明

治

二

十

八

年

創

刊

毎月一日・十五日発行
キ書 章 節）

やみ

喜びをこう表現しました。
「うれしくてうれしくて、
夜、寝ている時、足をばた
ばたさせたくなった。
」
そうです。義の太陽なる
イエス・キリストは、今日
もあなたに呼びかけている
のです。
「疲れた者、重荷を負う
者は、だれでもわたしの
もとに来なさい。休ませ
てあげよう。
」（マタイによ

る福音書 章 節）

人への第二の手紙

章

節

イエスの愛に触れ、闇か
ら光へと人生が変えられた
パウロは、こう言っていま
す。
「だれでもキリストに
あるならば、その人は新
つく
しく造られた者である。
古いものは過ぎ去った、
見よ、すべてが新しくな
ったのである。
」（コリント

しっこく

口語訳聖書）

（救世軍士官
〔伝道者〕
・司令官）

漆黒の闇を打ち払うかの
ように昇りゆく太陽の光に
も似た主イエスの愛。この
愛の光に導かれ、希望と喜
びに満ちた新年となるよう
心から祈ります。

謹んで震災のお見舞いを申し上げます。
一日も早い被災者の方々の心の平安の回
復と、
被災地の復興をお祈り申し上げます。

あるならば、どうして神の
みむね
もろもろ
御旨を痛める諸々の悪しき
思いやおこないを、罪とし
て告白しないでよいでしょ
うか。
イエス・キリストの十字
ゆる
架上の死は、人の罪が赦さ
れ、神と人との関係が正し
くされ、赦された罪人とし
て、人と人の関係も正しく
されるためにありました。
「 義の太陽 」の「 義 」は、
「正しい」を意味していま
すが、イエス・キリストは、
ぬし
ご自身を救い主として信じ
る人々の罪を赦し、正しい
者としてくださり、その人
生を明るく照らし続けてく
ださる「義の太陽」である
のです。
鳥がその翼をもって自由
に飛ぶように、義の太陽な
るイエスもその翼を広げ、
そ がい
貧しい人、疎外されている
人を慰め、励まし、その悲
しみを癒されました。牛舎
につながれた子牛が、解き
放たれた時、喜びのあまり
飛び回るように、真の愛を
知り、重荷、苦しみから解
放された喜びにまさる喜び
はありません。ある人は、
主
イエスの救いを受けた時の
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平成 二十六年 一 月 一 日 発 行
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旧約聖書に登場する預言
者マラキは、真実な信仰に
生きるイスラエル人に対し
て、義の太陽なる方が彼ら
いや
を癒し、生命と回復力を与
えてくださる、と説いたの
です。義の太陽！ それは、
現代に生きる私たちの人生
をも癒し、力づけ、真の命
へと導いてくださるイエ
ス・キリストを指し示して
いる、と言えるでしょう。
かつて、
『菊と刀』の著者
ルース・ベネディクトは、日
本の文化を「恥の文化」と
言い、
「日本人ほど、他人が
自分の行状をどう考えてい
るかということをおそろし
く気にかける民族はない」
と言ったそうです。
「恥を知
れ」とか「人様に対して恥
ずかしいことはしてはなら
ない」という考え方は、日
本人特有の高い倫理性を産
み出してきていると言える
でしょう。しかし、そこに
は、万物を創造された神に
対する思いはなく、
「神に対
する恥ずかしいことを罪」
と し て と ら え る「 罪 の 文
化」は成り立ってきていな
いのです。
聖書は
ご じ ぶん
「神は御自分にかたど
って人を創造された」（創
世記 章 節）

と宣言しています。そうで

5

勝地 次郎

ていただいた折り、海辺近
くのホテルに宿泊し、その
翌朝、水平線から昇りゆく
太陽の美しさに思わず目を
見張りました。それは、明
るく、暖かく、新しい命の
芽生えを感じさせる光のよ
うに思えました。
おそ
「わが名を畏れ敬うあ
なたたちには 義の太陽
が昇る。その翼にはいや
す力がある。あなたたち
は牛舎の子牛のように
おど
と
」
（マラ
躍り出て跳び回る。

28

「義の太陽」
イエス・キリスト

救世軍では、三・一一東日
本大震災以後、海外の救世
軍からの資金援助を受けて、
被災地に仮設商店街の建設
支援をさせていただきまし
た。
その一つが、宮城県南三
陸町の「さんさん商店街」
です。
「さんさん」は「ＳＵ
Ｎ ＳＵＮ」であり、商店
街に注がれる太陽の光は復
興を願う被災地の希望の象
徴とも言えるでしょう。昨
年、この商店街を視察させ

20
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私の少年～青年時代
私は今、救世軍士官 （キ
リスト教の伝道者）として、
充
実した毎日を送っています。
しかし、クリスチャンにな
るまでの私は、オカルトに
捕らわれた生活をしていま
した。
神秘的なものへの関心は、
父方の祖母との出会いから
始まったと思います。明治
生まれの祖母はクリスチャ
ンでした。戦争中の苦労や
満州での生活、不思議な霊
的体験など、孫の私に話し
てくれました。また、伯父
は牧師で、幼い頃、伯父の
教会に遊びに行っていまし
た。キリスト教の信仰をも
つには恵まれた環境でした
が、私は別の影響を受け始
めていたのです。
少年時代を送った七十年
代は、心霊ブーム・超能力
ブームのただ中にありまし
まん
た。オカルト情報満載の漫
が
画や雑誌を読み、高校時代
には、月刊のオカルト雑誌
も購入していました。当時、
オウム真理教も特集を組ま
れていた時期で、今から思
うと恐ろしくなります。
高校三年になると、文系
に進むか美大受験かで迷い
ました。タロット占いをす
ると、新しい道へ進むよう
にカードが出ました。心霊

卒業当時、長
野県の中学校で、
美術講師の求人
募集が就職課に
来ていました。

教員生活の中で

現象には無縁でしたが、真 武道系のサークルに入り、
の神様とは違う、色々な霊 お酒もタバコも覚えました。
が働いて、当時の私を惑わ 世の中はバブル経済の華や
していたように思います。 かさ。
「ネアカ」
が求められ、
うつうつ
やがて、思春期の鬱々と はじける楽しさを知りまし
した心の問題の解決を求め、 た。暗かった青春時代を取
高価な神秘学の専門書まで り戻したかのようです。
購入するようになりました。 その頃の私を象徴する出
も よ
ノストラダムスの世紀末人 来事があります。大学最寄
は や
類滅亡の予言も流行り、こ りの駅裏に公園があります。
のまま死んだらどうなるの そこで、ある日、一人の見
か、という不安も重なって、 知らぬ青年から、
実に重苦しい青年時代でし
「 キリスト教の話を聞い
た。
てください」
わずら
と言われたのです。私は煩
美の世界に生きがいを求め
わしく思い
「仏教徒です」
うそ
と嘘をつきました。彼は、
それでもいいです、と話し
かけますが、私は足早にそ
の場を離れました。当時の
私は、生きておられる真の
そむ
神様から顔を背け、耳をふ
さいで生き、この世の楽し
みを追い求めていました。
しかしやがて、卒業の時が
来ました。美の
なか
世界の追及も半
はし ご
ばに、突然梯子
が外されたよう
でした。
幼い頃からのもう一つの
興味は、絵を描くことでし
た。美術系の大学進学を決
めたものの、実力が伴って
いる訳ではありません。そ
こで美術予備校に通いまし
た。驚いたのは、作品講評
じょうず
の時間です。講師が上手な
作品から順に並べていきま
す。私の作品はどんどん順
位を下げられ、中間ほどで
止まるかと思いきや、アッ
という間に最下位です。そ
こは実力の世界でした。そ
め ざ
れでも、美大合格を目指し、
ろうにん
浪人生活も送り、途中、体
調を崩すなどありましたが、
どうにか合格しました。
あこが
ところが、あれほど憧れ
とたん
た美術大学も、入った途端、
私は目標を失ってしまいま
した。 新しい世界を求め、

教育実習を経て、教員免許
しろうと
はあるものの、全くの素人。
しかし、美しい自然を思い
描き、見ず知らずの土地に
向かったのです。それから
九年間、長野県で教員生活
を送りました。
この間に、神様は私に素
晴らしい出会いを備えてい
てくださいました。それは、
教員生活二校目でお世話に
なった美術科主任の先生で
す。
か
「 自身が絵を描かないの
は良い先生ではない」
と、しきりに制作を勧めて
くれました。当時、半ば断
筆状態であった私を励まし、
制作へと押し出してくださ
いました。
「ダメもと」で、
紹介された絵画コンクール
に出品。すると、何と結果
ぼう
は
「大賞受賞」
。某テレビ局
が後援する日本・フランス
両国で行われる展覧会に出
席。テレビ、
新聞の取材、
と、

絵画コンクール大賞受賞作品と

２
2014 年（平成 26 年） 1 月１日 発行

え
こ
の
き
と
第 2663 号
（第三種郵便物認可）

〈信仰の体験談〉

神様は今、
生きておられる

高 畠 欣男

た か ばたけ よ し お

真の神様との出会い

と自問していると、突然、 トです。会衆の中にこの言
本当の自分の姿が見えてき 葉を必要としている方がお
けんめい
」
たのです。一生懸命、生徒 られるでしょうか。
に向き合っているのも、先 その時見えないイエス様の
輩教師から受けた指導に従 手がすーっと私の心をつか
うのも、自分が認められた むのを感じました。涙が後
あふ
かったからでした。そこに から後から溢れて止まりま
は生徒たちを思う気持ちが せんでした。
そして更に感謝なことに、
欠けた「自己中心」があっ
牧師の説教から、新約聖書
たのです。
の最後にある「ヨハネの黙
〈これが罪か！〉
と、ハッとしました。この 示録」を学びました。神様
時初めて、生きておられる が未来に備えた真の希望を
真の神様の存在を感じまし 知ったことで、オカルトで
た。自己中心の罪深い私の 植えつけられた終末予言の
ひと
ため、独り子のイエス・キ 恐怖からも解放されたので
リストを十字架にかけてく す。
ゆる
ださり、罪の赦しをもたら
この救いの経験の後、私
してくださった神様がおら は長野市の中学校へ転勤し
れる！ そのことを信じた ました。長野市には救世軍
のは通学路の道の上でした。 長野小隊 （教会にあたる）が
あまりの衝撃に、誰もいな あり、地元の中学校で働き
い教室でへなへなと座り込 つつ、日曜は聖別会 （礼拝）
んだあの朝のことは忘れら を守る日々。そこで、小隊
れません。生きておられる 長 （牧師にあたる）より、改
真の神様と出会った瞬間で めて信仰の導きを受けまし
た。長男誕生の喜びもあり、
す。
この年迎えた私の兵士入隊
オカルトからの解放
式（正式に救世軍の信徒となる
ことを公にする儀式）は、
生涯
最良の日と
なりました。
私のために
祈り続けた
妻 や家族に、
心から感謝
いたしまし
た。
次の日曜礼拝で、突然牧
師の招きがあ
りました。
「がんばる
のはあなたで
はありません。
がんばるのは、
神の独り子イ
エス・キリス

イエス様の素晴らしい救い

当時勤めた中学校でも、
神様は特別な出会いを備え
てくださいました。教師と
あきら
して諦めかけていた自分に、
もう一度自信を与えてくれ
た生徒たちと先生方です。
この日々の中で、私たち夫
み こ と ば
婦は、御言葉を通して神様
からの召命を受け、救世軍
士官（伝道者）を志願するよ
うになりました。その頃与
えられた御言葉があります。
「生きているのは、もは
やわたしではありません。
キリストがわたしの内に
生きておられるのです。
わたしが今、肉において
生きているのは、わたし
を愛し、わたしのために
ささ
身を献げられた神の子に
対する信仰による

（ガラテ
ものです。
」
ヤの信徒への手紙
章 節）

つも足りないパズルの一片
を探していたようでした。
しかし、最後の足りないワ
ン・ピースをイエス様が与
えてくださいました。イエ
ゆだ
ス様を信じ、委ねて生きる
――これ以上に素晴らしい
ものはありません。
教会に通い始めたばかり
の頃、一人の先輩教員が言
いました。
「いいなあ。
信じるものが
おれ
あって。俺はいつも不安で
いっぱいだよ。
」
研究熱心で自信にあふれた
ひとこと
先生の一言に驚きました。
今も救いを必要としてい
る人がいる。この素晴らし
いイエス様の救いを、これ
からもお伝えすることは、
私たち夫婦の喜びです。

（救世軍士官〔伝道者〕
）

□私の近くの救世軍を紹介してください。
□キリスト教についてもっと知りたいです。
□『ときのこえ』の購読を申し込みます。

思えば、霊的な探
求をした時も、美術
の学びの時も、教員
として歩む時も、い

2

お祭り騒ぎでした。
ところが、全くどうする
こともできない時が来まし
た。生徒指導で大きな問題
が続いたのです。私は全力
で対応しましたが、問題は
広がる一方。教育書を読み
あさ
から
漁りましたが、空回りでし
た。この頃は、絵を描いて
も落選続き。受賞も過去の
栄光で、
「 高畠さんの存在は忘れ
られてますよ」
との絵描き仲間の言葉も心
に刺さりました。
そこで、その頃、愛読し
ていた霊視能力者（今で言う
妻との出会いも、神様の
お導きでした。救世軍士官
（ 伝 道 者 ）の 娘 と し て 育 ち、
クリスチャンである妻の勧
めで、毎週日曜日、近くの
教会に通い始めました。
つみ
しかし、牧師が語る「罪
びと
人」とは、（申し訳ないこと
で す が ）学級の生徒たちの
こととしか思えません。牧
師の説教も自らに当てはめ
て聞くことはありませんで
した。当時、妻から、人生
の価値観を尋ねられると、
「芸術家としての成功」と
答えた私です。
その頃は、校外パトロー
か
ルで生徒に出会っても、噛
は
んだガムを吐きかけられる
ような状態で、すでにコミ
ュニケーションも取れなく
なっていました。自分は教
師としてもう終わっている、
と、思わざるを得ませんで
した。
しかし生きておられる神
様はすでに働きかけておら
れました。何かの折りに、
聖書の言葉が心に浮かぶよ
うになったのです。そうす
わ
ると不思議に、心に力が湧
いてくるのを覚えました。
そんなある朝のこと、学
校へ向かう道々、
〈 こんなに苦しいのはな
ぜだろう〉

ご氏名

ご住所

家族と

この部分を封書か葉書に貼り、裏
面下の救世軍にお送りください。

20

スピリチュアルカウンセラー）

の本を参考に、「先祖崇拝」
をしました。聞き書きした
まつ
家系図を祀り、塩と線香と
水を供え、この苦しみから
救ってくれるよう、祈りま
した。早朝の暗い通学路、
遠くに見える山々の向こう
から先祖霊が来て守ってく
れないか、とどんなに願っ
たことでしょう。しかし、
救いはありません。職員室
にいても、
「担任は何やってる！」
どうりょう
の同僚の声に身をすくませ、
針のむしろに座る思いの日
日。すべてが八方ふさがり
の時でした。
妻と結婚したのは、まさ
にそんな頃のことでした。

キリトリ
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兵士入隊式後、妻と長男と

救世軍とは

り入れて、全世界にその働き
ました。そして、失業者への

一般大衆にキリスト教を広め
地震、台風による災害が起こ

昨年も、世界各地で洪水や

☆ 災害被災者への支援活動

れた唯一の神を信じて活動し

キリスト教会で、聖書に示さ

継がれ、街頭生活者の支援、

も、創立の精神は脈々と受け

ていますが、どの国において

域で救世軍の働きが進められ

現在は、百二十六の国と地

動してきました。現在は四十

医療面のパイオニアとして活

の社会福祉、

その時代時代

動の推進、結核療養所設立な

けたフィリピンには、救世軍

に台風による甚大な被害を受

こなわれました。昨年十一月

救援及び復興支援の働きがお

の救世軍に支援金が届けられ、

りました。国際的なネットワ

はいしょう

職業斡旋や免囚保護、廃 娼 運

ています。そのモットーは、
厳しい境遇にある児童や女性
五の小隊 （教会にあたる）と十

あっ せ ん

を広げていきました。

「心は神に 手は人に」で、人
の保護、病人や老人の介護、

The Salvation Army
国際的なプロテスタントの

々の必要に応えながら神の愛
アルコール依存症者の更生支

の国際本部より災害支援チー

ムと救援物資が送られました。 通して精神的にほっとできる

どをおこない、 ークを通して、被災地の地元

を伝え、物心両面からの救い
、二
一の分隊 （伝道所にあたる）
、二十
つの病院 （ホスピス併設）

昨年十一月、ニュージーラ

日本国内では、二〇一一年

町では、志津川小学校でスク

こないました。宮城県南三陸

ドが被災地での訪問演奏をお

こた

を目指しています。
援、災害被災者の支援などを
おこなって伝道しています。

創立は一八
六五年。 英国

ンドの救世軍金管バンド―ウ

の東日本大震災以来、被災地

昨年の十一月下旬には、来

時を提供しています。
現地ではこれからも長期にわ

人身売買犠牲者支援や開発途

エリントン・シタデル・バン

に対する復興支援活動を継続

たっての支援がなされます。

また、国際的な協力体制の下、 の社会福祉施設を通して働き

教会の牧師だったウイリア
上国の自立支援、フェアトレ

ドが四度目の来日をし、各地

を進めています。

のメソジスト
ム・ブースが東ロンドンのス
積極的におこなっています。

ー ド（公正貿易）の 推 進 な ど も

で演奏会やスクールコンサー
ットサウンドと呼ばれる柔ら

トをおこないました。ベルベ

加わる中、岩手県陸前高田市

しています。いよいよ寒さが

ルセンターでも演奏をしまし

さん商店街」や近くのポータ

ールコンサート、「南三陸さん

日中のニュージーランド、ウ

ラム街で働きを始めました。
日本での働きは、一八九五

道者）が や っ て 来 て 始 ま り ま

派遣された十二人の士官 （伝

内の全小中学校に石油ストー

日本からも三百万円が送られ

彼は、当時の社会の最下層に
（明治 ）
年に、ブースによって

類、教育、宿泊所の提供など

かい音色で多くの聴衆を魅了

エリントン・シタデル・バン

いる人々に神の愛を届けよう

をおこないました。そして 、
した。日本人最初の士官とな

ました。

と、 温かい食べ物、清潔な衣

より多くの人々や社会の必要

た。その後、女川町へ移動し、

ね商店街」で演奏。子どもた

ブと非常食などを提供。これ

ちの知っている曲や懐かしい

し、行く先々で演奏後、楽し

常時に電気がなくても使える

日本のメロディーも流れ、演

った山室軍平は、だれにでも

暖房が必要との要請に応えた

奏後は、言葉を越えた温かい

に応えるため、統率力と機動

ものです。また、宮城県女川

夕方の寒さの中、「きぼうのか

の離島出島には、新しいウイ

交流が各所でなされました。

は、津波警報が出るなど、非

ンチが提供され、まもなく非

また、十二月初旬、クリス

い ずし ま

常時の放送設備の支援もなさ

災地では、将来に対する不安

この三月で丸三年になる被

育所や仮設住宅地を訪問。そ

ムは、今年も陸前高田市の保

い者施設を訪問。北海道チー

が岩手県大船渡市にある障が

マスを前に、関東東北チーム

やあせりなどを抱えての生活

れます。

に疲れ、精神的に不安定な状

態の人々も少なくありません。 れぞれ、音楽や贈り物で、一
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足早いクリスマスの祝福を届

東京都千代田区）

け、交流の時をもちました。
次郎（救世軍本営

救世軍では、物質面での支援
勝地

(03)

0051

スクールコンサートで演奏するウエリン
トン・シタデル・バンド（宮城県で）

とともに、いろいろな機会を
日本司令官

街頭での給食サービス（調理・配食）にご協力
くださる方を募っています。
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い交流の時がもたれました。

街頭生活者支援ボランティア募集

わかりやすい説教と著書で、

昨年のクリスマスカロルと救世軍社会鍋「プロ
ムナード・コンサート」（東京・池袋）では、来日
中のウエリントン・シタデル・バンドが演奏

アンドレ・コックス（万国本営 英国ロンドン）

（取扱支部）
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力に富んだ軍隊流 の組織を取

大将

歳末助け合い募金の社会鍋が、昨年 12 月
中旬から年末まで、全国主要都市でおこなわ
れました。ご寄付くださった方々、またボラ
ンティアで奉仕してくださった方々に、心か
らの御礼を申し上げます。
皆様から寄せられた寄付金は、各地の救世
軍小隊を通して、
様々な困難を覚えている方々
や街頭生活者への支援、
また国内外の災害被災
者支援などに用いさせていただいています。
創立者 ウイリアム・ブ ー ス

社会鍋募金へのご協力、
ありがとうございました
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