年

創

刊

毎月一日・十五日発行

悲しいことです。イースター

八

のメッセージは、哲学でも、

十

の声をあげよ。その御名をほ
宗教でもなく、十字架上で犠

らを嘆くべきではないのです。

二

めたたえよ。その栄光と義と

それは、マリアのように間違

治

イースターの朝、世
を告げ知らせよ。栄光と尊厳

牲となられたキリストを通し

明らかに変化します。この手

明

界各地で、多くのクリ
と賛美と力とは主にあれ。来

て与えられる、人間と神との

紙の中でパウロは、神との関

み な

スチャンが夜明けと共
たりてその栄光を賛美せよ。
」

パウロは、コロサイの教会

関係に関わるものなのです！

平成 二十八年 三 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）

に礼拝を守ります。そ
このようにキリストが確か

係が確立された人々がどのよ

うなものです。

った場所で捜しものをするよ

なげ

にあてた手紙の中でこのよう

うに生きるべきかについて、

※

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。

して、宣言するのです
に復活されたことを祝うなら、
私たちの心は喜びと賛美で満

に言っています。

※

「主は復活されました」と。
イースターの日曜日は、私
たされます。神の永遠のご目

キリストと共に復活させら

今、多くの人にとって、宗

上のものに心を引かれない

にあるものに心を留め、地

に着いておられます。 上

は、キリストが神の右の座

ものを求めなさい。そこで

画を理解します。それは、福

て、世界を贖われる神のご計

できるようになります。

画をより深く理解することが

ようになり、神の永遠のご計

に打ち勝つ勝利の経験をする

信仰によって、暗闇と苦しみ

を経験するものです。

が共におられない、と思う時

だれでも、重荷を負い、心配

してはいないでしょうか？

れない場所に、キリストを捜

私たちも、キリストのおら

お

なたがたの命は、キリスト

「神は、その独り子をお

音書に示されているものです。

復活の福音 （喜ばしいしらせ）

や悩みで心が沈み、キリスト

その上、イースターのメッ

と共に神の内に隠されてい
であるキリストが現れると

遠の命を得るためである。

者が一人も滅びないで、永

愛された。独り子を信じる

です。人生のうちに復活のキ

人生の変革を経験した者なの

たキリストに個人的に出会い、

復活を経験した者―復活され

であるべきです。自分自身、

の

けれども、クリスチャンは、
セージは人生を変える、とい

を宣べ伝える者であり、そう
き、あなたがたも、キリス

神が御子を世に遣わされた

リストのご臨在と御力とを経

るとか、霊的な修行をするこ

それは、決められた儀式を守

の中心におられるからです。

なります。キリストが、人生

から見ることができるように

き、私たちは物事を別の視点

その命が私たちの内にあると

は、深い悲しみの時、信仰の

この世界において、私たち

による福音書 章 ～ 節）

な い か ら で あ る。
」（ ヨハネ

神の独り子の名を信じてい

れるためである。御子を信

スターの朝の復活によって、

字架上での死と、最初のイー

られています。キリストの十

なく、勝利者であるよう定め

私たちは、絶望する者では

ない者は既に裁かれている。 を信じますか？

じる者は裁かれない。信じ

罪の力と支配とが、完全かつ

のです。あなたは、このこと

験した民！ 勝利者の群れな

16

18

すで

ととは全く違うものです。

永遠に打ち砕かれたからです。

そうしつ

れども、クリスチャンはそれ

喪失、絶望を経験します。け

（次ページ六段目に続く）

この世界の出来事への視点

つか

トと共に栄光に包まれて現

のは、世を裁くためではな
4

み こ

れるでしょう。」（コロサイ

く、御子によって世が救わ

1

キリストとの関係が結ばれ、

3

3

みちから

の信徒への手紙 章 ～ 節）

ひと

ています。

与えになったほどに、世を

み のが

るのです。あなたがたの命

あがな

（ルカによる福音書 章 節）

解放されました。神は、復活

教は、頭で考える哲学、特別

ようにしなさい。あなたが

を死者の中に捜すのか。
」

されたキリストによって、私

るもの、残念ながら、日々の

な機会や状況の中でだけ関わ

たは死んだのであって、あ

くらやみ

私たちの霊的な目が開かれ、

「なぜ、生きておられる方

的と、この世界への救いのご

れたのですから、上にある

具体的に言及したのです。

たち一人ひとりにとって、な
計画に対する新しく深い理解

たち一人ひとりに確かな永遠

生活の中では特に意味をもた

ち破り、私たちを罪の力から

の将来を確立されました。

ないものとなっています。

5

うことが見逃されているのは

かか

ロビン＆ビル・ウォラヴァ

24

「全地よ、
神に向かって喜び

のコーラスで、こう表現され

私たちは、信仰の目を通し

ー作「輝ける賛美」という歌

「さて、あなたがたは、

んとすばらしい喜びの時でし
が与えられるからです。

2

ょう！ 神は、復活されたキ

罪の力を打ち破る 大将 アンドレ・コックス
リストによって、罪の力を打

1

や、自らの考え方、行動が、

3月２７日です
和紙ちぎり絵 Ⓒ 森住ゆき

今年の イースター は
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本の世界を通して

（前ページより続く）

仕事は比較的順調だったと

ちが、この世界で何を経験し、

の友人が牧師をしているから、 事実なのです。たとえ、私た

あきら

思います。就職した会社の上

会ってみないか」と言いまし

くさり

キリストの復活は、死と暗闇

と、進路を失っていた私に、
司から、展覧会を開くように

思えませんでした。

父方の叔母が、二人の子ども

と会場まで設定されたのが

何を目にしようとも。

大学進学を諦めました。する

の「住み込み家庭教師」とな

た。宗教は特殊な事情のある

私たちは、日々の生活の中

たが、和紙の優しい色合いや

見よう見まねの自己流でし

って」いました。自分の願い

落ち着いた様子で「神様に祈

みると、ごく普通の方々が、

いたのですが、教会に行って

経験している者にふさわしく、

において勝ち取られた勝利を

さあ、頭を上げて、カルバリ

するようにと招かれています。

は、今に至るまで真実であり、

の鎖を打ち破りました。これ

ることを条件に、デザイン専

きっかけで、ちぎり絵―和紙

人が、痛み止めの注射を打つ

で、復活の力と勝利とを経験

神様を信じるって？

門学校への道を用意してくれ

でのイラストを制作するよう

ようなものだ、と私は思って

学校に通っていました。自営

風合いに大いに助けられ、展

そのうち彼は、
「 高校時代

ました。まだ幼かった二人の

になりました。

の両親が多忙なため、じっく

覧会で好評をいただけたこと

ろう

いとこは先天性聴覚障害で聾

り勉強を教える存在が必要だ

一日一日を生きようではあり

（万国総督）

※

ったのです。昼は専門学校に

をかなえてもらう祈りではな

ませんか。

は幸いでした。

い祈り。驚きました。

通い、夜はいとこたちと向き

かたわ

仕事の傍らで楽しみにして

村で、農家の長女として生ま

無意味なものかに気づきまし

私の苦しみはいかに愚かで、

に苦闘する姿に触れるうち、

なる」と言ってみました。す

てくると、途端にわからなく

彼に、
「映画に『神様』が出

語れないようなものがあり、

とですよ」と笑っている。こ

じて生きるって本当にいいこ

穏やかに「いやー、神様を信

迫ってくるようになりました。

で学ぶうち、聖書の御言葉が

な教会の小さな牧師館に住み、 れた場所。ゴルゴタとも言う。
おだ

れました。両親と曾祖父、祖

た。三人で泣きながら言葉を

そう

母、叔父、叔母もいた大家族

理解していくこともありまし

語りかけてくるような……。

み こと ば

でしたが、農業での生活は貧

ると彼は、
「
『神様』のことは、 の方の背後には、自分のそれ

あざむ

なら、私たちは自分を欺い

（ ヨハネの手紙
ており……。
」

するらしい、と思いました。
えたのです。その「学ぶ」と

ではなく、学ばないと」と答

と たん

しく、父は気難しく、家の中

た。私は、
〈 彼らに助けても

「 もし、罪はないと言う

き むずか

がいつもピリピリしているよ

とはかけ離れた幸福感が存在

みは、その貧しさの中でも定

「私は、自分でしたいと

章 節）

思う善を行なわないで、か

未知の世界をたくさん教えて

いとこたちは東洋ローア教会

家を出ました。その頃には、

議論になるといつも私が勝ち

のことがわかるものか〉と。

いました。
〈
「お勉強」で神様

局は不可知なもの〉と考えて

一九八七年のことでした。

るようになりました。それは、

共に教会の初心者クラスに出

してくださり、私は、礼拝と

の手紙 章 節）

（ローマ人へ
なっています。
」

えって、したくない悪を行

第一

いう言葉が引っかかりました。

山口牧師は、私の住まいか

私の心は、破産状態
女文学全集」を読むこと。本

ら近い、前橋市の教会を紹介
くれました。ディケンズやト

で、次々に信仰をもっていま

つら

私は、
〈神様というのは、人

ルストイ、ヘッセといった作

したが、
〈 神様は弱さをもっ

さつばつ

それぞれ百人百様であり、結

品も繰り返し読みました。今

ました。でも、どうも勝った

「これって、私のこと 」と。

19

た。けれども、初心者クラス

て社会見学のようなものでし

教会に通うのは、私にとっ

てきました。

ぶだけのものではないと思え

読むほどに、聖書は知的に学

!?

ふ か ち

思うと、多くの文学作品を通

た人に必要なもので、彼らに

たくわ

して神様のことが心に蓄えら
高校卒業後、経済的事情で

良かった〉としか私には

気がしないのです。

8

とっても交流の場所ができて

よう

くようになり、やがて叔母の

期購入してもらえた「少年少

3

は現実の殺伐や辛さとは別の、 フィックデザイナーとして働

専 門 学 校 を 卒 業 後、 グ ラ

私とは関係ない神様

ある時ふとわかるようなもの

業選択もできたろうに、小さ

当時、私の心の中には、自 いたのが、映画鑑賞です。い
彼の友人は、山口陽一牧師
※
伝道者、使徒として活躍
た
ざ せつ
した。多くの手紙が新約聖書に
（ 現東京基督教大学教授 ）と い
分の願う道を断たれた挫折感 わゆる「単館系」の映画を見
残されている。
と運命への不満がありました。 るための自主上映会で、ある い、当時は、東京都板橋区の
※
イエスが十字架で死なれ
でも、幼い二人が自身のサバ 男性と話すようになりました。 教会の牧師をされていました。 て三日目の朝、埋葬された場所
から
に行き、空になっていた墓で最
イバルをかけて、言葉の習得
そこで見たヨーロッパや中 有名な大学を出て、どんな職
初にイエスの復活を知った女性。
※
イエスが十字架で処刑さ

合う生活が始まりました。

3

らった〉と思っています。

東の映画には、神様なしには

1

2

うな家庭でした。唯一の楽し

私は群馬県桐生市郊外の山

自己流で始めたちぎり絵。制作する時には、神様の温かさ、
神様への感謝や賛美を伝えられたら、と思っています。

れていたのかもしれません。

1

7

森住 ゆき
和紙ちぎり絵作家

2016 年（平成 28 年） 3 月 1 日 発行 ２

え
こ
の
き
と
第 2715 号
（第三種郵便物認可）

〈信仰の体験談〉

素直な心に
された時
もりずみ

る決断ができなかった自分に

当時の私は、人を愛し続け
り、信じたりする前に自分で

と思いました。神様に祈った
ようになりました。神様

向きになることを選べる

それでも神様を信じて前

病床で洗礼を受けました。

撃したのです。母はその後、

い命が始まっていることを目

初めて属した、前橋キリスト

今年の九月下旬には、私が

て神様にお返ししたい、と。

されるために、彼の言葉が鍵

そんな時、私の心が素直に
ありません。けれども、

孤独がなくなるわけでは

いても、本質的な人間の

えの方が健全に思えたのです。 を中心にした結婚をして

礼拝をしなくなるだけで、こ

れました。
「この子は、偶像

子は大丈夫です」と言ってく

には必ず一緒に祈っています。

誌を読み、私の実家訪問の折

ていただいているキリスト教

筆の連載や表紙画を担当させ

会には行けませんが、私が随

ます。完全な治癒は難しく教

寛解し、今は家で生活してい

不思議なことに母はその後

これからも、このような働

んな設営をするつもりです。

をお持ち帰りいただける、そ

巡することでキリストの福音

祈りの言葉を掲げ、会場を一

絵と絵の間に、わかりやすい

での展示会を計画しています。

教 会 （ 福音キリスト教会連合 ）

にが

苦い敗北感を抱いていました。 もっと努力をすべきという考

となりました。
「君は、世界

れからも親を大事にするので

みにく

私の大好きな御言葉は、

ちぎり絵を通して

かんかい

たい〉というエゴイズムだっ
いつも神様が一緒にいてくだ

すから、大丈夫です」と。私

そして、それは結局〈自分が

たのだと気づかされました。
のどこかに神様の前に堂々と
さり、決して一人ぼっちでは

は仰天しました。あとで、母

快適で、やりたいように生き

この醜くて、自分で処理でき

にもかえがたいものです。子

の？ そんな人は誰もいない。 ないことを知った喜びは、何

立てる人がいると思っている

育てにも不安があったのです

は、終戦直後の娘時代に街頭

ち ゆ

ないものが、私を深く疲れさ
皆、罪人で、正しい人は誰も
が、神様がいてくださればで

だいじょうぶ

せ、底なしの孤独に追いやっ
いない。イエス様が十字架で

きる、と思えるようになりま

だれ

ていたのです。
死なれたのは、君自身のため

「 主の小道はみな恵み」

つみびと

私は何とか「そこそこ良い
なんだ。
」

で配られた新約聖書を嫁入り

です。脇道、
でこぼこ道、
通り

ずかしく、バカげた私の罪の

夜、思うように呼吸できない

ない状態になりました。ある

通して神様のすばらしさを伝

苦しみの中で、母が、
「神様、 自分が元気なうちに、作品を

です。でも、年齢を重ねた今、

光で急速に褪色しやすいから

クリスマスに洗礼を授けてい

き方はしたくない〉という存

に従うだけの、
〈 こういう生

私にとって母は、厳しい父

てはいないのに、母の顔の輝

なった」と。病状が良くなっ

苦しかったけれど、心は楽に

と話してくれました。
「 体は

えていただいたものを、すべ

年、神様に祈って制作し、与

ご氏名

ご住所

※ お問い合わせは「森住ゆき
ちぎり絵工房 ホームページ 」
を通じてお気軽に。
（引用聖句はすべて新改訳聖書）

ただきたいと思っています。

※

きに、喜んで取り組ませてい

人」として社会生活を送れる

した。政治や社会の動きも我

のかばんの底に忍ばせてずっ

ぎょうてん

かもしれません。でも、良い
人類とか、罪人とか、一般

が事として関心をもち、その

ために祈るようになりました。 と持っていたこと、また、一

づらい道、そのすべてに神様

私の内面は、実は破産状態

いう個人のため、絶対誰にも

の恵みがあると感じています。

わ

おこないができたとしても心
的な総称ではなく、この私と

（詩篇 篇 節）

の奥では、その承認や見返り

年以上教会の祈祷会に通って

今まで私は、ほとんどちぎ

を得たい欲望からは決して自

いたことを知りました。聖書

り絵の展覧会を開いてきませ
番）という歌がありま

私の好きな賛美歌の中に、

新しい命の力

には線まで引いてあり、母の

言えない、あれやこれやの恥

忍耐強さの源はこれだったの

由になれません。
ため、イエス様は死んでくだ

なのかもしれない、と思えて

』

ので開催費を自前で賄えない

みなもと

さったというわけか。
「 あ あ、 「 球 根 の 中 に は 」（『 讃 美 歌

きました。もし自分の心がす

そうだったのか」と思えまし

その母が、二年前、大動脈

おもて

べて表に見えてしまうなら、

す。その中の「いのちの終わ

ちの死は出発である、と思え

歌詞を歌う度に、本当に私た

ごめんなさい」と祈った時、

ほどこ

た。教会に行き始めて二カ月

という事情と、色染め和紙が

そして、お互いだけで向き

るからです。この新しい命の

りゅう

私はとても外を歩くことなど

瘤と肺炎で、手の施しようの

合うのではなく、神様を中心

力を目の当たりにする経験が

たいしょく

りは いのちの始め」という

聖書は、イエス様は人のす

にするなら、ここまで導いて

ゆる

べての罪を十字架で負って赦

くれた彼と手を取り合い、協

お

し、清算してくださる、とし

える責任を感じています。長

ただき、翌年の六月に結婚し

在でした。けれども、私がク

きが本当に変わったのがわか

ま

きりに語りかけます。私は最

「赦す」という声を聞いた、

ました。

リスチャンになること、そし

りました。イエス様が約束し

ゆる

ありました。

イエス様を信じてから、神

て、クリスチャンと結婚する

□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。

様の愛を受けている喜びと安

てくださったように、肉体が
信仰を告白した瞬間から新し

滅びても終わりではないこと、

ことを家族に話した時、仏教
す

心が得られました。心の根底
いかり

対したのに、母だけが「この

キリトリ

ようになりました。その年の

力して生きていける、と思う

たび

目、暑い夏のことでした。

まかな

んでした。原画を販売しない

10

か、と思いました。
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できない人間なのですから。

575

に錨が据えられたようでした。 の家である実家の家族は皆反
落ち込むこともありますが、

森住 ゆき プロフィール
群馬県生まれ。和紙ちぎり絵
作家。単立行田カベナント教会
所属。
1984 年、短編『小鳥の冬』
で、
偕成社 絵本とおはなし新人賞、
群馬県文学賞児童文学部門受賞。
1987 年、受洗。その後、キリスト教系出版の表紙
画や随筆などに取り組むようになる。1993 年、
著書
（いのちのことば社）刊行。
『アメイジング・グレイス』
2013 年リニューアル出版されている（通算 11 刷）。

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。

21

初、
〈ずいぶんお手軽だな あ〉
信仰へ導いた舟喜拓生牧師と

（前橋キリスト教会で。
1992年頃）
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救世軍とは
The Salvation Army

プロテスタントの国際的な

☆各地の災害被災者支援活動

スト教会の牧師だったウイリ

創立者はイギリスのメソジ
て、何の差別もありません。

位、役割、奉仕、責任におい

④ 男女は完全に平等で、職

により避難生活を送っている

る予定です。また、原発事故

トを基に、新たな計画を進め

は、今まで重ねたアセスメン

支援を継続しています。今後

宮城県、岩手県、福島県で、

●東日本大震災 （二〇一一年）

アム・ブース。一八六五年、
⑤ どこへでも出て行って神
方々を訪ねて （東京都江東区、

域で、助けを必要としている

在は、世界百二十七の国と地

して、働きを始めました。現

とらえて、自分にできるボラ

⑥ 伝道者や信徒は、機会を

用いられています。

らは、会館の中での礼拝でも

救世軍独特のものです。これ

る中、地域に寄り添う支援を

ようだ、という人々の声があ

災害が忘れられてしまった

が続いています。年末にも、

改修工事が間に合わない状況

被害が広範囲であるため、

救世軍の日本での働きは、

な機会に自由に話します。

信仰の体験談を、信徒は様々

福祉施設、二つの病院―ブー

（伝道所にあたる）
、二十の社会

隊 （教会にあたる）と十二の分隊

ました。現在は、四十四の小

継続したいと考えています。

ないましたが、今後も支援を

年越しそばの給食支援をおこ

また、伝道者や信徒は制服を

して、働きを進めています。

年一月に新療養病棟が完成）
を通

い

着用し、クリスチャンである

ボランティア活動としては、

制服を着用した伝道者や信徒が伺い、
趣旨を説明してご献金をいただきます。
●戸別訪問

●郵便による送金

郵便振替
口座 00180 － 5 － 4400
加入者名 救世軍本営
現金書留

〒 101‐0051
東京都千代田区神田神保町 2‐17
救世軍本営

● インターネットによる送金

※どちらも、
「克己週間募金」とお書きください。

救世軍ホームページ
http://www.salvationarmy.or.jp

※寄付目的の欄に「S.D.collection」とお書き
ください。

△

お問い合わせは、
救世軍本営 伝道事業部まで
℡ 03‐3237‐0881

勝地

次郎（救世軍本営

東京都千代田区）

代表者 勝 地 次 郎

救 世 軍

編集人
齋 藤 惠 子
〒
— 東京都千代田区
神田神保町二ノ十七
東京 三二三七 ―〇八八一

発行兼
印刷人

一日 号一部五〇円（〒六二円）
十五日 号一部六〇円（〒六二円）
クリスマス特集号（十二月一日号）
一部一〇〇円（〒七〇円）
一年分 一三七〇円＋郵送料七五二円
振替・〇〇一八〇 ―五 ―四四〇〇

発行日及び定価
毎月一日・十五日
▼ 発行日
▼定 価

救世軍は、統一協会、エホバの
証人、モルモン教ではありません。
これらの問題でお悩みの方は、右
救世軍にご相談ください。

（この欄に通信文を書くと第三種扱いになりません）

依存症者の回復支援の働きを
おこなっているため、伝道者
や信徒はアルコール抜きのラ

東ロンドンの貧しい人々、社
の愛を伝えるため、ブラスバ

イフスタイルをとっています。

会から顧みら
ンドを用います。また、ブラ

キリスト教会です。

れない人々の
め ざ

物心両面から

埼玉県加須市、福島県郡山市・会
スバンドに合わせ、タンバリ
、集まりや、話を聞
ンを様々な奏法でたたくのも、 津若松市）
く機会をもっています。

人々のニーズに応えながら、

●関東 ・東北豪雨 （二〇一五年 ）

継続しています。

の救いを目指

神の愛を伝えています。
ンティア活動をおこない、率

●広島土砂災害 （二〇一四年）

その特徴は……
先して献金するとともに、募

きよ

こた

① 誰でも、神を信じるなら
金活動にも従事します。

だれ

即座に救われ、聖い生活を送
ることができる、との信仰に

）年に始まり

② 人々の多種多様なニーズ

一八九五 （明治

に迅速に応えるため軍隊流の

もホスピス併設。
清瀬病院では、
今

ス記念病院、
清瀬病院 （どちら

立っています。そして、その

組織をとり、機動力・団結力

じんそく

を活かして活動しています。

こと、いつでも手助けする用

意があることを表しています。 街頭生活者支援、災害被災者

戸別訪問の後、集会所で交流

日本司令官

図書印刷株式会社

救 世 軍 本 営

電 話

発行所

http://www.salvationarmy.or.jp

印刷所

(03)

0051

支援などをおこなっています。

アンドレ・コックス（万国本営 英国ロンドン）

（取扱支部）

101

③ 創立時から、アルコール

大将

救世軍克己週間募金（三月～四月）
皆様のご協力をお願いいたします

創立者 ウイリアム・ブ ー ス

（岩手県大船渡市永沢仮設住宅にて
2015 年末）

ご献金は以下の方法で
ご協力をいただいています

救世軍では、毎年 3 月～ 4 月に、克己週間という募金の期間を設けています。克己
とは、
「おのれにかつこと、意志の力で自分の衝動・欲望・感情などをおさえること」
と辞書にありますが、今から 130 年近く前、創立者が「それぞれ１週間だけ何かを節
ささ
たん
ヨーロッ
約して、
そのお金を献げよう」と呼びかけたことに端を発しています。当時、
パにも救世軍の働きを広げるため、その資金を集める必要があったのです。これが第
1 回の克己週間募金となりました。以来、毎年、世界の救世軍で支援を要する人々の
ために募金がおこなわれ、用いられてきました。この期間中、信徒がまず克己、節約
をして献金するとともに、広く一般の方々にもご協力を呼びかけています。
現在、世界中の救世軍で集められた寄付金は、イギリスにある国際本部に送られ、
万国克己週間基金に組み入れられます。そして、救世軍の国際的ネットワークを通
じ、開発途上国や災害被災地、難民の支援
などのために役立てられています。また、
ここ数年、日本で集められた寄付金の一部
は、南アメリカ西部にある国々―ボリビア、
チリ、エクアドル、ペルー、ヨーロッパの
ポルトガル、アフリカのルワンダ、ブルン
ジ、アジアのバングラデシュなどの、貧困
や災害に苦しめられている人々のニーズに
こた
応える支援活動にも用いられています。

ドイツのドレスデンにおける難民の支援
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