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先住民
Sr.Mariblanca Barón, SSpSによる

ITAIPUÚの二つの国と先住民 ,

アバグアラニー族

パラナ河の上流にあるItaipuは世界で
最大のダムです。1973年4月26日、独
裁者の率いる二つのパラグワイとブラ
ジルの政府はグワラニー族とアケ族の
人々の歴史を変えるようなItaipu秘密
協定を結びました。この協定のために
パラナ河はそのアイデンティティとそ
の世話をしてきたグワラニー族、その
保護者を失ってしまったのです。グワ
ラニー族によれば、彼らが住んでいた

この河の流域の環境は有り余るほど豊
かで、極めて美しく、パラナ河に向か
って流れ落ちる滝がいっぱいありまし
た。
彼らがそれらを世話するため、そこに
住む魚と山の動物によって生き、それ
らを楽しむために”Nande Ruvusu” (
わたしたちの偉大な父) がこの秘密の
場所を彼らに与えたのです。

「パラナ河はわたしたちの命でした。そこに河と山があったから
こそ、わたしたちは日々、魚も肉も与えられたのです。パラナ河
の流域には、わたしたちが食べきれないほど多くの食べ物があっ
たのです。男たちが牧場で働いている間に、女たちは料理のた
め、すぐそばの河から食糧を持って来て料理していました。わた
したちは魚に欠くことがありませんでした。これがわたしたちパ
ラナ河のそばで生きるやり方でした。」
(Carmelita Benitez y Christobal Martinez)。
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彼らは今も変わらぬ伝統的な
宗教を持ち、祈りとダンスの
ために毎月、他の共同体を訪
問し、共に分かち合っていま
した。
わたしたちが一つの共同体
に着くと、わたしたち男
は狩りに行き、その収穫
を’Oporaia’ (宗教のリ
ーダー)に渡します。すぐさ
ま、わたしたちは沢山の肉
をもらいます。女たちは料
理とchichiを作るために留
まります。わたしたちはそこに祈り
のため1週間滞在します。彼らはそこ
いらじゅうからやって来ます。何で
もお構いなく食べられます。

何人かはどのように水が上がってくる
かを見るまでは抵抗しました。
やっと避け得ないことを前にしたと
き、彼らは屈したのです。わたしたち
は溺れて死にはしませんでした。わた
したちが出発したとき、すでに水面が
上がってきていたのに、Itaipuの人
たちは、わたしたちに何の説明もしま
せんでした。そうでなければ、わたし
たちは湖のそばに留まったでしょう
に。(Crescencio Diaz de Jukyry)

有り余るほどのタンパク質に富んだ食
べ物、良く食べ、良く生きるため必要
なものは何でもありました
パラナ河ダムのことは秘密協定であっ
たので、グアラニー族にとっては思い
もよらないことでした。それは被造界
に対する犯罪でありましょう。彼らは
Nande Ruvusuの保護を確信していまし
た。Epifaniiaは、パラナをダムにし
ようとしていることを最初に聞いた
時、彼女は言いました。

これらすべてのことは、深刻な精神的危
機をもたらしました。宗教指導者は信用
できず、.Nande
Ruvusuは白人よりも力
がありませんでした。グアラニーの人々
は、河の水面が上昇し迫ってくるのを見
て驚愕しました。もう逃げるほか道があ
りません。彼らは動物よりもひどい扱い
を受けましたとSergia Cardozo de Pirai,
Pto.Adelaは言いました。動物ならすくな
くとも救助されて、広大な保護地区に入
れられたのです。

。 “この水は神によってそこに置か
れたので、彼らはそれをすることが
できないでしょう”と。

パラナ河がダムとなった時、河は一転し
て暴力となりその道のりのすべてを飲
み込みました。しかも、最も悲惨なの
は、38の先住民共同体への強制的追放で
放り出され、動物よりもひどい扱いを受
けたのです。彼らは自然の生息地を放棄
するというストレスから病気になりまし
た。水底に沈んだAva Paranaensesの領土
は、動物と植物の保護地となりました。
彼らはパラグワイが署名した国連組織
のOIT (International Organization of
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Labor) に基づいて失われた人々の補償や
彼らの収奪された伝統的領土に新しい土
地を償還することは決してありませんで
した。

彼らはフェンスを破る
彼らが土地を回復する努力が無意味で
あると分かった後、先住民の共同体
は、彼らは知らされている国に属する
Limoyの生物保護区の近くに行くこと
に決めました。
彼らが元の生息地に到着するとすぐ
に、Ava Paranaensesは伝統宗教の寺院
を建て、家と学校を建てました。1年
後、一人の人物が民事裁判所に財産権
を申し立てたために、彼らは法的に追
放されました。追い出される前の夕方
と9月30日の早朝に、彼らはそこから8
㎞ 離れたItaimbey川の支流、ダム貯
水池の地域に移動するという重い作業
をしました。40年ぶりに先住民は柵を
破って古代の土地に戻りました。
た。彼らはまた、鶏、ホロホロ鳥、鴨、
ひよこのような小動物を奪い、先住民た
ちが移動のために使えないように２台の
オートバイまでも戦利品のように持ち去
ってしまいました。その後、家や学校を
取り壊し、何もかも燃やしてしまいまし
た。先住民族の収容所は、1ヘクタール未
満の生物学的Limoyの保護区でした。こ
の保護区は先住民に属する彼らの死者を
埋葬する場所を除いて14,842ヘクタール
あります。なお当局は彼らに、彼らがい
るこの土地の半ヘクタールを明け渡すよ
うに求めました。Itaipuの領域は全部で
234,619ヘクタールです(貯水池134,878と
保護区域が99,741)。

追い出し
2016年9月30日の朝、大勢の警官を乗せ
た大型荷馬車、騎馬警官を載せる馬を積
んだトラック、先住民を運ぶためと思わ
れる２台の車をつないだ巨大なトレイ
ラー、「贈り物付き」先住民のための
パラグワイ協会からのトラックと乗用
車、GEO（特殊業務グループ）からの警
官でいっぱいのトラック、そして、家を
取り壊して、それをトラックに載せた農
夫たちのグループが到着しました。彼ら
はまるで非常に危険なグループを取り払
わなければならないような有様に見えま
した。当局によるこの大変な不意打ちに
よって、このところに残ったのは、先
住民の運動を記録するために留まってい
た二人の聖霊会の修道女、Srs.Angela
Balbuena とMariblanca Baronだけだった
のです。家の取り壊しが始まったとき、
大きなトラクターが来て、たちまちのう
ちに先住民たちの収穫物を取り崩しまし

パラナ河はもはや人々のものではなく、
それを世話する精神さえありません。そ
れでも彼らは水のもとに留まっていま
す。しかし、いつの日か、彼らは立ち上
がって、正義を取り戻すでしょう。
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考察
この物語は多くの先住民族のうちの、こ
の世界の中で生きている特定の先住民の
状況を思い起こさせます。それはわたし
たちにこの先住民族を特定する、はっき
りした特徴的な要素を示しています :

ここで、わたしたちの考えと行動をはっ
きりさせるような問いに直面することは
殆どありません 。
e 他人とは誰でしょうか?
e わたしたちは他者をどのように見る
のですか?

それは人類学の領域でさえ、特定するの
は容易でない疑問なのです。

e わたしたちの宣教的奉仕はどのよう
な神学に基づいていますか?

出来事が社会の不正義を指摘するのと同
様に、先住民あるいはアボリジニの人々
にあっては、地球との強力な関係、彼ら
の共同体のセンス、彼らの時間の感覚、
彼らの祖先との関係、彼らの信仰がそれ
に気づくよう導きます。そうすると、彼
らとカトリックの信仰、制度上の教会、
神学その他にも関係があるということで
す。

神学の枠組みを意識することは重要で
す。なぜなら、異なる文化の価値を認識
したり、福音による人生の対話に基づか
ずに判断することがないようにするため
です。

イエスはわたしたちのモデルです
受肉の神秘のうちに神は人となられまし
た。イエスは一般的な人ではありません
でした。彼は一人のユダヤ人として生ま
れ、1世紀にローマ人が占領していたパ
レスチナのユダヤ文化によって形成され
ました。彼は人々から軽蔑されたガリラ
ヤ地方のなまりのあるアラム語を話しま
した。彼は豚肉やその他、律法によって
禁じられている食べ物を食べませんでし
た。彼は地球が平らで、それを中心にま
わりを太陽が回転する宇宙であると信じ
ていました。フィリピ書の2章6-8 にある
ように、イエスは時の人であり、当時の
状況のもとにある人でした。

彼は特定の文化の中で生まれ、神につい
て非常に重要なことをわたしたちに伝え
ています。神はご自身を表すために不完
全な文化を利用なさいます。S. D.Gordon
は
「イエスは、わたしたち人間が理解できる言
葉を使ってご自分を顕わされた神である」と
言いました。

人間が理解できるこの言語は、人間の文
化の言葉です。
同様にイエス・キリストのうちに受肉され
た神の言葉も、歴史と文化を帯びるのです(
ベネディクトXVI
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Aparecida議会開会の言葉)。

もしわたしたちが受肉のモデルを真
剣に考えれば、このことはわたした
ちの宣教活動に具体的な意味を持つ
ことになります。
教会の社会教説(CST) は先住民の人
々に関するいかなる特定の文書も、
それに関する特定の理論も作成して
いません。この事実はおそらく、す
べての人の尊厳に関する共通の人類
学的ビジョンに基づく彼らの現実に
関連して、教会が神の民全体のため
の、普遍的方向づけという目標のた
めでしょう。
このトピックに関する資料を検索す
る際には、CSTの文書 (1891年以降
の教皇のさまざまな社会文書と第二
バチカン公会議文書) から除外の基
準を選択するか、あるいは先住民を有す
る国への、何人かの教皇の司牧的訪問に
関する文書を含む、より広い資料を探す
ことも一つの可能性があるでしょう。

かりでなく、最も重要な対話相手でもありま
す。彼らの土地に影響を及ぼす大プロジェク
トが提案されるときは、殊にそうです。彼ら
にとって土地は商品ではなく、むしろ神から
の、またその地に眠る先祖たちからの贈り物
であり、自分たちのアイデンティティと価値
あるものとを護り続けるために交流する必要
のある聖なる空間です。彼らが自分たちの土
地に留まっている時、その土地は彼ら自身の
手によって、最良の仕方で管理されます。そ
れにもかかわらず、世界のあちこちで、自然
や文化が傷つけられていることを気にもかけ
ずに開始される農耕や採掘のプロジェクト用
の土地を空けるために彼らに故郷を捨てさせ
ようとする圧力がかけられています (Laudato

このように、わたしたちは教会が先住民
族に接近するための道を歩み始めたのを
見ることができます。
そこにこのような共同体にカトリックの
信仰の定着と、先住民族の主張を支持す
るチャレンジが見られます。
ごく最近、教皇、フランシスコはわたし
たちに教えました :
「人間環境と自然環境はともに悪化します。
人間や社会の悪化の原因に注意を払うことなし
に、環境悪化に適切に立ち向かうことはできま
せん。実際、環境と社会の悪化は、地球上の最
も弱い人々に影響します(Laudato Si´ No. 48)

Si’ No. 146)

わたしたちの考察に助けとなる聖書のテ
キスト

教会は私有財産を守りますが、そこにはい
つも社会的な担保がつけられていると教え
ます (Laudato Si´ No. 93)

申命記 10 : 19
「あなたたちは寄留者を愛しなさい。あなた
たちもエジプトの国で寄留者であった。」

“・・・民族や文化の諸権利を尊重し、歴史的
過程なくして社会集団の発展はありえないとい
うことを十分理解する必要があります。そう
した歴史的過程は文化的文脈において進行す
るもので、地域住民に固有な文化の内部から
の継続的で積極的な参加を必要とします・・
・(Laudato Si´ No. 144)

創世記

18 : 18

「アブラハムは大きな強い、世界のすべての
国民は彼によって祝福に入る。」

イザヤ 56 : 7

このような意味で、先住民共同体とその文化的
伝統への特別な配慮を示すことが不可欠です。
彼らは単に数ある少数民族の中の一つであるば

「わたしは彼らを聖なるわたしの山に導き、
わたしの祈りの家の喜びの祝いに連なること
を許す。彼らが焼きつくす捧げものといけに
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えを捧げるなら、わたしの祭壇でわたしはそ
れを受け入れる。わたしの家は、すべての民
の祈りの家と呼ばれる。」

祈り

列王記 上 21 : 1-43

テキストはPedro Casaldáligaの「悪
事のない国のミサ」から

「アハブとナボトのぶどう園」

ガラテヤの信徒への手紙

3 : 28

わたしはグァラニー族
それはグァラニの歌にある
あれは大陸の残りのすべて
あれはわたしの民族のすべての人びと
今や、彼らの嘆きの歌を歌いなさい。

「そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人も
なく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女
もありません。あなた方は皆、キリスト・イ
エスにおいて一つだからです。」

熟考するときの論点

1

わたしたちの第14回総集会のテーマ
を思い出してください、「聖霊の力
によって、わたしたちは人々の間に
良い知らせを分かち合う」と、わた
したちは、良い知らせをこの多様な
人々と分かち合うために、どのよう
に見て近づきますか?

わたしが宣教奉仕をしている国の先
住民とは誰ですか? 教会は彼らに近
づくために何をしましたか？これに
関係する教会文書がありますか？
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太陽のように古い
山々や河のように
偉大な母、Lactaに
わたしは息子と言葉を植えた
わたしはとうもろこしとキャッサバ
を植えた
わたしはフリュートの言葉で歌った
月のような衣装を着て踊った
鳥と羽毛で飾って
わたしは母なる自然の中にある文化
だった
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わたしたちは共同体、管区、準管区
として、先住民の窮状にどのように
関わっていますか? 共に彼らの立場
に立つための責任を理解するため
に、教会の社会教説はわたしたち／
わたしのために役立ちますか?

わたしたちの様々な司牧活動におい
て、特に先住民族を脇へ抛り出して
いる現代社会において、かれらを含
めてどのように輪を広げますか?
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外から来る兄弟たちよ
わたしの歌を聴いてください
わたしは千年もの文化を持っていた
のです

わたしは自分自身と土地とともに平和
であった。

4

わたしたちの共通の使命を考慮し、先
住民族が先祖から受けた領土を取り
戻すことについて、わたしたちの考え
方はどのようなものですか? このよう
な事例に、わたしはどのように関わり
ますか?

わたしたちは共同体として、先住民共
同体全体を破壊したり廃棄したりする
ような巨大プロジェクトに反対する活
動を組織したいと望みますか? 地方自
治体や中央政府への彼らの主張を強め
るために、他の同じ考えの団体、特に
わたしたち自身のVIVATとどのようにネ
ットワークを造りますか?
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翻訳
Sr. Francisca Hiroko Yanagi
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