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あなた自身は、どのような

みてはいかがでしょうか。

ちが歩む人生に当てはめて

この実りの恵みを、私た

み出る温かさと、人を愛す

として、伝道者としてにじ

様子でした。クリスチャン

ても、どうもそうではない

きなのかしら、と周りを見

た。ノルウェーの人は話好

けられ、会話が始まりまし

木につながっているでしょ

る眼差しが、自然と人を引

による福音書 章 、 節）

うか？ それはしっかりと

と香りは、あなたの周りの

ょうか？ そして、その実

いから解放され、新しい歩

は、古いしがらみや思い煩

げ、罪から救われる時、人

イエス・キリストを見上

わずら

人や、これから出会う人々

結ぶものと変えられるので

イエス様につながり、実を

みを始めることができます。

私はこの夏、日本で約二

す。さらにその実は、豊か

な祝福となり、周りの人を

（伝道者・宣教師）として奉

仕した女性を訪ね、ノルウ

十年間、救世軍の海外士官

るでしょうか？

にとっても喜びとなってい

まな ざ

した木であり、あなたに豊

き寄せていたのでした。

5

かな実を結ばせているでし

4

ものです。二十年前に住ん

ても話に聞いてもうれしい

出される様々な産物は、見

ろんのこと、その実を見る

時を迎え、育てた人はもち

が集まってきます。収穫の

実りのあるところには人

ぶどうの枝が、木につな

ろが、久し振りに再会して、 公 開 集 会 の タ イ ト ル は、

だと思っていました。とこ

いなさい。わたしもあな ける人懐こい性格の人でし
たがたにつながっている。 たので、私はそれを国民性

「わたしにつながって

その人柄は、彼女がもつ特

会が開かれます。中でも、

今秋、救世軍では全国大

む人々にとっても楽

たこれは、近所に住

ルに並びました。ま

ザートとしてテーブ

いつも、小隊の昼食会のデ

た。そして収穫の季節には

木で、私たちはその木につ

ます。イエス様がぶどうの

リストの関係をたとえてい

話は、私たちとイエス・キ

す。中でも、
「 ぶ ど う 」の

る植物がたくさん出てきま

聖書には、野菜や実のな

っていれば、その人は豊

わたしもその人につなが

たしにつながっており、

はその枝である。人がわ

ぶどうの木、あなたがた

とができない。わたしは

いなければ、実を結ぶこ

も、わたしにつながって

ないように、あなたがた

出会う人から自然と話しか

も、必ずといっていいほど、 待してお出かけください。

っても、フェリーに乗って

電車に乗っても、バスに乗

チャンスとして、どうぞ期

ある、イエス様につながる

別な資質だと気づきました。 る～」です。ぶどうの木で

ひとなつ

しみの一つで、周り

ながる枝である、と。そし

か に 実 を 結 ぶ。
」（ ヨハネ

「ＣＯＮＮＥＣＴ～つなが

コ

です。

でいた小隊 （教会）の庭に

人にも喜びを与えるもので

がっていなければ、自分

さず、誰とでもすぐ打ち解

は、プラムの木が一本植え

では実を結ぶことができ

ト

す。そして、その喜びは、

ク

関わりをもつ人々に連鎖し、

ネ

られていました。毎年たわ

の人をも笑顔にし、

て、農夫である神様は、ぶ

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。

（救世軍士官〔伝道者〕
）

食する喜びを共に味

れん さ

わな実がつき、色づいてい

わうことができました。

15

どうの枝が豊かな実を結ぶ ェーに行きました。彼女は、 愛し受け入れる、新しい関
ことを期待しておられます。 いつも朗らかで笑顔を絶や 係という実を結んでいくの

ノルウェーで再会した親しみあふれる笑顔

広がっていきます。

藤井
くのを楽しみにしていまし

実りの秋、大地から生み
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督・東條政利）の特別試写会

この十月二十三日に、映

神様の下に来ることができた

の子に手を引かれて、本当の

た子どもがいるんですが、こ

もを抱いていてくだ

礼拝の間、私の子ど

が聞けるようにと、

さいました。子ども

画『地の塩 山室軍平』（監
がおこなわれます。これは、 んです。

を抱いたままオルガ
ひ

日本人で最初に救世軍士官

ンを弾いて……。す

っかり気にいってし

まいました。それに

教会の人たちは、ず

ことを、最初は不幸だと思っ

子どもに重い障がいがある

けてなど来ませんでしたし。

たに違いない、と心から感謝

（笑）神様が守ってくださっ

わ て て 洗 礼 を 受 け ま し た。

い思いをしました。
それで、
あ

かずかと家に押しか

ていましたが、この子がいた

クリスチャンになりました。

夫の典吾も、その二年後、

からこそ、本当の神様を知り、 しました。

教会の温かい交わりに入るこ

とができたんです。

までした。転機は、交通事故

いましたが、十年以上そのま

山田 いえ。教会に通っては

ですね。

んですが、きっと神様が背中

と一緒に教会に行ってはいた

を撮っている時でした。ずっ

（山下清の映画）
ど、「裸の大将」

みんなびっくり仰天。ちょう

などと言ったものですから、

「きょう、洗礼を受ける」

突然、

に遭ったことです。昭和五十

を押してくださったんでしょ

―そして洗礼を受けられたの

四年、二人の子どもを乗せて

ぎょうてん

車を運転していて、対向車と

した。

う女性六人のグループです。

「ウエスタン・ローズ」とい

すよ。戦後、すぐに結成した

ドでギターを弾いていたんで

山田 ええ。それ以前はバン

ってたんですか。

―山田さんは舞台女優をなさ

だけで済みました。本当に怖

かよ

ぁ。
」そしたら、
「ご自由にお
おこ

からは、毎週、日曜日は教会

と

があった時代に廃 娼 運動を推

思ったんです。まだ公 娼 制度

入りください」と看板に書い

う。とてもうれしかったです。

に行くようになりました。牧

あ

し進め、その他、様々な社会

正面衝突をしてしまったんで

典吾とは再婚で、私が舞台

お

福祉の働きを興し、民間では

てあるじゃないですか。それ

す。でも、奇跡的に子どもた

はい しょう

いち早く結核療養所をつくっ

で初めて教会に入りました。

女優をしていた時に出会いま

山田 皆さん、とても親切に

山田 はい。今から三十七年

師夫人は、私が落ち着いて話

む きず

ちは無傷、私も前歯を折った
―初めて教会に入って、いか

五十年以上前です。

しょう

（後列中央）

た―この人のことを、世の人

（伝道者）
となった人物を描
―お子さんに手を引かれて？
いたものです。この東條監
山田 生まれた子どもが障が
督が属する「（株）現代ぷろ
いをもっていると知ると、い
だくしょん」の代表で、映
ろんな宗教の人たちが訪ねて
画監督の山田火砂子さんを
来るようになったんです。こ
なお
訪ねました。
れを飲ませると病気が治る、
とか、これを頭に載せれば良
くなる……とか、そんなこと
―今、なぜ山室軍平の映画を
つくろうと思われたのですか。 あるわけないじゃないですか。
やから
日曜日は、特にそういう輩が
山田 私はこれまで、石井十
家に押しかけて来るので、子
次、石井亮一・筆子、留岡幸
う ば ぐるま
どもを乳母車に乗せて外に出
助など、明治～昭和初期の日
るようにしていました。
本における、児童福祉、障が
ある日曜日、いつものよう
い者教育などに携わった人た
ちの映画をつくってきました。 に乳母車を押して歩いている
と、それはきれいな音楽が聞
この後に続くものとして、ぜ
こえてきたんです。キリスト
ひ山室軍平を取り上げたいと
こう
教会から流れてくる賛美歌で
した。
「ああ、いい音楽だな

「ウエスタン・ローズ」のメンバーと

は忘れてはならないと思いま
すね。

留岡幸助…これらの人たちは

迎えてくださいました。本当

―石井十次、石井亮一・筆子、 がでしたか。
皆クリスチャンでしたが、山

前に、洗礼を受けました。私

田監督もクリスチャンですか。 に心が落ち着きました。それ

には重度の知的障がいをもっ

2 人の娘さんと
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〈インタビュー〉

すばらしい先人たちの
生き様
を映画に
生き様を映画に
撮
り続けて
撮り続けて
ざま

と

やま だ ひ さ こ

山田火砂子さん

―山田さんは、ご主人の典吾

キストラなどで協力してくだ
るんですね。その後の人々の

さり、本当に感謝しています。 によって人々が満州に渡って

長野県会地村から、国の政策

っていらっしゃいますね。

ての講演でも、各地を飛び回

育、子育て、平和などについ

労は、その日だけで十分で

らが思い悩む。その日の苦

むな。明日のことは明日自

な

あの、食べるのもやっとの時
監督が亡くなられてから映画

代、結構人気があって、お金
の監督をするようになったの

をかせぐことができました。

章 節）

（マタイによる福音書
ある。
」

ひざ

んです。障がいをもった子ど

た。そして、典吾と再婚した

したが、数年後に離婚しまし

いをもった長女との日々を題

前でした。これは、私と障が

日」で、典吾が亡くなる二年

ション「エンジェルがとんだ

ホンをとったのは、アニメー

ロレタリア作家として知られ

工船』などの小説を書いたプ

ご存じのように、
多喜二は
『蟹

ます。来年一月中旬の公開と

を原作にした映画を撮ってい

山田 三浦綾子の小説『母』

借金を抱え、家もなくしたし、 っています。

山田 ありましたよ。大きな

多喜二の母セキが主人公です。 は？

なっています。これは、小林

ビルもなくしたし……。その

損失を出すこともあるので

―映画づくりは、時に大きな

戦争が勃発しているし、日本

みましたが、こうなったのは、 世界で内戦やテロ、国と国の

時、最初は夫や周りの人を恨

も何だか怪しくなってきてい

神様の憐れみの中で生かされ

載っているんですからね。
（笑）

した。それに八十キロの体が

節参照）

から」（ルカによる福音書 章

（笑）

ちゃ、と文句を言いますがね。

明日のことを考えてくれなく

いし、膝も弱ってきています。

ものいる私と一緒になってく
材にしたものです。夫が亡く

ています。彼は拷問の末、殺

私のせいだ、と気づかされ、

のテーマになっています。こ

は、今つくっている映画『母』

戦争の犠牲になるのは、私た

れて、ありがたいと思いまし
なってからのものは『石井の

されましたね。日本が戦争に

心から悔い改めました。そし

ます。本当の神・

の赦しの心、神様の人間への

ものはありますか。

たね。

次の映画）
です。まだまだ新米

お父さんありがとう』（石井十

向かって突き進んでいった時

平和の神を信じる

深い愛に感謝して、これから

山田 いえ。私が最初にメガ

―現在、撮影が進行している

山田 私も八十四歳。腰は痛

ですか。

苦難といったら……。いつも

バンド解散後、女優になり、

―山田典吾監督の作品には、
の監督で、皆さんに助けられ

代、国家に反逆する危険分子

クリスチャンとし

結婚。子どもを二人授かりま

障がい者や社会的弱者を主人
ての作品でしたが、平成十七

すね、それ以後

として扱われた多喜二を信じ、 たら、不思議で

て、声を上げてい

ているうちに、私でお役に立

てることは何でもしようと思

もん く

また、神の子イエス様が十

ゆる

字架上での苦しみの中で言わ

れた言葉、

「神よ、
この人たちを赦して

を発信するようなものを撮っ
岡幸助物語―』
、
『望郷の鐘』

らしい人たちがいます。石井

とを言っても許されるんです

ということで、結構過激なこ

『地の塩 山室軍平』
特別試写会

映画

は何もわかっていないのです

ていました。結婚してから、

開の『地の塩 山室軍平』は、 ―やはり、クリスチャンが主

かり。山室軍平、しかりです。 よ。（笑）

十次、しかり。留岡幸助、し

―最後に、山田さんの好きな

うた

十数本の映画を夫と一緒につ

監督ではなかったので、直接、 人公ですね。

をつくりました。この十月公

山田 セキは、多喜二を失っ

日本で最初に知的障がい者の

聖書の言葉を教えてください。

あや

ぼっぱつ

決してやってはいけない。今、 あげてください。この人たち

私は戦争に絶対反対です。

スタッフは、それじゃ困る、

公にしたものが多いですね。
年度日本児童福祉文化賞を受

も、何とか映画

も働きを進めていきたいと思

十四年前には膝の手術をしま

それは火砂子さんと一緒にな

無私の愛で愛し抜いた〝日本

をつくり続けて

っています。

くりました。私はプロデュー

た悲しみの底から、神を信じ

施 設 を つ く り、 障 が い 児 教

山田「明日のことまで思い悩

ち一般人です。

られたからでしょうか。
賞しました。

の母〟を描きました。多喜二

かなければ、と思

（キリスト聖協団 練馬教会 所属）

サーとか製作責任者という役

ることによって、天国での再

育・福祉の先駆者と呼ばれた

お問い合わせは救世軍本営へ

（東京・地下鉄神保町下車Ａ１出口）

□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。

ご氏名

ご住所

34

ごうもん

山田 そうですね。それ以前

の母は、後にクリスチャンに

くることができ

っています。私な

割でした。シナリオを直した

映画撮影には携わりませんで

会という希望をもって生きる

石井筆子など、マザー・テレ

日本にはすば

りもしましたよ。

したが、救世軍の皆さんがエ

者とされました。神を信じる

れらの人たちの精神と生き方
らせていただいている。本当

十月二十三日 （日）
午後三時～／午後六時～
日本教育会館一ツ橋ホール
者の幸いが観客に伝われば、

サ級の人だと思いますよ。そ
映画をつくっていると勉強
戦争のことなど、資料を調べ

に、感謝、感謝です。

になりますね。原爆のことや、 を、私のような者が映画に撮
ます。
『望郷の鐘』では、
満蒙
開拓団のことを調べました。
終戦間近の昭和二十年五月に、 ―映画だけでなく、福祉、教

23

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。

しんまい

は、社会に対するメッセージ
妻筆子の映画）
、
『大地の詩―留

その後、
『 筆子 そ
･ の愛―
天使のピアノ―』（石井亮一の

なっているんですね。

どは、老人だから

6

ています。

34

と願っています。

↑監督自身も出演
←『石井のお父さんありがとう』
の撮影時

キリトリ
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〈ブラジル〉オリンピック期間中、リオ・デ・
ジャネイロの子どもたちを支援
リ オ・ デ・ ジ ャ ネ イ ロ で 開 催 さ れ た
2016 オリンピックの期間中、世界 10 カ国
（オーストラリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、
アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、スイ

大将

ス、イギリス、アメリカ）から集まった、救世

アンドレ・コックス（万国本営 英国ロンドン）

軍の青年たちを
中心にしたチームが、二組に分かれ
て、様々な支援をおこないました。
オリンピック開催に伴い、17 日
間学校が休みになっている子どもの
ため、特に貧しい地域に住む子ども
たちのために、公園や広場、路地な
どでの楽しいプログラムを計画し、
サッカーや身体を動かすゲームを
楽しみました。メンバーは、
「言
葉の壁は、ボールで壊れたよ！」
と言うほど、お互いに打ち解ける
ことができました。また、他の場
所では、性的人身売買は犯罪であ
ることをアピールする活動もおこないました。

〈アメリカ〉歴史的な洪水による被災者を支援

え
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救世軍は、水が引き始める
とともに支援活動を開始し、
16 日には、2,967 食の食事と、
2,456 杯 の 飲 み 物、掃 除 用 具
300 セットなどを被災者に届け
ました。大規模な被害状況を
受け、ウォルマート財団は、10 万ド
ル（日本円で約 1,000 万）相当の品物で救
世軍を応援。そのほかにも、地域の百
貨店による衣料品の寄付や、フードバ
ンクによる食糧支援など、様々な団体
ウォルマート財団の支援品 と協力して支援活動をおこないました。
8 月末現在、128,000 食を被災者に届けることができました。

〈日本〉台風 10 号の被災地を支援
8 月 19 日（金） に発生した台風 10
号は、26 日（金） には発達しながら
北上し、30 日朝には関東地方に接近、
岩手県岩泉町
夕刻には、暴風域を伴ったまま東北地
方太平洋側に上陸しました。台風がこの地域に上陸したのは気
象庁が 1951 年に統計を開始して以来初めてでした。台風に伴
う大雨の被害は、岩手県と北海道を中
じんだい
心に甚大となり、死者 18 人、行方不
明者 2 人、また多くの住民が避難所生
活を送っています。（9 月6 日現在）
救世軍は、9 月 6 日（火）、岩手県岩
泉町を訪ね、支援活動をしている教会
ど のう
に土嚢 袋や牛皮製軍手等の支援品を届 地域の教会に支援品を託す
けました。町役場の災害救援室も訪問、次回支援の打ち合わせ
あ
をしました。また、北海道では被害に遭った地域の自治体や住
民からの聞き取りをおこない、支援の準備をしています。

世界の救世軍の最高指導者アンドレ・コックス大将と
シルヴィア・コックス中将を迎えておこなわれる

救世軍とは

The Salvation Army

東京都千代田区）
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▼ 発行日
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◆公開集会 ＣＯＮＮＥＣＴ

10 月 22 日（土） 14：00
日本教育会館一ツ橋ホール（東京：神保町駅下車）

◆大会聖別会（礼拝）

10 月 23 日（日） 10：00
日本教育会館一ツ橋ホール

入場無料 集会には、どなたも
参加できます

♬

♪ 音楽ゲスト ♪
アメリカ西部スタッフ・ソングスターズ
海外でも活躍する救世軍の合唱団。
音楽を通して、キリストの
福音を届けています

♪

●アメリカ西部スタッフ・ソングスターズ コンサート
10 月 18 日（火） 19：00
救世軍杉並小隊・総合センター

入場無料 ダイナミックな、心に
響く歌声を聴きに、お出かけください

（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。
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日本での働きは、一八九五
（明治 ）年に始まりました。
その当初から、刑を終えて出
てきた人々の保護や職業訓練、
はいしょう
災害被災者支援、廃娼運動の
推進、結核療養所の設立、子
どもの保護などをおこない、
社会福祉史に先駆者としてそ
の足跡を残しました。
現在は、四十三の小隊 （教
会にあたる）と十二の分隊（伝
、十九の社会福
道所にあたる）
祉施設、二つの病院（ホスピス
併設）を通して働きを進める
とともに、街頭生活者支援や
災害被災者に対する救援及び
復興支援などをおこなってい
ます。

ケネス・メイナー（救世軍本営

プロテスタントのキリスト
教会で、世界百二十七の国と
地域で活動しています。
創立者はイギリスのメソジ
スト教会牧師
だったウイリ
アム・ブース。
一八六五年、ロンドンの貧し
かえり
い人々、社会から顧みられな
い人々の物心両面からの救い
め ざ
を目指し、働きが始まりまし
た。そして、助けを必要とし
じんそく
ている人々のニーズに迅速に
対応するために、軍隊流の組
織をとりました。

日本司令官

8 月 14 日、ルイジアナ州を襲った大雨により、州都バトン
ルージュを中心に大きな被害をこうむりました。少なくとも死
者が 13 人にのぼり、一時は約 5,000 人が避難所で夜を明かし
ました。

こ

（この欄に通信文を書くと第三種扱いになりません）

