにした。 

 もと警察官のパパは明るく冗談がとまらない。家の外で放し飼いにされている子ヤギを

指さし、「君にあげるよ。バックに入れて日本に持ってかえりな！」という。それはできな

いと答えると、「じゃあ、犬がいいかなあ？」といってガッハッハと笑う。 

 パパとママは、私たちにマサイ語の名前を考えてくれた。わが子に命名するように、二

人であれはどうか、これはどうかと話し合っている。そして、私には NASHUBAI（幸せ、

笑顔の女性という意味）の名前を、佐藤君には OROIBORNI（薬を処方する人、権力者と

いう意味）という名前を与えてくれた。私はこれで、ＨIROKO  NJERI  NASHＵBAI  

SHOJI  となった。 

 帰り道、ママが私の肩を抱き、「今度はいつ帰ってくるの？」と聞く。分からないけれど、

２年以内にはこの地に戻ってきたいと考えている、と伝えると、「２年だなんて！１年以内

に帰っていらっしゃい、さびしいわ」と微笑む。私はこの日、初めて自分がもうすぐこの

地を去らなくてはならないのだということを思った。そしてひどく悲しい気持ちになった。 

「今日は特別なディナーだね！」と少女が話す。そう、今日は私たちゲストのために皆

でご馳走（皆が食べたいとリクエストしたもの）を作ることになっているのである。 

家に帰ると、少年たちが既に準備を始めていた。今日は、ニャマチョマ（焼肉）とマン

ダジ（あげパン）、特製サラダ、揚げ魚の入ったトマトスープ である。子どもたちは皆包

丁の扱いが上手で、果物を細かく切るときの裏技を私に伝授してくれた。 

今日がケニアで最後の夜である。 

夕飯を済ませ、子どもたちが消灯時間になって部屋にもどった後、私は外で星を眺めな

がらケニアでの２０日間を振り返った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜モンバサ＞ 

３月２０日（日）晴れ             文責：渡邉 睦 
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〈クリーンナップ運動〉 

20 日午前、協力隊員が企画するモンバサ海岸を美しく保とうという目的で行われてい

るクリーンナップ運動に参加した。クリーンナップ運動、要するにごみ拾いのことである。

この運動は今回が初めてではなく、何度か行われており、日本人がすべて行うのではなく

住民を巻き込んで一つの地域運動としてムーブメントを起こすべく始められたそうだ。今

回も地元でお店をやっている人や近くの小・中学生も参加しており、オープニングでは中

学生によるごみ拾いを行うことをテーマにした演劇もあり、ただゴミを拾うのではなく教

育の要素も含まれたプロジェクトであるのだと思う。 

10 時から約二時間ゴミ拾いをしたが、海も赤道も近いモンバサは蒸し暑く、ナイロビや

キスムのような高地らしい涼しさはまったくなかった。せっかくもらった JOCV のクリー

ンナップ T シャツも汗で重くなってしまった。実践してみて、気が付くことはゴミの量の

多さである。ケニアではゴミに対する意識はそれほど高くない。分別も徹底されておらず、

町を見ていても日本と比べてゴミの多さに驚いてしまう。住民のゴミへの意識改革を中心

に置くこの運動が非常に重要であることをよく理解できた。時間が過ぎ、グループごとに

ゴミの重さを量り、他のグループとの競争が始まる。賞状などもしっかりと用意されてお

り、ゲームのように楽しんで行おうとする企画力には感服の一言に尽きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キテンゲラ＞ 

３月２１日（月）快晴              文責：庄司紘子 

 

モンバサの海岸をバックに。 

椰子系の木にへばりついた 

カラフルなトカゲを発見。 

モンバサの暑さは、 

蒸されるような暑さで、 

まるで日本の夏のよう。 

トカゲの日向ぼっこも 

苦しそうな様子。 
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今日は雲ひとつない青空だ。 

子どもたちは朝６時３０分に学校へと出かけていった。少女たちが通う小学校は朝７時

に始業のベルが鳴るのだ。 

私たちは朝食を済ませると、施設の中にある保育園へと向かった。今日は半日保母さん

である。ケニアの歌を歌ってくれた子どもたちに、お礼に日本の歌を鍵盤ハーモニカで演

奏した。もっと、もっと、と何曲弾いても終わりが来ない。さあどうしよう・・。そこで

外に椅子を持ち出して、皆で椅子とりゲームをすることにした。キャッキャと声を上げな

がら椅子の周りをぐるぐる走り回る子どもたち。勢い余って一人がこけると皆こける。こ

のゲームを３度行うと、午前の休憩タイムになった。この時間、子どもたちはコップ一杯

のウジを飲む。これはとうもろこしの粉を水で溶き、ぐつぐつと煮たものである。 

午後には、少年の案内で屠殺所へ向かった。牛が毛皮をはがされ、解体される場所であ

る。血だらけのつなぎを着た男たちがうろうろしている。残念ながら屠殺は全て終わった

後だった。建物の中には、皮と角とをとられた大きな牛たちがたくさん釣り下げられてい

た。 

この場所に案内してくれた少年は、寄宿舎のある高校に通っているが、新しくやってき

た理不尽で厳しい校長への反抗で、生徒や職員の一部がデモを起こし、今は一時的に学校

が閉鎖されているのだという。「でも明日からはやっと学校に行けるんだ」と話す彼はいつ

も物静かで、優しい目をした少年だ。サッカーが大好きで、「日本人といったら中田と稲本

と鈴木だな！」と話す。 

 

１５時をすぎた頃、荒川さんが手配してくれたタクシーが私たちを迎えにきた。 

とうとう６人の温かいファミリーと、そしてケニアとお別れをしなくてはならない時が

きてしまった。 

少女の微笑みが悲しげなので、胸が詰まって言葉が出なくなり、顔もまともに見れなく

なった。 

 「また来るよ 絶対に。」そう彼らに伝え、自分に言い聞かせた。 

 

私と佐藤君はこの日の夕刻、日本に向けてケニアを発った。 

 

そういえば、私たちは５日間シャワーを浴びていない。 

 

 

 

＜モンバサ＞ 

3 月 21（月）・22 日（火） 晴れのち曇り・曇り             

文責：渡邉 睦 
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 モンバサでの観光気分もつかの間、20 日夕方にモンバサを出た亮さんと私は、再び二晩

かけて亮さんの任地であるキスム駅を目指す。ケニアの列車は同じ方向へは一日一本しか

出ておらず、またすべて深夜列車なのである。21 日の日中はナイロビにいたわけである

が、この中継中（いまいち）のナイロビでは、亮さんに連れられて任地の従業員に送る農

場Ｔシャツを作るために、プリント会社を訪問した。ジャパニーズドミトリーからバスで

約 30 分、ウェストランドに着く。ここは欧米人や割と裕福な層の人々が暮らす住宅街が

広がる地域である。最近では JICA が交通量を調べるために道路のラウンドアバウトに信

号を付けたことでも知られている。プリント会社は閑静な住宅街を抜けたところにあり、

建物の前まで道路が敷かれていることからも車で来る客が多そうに思われる。いくつかの

会社のオフィスが同じ建物に入っている、レストランもあるいわゆる共同オフィスビルで

あった。 

 亮さんは自分の農園のユニフォームとして、自分でデザインした社標をプリントしたＴ

シャツを依頼していた。Ｔシャツはサッカーのユニフォームに似せた背番号つきのもので、

現在 4 人いる従業員の名前とそれぞれの番号をプリントしようと考えていた。これは、亮

さんから従業員へのささやかなプレゼントでもある。これによって仕事へのモチベーショ

ンがあがってくれれば願ったり叶ったりだと微笑む顔が忘れられない。 

 夕方になり、ナイロビ発の列車でキスムへ向かう。この日はキスムからはタクシーを利

用した。マタトゥに比べたら少し値は張るが、家の前まで連れて行ってくれるので荷物が

多いときはむしろタクシーを利用するようだ。キスム駅からは約 1 時間をかけて、いくつ

もの丘を越えて亮さんの任地であるエレギに向かう。エレギにはマタトゥなどが止まるタ

ーミナル的なマーケットがある。そこからはコンクリートの道路はなく、約 7 キロの木々

に囲まれた道を行く。いつもはこのマーケットと亮さんの家まではボダボダと呼ばれる自

転車のタクシーを使う。そうこうしているうちに、亮さんの住む家の前に着いていた。時

間は 14 時をまわったところで、やっと一息と言ったところであった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エリギ＞ 

3 月 22（水）・23 日（木） 晴れのち曇り・曇り             
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22 日午後 4 時、休憩のあと、亮さんが通っているという地元のサッカーチームの練習

に行った。新参者の私もチームメイトは快く受け入れてくれて、試合形式のゲームに参加

することが出来た。彼らとサッカーをしていて、彼らの体力には驚愕させられる。私自身

も高校まではずっとサッカーをやっていたので、体力には多少の自信があったつもりであ

る。しかし彼らと走っていると、息が続かない。一体彼らの底なしの体力はどこから来て

いるのであろうか。考えてみれば、彼らの毎日の生活は体を鍛えるための要素がたくさん

あるのである。農業であっても、ボダボダのドライバーであっても、体を使う仕事ばかり

である。そんな生活とアフリカの人間が持つ生まれ持った才能が、彼らの強靭な体を作っ

たというわけだ。 

運動不足もあって、ボロボロになった私は家に帰って吸い込まれるように眠りに入った

ことは言うまでもない。 

 

〈亮さんの農園〉 

亮さんの協力隊員の業種は村落開発である。村落開発という業種は特に必要な資格や技

術があるわけではない。また、JICA から依頼される業務にしても、二年間という任期は

長いくらいだという。逆に言えば、自分で任地に必要だと思われる活動を見つけ、実践し

ていくことが求められる。亮さんは任地の近くで仕事もなく昼から酒を飲んでいる男たち

を見て、この地域に仕事を作ることをしようと考えた。そこで、自分で農園を作ってしま

ったのである。最初はスクマウィキ（以下スクマ）というケニアで最もポピュラーな野菜

を作ることから始まった。地域の学校やレストランと契約をして育てたスクマの売り上げ

で経営をしている。この農園のポリシーとして大事にしていることは「信頼」である。ケ

ニアにおいてこの「信頼」というものは大きな意味を持つ。時間に正確であることや契約

に忠実であることは、商売をするうえで最も基本的なことであると思うかもしれないが、

ケニアでそれを実践することはたやすいことではない。実際に、従業員の家で行うミーテ

ィングでは、そのことについて亮さんが檄することも珍しくない。契約どおりの量を宅配

できなかった場合はもちろん、顧客への態度に関しても徹底している。「信頼」をブランド

にする以上、ただスクマを売るのではなく、一緒に「信頼」も売る必要があると亮さんは

話す。従業員に対しても、無断に休むことをはじめ、商売をする上で最低限守るべきこと

が出来ないときには、しっかり注意している。また、従業員になるための条件として、学

生ではないこと、英語をしゃべれること、そして信頼する今の従業員の紹介が必要である。

また十分条件ではあるが、家族を持っていることも挙げている。それは、個人の背負う責

任というものと関係する。家族を持つと仕事をすることにも大きな責任が生じてくるので

ある。家族を養うために、簡単には辞めることはできないのである。そのようないくつか

の条件から従業員は選ばれるのである。 

私が行ったときは新しくメイズとビーンズという作物に試みるために種を蒔いている
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時であった。亮さんは農業の専門的な知識はもっていないので、従業員がこれまでやって

きたやり方に頼るしかなく、非常に心配な面持ちであった。早速出てきた問題点として、

亮さんが調べた畑の面積に見合った種の量では全然足りず、その 2 倍の量も使うことにな

ってしまった。まだまだ試練の道は続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜個人体験記＞ 

亮さんの任地の農園風景。 

時間がゆっくりと 

流れている様子が 

感じられる場所。 

木に囲まれた細い道を 

抜けて、出てみたら、 

畑が広がっていた。 

お店の前に書かれた文字。 

「SODA」は、 

コーラやスプライトなど 

炭酸飲料の一般名称。 

「BARIDI（バリディ）」は

「COLD（冷たい）」のこ

と。 

「HAPA（ハパ）」は 

「HERE(ここ)」の意。 

 

「冷たいジュースありま

す。」 

といった売り文句。 
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               大都市ナイロビ 

                             渡邊 睦 

 

 日本にいる友人にアフリカをイメージしてもらったときに出てくる言葉は、たくさんの

動物であったり、干ばつや飢餓、未開な生活をしている伝統的部族社会、などといったも

のである。そんなイメージを持っていなかったといえば嘘になるが、私は今回の滞在でそ

んなイメージを壊したい気持ちがあった。そうしたなかで、東アフリカでは最も大都市と

呼ばれるナイロビという街は、私に大きな関心を与えたことは間違いない。大きなビルが

聳え立ち、スーツを着たビジネスマンが歩いている光景は確かにこれまでのアフリカに対

するイメージを大きく変えるものであった。しかし、私がナイロビで感じた違和感はナイ

ロビの都市的発展性という一言に換言できるものではないように感じる。 

 私にとって、「違和感」の対象になるものは、疎外の対象ではなく、興味関心の対象にな

りえるものである。「知らないものこそ知りたくなる」という言葉が意味を持つものである

なら、まさにそれである。ナイロビでの「違和感」は東京にいても感じることができない

異質な匂いがするものであったのである。私が感じた「違和感」を自分で認識する上で、

も一度この場で整理していきたいと思う。 

  

 そもそもこのナイロビが、ケニアがイギリスの植民地時代に南北に敷かれた線路の中継

地として発展した、いわば当時のイギリスによって作られた都市であるということを聞い

た。そんな知識をフィルターにしてナイロビを注意して見ると、未だに当時の面影を垣間

見ることができる。地名にしてみったって、ウェストランド、イーストランドといったも

のが明らかなように、イギリス人の基準で考えられた英語の名前のものも多くある。（しか

し「モイアベニュー」のように、ケニア人が英国式の St.の名前を、ケニア特有の名前に後

になって変えてしまった例も存在するが）道路を見ても、速度を落とすためのバンプ、そ

してラウンドアバウトとイギリス式の道路作りが色濃く残っている。街の建物にしても外

国資本のものが多く、あちこちに点在する教会も、言ってしまえばヨーロッパの宗教であ

る。また、ふと振り返ってみると、イスラム教徒のモスクがあったりもする。このナイロ

ビにいると「ケニアらしさ」とか「アフリカらしさ」というものに混乱してしまう。 

スワヒリ語でムズングと呼ばれる白人や、レストランの経営をしているインド人、そし

て 40 種類ともいわれる違った言葉と文化を持つケニアの民族たちが集まる場所がナイロ

ビであるからだ。この街はそう考えると人々のるつぼのような場所であり、非常に混沌と

した人間生活の場であるように感じられた。私が持った「違和感」は、こんなごちゃ混ぜ

の中に人々が暮らし、ごちゃ混ぜの文化の中で、ナイロビが成立している事実から来たも

のだと考えられる。 

 



 51 

私のナイロビ滞在は、こんなごちゃ混ぜの空間の中でもう一度自分自身を見つめなおす

機会になっていたように思い返すことができる。ナイロビ大学の隣にある YMCA のラウ

ンジでくつろぎながら大学生と話しているときでも、隣のウフルパークは危険だから近づ

かないほうがいいとか、この前日本人の旅行者が強盗に襲われたなどという話はよく出て

くる。日本の治安と同じ感覚ではいつかしっぺ返しがくると、いつも周りに神経を立てて

いた。街灯も少ない夜のナイロビは、まさに危険なことが起こるのではと想像しやすい。 

ナイロビの中心部からマタトゥを 20 分も飛ばせば、キコンバスラムに到着する。初め

は単純に中心部との格差に驚いたものだが、しだいに街では感じることができなかった、

どこかアットホームな感覚を不思議に覚えた。人間の生活をここまでしっかりと見て、考

えたことは私にとって初めてのことであった。 

日本での当たり前の生活は、いつのまにか私に分厚い色眼鏡をかけさせていたようだっ

た。そのことを私に気が付かせてくれた「違和感」をこれからも大切にしたい。 

 

最後に私が好きな場所を紹介して終わりにしたい。今回のケニア滞在では交通手段とし

て、鉄道をよく利用した。遅くて、サービスだって良いわけではないが、列車での移動は

大きな窓からゆるやかに変化していく風景を望むことができるのが気分を掻き立ててく

れる。私の好きな場所は、ナイロビの中心地からまっすぐにナイロビ駅へと続く道である。

道自体がすばらしいのではない。それは駅という特別な存在からくる感覚なのかもしれな

い。私を次の目的地に運んでくれる列車が、同時に私に新しい興奮を運んできてくれる。

そんな期待を胸にこの道を歩くのである。次第に足は上がり、駅前のタクシードライバー

達の呼びかけも軽くかわして進む。その過程は、私自身が「違和感」を求めてこのケニア

滞在を楽しんでいたことそのものであるように思えて仕方がない。今回感じた「違和感」

が次にケニアに来たときにはどうなっているのか、今でも私の中で発酵されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑うケニア人                      

庄司 紘子 
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 はじめてケニア人の笑顔に惹かれたのは、飛行機の中だった。 

まもなくケニアに到着するというとき、飛行機の窓からサバンナを見た。濃い黄土色の

広大な台地に道は見当たらない。 

あの場所に立ちたい。そして・・・「あそこで走りたい！」 

近くに座っていた、恰幅のいいケニア紳士にそう告げると、彼はにっこりと笑って 

「走りたいって？ものすごく暑いんだぞ、きっとすぐやめたくなるさ！」 

と言う。真っ黒な肌の精悍な顔がふにゃりと緩んだ。 

にっこり笑ってむき出しになった白い歯とやわらかいくりくりとした目に、私はやられて

しまったのだ。 

 ハッハッハア！ 

その太く威勢のいい笑い声をはじめて聞いたとき、もう一度その声を聞きたい、もう一

度笑って！と頼みたくなったほどに、私はその声に魅了されてしまった。 

ケニア人の笑い方は実に素敵だ。豪快で、心がブルルとふるえるような力がある。 

私はこの滞在中、毎日さまざまな場所で、さまざまな人のパワフルな笑い声を聞いた。 

私がこの三週間一度も日本に帰りたいと思わなかったのは、この温かく胸を躍らす彼ら

の笑い声と BIG SMILE があったからだと思う。 

 

マサイ族の家を訪ねた時のこと。 

帰り際、パパが私に 

「なあ、うちのヤギをバックに入れて日本に持って帰らないか？」 

という。彼の目と口は私の反応を待てずに今にも笑い出しそうになっている。私がそれは

できないわよと伝えると、今度は 

「じゃあこの犬にするか？」 

と言ってケラケラ笑う。ケニアンジョークは、その内容よりも、笑いの力で人を愉快にさ

せる気がした。電気の点かない薄暗い家の中で、笑うとこぼれる白い歯は最高の白熱球だ

った。 

  

 ナイロビ大学に通うケニア人の友人と楽しく夕食を食べた後、別れ際に彼が言った。 

「今日、親戚に不幸があった。・・・ああ、とてもショックだよ。でもね、これが人生って

ものなのさ！」 

そう話すと、もう彼の顔には微笑みを通り越した笑顔が溢れている。 

 その時、私は感じたのだ。彼らの笑顔は no problem と語っているかのようであると。

自分自身と、そして傍らにいるものに対する“大丈夫さ”という言い聞かせのようである

と。 
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 彼らは、自分の生活、今を必然のごとく肯定し、そして生きることを、自分自身を、楽

しんでいるように感じた。 

ケニアの国語であるスワヒリ語に「Hakuna matata（ハクナ マタタ）」という言葉が

ある。Hakuna は日本語の「ない」、matata は「問題」の意である。よって、大丈夫・問

題ないさ、という意味になる。 

どこへ行ってもどんな状況のなかでもケニア人は笑っていた。どうしてそんなに笑って

いられるのだろうかと思う私の心の中に、彼らの笑いは“問題ないって”“何をそんなに考

えているのだ？”と語りかけてくるようだった。 

だが、ケニアは 「matata」で溢れている。エイズ・貧困・労働・・・。その日の食料

を得ることもままならない場合も多い。それなのに、どの場所でも、どのような生活環境

の中にあっても、彼らは matata は hakuna(ない)と私たちに笑顔で語る。私が外側から見

て感じた彼らの逞しさ・強さは、強く生きようと意図した結果ではなく、生まれつき備わ

った力であるように思った。 

衣食住を保障され、ケニアよりもずっと笑って暮らしていられそうな日本にいながら、

私はこれほどまでに多くの、気持ちのこもった笑顔に出会ったことがないように思う。私

は忙しい毎日の中で、ポレポレ（ゆっくり）することを忘れ、純粋に生きることを楽しむ

気持ちをもてなくなっていた。私と同じような私の周りの日本人は、顔をこわばらせて毎

日を生きている。今日の先、明日のずっと先のことを考えた時、matata は山済みだ、と頭

を抱えるからである。 

 

日本にもどり、私はよく自分に尋ねている。 

「笑うことをわすれていないか？」 

と。 

「Matata は hakuna ではない。でも、あせるなポレポレ」 

そう思いながら、私は今日も“笑うケニア人”を思い出し、心と顔の緊張を緩めるので

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

与える人                                  

佐藤 歩 
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私は３月１日から三週間ケニアに行ってきた。そこで見たものは、今までに行った途

上国の中でも劣悪な環境であった。衛生状態、教育環境、犯罪率と警察能力、汚職、HIV

…。それら１つ１つについて私たちが見たことを書き出せば、本が１冊作れるかもしれな

い。しかし、これらの問題は多かれ少なかれどの国にも存在することだ。きっと日本もそ

の例外ではない。では、今回ケニアに行って発見したこととは何だろうか？そう考えたと

き、私の心に浮かぶことは“与える人”という言葉である。 

 

  あなたは、“与える人”と聞いて何を想像するだろうか？お金、宗教？私が言いたいの

はそのどちらでもない。この言葉は、私がケニアの人々と短いながらも接した中で浮かん

できたものなのである。 

 

ケニアの人々、その大多数は大変貧しい。首都ナイロビから少し離れれば、電気の通

っていない所などいくらでもある。小さな村に行けば、人々は病院に行くお金すらなく、

風邪のような単純な病気でも簡単に命を落としてしまう。高層ビルが立ち並ぶ首都ナイロ

ビであっても、人口８０万人と言われる東アフリカ最大のスラム「キベラ」を抱えている。

そのような環境に住んでいるケニアの人々が、私に何を与えてくれたか。それはもちろん

物質的なものではない。 

 

神戸先生に案内してもらって、ナイロビにあるスラムの一つ、キコンバスラムに行っ

た時のことだ。神部先生の知り合いで、HIV 患者のおじさんに会わせて頂いた。彼に会う

前、私は生まれて初めて HIV に感染している人と直接会うということで、少し緊張して

いた。「会った時、彼が明らかに辛そうだったらどうしよう？」そんなことを考えていた。 

ところが、実際に会ってみたらそんな心配は不要だった。そのおじさん（ちょっと年

のいったおにいさん？）が暗い事を考える暇をくれないのだ。彼は常に冗談を飛ばし、そ

れを私たちが笑うととても喜んだ。辛そうだなんてとんでもない、「あなたは本当に HIV

にかかっているのか？」と聞きたくなる程明るかった。彼と話している間、私は彼が HIV

に感染していることなど忘れていた。私は彼とハイタッチまで交わして笑いあった。日本

に帰ってきてからその日のメモを見直したとき、彼がＨＩＶに感染していたことを真に思

いだしてびっくりした。 

 

親を亡くしてしまった子供を保護している NGO でお世話になった時も、同じような

状況に出会った。そこで会った少年少女は年下だが、料理や掃除などを自分たちでやるし

っかり者たちで、私達のことをからかってくる元気なやつらだ。彼らとの生活に慣れたあ

る日の夕暮れ時に、その NGO の代表を務める方が、支援者に送る機関紙を見せてくださ

った。その機関紙には、一緒に住んでいる子供たちの過去が書かれてあった。それによる
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と、子供たちの中で一番年上で一番うるさい陽気な男の子は、部族対立で故郷の村を追わ

れるという体験をしていた。一番年下で、少し恥ずかしそうにぎこちない英語を喋る女の

子は、母親が死んで誰もいなくなった家に学校帰りに通っていた。 

それを読むまで、私は彼らが辛い過去を負っていることなど忘れていたのである。そ

のＮＧＯにいること自体、彼等の過去に何かあったことを意味するのだが、あまりに暖か

い空気が流れているので忘れていた。彼らと一緒に買い物に行き、一緒に隣のトトロのビ

デオ見たりするのはとても楽しく、彼等の笑顔は疲れを癒してくれた。 

日本語で書かれた機関紙の内容なんて知らない彼らは、いつも通り明るく接してくれ

る。彼らの人懐っこい笑顔は、私の気持ちを切り替えさせてくれた。彼らは意識していな

いだろうが、私には「今このときを楽しく過ごそう！」と彼らが言っているように感じら

れた。 

 

繰り返して言うが、ケニアはとても貧しい国だ。人々の笑顔の裏にあるものを考える

と、私の心には冷たいものが拡がっていく。しかし、人々はきわめて明るい。町を歩けば

必ず「中国人か？日本人か？それとも韓国人？」と声をかけてきて、最後にはほぼ必ず「カ

リブ！（スワヒリ語で“ようこそ”の意）」と言って笑顔をくれる。 

彼等の発する雰囲気は暗い現実を忘れさせるほどの力を持っている。彼らにカリブと

言われれば、「ケニアは何て人が暖かくて良い国なんだろう」と思うはずだ。人の気持ちに

対して働きかける力がとても強いのだ。人が黙っていれば冗談を言って笑わせ、具合が悪

そうだったら心配する。一つ一つは小さく、取るに足らないことだとしても、後で考えれ

ば随分救われていることがある。 

 

“与える人”とは、自分の心に持っているもの全てを使って人を助ける人だ。けして

飾ることはなく、しかしいつの間にか人を巻き込んで明るい気持ちにさせているような。

これが、ケニア人と接する中で私の感じたこと“与える人”というものである。 

 

ケニア人が世界の中で特別良い人達だと言いたいわけではない。三週間の滞在の中で、

嫌な奴にも会ったしだまされもした。また、彼らが意識的に振舞っているとも思わない。

彼等の文化には「ハランベー(スワヒリ語で“相互扶助”の意)」という言葉があり、文化的

に当然のことなのかもしれない。しかし、彼らと接した後私は考えさせられる。果たして

自分は“与える人間”だろうか？ケニアから帰って一ヶ月がたち、忙しい日々の暮らしの

中で忘れずにいたい問いかけだ。 

 

 

「ワナワケ ビャ マジェンゴ（マジェンゴの女性）」            

繁田 真由子 
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日曜の昼下がり、神戸先生が連れて行って下さったキコンバという「マジェンゴ（スラ

ムと呼ばれる居住区）」で出会った女性達について紹介したい。 

キコンバでは古着マーケットがとても盛んで、道路を挟んだ両側にたくさんの古着や古靴

の店が並ぶ。神戸先生が皆と友達なので、たくさんの人と握手をして友達になれるのが嬉

しくて、何だか得意気な気分だ。挨拶をするときに、必ず握手をする習慣もいい。 

 

キコンバの通りを歩く。 

神戸先生が紹介してくれた、AIDS の活動をしているおじいさんと会う。話していると通

りかかったおばさんがそれに加わる。そのおばさんが、道に落ちていた金色のブローチの

ようなものを見つけて、私の服に付けてくれる。いきなり、落ちていたアクセサリーを拾

い、余計な事を言わずに人の服に付けてくれる、そういったケニア人女性のさり気なさと

いうか、ぶっきらぼうな温かみのようなものに私は魅かれ、憧れる。 

それ以来、私は金のブローチを宝物にし、いつもジーンズに付けている。 

 

キコンバの裏道にあるインフォーマルスクール。 

AIDS 等で親を失った子供達が通う。芝生ではたくさんの男の子がフットボールをしてい

る。 

校長先生が、校舎を一部屋ずつ見せてくれる。それにくっついてぞろぞろとついてくる、

小さな子ども達。ついてくるけれど、こちらが話しかけると恥ずかしそうに逃げたり、尻

ごみしたりする。 

その中の一人の女の子、くすんだピンクオレンジ色のワンピースを着ている６歳ぐらいの

女の子が、ノートを持って、にこにこしながらずっとこっちを見ている。あぁそうか、き

っとあのノートを見せたいんだな。と思って話しかけると、だんだん恥ずかしそうに話し

始める。本当にちっちゃい、かすれる様な声で。愛らしかった。あの歳で私が親を無くし

ていたとしたら、他人に対してあんなに愛らしく笑うことが出来るだろうか。 

次にケニアに行ったとき、彼女はどんな娘さんに成長しているだろうか。 

 

 ２回目にキコンバに行った際、神戸先生は、美容師をしている女性 Hozan（ホザン）さ

んの所へ連れて行って下さった。その小さな美容院で Hozan さんは、お客さんの女性の

顔にスクラブマスクを塗っている最中だった。そんな中、Hozan さんの奥に座っていた女

性は、私たちに数々のお話をして下さった。 

彼女らは女性コミュニティーを立ち上げ、植林活動やフットボール、ゴミ拾いをしている。

ゴミ１袋につき２０シリンギ。こうして集めたお金で、ご飯を食べることのできない子ど

もたちに、週 2 回マンダジュ（揚げパン）とチャイの給食を行っているという。 

「男の人はだめ。働かないから」「女性が、まず変わっていく事の方が大切。男性に“変わ
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れ”といっても無理。女性が力を発揮し、これだけやれるという事を示していかなければ」

という Hozan さんに、女性の力強さを感じた。 

 

ケニアの女性について、神戸先生はおっしゃる。 

「強くて自立心が旺盛。 昔の一夫多妻制の名残もあり、男尊女卑の風習が残っている。

ケニアの女性は、夫にいつ捨てられても一人で子供を育てられるよう、一人で生きていけ

るよう常に商売などを考えている」 

 

また別のマジェンゴでは、AIDS の女性達がグループを作り、豆や野菜などを売っている。

協力して店を開けば、一人の体調が悪くても、他の人が働けるので効率が良いからだそう

だ。もちろん、買いにくる客は「AIDS だから・かわいそうだから」という理由なんかで

は買わない。「Open-Close の時間・値段・品物の良し悪しで判断する。それが現実。だか

らお母さんたちも、甘えない。」       （Save the Children Centre 久保田さん） 

 

 

ケニア女性は魅力的だ。些細な事を気にしない懐の大きさ、ひたむきな生き方、何事も笑

い飛ばす強さ、他人への家族の様な接し方、もてなしの温かさ・・・。 

 

ケニアの人の魅力は尽きない。必ずまたケニア、アフリカに行きたい。 

 

 

（参考：神戸先生、Hozan さん、ＳＣＣ久保田さんから聞いたお話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜謝辞＞ 



 58 

 

今回の渡航は、非常に多くの方々のご協力のもとに行って参りました。 

準備開始以来、幾度となく苦境に直面しましたが、皆様方の暖かいご支援とご指導のおか

げで、実りの多いケニアでの滞在が実現することができました。 

この場を借りて、お世話になりました全てのかたがたに心から御礼申し上げます。 

                        日本ケニア学生会議実行委員一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になった方々 

神部俊平様 

在ケニア日本大使館：佐藤輝様 

外務省中東アフリカ局：北川裕久様 玉光慎一様 

駐日ケニア大使館：Ms. Nairimas S Ore sein 

St Nicholas Children’s home  Ms. Grace Njine 

Aga Khan Primary School 校長先生 

JICA 中原様、徳橋様、長沼様、徳田様、SMASSE の先生

方、久保田様、斉藤様、Mr. Kibe、今栄博司様 

エガトン大学日本語教師 梶川俊雄 様 

日本学術振興会にて 品川様ご夫妻、阿部裕子 様、庄司航 

様、岸辺 様、 

佐賀大医学部の方々 

宮城裕見子 様 

NGO サイディアフラハを支える会 荒川 様 

青年海外協力隊員：石川亮 様 
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