二

十

八

年

創

刊

毎月一日・十五日発行

4

治

19

明
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まくいきません。近所の人
こころ
人を呼び集めて試みた様々
な努力も、ついにむなしく
終わりました。
牧場主は、悲しみの声を
上げ、愛馬を生きたままそ
こに埋葬するしかない、と
決断しました。そして、集
まっていた人々に、その深

い溝に土を投げ入れるよう
謹んで被災された方々にお見舞いを申し
頼みました。何杯ものバケ
上げます。一日も早い心の平安の回復と、
ツに入った土が、次々と溝
に入れられました。
被災地の復興をお祈り申し上げます。
その馬は、頭から土を浴
ところで、皆さんの中に きることができるからです。
びるたびに体を震わせて払
イエス様の愛を基盤とし
い落としました。何時間過 は、数年前にチリの鉱山で
ぎたでしょうか、馬が払い 起きた落盤事故を覚えてお ているからこそ、救世軍の
落とし続けた土は、馬の足 られる方もあるでしょう。 施設にいる子どもたちは、
元に積もっていき、なんと 何日もの間、三十三人の作 愛と尊厳のうちに育てられ、
自力で穴から出られるほど 業員が地下に閉じ込められ 施設や病院にいる高齢の方
いつく
の高さに達したのでした。 ました。作業員の家族の多 方は、尊敬と慈しみのうち
私たちの人生にも、どん くが、愛する人の救出を諦 にケアを受けているのです。
日本における救世軍の働
なに自分の知恵を尽くして めましたが、坑内の現場監
は
せいかん
も這い出せないような深い 督は、生還のためにそこで きは、今年百二十一年を迎
おちい
溝に陥っていると感じる状 できること―体操、家族に えました。長年にわたり、
況があります。何度抜け出 ついて語り合うこと、仕事 多くのご支援をいただいて
あきら
そうと試みても失敗し、諦 の負担を分かち合うこと― 働きが進められていること
めてしまうことが。肉体的 を毎日させ続けました。彼 に、心から感謝しておりま
にも精神的にも経験する深 は、部下に励ましの言葉を す。今後とも、困難な状況
い溝が、私たちを失望させ かけ続け、祈り続けました。 に苦しむ人々を救うため、
ます。人間関係の破たん、 やがて、多くの人々の懸命 ご協力いただければ幸いで
たてこう
実行されなかった約束、健 な労苦によって新しい立坑 す。それは、困窮や孤独の
康状態の悪化……そのどれ が掘られ、彼らは救い出さ 中にある何千もの人々の人
もが、あたかも自分が生き れたのでした。
生に影響を及ぼすからです。
最後に、あなたご自身の
たまま埋葬されつつあるよ
日々すべての人々に対す 人生も、イエス・キリスト
うに感じさせるのです。
そのような状況の私たち る愛を実践し、心を寄せる と共に生きる時に与えられ
を救い出そうとされる方が ことを通して、人々が深い るお恵みで満たされますよ
おられます。イエス・キリ 溝から出てくるための手助 う、お祈り申し上げます。
「わたしの神は、御自
ストです。その愛のゆえに、 けをすること、それが、救
分の栄光の富に応じて、
「 わたしはあなたがた 世軍の使命です。人々の必
こた
を友と呼ぶ」（ヨハネによ 要に応えたい、と私たちは、 キリスト・イエスによっ
る福音書 章 節）
日ごとにイエス・キリスト
て、あなたがたに必要な
からの励ましを受けて働い
ものをすべて満たしてく
ています。キリストが共に
ださいます。
」（フィリピの
信徒への手紙 章 節）
いてくださるなら、その大
・司令官）
きな祝福をいただきつつ生 （救世軍士官〔伝道者〕
15

と言われ、十字架上で、私
たちの罪の身代わりの死を
と
遂げ、三日目に復活されま
した。

（写真は、1904年に英国で開かれた救世軍の
国際大会に参加した日本の代表者たち）

平成 二十八年 九 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）

ある牧場主の物語をご紹
介しましょう。
牧場主は、長年一頭の馬
を大変大事にして飼ってい
ました。ところが、ある日
その年老いた馬が深い排水
溝に落ちてしまいました。
彼はすぐさま引き上げよう
と手を尽くしましたが、う

9 月 22 日は、日本における
救世軍 121 周年記念日です

ケネス・メイナー

深い溝からの救いのために
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模の警備会社に就職し、そ

大学卒業後、国内最大規

て考える機会を与えられ、

の仕事や残りの人生につい

詰まりを通し、改めて自分

は、仕事や人間関係の行き

モスクワに駐在していた私

トの責任者としてロシアの

五年の夏、あるプロジェク

感じました。さらに、海外

と自分自身確認する必要を

ったことが動機ではないか、

外駐在という優越感」とい

がついた快適な住居」
、
「海

収入」や「様々なサービス

海外勤務ゆえの「恵まれた

不純ではないか、つまり、

本となるような両親の下に

のの、習慣によって教会に
つながっているような時期
が長く続きました。

けに目を向けるのではなく、 使命であり、そこにやりが

生まれ、母のお腹にいる時

し、あまりに教会が身近だ

れなりに充実した日々を送

自身の信仰と向き合わされ

海外勤務を経験して

っていましたが、その生活

ったため、洗礼を受けたも

大学に進学するために実
を続けることに漠然とした

で働くのであれば、美しい

信仰の入り口をウロウロ

から教会に通っていました。 家を離れ、ついでに教会か

ていきました。

私は、クリスチャンの手

それこそ聖書の言葉にある、 らも徐々に離れていきまし
疑問が芽生えてきました。

思ったことは、
「 今後も海

開発途上国や紛争国などに

ばくぜん

た。しかし、基本的に臆病
最初の海外勤務地であるホ

外で仕事をし、もっと広い

め ば

「 お め で と う、 恵 ま れ
それは、二〇〇二年の初め、

を離れることはできず、長
ンジュラスから帰国して間

景色や魅力的な文化などだ

な性格なので、完全に教会

おられる」（ルカによる福
いこと聖書を片手に信仰の

もなくの頃でした。そして、 世界を見たい」ということ

仕事について考える中で

た方。主があなたと共に
音書 章 節）

入り口をウロウロとしてい

さらにその数年後の二〇〇

正面から受け止める覚悟が

自分を守る術をもっていな

的搾取の被害に遭う人々は、

ったのですが、だからこそ

り合いになるのを避けたか

ため、できることなら関わ

の惨状があまりに痛ましい

や商業的な性的搾取は、そ

取でした。紛争下の性暴力

の現状を知り、自分に何が

体の活動を通して人身取引

の仕事を続けつつ、この団

そこで、当面は国内で現在

わる団体を見つけました。

本国内で人身取引問題に関

モスクワから帰国後、日
さんじょう

向き合う必要を感じさせら

それらをいろいろと調べ

また海外を目指そう、と考

時、人々の安全と財産、そ

言葉に行き着きました。当

で中国の北京へ飛ぶことに

わずか四カ月後、長期出張

ところが、東京に戻って

えました。

して国益を守ることが私の

る中で「人身取引」という

め ざ

できるかを考え、数年後に

悩みの日々

づかされました。

守れないことにも改めて気

お金を出せる人や組織しか

利企業で働いている以上、

すべ

必要である、と感じるよう

いことを知ると同時に、営
※

になりました。

あ

おける痛ましい現実をも、 した。しかし、性暴力や性

いを感じながら生きていま

がピッタリ当てはまるよう

ました。

28

〈信仰の体験談〉

でした。ただ、その動機が

な環境で育ちました。しか

ホンジュラスで日本の文化を紹介する

れたのです。

しゅ

女性に対する暴力や性的搾

さく

させられたのは、子どもや

理する中で、私の目を向け

そのように自分の心を整

「人身取引」との出合い

ライトハウス

1

困難の中にある女性や
子どもがいる限り…
あらた

坂本 新
NPO 法人
人身取引被害者サポートセンター
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なったのです。これまで、
なく、自分にできることが
導いてください」と祈る 日

めることがないよう、強く

安のためにその道をあきら
折でした。関わりたかった

会人となって一番大きな挫

このことは、おそらく社

てようやく辿り着くことが

に、私の想定外の道を通っ

る人々のために働ける場所

しています。

団体の助けを借りつつ対応

っては弁護士や行政、関係

らの相談を受け、状況によ

ざ

本当にあるのか、生活に必

できました。これまでの歩

私がこの先、ここでどれ

苦い思いがありました。旧

国であり、そのこと自体が

最後に辿り着く受け入れ大

とした人身取引被害者が、

日本は、性的搾取を目的

この期に及んでも迷いや

ていこうと思っています。

た―と信じ、全力を尽くし

のご計画の下、ここまで来

たど

要な経済力を保っていける

仕事に就いたはずなのに役

みが用いられ、少しでも彼

調査出張、二年七カ月のモ

せつ

二年間のホンジュラス駐在
日でした。ここに至って、

に立てない、自分の思いだ

だけの働きができるのかは

いくつもの大きな不安があ

ジャイ

スクワ駐在、外務省やＪＩ

きょう い

や、潜在的な脅威度の高い
のか、親を悲しませること
最初に疑問を感じた時から

らの助けになることを祈っ

わかりません。それでも神

カ

つ

南米諸国への警備に関する
にならないか、といった、

けではどうにもならない、

ています。

職場のある地下鉄駅を通る

深刻な問題であると同時に、 不安、疑いを感じることも

あったのに、なぜ、という

度、〈自分は、人生で最大

人生の転機

た

約十年が経っていました。

祈った上で行動した結果で

りました。

北京から帰国後、ここで

の過ちを犯したのではない

重ねた私は、社内で海外に
いても、この世を去る時に
働く時間はもう長くはない

反面、経済的に充実して

ＣＡの営業窓口等の経験を

持っていけるものは何もな
かもしれない、と感じ始め

か〉
、
〈今ならまだ戻れるだ

日本人も多く存在していま

被害者は外国人だけでなく、 あります。けれども、その

あやま

たび

にが

おけるセキュリティ業務の
く、むしろ、このままでは
ていました。そして、聖書

ろうか〉
、
〈でも戻ったとこ

もく

専門員と目されるようにな
「良い人生だった」と思え

この北京勤務時も、それ
ない予感がありました。大
の箴言 章二七節

ご

っていました。
までの経験が大いに活かさ
企業で定年まで勤めれば、

とができずにいました。当

然とした疑問を拭い去るこ

分自身の生き方について漠

かったにもかかわらず、自

から預かった価値あるもの

に踏み出せなかった。神様

うと思えばやれたはずなの

こにはありません。〈やろ

れませんが、私の尺度はそ

いわゆる「勝ち組」かもし

い」（口語訳聖書）

を さし控えてはならな

をなすべき人になすこと

す力があるならば、これ

「 あなたの手に善をな

安が続きました。

つ、拭い切れない大きな不

画の一部、と頭では思いつ

さえも自分に用意された計

た。この苦く、つらい思い

い〉などと考える日々でし

ろで本当の解決にはならな

の強要、援助交際や未成年

バリーヘルスなどでの売春

の出演強要、風俗店やデリ

ような、アダルトビデオへ

ては、誰にも相談できない

す。具体的な支援活動とし

と心から思えるように生き

お返しすることができた〉

してほんの少しでも活かし、

値あるものを私の人生を通

に、
〈 神様から預かった価

が、いつかこの世を去る時

めればエゴかもしれません

見える希望を信じ、突き詰

不安や疑いの中にわずかに

い

れ、仕事での充実感が大き

初三カ月間の予定だった北

を永久に地中に埋めたまま、 善をなす力があるかどうか

者を対象にした児童買春等

一定の評価と安定した収

迷い、考えていました。

先の人生についてほぼ毎日

とも恐ろしく思えました。

る〉という晩年を迎えるこ

動を起こすにはもう遅すぎ

のではないか？ しかし行

この世の時を終えてしまう

その中で、開発途上国の子

を探ることが始まりました。

が重なる場所を求めて、道

いることと、私自身の思い

トハウス」というＮＰＯ法

者サポートセンター ライ

今、私は「人身取引被害

ぬぐ

京勤務は、最終的に四年七

の被害者 （被害者は女性のみ

入を得られている組織を去

どもたちを支援している国

人で働いています。ライト

の言葉とともに、私の手に

カ月に及び、この間、この

はさておき、世界が求めて

ていければ、と願うのです。

ることへの未練、一緒に仕

私に計画されている道は

際ＮＧＯの求人を知り、祈

か。「もし私の思い違いで

この漠然とした違和感は何

かし私の能力不足に加え、

そこで働き始めました。し

と啓発をおこなっています。

の支援や、この問題の予防

従事させられている人々へ

二十年勤めた企業を退職し、 自らの意に反して性産業に

※人身取引とは、
「 現代の奴
隷制」と言われる重大な人権
侵害であり、性的搾取、強制
労働、臓器摘出等を目的とし
た犯罪です。

□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。

講演会でライトハウス
の活動を紹介する

ライトハウスへ

事をしてきた方々との別離、

何か、どこに向かって進ん

さぐ

ここを出て成功する保証は

ハウスは、日本国内におい

あるならば今の道を全力で

そこにいることへの違和感

性暴力や性的搾取の被害に

ご氏名

ご住所

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。

った上で応募しました。そ

進むよう導いてください。

も覚え、一年の契約期間を

苦しみ、困難と不安を抱え

キリトリ

だらいいのか、そもそもそ

しかし、本当に計画がある

もって退職しました。

かか

のならば、私が臆病さや不

（日本イエス・キリスト教団 黒
磯教会 所属）

か
ならず、男性も存在します）

三

んな計画が本当にあるのか、 の結果、道が開かれたので、 て、国籍や性別を問わず、

モスクワ赴任時、成田空港で
両親と
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しょう

日本司令官

2016 年

克己週間（7月29日現在） 15,903,520 円

10 2

皆様のご協力に心から感謝いたします

ケネス・メイナー（救世軍本営

全国の救世軍小隊（教会にあたる）

22

23

入場
無料

熊本県益城町でのコーヒーサービス

社会福祉施設

北海道連隊（地区）―――――
遠軽小隊 釧路小隊 帯広小隊 札幌小隊
函館小隊

保育所
ケアハウス
東京都 いずみ〔恵泉ホーム併設〕
北海道 桑園保育所 菊水上町保育園
（併設：ホームヘルパーステーション いずみ）
札幌市しせいかん保育園
老人保健施設
栃木県 佐野保育園
東京都 ブース記念老人保健施設 グレイス
広島県 呉保育所

関東東北連隊（地区）――――
仙台小隊 浪江小隊（現在休止中） 若松小隊
新潟小隊 前橋小隊 高崎小隊 桐生小隊
佐野小隊 熊谷小隊

東京都千代田区）

東京東海道連隊（地区）―――
川口小隊 清瀬小隊 江東小隊
上野小隊 神田小隊 京橋小隊
麻布小隊 渋谷小隊 杉並小隊
横浜小隊 静清小隊 浜松小隊

え

災や二〇一六年の熊本地震
などの被災者支援も、継続
されています。この春には、
宮城県女川町に、救世軍の
事務所を開設し、人々に安
らぎの場を提供しつつ、地
元のＮＰＯや団体の働きを
支援してい
ます。
救世軍が
おこなう様
様な活動の
ために、毎
年、克己週
間（ 三 月 ～
四月）
、感
謝祭 （九月）
、
社会鍋 （十二月、随時）など
の募金をおこない、広く協
力を呼びかけています。

23 22

10

２０１６
救世軍全国大会

16,574,065 円
17,484,081 円
20,096,238 円

月 日 （土）
、 日 （日）
日本教育会館一ツ橋ホール

2015 年～ 2016 年前半
募金結果報告
克己週間（3 ～ 4 月）
感 謝 祭（9 月）
社 会 鍋（12 月）

こ

28

公 開 集 会― 日午後 時
大会聖別会― 日午前 時

アンドレ・コックス（万国本営 英国ロンドン）

各地から収穫の便りが届き、実りの
秋を迎えました。
救世軍では、この時期、豊かな実り
を与えてくださる神様の愛に感謝しつ
つ、
「救世軍感謝祭募金」をおこない
ます。救世軍の活動を通して、様々な
人々のニーズに応えるために、信徒自
らが献金するとともに、地域の商店や
事業所、家庭を訪問して、募金をお願
いしております。
また、下記の最寄りの小隊、施設等
で直接お預かりすることもできます。
皆様のご協力をお願いいたします。

2015 年

の

りアルコール依存症で苦し
救世軍とは
む人々の回復を支援してい
The Salvation Army ることから、アルコール抜
きのライフスタイルをとっ
ています。
日本で救世軍の働きが始
まったのは、一八九五 （明
治 ）年。今年、百二十一
周年を迎えました。開設当
初から、刑を終えて出てき
た人々の保護や職業訓練、
はい
災害被災者支援、廃娼運動
の推進、子どもの保護など、
社会福祉史における先駆者
としての役割を果たしてき
ました。現在は、下記の小
隊 （教会にあたる）や施設、
病院で働きを進めています。
国際的な組織の救世軍は、
その協力体制をフルに生か
して、災害被災者支援、人
身売買犠牲者支援や開発途
上国の自立支援、フェアト
レ ー ド （ 公 正 貿 易 ）の 推 進
なども積極的におこなって
います。
二〇一一年の東日本大震

救世軍
感謝祭募金

2016

き

プロテスタントのキリス
ト教会で、世界百二十七の
国と地域で福音を伝えてい
ます。
創立者はイギリスのメソ
ジスト教会の牧師だったウ
イリアム・ブース。一八六
五年、東ロンドンの貧しい
人々に神の愛を届けようと、
め ざ
物心両面からの救いを目指
し、働きを始めました。そ
して、人々の様々なニーズ
じんそく
こた
に迅速に応えるために、軍
隊流の組織をとりました。
伝道者や信徒は制服を着
用し、救世軍に属するクリ
スチャンであることを表明
します。そして、礼拝を守
るとともに、自分にできる
奉仕―病院や施設でのボラ
ンティア、街頭生活者への
給食や日用品配布、災害被
災者支援など―をおこなっ
ています。また、創立時よ

創立者 ウイリアム・ブ ー ス

（第三種郵便物認可）

児童養護施設
東京都 機恵子寮 世光寮
大阪府 希望館
広島県 愛光園 豊浜学寮

西新井小隊
月島小隊
大森小隊
名古屋小隊

婦人保護施設
東京都 婦人寮 新生寮
宿泊施設（男子）
東京都 新光館

（併設：杉並区地域包括支援センター「ケア
24 和田」
、ブース記念ケアマネージメントセ
ンター和田、ブース記念訪問介護ステーショ
ン ルツ・ナオミ）

アルコール依存症者支援施設
東京都 自省館（救護施設）

男子社会奉仕センター

● バザー場……東京都杉並区和田 2‐21‐2

オープン 毎週土曜 9 ～ 14 時
℡03-5860-2992

● 江東出張所…東京都墨田区太平 4‐11‐3

東京都杉並区和田 1‐40‐5 ℡ 03‐3381‐7236

発行日及び定価
毎月一日・十五日
▼ 発行日
▼定 価

東京都清瀬市竹丘 1‐17‐9 ℡ 042‐491‐1411

（取扱支部）
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。

救 世 軍

一日 号一部四〇円（〒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 一二六〇円＋郵送料七五二円
振替・〇〇一八〇 ―五 ―四四〇〇
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代表者 ケネス・メイナー
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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

発行所

電 話

印刷所

http://www.salvationarmy.or.jp

特別養護老人ホーム
西日本連隊（地区）―――――
オープン 毎週土曜 10 ～ 15 時
（ユニットケア型）
東京都 恵泉ホーム 恵みの家
京都小隊 天満小隊 西成小隊 泉尾小隊
℡03-6261-5704
神戸小隊 岡山小隊 福山小隊 呉小隊
―― 両病院とも、
（財）日本医療機能評価機構認定病院です
病 院
広島小隊 高松小隊 高知小隊 八幡小隊
清瀬病院は、病院機能評価付加機能（緩和ケア機能）認定も取得
福岡小隊
● 救世軍清瀬病院（ホスピス併設）
● 救世軍ブース記念病院（ホスピス併設）

（この欄に通信文を書くと第三種扱いになりません）

