かつ ち

音書 章 、 節）

17

23

34

家畜小屋に生まれ、馬槽に
おさなご
寝かされた幼子イエスは、
十字架に死に、三日目に復
ぬし
活された救い主であったの

16

勝地 次郎

イ エ ス・キ リ ス ト の 生 涯
＊まぶね
を歌った歌に「馬槽のなか
（
『讃美歌』 番〔日本基督教
に」
団出版局〕
）
があります。
馬槽のなかに
うぶごえあげ、
たくみ
木工の家に
ひととなりて、
貧しきうれい、
生くるなやみ、
つぶさになめし
この人を見よ。
と歌い始めたこの歌は、
この人を見よ、
この人にぞ、
こよなき愛は
あらわれたる、
この人を見よ、
この人こそ、

1

3

60

1

2

（救世軍士官〔伝道者〕
・司令官）

ぎゃくたい

人となりたる
トを信じ、神中心の生き方に方
です。
い
活ける神なれ。
向転換すること）し、キリス
「起きよ、光を放て。あ
ト教の伝道者となった彼女 と結ばれています。
なたを照らす光は昇り
「この人」―イエス・キ
は、人生を振り返って、こ
主の栄光はあなたの上に
おお
リストの「こよなき愛」は、 輝く。見よ、闇は地を覆
う言っています。
か
「人間は価値がなくなる 人間の罪の身代わりに架け
い 暗黒が国々を包んで
と捨ててしまいます。しか られた十字架の上で、ご自
いる。しかし、あなたの
い
し、神の愛は、取るに足り 分を敵視していた人々のた
上には主が輝き出で 主
ささ
ひろ
ない者を拾い上げて、造り めに献げた祈りの言葉に秘
の栄光があなたの上に現
変えて用いてくださいます。 められています。
れる。
」
ゆる
「 父 よ、彼 ら を お 赦 し
私は魂の安息を与えられま
（イザヤ書 章 、 節）
ください。自分が何をし これは、神の言葉を人々に
した。変わらぬ喜びと愛と
ているのか知らないので 伝える預言者が、主イエス
平和の心です。
」
す。
」
そうです。イエス・キリ
の誕生の何百年も前に、ユ
（ルカによる福音書 章 節） ダヤ人たちに対して語った
ストは、信じる者の人生に
「変わらぬ喜びと愛と平和」 人の愚かな罪を裁くのでは 言葉です。
しかし、
これはま
を与えてくださる「まこと なく、ご自身の死によって、 た、戦争、殺人、失業、児
信じる者の罪を赦し、永遠 童虐待などが絶えることの
の光」なのです。
の命に導くことこそ、神の ない現代に生きる私たちに
ひと
ご
独り子イエスの使命であり 対する、希望のメッセージ
ました。このことを、ヨハ でもあるのです。
ネによる福音書ではこう記
天地創造の時、
「光あれ」
しています。
（創世記 章 節）と言われた
「神は、その独り子をお 神は、今も「あなたを照ら
与えになったほどに、世 す光は昇り 主の栄光はあ
を愛された。独り子を信 なたの上に輝く」と、私た
じる者が一人も滅びない ちに力強く語っておられる
で、永遠の命を得るため のです。
み こ
である。神が御子を世に
このクリスマスの時、皆
遣わされたのは、世を裁 様のうちに、
「まことの光」
くためではなく、御子に なる主イエスによる救いと
よって世が救われるため 輝く希望がありますよう、
である。
」（ヨハネによる福 お祈りいたします。
介しましょう。その方はイ
エス・キリストです。この
方に心身をお任せしなさい。
きっと、光と命の道を見い
だすことでしょう。
」
この手紙を手にした彼女
は、聖書を読み始め、ある
夜、徹夜で祈りました。神
ひざ
様の膝にとりすがる思いで、
彼女の生涯・全存在を託す
ことを決意し、心から祈り
ました。その翌日の朝、彼
女は不思議な体験をしまし
た。身体が本当に軽くなり、
心の底から何とも言えない
暖かいものがこみ上げ、神
の愛に満たされた実感を得
へ
たのです。この体験を経て
回 心 （ 神の子イエス・キリス

3

〔クリスマス・メッセージ〕

クリスマスは光の祭典で 性の人生も、本当に気の毒
す。 き ら び や か な イ ル ミ なものでした。愛する子ど
ネーションの光に、心を奪 もは栄養失調で死んでしま
われることもあるでしょう。 い、頼りにしていた夫は、
しかし、
彼女を見捨てて家を出てし
「 わたしは世の光であ まったのです。絶望のあま
くら
た
る。わたしに従う者は暗 り、自ら命を絶とうと思っ
やみ
闇の中を歩かず、命の光 ていた彼女の元に、ある日、
を持つ」
（ヨハネによる福音
一通の手紙が届きました。
書 章 節）
それは、ハワイに住んでい
い と こ
と言われた主イエスこそ、 るクリスチャンの従姉妹か
クリスマスの主人公であり、 らのものでした。そこには
まさ
あらゆる光に優る「まこと こう記されていたのです。
つら
決し
の光」なのです。
「どんなに辛くても、
て死んではいけません。人
生の悲哀のどん底で泣き叫
ぶあなたのことが、生ける
神の耳に届きました。今、
びと
あなたが必要な助け人を紹
12

第二次世界大戦末期の沖
縄戦は、極めて悲惨なもの
だったと伝えられています。
戦争で片足を失ったある女

8

121

＊馬槽
（家畜のえさの入れ物）

クリスマスの光

と き の こ え

1

６
と き の こ え

今年の九月一日から、

み

―まず、映画を観ていない人

して……。その宣教師の笑顔

いことです。親分もすごいけ

そんなこと、普通はあり得な

と。それで、終わりでした。

―それでは、その辺のことを
くような笑顔、周りにはあり

じっくりとお聞きいたします。 がすごく良くてね。そんな輝

映画「ふうけもん」が日
右近 佐賀弁で、「バカ」とか

意味を教えてください。
年の時に兄を頼って東京に出

賀で育ったんですが、中学二

右近 私は満州で生まれ、佐

あの顔を見たい、とその宣教

ませんでしたから。（笑）また

んだ、と思いました。

ど、神様が守ってくださった

北海道旭川市を皮切りに、 のために、
「 ふ う け も ん 」の

回上映されています。こ 「怠け者」「はみ出し者」
という

のモデルとなった元祖便
意味です。イエス様を信じて
るには、高校生になってから

てきました。東京の大学に入

て、勧められるまま、渋谷に

師の教会に行きました。そし

を受け、クリスチャンになり

その半年後に、教会で洗礼

でした。全身水に浸かるので

ました。二月十七日、寒い日

した。

札を手に持って、こう言いま

に入るはめに。（笑）

く呼んでもらい、もう一回水

と名前を呼ばれたので、正し

かつきち」

つ

会）
という高校生の集まりに

―熱心に求道したのですね。

「 これが欲しい人は手を挙

（高校生聖書伝道協
hi-b.a.

も出るようになりました。

右近 いや、そんなもんじゃ

す が、
「うきん

に合わない、と兄が言ったも

組事務所があったんです。そ

ないですよ。相変わらず組事

むすこ

仲が良かったこともあり、私

務所に出入りしていましたし。 たくさんの高校生が手を挙げ

ていた若い牧師は、ちゃらん

を受け取ることだ」

「信仰とは、出されたもの

えられないことです。そして、

ように、と言われました。二、 かったのですね。今なら、考

と、手を挙げた人は前に出る

大学にも進学することができ

ことができました。私の将来

そのお蔭で、無事に卒業する

かげ

右近 懐の深い先生がいて、

ふところ

したか。卒業は？

―高校のほうは、どうなりま

この親分の息子と同じ中学で
はしょっちゅう事務所に出入

ました。私ももちろん、挙げ

楽しいプログラムの時だけ顔

を出す、みたいな感じでした。 ましたよ。すると、
右近 ええ。組員は事務所に

ったり、蹴ったりしていまし

ぽらんな者を怒鳴ったり、殴

三十人も出ましたね。牧師は

ました。本当に感謝していま

のスタッフをし
当時、 hi-b.a.

たむろして、朝から遊んでる

た。私なんか何度殴られたこ

「あなたは、きょうからク

一人ひとりと握手をして、

す。

を考えて、切り捨てたりしな
んですね。これはいいな、と

とか。でも、とにかく、面倒

リスチャンです」

かっぽ

なぐ

思いましたね。それで、高校

見が良かった。みんなを家に

と言うんですね。
〈ヘー、そ

ど な

の時には、いっぱしのやくざ

連れて行き、食べる物があっ

け

になっていました。喧嘩に明

たら食べていいよ、と。牧師

けんか

け暮れ、歌舞伎町を闊歩して

思っていました。高校二年の

カポネのようになりたいと

アメリカのギャング、アル・

―熱血牧師ですね。

いつも空っぽでした。

ったと思いますね。冷蔵庫は

ゃないですよ。奥さんは偉か

ものだから、たまったもんじ

食べ盛りの高校生たちが行く

ないじゃないですか。それが

「わかった。もう、歌舞伎

分はひと言、

める覚悟でした。けれど、親

と言いました。指の一本も詰

やくざをやめます」

右近 すぐ、親分の所に行っ

―それで？

でも、練習中に仲間が事故で

次にレーサーになったんです。

挫してしまいました。それで、

でも、諸事情でその計画が頓

う、勧めてくれたからです。

「 イ エ ス 様 を 信 じ た の で、 ガソリンスタンドを始めるよ

て、

亡くなるということがあり、

ました。兄が、郷里の佐賀で

間、ガソリンスタンドに勤め

右近 大学を卒業して、一年

―それでは、いよいよ、便利

時 な ど、 学 校 に 行 っ た の は

右近 はい。その牧師が、渋

町には二度と来るな」

くらい子分もいましたしね。 というのは、たいがいお金が

たったの二日だけでした。

谷公会堂を借り切ったクリス

かれたのでしょう。

ざ

とん

屋を始めるまでのいきさつを。

右近 街を歩いていた時、宣

マスの集会で、宣教師の通訳

―それがどうして、教会に導

教師が伝道のため、トラクト

こと

を配っていたのに出くわしま

うなのか〉と思いました。

街を仕切っていました。十人

―中学生の時からですか。

りするようになりました。

で い

げなさい。
」

兄の家の近くに、やくざの

ので。

ハイビーエー

クリスチャンになるまで、私

がんそ

本全国の市民ホールで巡

をしたんです。宣教師は千円

利屋右近勝吉さんに、お

右近勝吉さん

ある

う こん かつ よし

は本当に
「ふうけもん」
でした。 こちらに来たんじゃ受験に間

便利屋は神様から
いただいた仕事

話を伺いました。

〔インタビュー〕

と き の こ え
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映画「ふうけもん」の全国

頼がありました。これならや

教会に行くよう勧めましたが、 ―メッセージをするというこ

私には三十万円の財産があっ

のが、話し相手になってほし

来ましたが、意外に多かった

もりなどの相談を受けること

最近では、不登校や引きこ

アメリカのハリウッドで上映

を赦してくださったよう

いる中村雅俊さんは、私が便

この映画で私の役を演じて

されることになっています。

に、 互 い に 赦 し 合 い な さ

「お互いに親切にし、
心の

右近 聖書に、

たと

巡回は、来年の一月、東京で

自分もいつ命を落とすかもし
や

の上映で終わりますが、次は

―帰国してすぐ、便利屋を始

なりました。

うに話されるのですか。

っていける、と安心しました。 後にその人はクリスチャンに

とですね。例えば、どんなふ

たんです。（笑）

めたのですか。

これまで、いろいろな依頼が

れない、とレーサーを辞めま
した。
それから、いろいろな職業
を転々とし、ふと気がついた

―右近さんは「元祖便利屋」

い」（エペソ人への手紙 章

私もハリウッドに行く予定で

ある会社の面接を受けました。 というものです。中には、食
と言われていますが、お弟子

す。

事を一緒にしただけで、びっ

さんはどのくらいいらっしゃ

優しい人となり、神がキリ

くりするほどのお金をくださ

ストにおいてあなたがた

すると、面接官が、
る方もいました。いくらお金

ら、二十六歳。この際、少し、 右近 日本に帰ってきてから、 い、一緒に食事をしてほしい、 も多いですね。
世界を見てやろうと、無銭旅
「右近さんは、
フーテンだっ

というところがあります。親

議な巡り会わせです。

で主役をしていました。不思

ゆる

行に出かけました。一年くら
たんですね」

るのですか。

切はだれでもすることができ

利屋を始めるきっかけとなっ

いの予定でしたが、気がつい

右近 日本全国に一万人くら

ますが、心の優しい人になる

た

たら十二年もの月日が経って
があっても、社会的地位があ

いかな。海外にも何人かいま

どの国に行っても、まず、ユ

右近 それができたんです。

そんなことが可能ですか。

話でした。これだ、と思いま

やります〉という仕事をする

たのです。主人公が〈何でも

たちの旅」というドラマを見

えていた時、テレビで、
「俺

―すごいですね。その他、ど

ませんが。（笑）

リティーの関係で名前は出せ

か、元首相とか……。セキュ

ましたよ。某国の元大統領と

世界の要人からも声がかかり

いですね。

が増えていくことは、うれし

の人などに手を差し伸べる人

る人、寂しい人、引きこもり

ろです。助けを必要としてい

十日間の講習をしてきたとこ

をやりたい、というので、二

教会の会員が、四人で便利屋

ましょう、と話すわけです。

皆さん、心の優しい人になり

人を赦すことができるのです。

れたことを信じる人だけが、

で死んでくださり、罪が赦さ

が自分の身代わりに十字架上

りません。イエス・キリスト

めには、人を赦さなくてはな

のは難しいことです。そのた

右近 今は、これですね。

えてください。

さんの好きな聖書の言葉を教

―そうですね。最後に、右近

めぐ

たテレビドラマ
「俺たちの旅」

っても、寂しさを抱えている

すよ。ついこの間も、大阪の

ースホステルを訪ねます。ユ

した。
〈 こういう仕事は面白
んな依頼がありますか。

―便利屋の仕事だけでなく、 もちろん、いろいろな体験談

節 新改訳聖書）

と言ったのです。その時、何
人がたくさんいるのですね。

ースホステルがない所では、

いな。犯罪、法律や倫理に反

右近 海外にいる人に届け物

いました。
の資格ももたない自分に会社

俳優、女優、歌手、文化人、

教会に行きます。入り口に立

すること以外、頼まれたこと

をしたり、人捜しなどもあり

ジャパニーズ ク リ ス チ ャ ン

れば、日本中、いや、世界中、 るのですね。

学に呼ばれたり……。呼ばれ

右近 教会に呼ばれたり、大

ということですが。

に来た依頼は何でも引き受け

―本当に、右近さんのところ

も交えて。
たり、ニュージーランドのど

（笑）死ぬまでこの仕事を続

右近 それが便利屋ですから。

と書いたＴ
Japanese Christian
げ た

こかにいる、という人を捜し

どこにでも行って自分の体験
世界中を旅行して、それぞれ

ですが、聴衆が会場に入り切

この間は、大学に呼ばれたん

などを患っていますが、今、

七十歳を過ぎてから心筋梗塞

わち信仰の体験談なのですが。 けていきたいですね。実は、

（詩篇 篇 節 新改訳聖書）

いる者に心を配る人は。
」

「ふうけもん」
上映会場で（横浜）

（キリスト教朝顔教会所属）

1

むずか

っていると、何が欲しいのか

は何でもやる仕事―これは人

ます。アマゾンにいるらしい、 あちこちでお話もされている

たり……。いずれも、不思議

談を話します。それは、すな
の国の様子がだいたいわかっ

れず、結局、外で話しました。 こうして、健康が支えられて

います。これは、もう少し働

41

ぼう

聞かれ、食べ物をもらい、泊

にも神様にも喜んでもらえる

という情報しかない人を捜し

―依頼はすぐありましたか。

に、それほど日数をかけずに

ていたので、無駄な動きをし

来週の日曜日は、教会で話す

くように、ということかな、

と思っています。

ことになっています。

わずら

なくて済んだのでしょう。
また、これから自殺をしま
す、と言って訪ねて来た人も
いました。じっくり話を聞き、

「幸いなことよ。弱って

まらせてもらえるのです。

ことだ。
〉こうして、便利屋

また、いつも背中に大きく

稼業が始まりました。

子どもたちなど、ぞろぞろつ

右近 近所にチラシを配った

見つけることができました。

たびたび

たから、行く先々で注目され、
いて来たりしました。その中

ら、最初の月、百三十件の依

か ぎょう

カランコロンと歩いていまし

シャツを着て、下駄を履き、

かか

た。では何をしようか、と考

4

― 十 二 年 間 の 無 銭 旅 行 ……、 勤めは無理だな、と思いまし

32

の一人と仲良くなって家に泊
めてもらったことも度々あり
ました。移動手段はヒッチハ
イク。
外国の人たちは、よく握手
をしますよね。その時、手に
コインを握らせてくれること
が結構ありました。それで、
無銭旅行から帰って来た時、

のチラシ
名刺代わり

キリスト教との出合い

杉岡広子（すぎおか ひろこ）さん
プロフィール

ままの私のすべてを受
け入れてくださる、と
いうことを知ったので
す。こうして安心して
洗礼を受ける決心がつ
きました。
そして、洗礼を受け
た翌年、アメリカで聖
書の学びをする機会が
与えられました。キャ
ンパスでは、髪の色を
赤や緑に染めたパンク
の青年たちが、あちこ
ちで賛美したり祈り合った
りしていました。その姿を
ま
目の当たりにし、形ばかり
にこだわっていた自分を見
つめ直しました。日本から
遠く離れたアメリカでの生
活で、神様に守られている
安心感から得られる「本当
の自由」も実感しました。
年齢も国籍も違う若者た
ちの寮生活の中では、毎日
のように、問題が起こりま
した。習慣や言葉の違いか
ねた
けん
喧
ら起こる事以外に、
妬み、
か
嘩、恋愛、別れなど、様々
でした。しかし、肌の色や
髪の色が違っても同じ信仰
☆「クリスマス人形展」開催
2014年12月1日（月）～6日（土） 10時～16時
南海ルーテル教会（大阪）
www.nankaichurch.com/

けました。当時の私は、洗
礼を受けるということは自
由を奪われ、花の青春時代
しば
を失い、縛られた生活をさ
せられることだ、と思い込
んでいました。
そんな私が、教会に行き
始めて約二十年後、ふとし
たきっかけで洗礼を受けた
のです。自分でも不思議な
ほどあっさり決心してしま
いました。
当時、私は銀行に勤めて
いましたが、休暇を取り、
アメリカ旅行に行きました。
その時お世話になった一軒
のお宅で、下宿していた三
人の神学生と出会いました。
滞在中、
毎晩、
同世代の彼ら
と聖書の話をしたり、彼ら
の信仰の体験談を聞いたり
しました。そして、洗礼を
受けても自分の生活や人格
を自分で変える必要はない
こと、神様は、今のありの

宮崎県宮崎市生まれ。宮崎文化服装学院に
て洋裁、服飾デザインを学ぶ。銀行員時代、
アマチュア劇団に所属し、舞台衣装を担当。
カリフォルニア・ルーテル聖書学院で聖書の
学びを履修した後、1992 年、結婚。2002 年、
宣教師の夫と共にタイに遣わされ、神学校で
アートの授業を指導、シングルマザーのシェ
ルター「恵みの家」で洋裁を教える等、多岐
にわたりタイの教会の働きを支える。2009年、
帰国。現在、大阪府阪南市在住。夫は近畿福
音ルーテル教会牧師。

小学生の頃、アメリカ人
わ
や
の宣教師一家が我が家の近
くで宣教を始めました。私
の母は、私と兄に英語を習
わせようと教会に連れて行
きましたが、私たちは毎回、
宣教師館をめちゃくちゃに
して遊び回っていました。
その様子を見た母は、申し
つぐな
訳なく思い、償いに礼拝に
出席することを決めました。
その後、母は、聖書の学び
を始め、数年後に洗礼を受
けました。
私は好きな時に教会に行
き、頼まれれば教会の手伝
いや特別集会の受け付けも
する、そんな教会生活を続
けていました。牧師や宣教
師は、毎年クリスマスやイ
ースターが近づくと、私に
洗礼を受けるよう勧めまし
こば
たが、私はひたすら拒み続

アメリカで。友人たちと
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〔信仰の体験談〕

人形を通して知った
神 様 の 愛 杉岡 広子

をもつ私たちは、話し合い、
祈り合いながら、解決方法
を見つけ出していきました。
二年半の学びの中で、私は
ゆだ
祈ること、委ねること、賛
美すること、感謝すること、
また罪についても自然に学
びました。
そして、その数年後、同 いく活動は、通算四年続き
じ学校に通っていた主人と ました。
結婚し、牧師の妻になりま
聖書人形を作る喜び
した。

聖書人形を作り始めたき
っかけ

むずか

二〇〇一年春、知り合い
の牧師から、教会学校で子
どもたちに配る聖書の「み
さ
言葉カード」の挿し絵を描
いてもらえないか、と依頼
されました。私は軽く引き
受けてしまったのですが、
絵を描くことは難しく、ど
うしてもうまく描くことが
できません。締切日も近づ
く中、苦肉の策として、当
時趣味で作っていたドール
ハウスの人形を庭の花壇の
と
前に並べて写真を撮り、そ
の写真を使ってもらうこと
にしました。
その翌年の二〇〇二年、
私が作った
「み言葉カード」
が一人の牧師の目にとまり、
ある教会の機関誌に毎月人
形の写真を掲載することに
なりました。毎月決められ
た聖書個所の人形を作って

二〇〇二年八月、
私は、
タ
イに宣教師として遣わされ
ることになった夫と二人の
子どもと共に、タイのバン
コクに移住しました。
私の人形作りはタイでも
続 い て い ま し た。 タ イ で
は、 日 本 の よ う に ホ ー ム セ
ンターや手芸店が身近に無
く、材料探しに苦労しまし
かげ
た。しかし、そのお蔭で新
しいタイプの粘土や味のあ
る布に出合え、創作の幅が
大きく広がりました。
聖書の一つ一つの場面を
様々な材料で作りながら、
その土地の気候風土、人々
の生活や気持ちを考えてい
ると、いつのまにか自分が
その場面に引き込まれてい
たび
き、その度にイエス様の大
きな愛を感じ、時間を忘れ
て夢中で作ってしまいます。
そして、一つでき上がると
また別の場面が作りたくな
り、終わりがありません。

「み言葉カード」
に使った写真

と き の こ え
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聖書人形の可能性―リリ
ア先生との出会い
二〇〇六年春、フィンラ
ンド人の宣教師リリア先生
から、
人形による
「受難劇」
に協力してくれないかと言
われました。私は、人形は
飾って楽しむもの、としか
思っていなかったので、動
かない人形で劇をしようと
いう発想に驚きました。

ばんさん

●聖書人形に寄せて
「クリスマス物語」では、
特にイエスの母マリアを作
るのに苦労しました。
これまで見てきた様々な
絵画や絵本に登場するマリ
アは、どれも美しく天使の
ようです。
でも、
そのような
マリアを作ろうとすると違
和感があり、なかなか満足
できません。聖書からイメ
ージされるマリアは、どこ
にでもいそうな普通の女の
子、貧しい家の、よく家の

せいしゅく

ひ ろう

から想像できます。神様は
どこにでもいそうな普通の
少女を選ばれ、本当に大切
なことは純粋に神様を信頼
する信仰だ、ということを
教えてくださっている気が
します。
そして、神様は、当時一
番身分の低かった羊飼いた
ぬし
ちに、最初に救い主の誕生
の喜びをお示しになられま
した。ここにイエス様がこ
の世に遣わされた大きな意
味があると思います。この
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まな ざ

人形を通して、二〇〇〇年
どうくつ
前に暗く冷たい洞窟のよう
な家畜小屋で誕生されたイ
エス様のこと、喜びだけで
はなかった本当
のクリスマスの
物語、そしてイ
エス様がこの世
に来られたこと
の意味を、もう
一度考えるきっ
かけにしていた
だければ幸いだ
と思っています。

日が暮れるのを待って、
」を披露することにな その真剣な眼差しを見て、 リーの活動は続いています。
場面）
十畳ほどの小さな部屋でそ りました。
夫と私は、これは宣教のた 私の人形はアメリカやノル
の受難劇は開催されました。 私が人形と照明を担当し、 めに使える、と確信したの ウェーにも行きましたし、
一度の入場は十人まで、と 先生がプログラムの内容を です。
日本各地で展示会やワーク
制限された部屋の前には、 考えてくださり、神学生二
その後、同じ人形の展示 ショップをおこなっていま
ちょうだ
たてぶえ
長蛇の列ができました。そ 人がタイの民族楽器の縦笛 会を自分の教会でもやって す。その中で、「教会に友人
ビージーエム
の時の驚きは今も忘れるこ をＢＧＭとして、すべての ほしいという依頼が次々に を誘いたくても、礼拝や集
とができません。真っ暗な 方が人形を見終わるまで吹 入ってきました。バイブル 会にはなかなか来てくれな
み
部屋に入ると、一場面ずつ
ド
ー
ル
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
の
始
ま
い。でも、人形を観に行こ
き
続
け
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
照明に照らされていく私の りました。
りです。
うと言うと気軽に来てくれ
人形たちが、まるで生きて
その翌年、「クリスマス物 た」という話をよく耳にし
静粛の中で礼拝がおこな
い
いるように活き活きと浮か われた後、静かに「十字架 語（ 場面）
」が完成しました。 ます。実際、人形展をきっ
び上がったのです。
かけに教会に行き始め、ク
の道行き」を、一列に並ん
バイブルドール リスチャンになった方もい
その時、私は人形のもつ だ観客が歩きなが
ミニストリーの らっしゃいます。
可能性に初めて気がつきま ら見ていきました。
趣旨
した。
この人形展の主役は聖書
み こ と ば
私たち家族は、 の「御言葉」です。そして、
バイブルドールミニスト
二〇〇九年にタ 人形、照明、ＢＧＭは、観
リーの始まり
イでの七年間の る人の心に「御言葉」を伝
宣 教 活 動 を 終 わりやすくするための脇役
翌年、私は再び人形によ
え、帰国しまし です。私は、お客様に喜ん
る可能性を試してみたくな
た。日本に帰っ でもらうために人形を美し
り、リリア先生に相談しま
ても、バイブル く作ろうと思ったことは一
した。そして、受難週の礼
ドールミニスト 度もありません。私が一番
拝で「十字架の道行き （
大切にしていることは、で
きるだけ聖書に忠実に作る
ということです。この人形
展の目的は、聖書を身近に
感じてもらうこと、そして、
今まで一度も聖書に触れた
ことのない方が聖書に触れ
るきっかけにしてもらうこ
と、なのです。
今まで、聖書人形展を通
して多くの出会いも与えら
れました。タイでは仕事を
求めてやって来たアフリカ
やアジアの近隣諸国の人た
15

手伝いをする少女です。美
ほこり
しい服もなく、顔も体も埃
まみれ。しかし、彼女が誰
よりも素直な信仰心と意志
の強さをもっていたことは、
受胎告知後の彼女の言葉や
当時の厳しい戒律の中で妊
娠の時期を乗り切ったこと

「受難劇」
の一場面。最後の晩餐

ち。自国から逃れてきたイ
ラクのクリスチャン――世
界中には迫害を受けながら
も自分の信仰を必死で守っ
ているクリスチャンが数多
くいることも初めて実感し
ました。また、スラムの人
たち。刑務所や少年院の人
たち。十分な教育を受けら
れない貧しい農村や山岳地
帯の人々。行き場を失った
シングルマザーやエイズを
患っている人たち。これら
多くの方たちと関わりをも
つ機会も与えられました。
聖書人形を通して、神様
は私に大きな愛を示し、そ
の愛を伝えていく喜びも教
えてくださったのです。
これからも、この人形た
ちが、世界中の福音の届き
にくい地域の人々や、キリ
ストの愛を必要としている
方たちのために用いられれ
ば、と願っています。

「クリスマス物語」
の一場面。家畜小屋の幼子イエス

