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きっちょう

（エレミヤ書 章 節）

希望を与えるものである 。」

イエス・キリストの愛に
触れる時あなたも変わる！
人生が変わるのです！ キ
リストを信じる時、神の子
とされ、神の導きを受けて、
困難・試練を乗り越えてい
くことができるでしょう。
神は次のように約束されて
います。
「 わ た し は、 あ な た た
ちのために立てた計画を
よく心に留めている、と
主は言われる。それは平
和の計画であって、災い
の計画ではない。将来と

スに思え、その人を驚きの
眼で見つめたのを、今でも、
はっきりと覚えています。
それは、イエス・キリスト
の救いによって、人は確か
に、新しく生まれ、希望の
人生を歩むことができると
いう発見でもありました。

謹んで被災された方々にお見舞いを申し
上げます。一日も早い心の平安の回復と、
被災地の復興をお祈り申し上げます。

章

造された者なのです。古
いものは過ぎ去り、新し
いものが生じた。
」（コリ
節）

ントの信徒への手紙二

5

これは、パウロ自身が、
自らの人生で体験したこと
でした。彼は、イエスを救
ぬし
い主として信じる人々を認
きょうこう
めることができず、強硬に
彼らを迫害していました。
しかし、人生のある日、復
活されたイエスの愛に捕ら
えられ、イエスを救い主と
信じる愛の使徒として生ま
れ変わっていったのです。
ブルに仲良く座ることがで
きるようになる、という夢
かつて、救世軍のある小
が…… 。」 このキング牧師 隊 （教会）
で、創立記念集会
らいひん
の演説は、肌の色の違いの がおこなわれました。来賓
故に、いわれなき苦しみを の中に、厳格な顔立ちの近
がた
し
強いられてきた人々の心を 寄り難く思える牧師が出席
おど
躍らせ、夢見ることを可能 されていました。しかし、
あいさん
にした名演説でありました。 その人は、愛餐会 （食事会）
の席上、こう切り出して、
あいさつ
挨拶を始めたのです。
「エー、私が浅草で、ま
だ、よたって （不良じみた様
子）おりました時に……。
」
入信後、日が浅かった私
は、牧師の厳格な顔立ちと、
「よたっていた」という言
葉があまりにもアンバラン
夢―それは古いものが過
ぎ去り、新しいものが来る
ことを待ち望むことである
とも言えるでしょう。キリ
スト教初期の大伝道者パウ
ロは、こう言っています。
「 キリストと結ばれる
人はだれでも、新しく創

（救世軍士官〔伝
道者〕
・司令官）

皆様にとって今年が、こ
す ば
の神の祝福を見いだす素晴
らしい年となる
ように、心から
祈ります。

11

を夢で見ることは吉兆であ
る、という思いが当時の人
人にはあったのでしょう。
あなたは、今年、何を夢
見ていますか？
「私には夢がある」
と語った人がいました。非
てっぱい
暴力主義の人種差別撤廃運
ささ
動に生涯を献げたマーティ
ン・ルーサー・キング牧師
です。
「私には夢がある。いつ
の日かジョージアの赤土の
ど れい
丘の上で、かつての奴隷の
子孫と、かつての奴隷所有
者の子孫が、兄弟愛のテー

17

平成 二十八年 一 月 一 日 発 行
昭和 二十二年 一 月 二十四日（第三種郵便物認可）

はつ づ

「初尽くし 」と言えば、
はつ
元旦は初日の出、二日は初
に
かき ぞ
荷、書初め、初夢を挙げる
ことができるでしょう。誰
でも、年の初めには、新た
な思いで一年を過ごしたい
と願います。
また、初夢と言えば、
「一
たか
なす び
富士、二鷹、三茄子」を思
い起こす人もいるでしょう。
この由来には諸説あります
が、晩年、静岡に居住した
徳川家康が好んだものが、
富士山、鷹、茄子であった
ことから生まれた、という
説があるそうです。天下人
であった家康が好んだもの

29

勝地 次郎

新しい年 新しい人生
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育った環境

きょう

終戦となり、日本には翌年 会社まで、交通の便が悪く、
の三月に引き揚げて来まし どうしても遅刻が多くなっ
た。三浦半島の浦賀に着き、 てしまいました。すると、
三方原に戻って来ました。 会社は私たちのために、会
かか
マラリヤに罹って三カ月 社のそばに家を建ててくれ
ほど休養をとり、その後、 たのです。そして家内は洋
浜松市内にある会社に勤め 裁ができたので、その家で
ました。そして、世話好き 洋裁店を開きました。
な伯父の紹介で見合いをし、 翌年、長女が生まれまし
一九四七 （昭和二十二）年三 た。一歳くらいになると、
月、結婚しました。家内は 忙しい家内の目が届くよう
三姉妹の長女だったので、 に、と陳列台の中か入り口
むこ
の柱につないでおかれてい
婿入りでした。
ました。通行人が、
新しい家族
「あら、
人形だと思ったら
家内の実家も開拓農家で、 人間だった」
会社とかなり離れた所にあ と笑いながら通る、などと
りました。そこから市内の いったことがよくありまし
た。その三年後に長男、そ
のさらに四年後に次女が生
まれました。

救世軍との出合い

く、ほとんどの信徒さんは
屋外でおこなう短い集会に
出ていました。出迎えてく
れたのは、会館に残ってい
た年配の伝道者夫妻でした。
目は心の窓と言いますが、
私はこの方たちを見て、〈な
んと目の美しい、優しい方
方だろう〉と驚いたことを
覚えています。
集会が始まると、信徒の
方たちは次々と立ち、信仰
の体験談を話しました。私
は人前で話などできなかっ
す ば
たので、〈なんと素晴らしい
人たちだ！〉と、ただただ
きょうたん
驚嘆していました。その時
の説教は覚えておりません
めぐみ
ざ
が、最後に、恵の座という
祈りの場所で、信徒の方に
導かれて初めてお祈りをし
ました。

（使徒言行録 章 節）

をたたく役目を仰せつかり、
救世軍の歌に合わせて一生
懸命たたきました。
また、毎日、一人だけで、
聖書を読み、祈るよう導か
れました。これは信仰生活
の基本で、とても大切なこ
とであることを教えられま
した。初めての祈りは恥ず
ふ とん
かしくて布団の中でしまし
た。すると、今まで経験し
たことのない、安らぎ、心
の平安をいただいたのです。
「 主イエスを信じなさ
い。そうすれば、あなた
も家族も救われます。
」

1956年頃、家族と

その年の五月八日、家内
とそろって兵士（ 救世軍の正
式な信徒）
となりました。即、
ギャンブル、酒、タバコを
やめました。また、家内と
二人、救世軍の伝道機関紙

救われた後の変化

この聖書の言葉どおり、〈イ
エス様は私たち家族を救っ
てくださった！〉と確信し
ました。

31

救いの体験

しばらくの間、夜の集会
だけに出席していましたが、
年明けの一九六〇（昭和 ）
年
じゅんへい し
一月二十四日、准兵士 （正

式に救世軍の信徒になるための

準備期間の呼び名）になりま
した。
准兵士になってから、日
曜日の午前は聖別会と呼ぶ
礼拝に、夜は伝道集会に必
ず出席するようになりまし
た。また、伝道集会の前に
おこなう屋外集会にも休ま
ず出ました。そこでは太鼓

16

年
私は、
一九二〇（大正 ）
生まれで、今九十五歳です。
生家は、静岡県浜松市三方
原（徳川家康と武田信玄が戦っ
た古戦場）
の開拓農家。五男
三女の八人きょうだいの七
番目で四男、祖父母を入れ
て、十二人の大家族でした。
祖父は毎朝仏壇の前でお経
とな
を唱えており、門前の小僧、
習わぬ経を読む―で、私も
一緒にお経を上げていまし
た。
二十歳の時、召集されて
南方のラバウルへ行きまし
た。五年後の八月十五日、

やがて、東海道新幹線が
できるということで、都市
計画により家を移転しなく
てはならなくなりました。
年
そして、
一九五六（昭和 ）
四月、同じ浜松市内の、現
在住んでいる所に転居しま
した。
その三年後の七月のこと
です。夕方、私の家の前を、
たい こ
太鼓をたたいてチラシを配
って歩く一団がありました。
救世軍浜松小隊（教会にあた
る）
の信徒たちが集会の案
内をしていたのでした。家
内は、引っ越して来たばか
りで、新しい環境になじめ
ず悩んでいた時だったので、
夜におこなわれていた伝道
集会に出席しました。まも
なく、子どもたちも日曜学
校に行くようになりました。

神様を求めて

31

私は四カ月ほど遅れて、
家内に連れられて夜の集会
に行きました。その頃は、
キリスト教に慣れていない
人や初めての人、求道中の
人向けの伝道集会を、夜に
おこなっていたのです。十
一月二十二日のその日、私
が行った時はまだ時間が早

35

〈信仰の体験談〉

2010年、90歳の誕生日に

9

神様は必ず
助けてくださる

中津川 勝雄
なか つ がわ かつ お
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ぐるま

『ときのこえ』を持って、
文書伝道に行くようになり
ました。救われた喜びにあ
ふれ、一人でも多くの方に
神様を信じてほしい、と心
から願っていました。家内
う ば
は乳母車に子どもたちを乗
せて、一軒一軒訪問して歩
きました。その時、持って
行った「神は愛なり」の文
ちょうちん
字が書いてある赤い提灯が
珍しい、と皆さん興味を示
して、よく『ときのこえ』
を買ってくださいました。
こ しゅぐんそう
翌年、私は鼓手軍曹とい
う役目をいただきました。
それまでも太鼓をたたいて
いましたが、正式にその役
割が与えられたのです。
「 あなたは軍人恩給を受
けられるから、生活保護の
申請を取り下げてください。
その代わり、あなたの奥さ
んの病気には、県から入院
費が支払われます」
とのことでした。その担当
の方はクリスチャンで、保
健所へ連絡したり、とても
よくしてくださいました。
家内の入院費は県から支
払われ、恩給までいただけ
るようになり、生活はグー
ンと楽になりました。
「 神はわたしたちの避
けどころ、わたしたちの
とりで
砦。苦難のとき、必ずそ
こにいまして助けてくだ
さる。
」（詩編 編 節）
この聖書の約束は本当だ、
と実感したことでした。

新会館が与えられました。
それを機に、救世軍の特徴
であるブラスバンドをつく
ろうということになり、当
時の小隊長 （牧師にあたる）
や信徒の方の献金で楽器が
そろえられました。長女が
バリトン、長男がユーフォ
ニアム、私がトロンボーン
を吹きました。また、新し
い方々を信仰に導く役目を
与えられ、会館にたくさん
の人が集うよう祈りつつ、
新たな一歩を踏み出しまし
た。

52

神様に愛されて
一九七一（昭和 ）
年、長
女が救世軍の士官として献
身しました。病気の家内の
世話をしてくれていた長女

309

小隊 （教会）活動

だったので、最初、取られ
新年に贈る
たような気がしました。し
聖書の言葉
かし、祈っているうち、神
目を上げて、わたしは山々を
様の愛を伝える伝道者とし
仰ぐ。
ての尊い働きに、神様が長
わたしの助けはどこから来る
女を導いてくださったこと
のか。
を、心から感謝できるよう
わたしの助けは来る 天地を
になりました。
造られた主のもとから。
それから四十年後、その
どうか、主があなたを助けて
長女の娘―私の孫―も、同
足がよろめかないようにし
じ救世軍の士官としての歩
まどろむことなく見守ってく
みを始めました。神様が私
ださるように。
たち家族を愛してくださり、
見よ、イスラエルを見守る方
二人も神様の働きにあずか
は まどろむことなく、眠る
らせてくださっているので
こともない。
す。これほどうれしいこと ます。
主はあなたを見守る方
これからも、「勝雄」とい
はありません。
おお
あなたを覆う陰、あなたの右
う名前に負けないように、
にいます方。
命のある限り
命のある限り神様のご用を
昼、太陽はあなたを撃つこと
私 は、一 九 七 七 （ 昭和 ） させていただきたい、と願
がなく
年、小隊長を助けて小隊の っております。
夜、月もあなたを撃つことが
働きを進める役員の役目を
わが行くみち いついかに
ない。
いただきました。以来、今
なるべきかは つゆ知らねど
主がすべての災いを遠ざけて
日まで、その責任を果たす
主はみこころ なしたまわん
あなたを見守り あなたの魂
ため、神様に必要な助けを
そ
な
え
た
も
う
主
の
み
ち
を
を見守ってくださるように。
いただいて、活動していま
い
ふみてゆかん ひとすじに
あなたの出で立つのも帰るの
す。特に、年末の社会鍋、
も 主が見守ってくださるよ
（
『救世軍歌集』 番、『讃美歌』
春と秋の募金など、救世軍
番〔日本基督教団出版局〕
）
うに。
の働きを進めるために不可
（浜松小隊〔教会〕所属） 今も、そしてとこしえに。
欠な活動には、一九六〇年
（詩編 編）
から五十五年間、ほとんど
休まず従事しています。毎
□私の近くの救世軍を紹介してください。
年、これらの働きの前に体
□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。
調を整え、周りの方々に迷
惑をかけないよう備えてい
ご氏名
ます。神様が健康を守って
ご住所
くださり、助けてくださっ
ていることと、感謝してい
手を置いている）
も共に

1989年、小隊の皆さんと（前列左端）。長女太田廣美（児童の肩に

46

2

42

伝道集会の前におこなう
屋外集会では、救世軍の歌
を歌い、信仰の体験談や、
短い聖書のメッセージをし
ます。私がクリスチャンに
なった当時は、近隣の方々
えんだい
すず
が縁台を出して、涼みなが
ら聞いてくださっていまし
た。しかし、テレビが普及
すると一変して、
「やかましい」
ど な
と怒鳴られるようになり、
とうとう夜の屋外集会はで
きなくなってしまいました。
一九六七（昭和 ）年四月、

121

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。

494

キリトリ

試練と助け
一九六四（昭和 ）年の四
月頃、突然、家内がうつ病
で入院しました。一カ月の
入院費が私の月給より高く、
と ほう
三人の子どもを抱えて途方
に暮れてしまいました。取
るものも取りあえず、市役
所に相談に行きました。最
初は生活保護を受けるとい
うことになったのですが、
翌日、市の担当の方が来て、
39

46
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〈 日本 〉各地の被災地継続支援

大将

救世軍とは

勝地

（2015年11月20日付）
本記念日協会に登録されました。
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次郎（救世軍本営
昨年、東京タワー正面玄関前でおこなわれた
「救世軍クリスマス社会鍋コンサート」

2016年救世軍全国大会のお知らせ

〈主な集会〉

◆ 10 月 21 日（金）救世軍チャリティーコンサート
東京オペラシティ コンサートホール 18：30
◆ 10 月 22 日（土）公開集会 14：00
◆ 10 月 23 日（日）大会聖別会（礼拝） 10：00
日本教育会館 一ツ橋ホール

（東京：九段下）

集会にはどなた
も参加できます
発行日及び定価
毎月一日・十五日
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（東京：初台）

ちによって始められました。
日本人最初の士官となったの
は山室軍平で、だれにでもわ
かりやすい説教と著書で、キ
リスト教を広めました。そし
あっせん
て、失業者への職業斡旋や免
はいしょう
囚保護、廃娼運動の推進、結
核療養所設立など、社会福祉、
医療面のパイオニアとして活
動してきました。
現在は、四十四の小隊 （教
会にあたる ）
、十 二 の 分 隊 （ 伝
道所にあたる）
、二つの病院 （ホ
スピス併設）
、二十の社会福祉
施設を通して働きを進めてい
ます。
今年の十月二十日～二十三
日、世界の救世軍の指導者ア
ンドレ・コックス大将夫妻を
迎えて、東京において、特別
な集会とコンサートを開催し
ます （左記参照。詳しくは後報）
。
ご期待ください。

東京都千代田区）

人や社会の必要に応えるため、
統率力と機動力に富んだ軍隊
流の組織を取り入れて、全世
界にその働きを広げていきま
した。
現在、百二十七の国と地域
で救世軍の働きが進められて
いますが、どの国においても、
創立の精神は脈々と受け継が
れています。街頭生活者の支
援、厳しい境遇にある児童や
女性の保護、高齢者の介護、
アルコール依存症者の更生支
援、災害被災者の支援などを
通して神の愛を届けています。
また、国際的な協力体制の下、
人身売買犠牲者支援や開発途
上国の人々の自立支援の推進
なども積極的におこなってい
ます。
日本での働きは、一八九五
（明治 ）年に、ブースによっ
て派遣された士官 （伝道者）
た

日本司令官

昨年12月、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。
※
として、一般社団法人 日
「11月30日は社会鍋の日」

The Salvation Army

社会鍋募金へのご協力、
ありがとうございました

国際的なプロテスタントの
キリスト教会で、聖書に示さ
れた唯一の神を信じています。
そのモットーは、
「 心は神に
手は人に」で、人々の必要に
こた
応えながら神の愛を伝え、物
め ざ
心両面からの救いを目指して
います。
創立は一八六五年。英国の
メソジスト教会の牧師だった
ウイリアム・ブースが東ロン
ドンのスラム街
で働きを始めま
した。
彼は、当時の
社会の最下層にいる人々に神
の愛を届けようと、温かい食
べ物、清潔な衣類、教育、宿
泊所などの提供をおこないま
した。そして、より多くの人

アンドレ・コックス（万国本営 英国ロンドン）

●東日本大震災被災地復興支援
2011 年の大震災以来、各地への支援と
ともに訪問を継続して、聞き取り調査を重
昨年末、全世界の救世軍で街頭
ねています。12 月 2 日には、岩手県大船
募金運動（日本の社会鍋募金運動にあた
渡市にある非営利型一般社団法人「かたつ
る）がなされました。アメリカでは、
むり」（就労継続支援Ｂ型事業所）でクリスマス会を開催しました。
毎年、レッド・ケトルとして、大
●広島県大規模土砂災害被災者支援
規模なイベントによる呼びかけに始まり、街頭でベルや楽器を
2014 年の土砂災害発生直後から支援を継続してきた広島市可
つの
持った奉仕者が献金を募っています。
部東 6 丁目新建地区で、11 月 14 日、一足早いクリスマスコンサ
昨年の開始間もない 11 月 28 日、ミネソタ州のある雑貨店の
ートをおこないました。また、12月には子どもたちにクリスマス
前のケトルに、50万ドル（約 6,000万円）の小切手が入れられました。 プレゼントを届けました。
献金した夫婦は、若い頃、貧しさの中で雑貨店の売れ残り品に頼
●関東・東北豪雨被災者支援
る生活をしていたとのこと。今は他の人のためにできることをし
昨年の洪水以来、茨城県常総市での支援
たいと、今回の献金に至りました。また、
を継続しています。11 月 25 日には他団体
第一次世界大戦で従軍した父が、
「救世軍
と協力し、ボランティアサポートセンター
の提供したドーナツとコーヒーが戦地での
において 350 食の給食をおこないました。
慰めになっていた」と言っていたことが、
メインに、茨城県と宮城県の食材を使い、両県から一文字を取
じょう じょうどん
救世軍に対する信頼につながっていると話
って名付けた「城 城 丼」を提供しました。寒さの訪れを感じる
日でしたが、屋内での温かい食事のひと時となりました。
しているそうです。

〈 アメリカ 〉１つのレッド・ケトルに 50 万
ドルの献金

（この欄に通信文を書くと第三種扱いになりません）

