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盛田明彦 今日のゲストは財団法人オイスカの会長、中野良子さんです。すでに皆さ

んご存知だと思いますが、財団法人オイスカは宗教や、民族、主義、主張を越えて、

人類の持続可能な発展を目的とした活動を展開されている団体です。途上国の産業開

発、あるいは人材育成、環境保全を推進し、国際協力による相互理解と友好親善に寄

与することを目的としている団体です。具体的な事業内容としては、途上国での研修、

訓練、あるいは開発の協力、国際交流、特に小中学校への講師の派遣、あるいは各研

修センターでの交流プログラムの実施をされている団体です。現在の会員数は個人が

2,817 名、法人が 5,146 団体ということで、非常に大きな団体ではないかと思います。 
 今日お話いただく中野良子会長ですが、岐阜大学の教育学部をご卒業され、現在学

校法人中野学園の理事長、オイスカ・インターナショナルの総裁、そしてオイスカの

会長などさまざまな役職に就かれています。また、国際的な公職の方でも JBIC（国際

協力銀行）の参与ほか、最近では日本 ASEAN 交流年 2003 実行委員会の副委員長など

国際的にも活躍をされ、外務大臣表彰、タイ国王の勲章、フィジー大統領の賞をはじ

め、藍綬褒章などを受章されています。  
 それではこれより事務局長にバトンタッチをしたいと思います。  
 
 
三橋規宏 皆さんおはようございます。今年最初の朝食会ということですが、中野さ

んには、是非一度この朝食会のゲストとしてお話をしていただきたいと思っていまし

た。しかし、お忙しくて海外に行っているケースが非常に多く、なかなか日程が折り

合わなかったのですが、今回は何とか時間をつけていただきました。 
 オイスカというのは、あまり政府依存ではなく、昔から民間ベースの取り組みとい

うことで、相当現地深く入り込んで植林をしたり、農業指導をしたり、さまざまな活

動を自発的にやってきた団体です。そのような点で、私もかねてから非常に興味深く

思っていました。この B-LIFE21 会員の企業の中でもオイスカにそうとう支援なさっ

ているようなところもあります。特に、損保ジャパンのお亡くなりになった後藤康男

さんはオイスカに対してご支援していたという経緯もあります。非常に地道な活動を

してきたという印象を持っています。そして、このような時代になって、政府系の機

関はむしろオイスカににじり寄って、自分たちの成果にしよう、うまく利用していこ

うというような感じさえ出てきています。一つ一つの実績を積み上げてこられた団体

です。そういった点でも今日の中野さんのお話は興味深いのではないかと思っていま

す。  
 紹介はこの程度にして、早速、中野さんの方からお話いただきたいと思います。  
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魚を与えるより、魚を捕る技術を教える国際教育 
中野良子 今日はこのような会合にお招きいただき、主宰をしてくださっている三橋

先生、ほか事務局の方々にも厚く御礼申し上げたいと思います。今日は初めて「オイ

スカ」という名を聞く方もおられるかと思い、パワーポイントで順序を追ってご説明

するのが礼儀かと思いましたが、時間が長くかかるので今日はお話だけで、あとはパ

ンフレットやホームページなどでもオイスカの情報を流していますので、そちらの方

を見ていただいてご理解賜ればと思います。  
 今でも「オイスカというのは一体何だ？」ということで、地方に行きましても薬の

名前、あるいはアフリカでそのような新しい独立国が生まれたのか、と言われます。

これは Organization（機構）  Industrial（産業）  Spiritual（精神）  Cultural（文化）  
Advancement（促進）という  英語の頭文字を取ったものです。つまり人類世界で不可

欠な産業、心、文化などというものを調和させて安定した平和な世界を築いていこう、

という申し合わせでできたのがオイスカです。これは日本人がつくった名前ではなく、

国際会議の中で海外代表たちによって名づけられたものです。それは昭和 36 年（1961
年）、私の父である中野與之助の呼びかけに応じて、アジアを中心に世界各国からの参

加者による会議でした。日本もようやく敗戦の廃墟から立ち上がって、経済発展の道

を歩み始めていましたが、「経済の発展、つまりものの発展だけでは世の中は傾いてし

まう。最後は破壊になってしまう。これに伴うべき人間の心の豊かさ、他への思いや

りや相互理解、そのようなものを伴って初めて世界の平和に寄与することができるの

だ」という意味で、「精神文化国際会議」という名前で世界へ呼びかけました。 
当時、在京の大使館もずいぶんご協力いただき、文化人、宗教家、産業人、ジャー

ナリストといろいろな多種多彩な人たちが集まりそのような会議をやったところ、「こ

れは大事なことだ」ということで、これを常設機関にしようではないか、ということ

になりました。確かこの会議を数回重ねたと思いますが、その中で誰言うとなく「世

界の空は一つ、世界は大家族、人類はみな兄弟。恐怖のない、不安のない平和な世界

をつくるために協力し合おうではないか」という標語みたいなものが生まれ、各国に

組織をつくってこの運動を広めようではないか、ということになりました。当時たい

へん盛り上がり、その会議には時の総理大臣・池田勇人氏、あるいは次の佐藤栄作氏

というような方たちからもメッセージをいただきましたし、文部大臣の灘尾弘吉さん、

愛知揆一さん（愛知さんは後に外務大臣にもなられました）が、政府を代表して出席

いただいてご挨拶いただいたことを記憶しています。  
 それは話し合いの会議であったのですが、それを進めていっているうちに 1960 年代

も半ば、アジアにひどい干ばつが襲い、農作物がやられてしまいました。一番大きな

被害は、人口の大きなインドでした。何千人、何万人に達するような餓死者が出ると

いう時に、そのような会議を通した友人たちから助けを求められ、その時に中野與之

助は「米を送る、小麦を送る、これでは食べてしまったら終わりだ。そして“もっと

くれ”ということになる。それではまるでこじき根性を植え付けるようなことにもな

りかねない。それよりも農業のできる人を何とか募って送ってやろうではないか」と。

これは中国にも昔そのようなことわざがあったと聞いていますが、「魚を与えるより、

魚を捕る技術を教えた方が良い」という格言があったそうですが、それと同じことを
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中野與之助は言い、そして呼びかけたのですが、これはなかなか苦労しました。 
当時昭和 36 年、４年後に東京オリンピックを控えて、日本は本当に経済発展まっし

ぐらでした。そして、池田勇人首相は「所得倍増」と国民に呼びかけて、敗戦で打ち

ひしがれた日本人はみな経済発展という「坂の上の雲」を目指してエネルギーを結集

し始めていました。日本人はものすごい力を発揮する民族なのです。そのようなこと

で、まだ貧しくはありましたが、みんなの気持ちはたいへん高まっている時代でした。

欧米に追いつけ、追い越せ、そして農業ではなく工業だ。製品をつくって貿易立国と

して経済大国になるのだ。どんどんお金を儲けてみなが豊かになれるという時代に、

まるで逆行する道をオイスカはたどることになりました。欧米ではなく、アジアの貧

困の国々へ、しかも工業ではなく農村部へ、お金儲けではなくボランティアで奉仕活

動をしようということですので、なかなか応じてくださる方は少なかったのですが、

それでもその頃の日本人はまだ「戦争でアジアにもご迷惑をかけた」「昔鉄砲と機関銃

で戦争に行ったのを、今度はクワとスコップに持ち替えて行ってやろうではないか」

と応じてくださる人たちもいました。インドは戦争の被害にあった国ではありません

が、フィリピン、インドネシア、マレーシアは被害がありました。何人かの篤農家の

方たちが「よっしゃ」と言って参加してくださったのです。それは本当にありがたい

ことでした。それに「よっしゃ、それならじいさんに付いて行くぞ」という若い青年

もいたりして、開発団を構成してまずインドに入りました。そして、当時の東パキス

タン（バングラデシュ）という非常に貧しい国、あるいはフィリピンなどというとこ

ろに三々五々農業の開発に入り込んだのです。受け皿がなかったわけではなく、先ほ

ど言いましたようにそこそこにオイスカの組織もできていましたし、現地の政府もそ

れに協力しようということだったのですが、現実、現場は調子の良いものではなく、

言葉は通じない、気候風土・文化は違う、宗教は違うということでいろいろな壁があ

りましたが、日本人は偉かったと思います。  
 
リーダーとなる若者を育成することが第一歩 

そのようなことで、現地へ行って技術協力や、技術移転などというような格好の良

いものではなく、先ず現地の文化、宗教、風習などというものを理解することから始

まり、現場の目線に立って一つひとつ仕事を進める、むしろ人間協力でした。土を調

べるのに試験管に入れて分析調査するのが本当ですが、昔の人は土をなめて「これは

アルカリ性だ」「酸性だ」「何が足りない」を見抜く経験と知恵を身に付けていました。  
いろいろなことがありながらやっていくうちに、これは農村部を良くするには、ま

ず核、リーダーになる若者を人材育成しなければとても普及はできないということで、

政府の古い建物を借りて研修所にして人材育成の研修が始まりました。青年研修の話

題がいつしか他の国々にも広がっていくことになります。すでに創立の 1961 年からか

れこれ 10 年近く経っています。そのようなことにオイスカが年月をかけている間に国

内の日本はどんどん成長してたいへんな発展をしていました。そうこうしているうち

に今年 43 年目を迎えています。途上国の農村部を良くする。これは貧困の部分です。

そこに、人材を育成すること。そして、人間協力。このようなオイスカの国際協力活

動の進め方に対して、その後あちこちの政府から要請があり、それに応える形で結果
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として現在、８ヵ国に 18 の研修センターを設けています。質素なものが主ですが、一

番大きなセンターは JICA で建てていただいた、バングラデシュにある婦人センター

です。1987 年でしたが、時の藤田公郎・外務省経済協力局長は決断の早い方でした。

それが官民協力の第１号ということで、新聞にもニュースとして掲載されたことを記

憶しています。バングラデシュ政府も婦人センターに非常に気を良くしていました。

向こうの政府がおっしゃるには「われわれの国は人口の半分は女性だ。この女性たち

を研修すればバングラデシュの国は大きく変わるのだ」という着想でした。JICA に建

てていただいたセンターですが、OISCA 方式の研修のやり方に見習ったものをバング

ラデシュの各地に広げようという計画書がつくられ、二つ研修センターが 2 年前から

運営されています。私もその一つを視察しましたが、そこには農業、養鶏あるいは縫

製、今ではコンピュータも入れて活気に満ちている様子でした。OISCA のどこが良い

のか、と政府の人に聞きましたら、まず「研修の中に規律を守る、時間を守る、責任

をもつ、工夫する、一致団結する、協力精神」などいろいろなことを掲げているその

最後に「パトリオティズム」という言葉が入ってきました。祖国愛ということなので

しょう。それが OISCA の研修の中にきちんとあると言うのです。何かというと、毎朝

研修生を集めてきちんと自分の国の旗を揚げさせて、敬意を表するということを朝の

行事としてやっている。それをバングラデシュの政府の人は褒め称えていました。そ

のような世界の常識をこの平和ボケした日本人は忘れてしまっているのですが、独立

した若い国ほど、国を愛するとか、この国のために血を流しても守るなどという猛烈

なものがあるということを、日本人は途上国を相手にする時に理解しなければいけな

いと思います。  
インドネシアに「タナアイル」という言葉があります。これは「祖国」というイン

ドネシア語です。「タナ」は土、「アイル」が水です。土と水を祖国というのです。す

ばらしいインドネシア語だと思い、それを聞いた時、私は非常に感激しました。土と

水で祖国はできている。「タナアイル」を守るために、時には血を流すこともある、と

いうことを子供の時代から教えられるということです。そのようなことで途上国を相

手にしていると、教えてあげるのではなく、向こうからギクッとするように教えられ

ることがたくさんあります。ですが、日本も土と水を絶対に守りたい。それが私たち

の愛する祖国日本の一番価値あるものだということを後ほど申し上げたいと思います。 
ところで、企業家の集まりの中で一番行動的であった損保ジャパン（当時安田火災）

の後藤康男さんという方には親しくしていただいていましたが、あの方も 1992 年にリ

オサミットに初めて行って眼から鱗がとれたという経験をされたそうです。非常に率

直な方で、それまで環境問題のことなど考えたことなどなかった、とおっしゃるので

す。とにかく企業の収益を上げるということに血眼になってやってきたけれども、あ

のリオへ行ってから自分は目が覚めたとおっしゃって、それから行動派の後藤さんで

すから、即、経団連の平岩外四さんと組んで自然保護基金を立ち上げられて初代会長

になられました。約６年お務めになったと聞いていますが、そのリオサミットに私も

出かけていまして、政府の部門や、NGO 部門の会議に、わけのわからない大勢の人た

ちにもまれながらの出席でした。  
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フィリピンで子供の森計画、子供たちを主役に植林をスタート 
私どものパンフレットをご覧になった方は、子供たちばかり載っているので OISCA

は子供たちばかりかと思われますが、実はそうです。この世界の未来の担い手は子供

で、子供たちを良くしなければいけない。日本はもちろんですが、そのような思いで

「子供の森」計画というものを 1991 年にスタートさせています。  
それより溯って、OISCA が植林をスタートしたのが 1980 年です。それは先ほど言

いました、いろいろな貧困の農村部をやっている間に現地の長老たちが「雨季になっ

ても雨が降らない。おかしい、こんなはずはない」と言うのです。そして、雨が一度

降ると豪雨になって土砂崩れ、洪水などたいへんな被害が出る。乾季になると一滴の

雨も降らない干ばつで、生活水も飲み水もない。昔はこうではなかった。昔は雨季に

なったら雨が降ってくれて、生活も賄えた。どうしてなのだろう。山を見ると、いつ

の間にか全部はげ山になってしまって木が１本もない。あれは全部日本が持っていっ

てしまった、というような話にもなりました。フィリピンでも、昔は国土の多くが緑

に覆われていました。今はルソン島の上を飛行機から見ると全くはげ山が並んでいま

す。こうして現場から上がってきた声で「農業をやるにも、漁業をやるにも、まず基

本的に木を植えなければ産業は成り立たない。工業ももちろん、農業があって工業が

花開くので、まず植林だ」ということで 1980 年から「ラブグリーン・キャンペーン」

を開始しました。国内では「苗木１本の国際協力」運動として展開、街頭募金をしな

がら植林をスタートさせ、活動は広がっていきました。ただ、その体験から、大人た

ちにはどんなに「木が大事ですよ」「森を守りましょう」と言っても、そのような知識

も経験もないのです。木を植えると言うと、日雇い労働として日当をもらえるから集

まるのです。政府のいろいろな植林プロジェクトがありますが、日当でみんな集まっ

てくる。そして植える。しかし、それを夜になると抜いてしまうというケースも生ま

れます。仕事がほしいからです。背景には貧困が広がっています。そのようななか、

子供に植えさせようということを思いつきました。  
1991 年、フィリピンのレイテ島というところで大きな台風があり、6,000 人ほどの

人が死亡するという大災害があった時に、フィリピンの学校の先生たちが立ち上がっ

てくれたのです。「OISCA さん、子供たちみんなが参加するから植林をしましょう」

と言ってきたのがきっかけです。フィリピンの 17 校をスタートにして始めたのですが、

それが非常に熱心で、人気が良くて、子供たちは天真爛漫に自分の植えた木を守ろう

とします。土曜日も日曜日もない、ボランティアの始まりです。とにかく自分の植え

た木に「水をやりに行かなくていいですか？」「ヤギに食われたらたいへんだから、お

父さん、お母さん柵をつくって下さい」と言うので柵をつくるとか、子供が植えた木

は誰も切ることはできません。親も、学校の先生も、村人たちもみんなサポートする

ということで木は育っていく。子供たちを主役にして植林をやる。これなら今までの

ように大人たちが夜中に行って木を抜いたり、あるいは火をつけて、「また日当を下さ

い」という馬鹿げたことにはならないということで、「子供の森」計画を発表したのが

一年後のリオサミットでした。  
残念ながら、リオで後藤さんにお会いすることはできませんでしたが、大来佐武郎

先生たちが一生懸命活躍しておられるのを目の当たりにしました。その時に、私はい
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ろいろな先住民の酋長さんたちにお目にかかる機会があり、非常に感動を受けた話が

あります。それは「皆さん方、あなたたちも大学は大事でしょう。私たちにとっては

森が大学です。森の中に数学も、音楽も、理科も、社会も、医学も、生物学も、何で

もあります。私たちの大学を壊さないで下さい」と言われたのが今でも記憶に残って

いますが、「森というのはそんなに大切なものなのですね」ということを私はあの人た

ちの言葉から学びました。そのようなことを経て、それ以来「子供の森」計画は今年

で 12 年になりますが、現在 24 ヵ国の 2,700 余校に広がっています。これはアジア、

太平洋地域の国々だけではなく、イスラエル、パレスチナ、アゼルバイジャン、ブラ

ジル、ウルグアイ、パラグアイ、メキシコなどいろいろなところに広がっています。

私はこれがもっと世界に広がることを願っています。  
 
国連のカテゴリージェネラルというステータスの NGO に成長 

そうしましたら、私どもの団体にアメリカ人女性を奥さんにもらったスタッフがい

るのですが、その奥さんは「子供の森計画はアメリカに今必要だ」「アメリカの子供た

ちが今のままでは行く末が案じられる。だからアメリカで広げたい」というのです。

私は大賛成で、世界中に「子供の森」のネットワークが広がってほしいと思っていま

す。これは OISCA のためなどという次元ではなく、「母なる地球」を守るために、と

いうより、人類がこれからもこの地球上に住まわせていただくために、その住処を守

るために、という意味です。  
「子供の森」計画を発表して実践していく間に、実はリオサミットの翌年である

1993 年に、リオサミットを記念して「アースサミット賞」というものが出されました。

企業部門、情報部門、NGO 部門といろいろありましたが、例えば情報部門では CNN
がいただいたということがありますが、NGO 部門で何とこのちっぽけな痩せ腕の

OISCA に第１号をいただいたのです。これには当の本人である私自身もビックリしま

した。巨大な組織体で小さな活動に目は届かないと思っていた国連でも、見るところ

は見てくれていたのかという思いで、ありがたくその賞をいただきました。贈呈者で

ある国連のモーリス・ストロング氏はリオサミットを取り仕切った事務局長、さらに

溯って 20 年前（1972 年）のストックホルムでの国連人間環境会議の事務局長を務め

た方で、今もアナン事務総長のアドバイザーをされていろいろと活躍されている方で

すが、その方の評価の言葉は「OISCA は哲学を持って、しかも行動をしている」そし

て、長年の地道な活動も評価の対象となりましたが、「子供をメインアクターに捉えて

緑化をやっているこの着想がすばらしい」ということで、あえて欧米の巨大な NGO
がたくさんある中で、何もない貧しい見栄えのない OISCA にいただいたということは、

アジア挙げて喜んでもいいのではないかと自負していますし、事実アジアの友人たち

と喜び合ったような次第です。  
そのようなことで、励まされながら国連からもカテゴリージェネラルという最高の

資格にステータスアップされました。これもアジアで初めてだったようです。今では

他にもいろいろな NGO が台頭してきていますが、カテゴリージェネラルをいただい

た 1995 年当時ではアジアで OISCA が初めてだったという経緯です。私どもは本当に

よくしかられるのですが、「広報をちっともやらないじゃないか。自分たちだけ良いこ
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とをしているというだけではだめだ。良いことをしていたら、少なくとも日本の中で

もっと知っていだく努力を何故しないのだ」ということなのですが、そのようなこと

にお金を使って、手間ひまを割いている暇があったら、１本でも木をたくさん植えた

方が良いというようなサムライ根性と言いますか、地道を良しとする風がありました。

今は反省して、やはり努力することはしなければならないということで、いろいろな

方法で広報にも努めて、今はコンピュータの時代ですのでホームページも開いて一生

懸命広報をしている次第です。  
 
山紫水明を守り、日本を環境立国に 

OISCA は反政府ではありませんが、政府だけに任せておいて日本の面目が保てる状

態ではないので、国の名誉のためにも民間で立ち上がって、広く人類世界の未来を見

据えて何か良いことをして世界貢献する。企業は企業で。今日の集まりなども私は認

識不足でしたが、企業家がこれだけ集まって長年にわたって「環境を考慮に入れない

で企業は成り立たない」という信念を持って継続しておられる。こういうグループが

あるということは、日本の中でも珍しいということを知り、改めて敬意を表する次第

です。企業、NGO、NPO などの民間のボランティア団体みんなが地球人という認識を

持つことはもちろん良いですが、私はそこで一つ忘れてならないのは、やはりインタ

ーナショナルでやるにしてもナショナルということを忘れてインターナショナルは成

り立たない、ということです。これだけは OISCA ははっきり考えを持って若い人たち

にもそのような話をします。とかく、環境問題になると、グローバルということで地

球市民と言われます。確かにそうなのですが、国籍の定まらない人間は世界で誰も信

用してくれませんし、やはり生まれ育ったところにルーツをしっかりと張って、その

国土から栄養を吸い上げて、水を吸い上げて自分を育て上げて、枝葉を伸ばして初め

て芽が出て花が開く。その立派な木を見て世界の人は「ああ、日本は美しい国だ」と

言ってくれることは間違いないと考えています。この国の理想は平和国家ですが、平

和は憲法が守ってくれる訳ではありません。そうではなく、国民の意識、愛着心をま

ず持って根っこをよく勉強して、縦軸である先祖、現在、子孫と、横は国際的にやは

りグローバルを考えて、そこに座標軸を持ってくるという考え方を 21 世紀はやらなけ

れば未来は開けないでしょう。  
イラクの戦争ではありませんが、昨年、イギリスのタイムズに、「勇敢であるかなど

と聞かないでくれ。俺は日本兵なのだから」というタイトルで記事が出たそうです。

日本がイラク派兵を渋っている時に新聞に載ったということで、私はたいへん恥ずか

しく、情けなくて、なぜ外国からこのようなことを言われなければいけないのかと思

いました。石破防衛庁長官が自衛隊の派兵される人たちを前にした挨拶の中で「時に

はリスクをかけてでも守らねばならないものがこの世の中にはあるはずです」といわ

れましたが、全くそうだと思います。私どもはもちろん武力に関係ないので、植林と

人間協力という真心で世界を押して押して押しまくって、日本の皆さんにもご協力の

心を向けていただく努力をする次第です。43 年の間に、私どもも善意でいろいろな貧

しい国へ行きました時に「エコノミックアニマル」という本当に嫌な言葉も聞きまし

たし、さらに耳を覆いたくなるのは「セックスアニマル」という言葉も東南アジア辺
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りで言われました。そのような中で現地の人が「OISCA のような日本人もいるのだ」

「OISCA の人たちは本当にわれわれの国のことを思ってくれているのだ」という声を

かけてくれた時には、日本の名誉のためになっているのだ、というところに喜びを感

じながらやってきました。  
それで私自身の考えでは、この国は究極的には環境立国、観光立国になりたい、と

思います。この美しい国土、山紫水明で７割が緑に覆われていて、本当ならば汲めど

も尽きぬ水が湧き出てくる森の国。何もペットボトルのお世話にならなくても飲み水

は充分にある。そして、美しい棚田、田んぼの景観……と、いろいろなことを思った

時に、世界の人たちが戦争にくたびれ果てて心の安らぎを求める時、「日本に行こう。

日本は美しく良い国だ。何か癒されるものがある」と訪れたくなる国。訪日した人た

ちが帰国してそれを口コミで世界に伝えてくれるような国になれればいいなと思いま

す。ですが、それには美しい環境に見合った人間の心も美しくならなければとても観

光立国にはなれないでしょう。  
ワールドサッカーを見た時に、日本人の非常に温かい心を感じました。本当に考え

られないことですが、例えば自国が負けました。みんな日本のブルーのユニフォーム

を着て応援したのに負けた。一時は涙を流して悔しがったのに、５分も経たないうち

にありがとうコールに変わって、相手の選手に声援を送っている。これは世界中を探

しても日本くらいしかないと思いました。少し節操がなさ過ぎるのかもしれません。

どこまで人が良いのかわかりませんが、とにかく温かい心は間違いない。大分のある

過疎の、高齢者の人たちばかりの村にカメルーンのチームが宿泊することになったの

ですが、到着が送れたというので村の人たちががっかりして、そして到着した時には

涙を流して喜んで歓迎した。そこには嘘偽りのない、日本人の外国の人を迎える温か

さがあった。あのようなことを見ながら、私はやがて世界中がくたびれ果てた時に「日

本へ行くと心が癒されるよ。宗教の戦争はたくさんだ」日本は自然教です。宗教がな

いと言うべきか、あると言うべきか知りませんが、そのような形式、枠を越えた自然

教という、山に、海に、土に、水に、神様がおられる。そして、何でも受け入れられ

るという寛容さと天真爛漫な自然教ということになりますが、これは外国の一神教の

人には理解できないかもしれません。曽野綾子さんとお話した時、一神教の厳しさを

聞いて「これは日本人は負けだ」と思いました。あるヨーロッパの NGO がボスニア

で救援物資を飛行機から落としていましたら、撃墜されたのです。生き残った１人の

男性に「あなたはこんな目に会っても、また再び行くか」というと「もちろん行きま

す。こんなことくらいで私たちは人を救うことを止めません」と言ったというのです。

そして、曽野さんが言われるには「日本人が出来ることは、お金を持っていってアフ

リカなどでやってくれている現場の人にどうぞ頑張って下さい。これを応援しますと

言うくらいしかありませんよ」ということでした。  
 
美しい国土を守る気概をもってほしい日本人 

私は本当に日本が世界の人を受け入れて癒しを与える、そういう国になれるまでに

は、先ず、そこに住む人の心を美しく正す方向に進めなければと思います。難しいこ

とです。しかし、大人が変われば必ず子供も変わるはずです。パンフレットに子供の
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写真がたくさん載っていますが、世界の「子供の森」計画を通して、これを日本の子

供に連動させ、もっと元気を取り戻したい。そのために国内で学校林や、国内にセン

ターがあるところを開放して「泥んこ塾」や「土曜っ子塾」や、田植えや芋掘りの時

に子供たちを集めて、研修生がお兄さん、お姉さんになって教えるのです。これは早

くから始めていますが、子供たちの嬉々とした顔を見ていると、やはりこのような体

験を日本の子供に与えれば、よもや今のような子供の犯罪などとは違った健康な日本

社会ができるのではないかと思いながら日本の国内にもいろいろと働きかけています。 
最後にアインシュタイン博士の言葉を引用させていただきます。大正 11 年２月 29

日に日本で 43 日間の滞在を終えて帰られるときに残された言葉だということです。

「世界の未来は進むだけ進み、その間、幾たびも争いは繰り返され、最後の戦いに疲

れ果てる時がくる。その時人類は誠の平和を求めて世界的盟主を上げねばならぬ時が

くる。この世界の盟主なるものは、武力や金の力ではなく、あらゆる国の歴史を抜き

越えた最も古く、また尊い家柄でなくてはならぬ。世界の文化はアジアにはじまって

アジアに帰る。それはアジアの高峰日本に立ち戻らねばならぬ。われわれは神に感謝

する。天がわれわれに日本という尊い国をつくっておいてくれたことを」。たいへん印

象的ですが、私自身の心に重なり合うものがあり、このような知性あふるる世界人の

期待にも応え得る日本とならなければとの思いを深くしています。その前にやはり、

日本人自身にこの美しい国土を守る気概といったものがあってよいのでは。これを犯

すものがあれば、波打ち際で排除するのだというような、インドネシアのタナアイル

ではありませんが、土と水、つまり祖国を守るためには、時には血を流してでも守ら

なければならないというくらいの誇りと名誉というものを日本人は持ちたい。ただ優

しい、温かいだけでは足りません。そのようなことを思って、要するに根っこをしっ

かりと若い人たちにも勉強してもらいながら羽ばたきたいと考えています。  
 
 

三橋 43 年やってきた話を１時間で話せということ自体が無理な点もあると思いま

すが、中野さんのさまざまな思いは皆さんに伝わったと思います。私は冒頭でも申し

上げましたように、官主導ではなく、民主導で、いわばドン・キホーテのようなかた

ちで乗り出してここまできたということ自体、非常にすごいことをおやりになったと

いう気もちを持っています。これが例えば一つの宗教団体がそのような運動をすると

いうことならばわかるのですが、そうではないオイスカという民間の団体がとにかく

ここまでやってきたということ自体たいへんなことだろうと思いますし、先ほどもあ

りましたように、まだオイスカというと宗教団体か何かがどこかでやっているのでは

というような印象の人たちがかなりいるようですが、そうではなくもっと心の問題を

地球規模で広げていく中でお互いに助け合っていきましょうというような、人間が生

きるための一つの目標として子供と植林という点に的を絞りながらここまでおやりに

なってきたということで、すばらしいと思っています。  
 二点ほどお伺いしたいのですが、オイスカは日本国内よりもむしろ海外の方が有名

なのですね。海外でオイスカを知っているかと言うと、この分野をやっている人はみ

んな知っていますし、国連関係の人も知っている。しかし、日本人はオイスカという
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と、あまり知らない。その辺は残念な感じがしますが、これだけの実績があればこれ

からオイスカというものがどんどん知れ渡って賛同者も増えてくると思いますが、オ

イスカの財政というのはどれくらいの規模で、お金の調達はどのようなかたちでやっ

ているのでしょうかということが一つと、もう一つは、官と言いますか、外務省、あ

るいは JICA、あるいは昔の海外経済協力基金というような国の機関がオイスカを見る

目というものが、初めと今とはずいぶん違ってきていると思いますが、その二点を聞

かせていただきたいと思います。  
 
 
中野 もともとスタートがスタートですので、共鳴して支援してくださる会員の会費

が私どもの財政の主な部分です。これは非常に伸びが悪いです。活動していくうちに

日本政府から補助金をいただけるようになりました。昭和 47 年からですが、当時は

1,500 万円位という額ではありましたが、それは非常にありがたく助かるものでした。

そして、日本経済の成長に伴い ODA も伸びて、私どもの補助金も増額されていって、

そのお陰でこれだけ各国にセンターを建てたり、プロジェクトを広げることができま

した。ところが今日、政府の行財政改革の一環で私どもへの団体補助金は平成 16 年に

全くゼロになりました。さはありながら、別に私どもは政府からいただくからやると

いうのではなく、国民参加の国際協力でスタートをしていますので、初心に返って国

民の皆さんにさらに呼びかけてやっていこう、としています。ちなみに予算規模とし

ては、平成 15 年で約 11 億円です。  
 二番目の質問の、オイスカに対する政府関係機関の見方ですが、これは当初、三橋

先生もおっしゃったように、オイスカを含め NGO などというものは低く見られてい

たと思います。何かごそごそとやっているというような……。日本の場合、草分けは

オイスカではないかということで、オイスカにいろいろ声がかかり、私もいろいろな

審議会のメンバーなどの末席に加わらせていただいていましたが、なかなか NGO と

しての意見は片隅に追いやられるような感じできました。ところが、昨今ではとにか

く NGO が多くできてきていますし、事実、NGO をパートナーにしなければ政府の仕

事もうまくいかないという面や認識が非常に高まってきているので、オイスカを含め

NGO に対する見方は徐々に好意的にはなってきていると思います。One of Them とな

ったオイスカですが、大いに NGO としての役割が果たせる時代が来たと思っていま

す。  
 
 
海野恵一 私は三橋さんと一緒にこの B-LIFE21 の事務局をやって、かれこれ８年に

なりますが、一方で商売では中国をやっていて、今日お話の中で感銘した点がいくつ

かあります。日本に行くと心が癒されるという言葉、そして、ワールドサッカーの日

本人の暖かい心ということで、まさしく私は今まで反対にとっていました。日本人は

中国に行くと、誰でも信頼関係を築いて仲良くしようということだけが前面に出てき

ていて、たいへんアジアの中でも日本が特殊で、私はそのような面を逆に悪い面とし

て捉えていました。要するに、日本人はだまされやすい。 
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そして、もう一つは美しい国土を守るということでは、名誉と誇りという部分が、

先ほどの祖国愛というものが欠けているのではないかとつくづく思いました。そのよ

うな意味では、私は 15 年浜松にいてオイスカの高等学校があるのは存じ上げていまし

たが、理事長自らがこのようなお考えであるということを初めてお聞きして非常に勉

強になりました。質問というよりも、今日本が中国に十数万社出ているのですが、今

お話になったようなことを理解してアジアの中でわれわれが日本という国を守ろうと

か、日本の国土を大事にしようという意識を持ってアジアの中でビジネスをしている

方はほとんどいないのではないかと思います。ですから、私自身本業が環境ビジョン

ということなのですが、そのような意味では良いお話をお聞きしたと思います。質問

というよりも、そのような意味ではビックリしたというのが本音で、日本をもっとよ

く見ていかなければいけないと思いました。  
 私は今まで日本に行くと癒されるなどということを感じていませんでした。日本人

は人が良くて、どこへ行っても相手を信用してだまされると理解していたので、この

ような見方もしなければいけない。もう少し祖国愛を大事にした表現をしなければい

けないということを反省しました。どうもありがとうございました。 
 
 
三橋 それでは時間もきましたのでこれで終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。  


