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もし︑あなたが︑人々か
ら何かを得ることだけを求
めているとしたら︑あなた
の人生は苦々しさの連続と
なるでしょう︒より良い人
生を生きるためには︑善良
さによって醜悪なものを一
掃することが必要です︒ぜ
ひ︑愛によって応答しまし
ょう︒傷つける人々の言葉
に︑彼らは過去に傷つけら
れていたのだ︑ということ
を理解しましょう︒
エドウィン・マーカムと
いうアメリカの詩人は︑こ

さを受けたことがなく︑愛
することのできない人は愛
されていないのです︒乱暴
さ︑苦々しさや皮肉︑意地
の悪さ︑傲慢な態度︑その
ような人々は︑その行動一
つひとつで︑
﹁ わたしは苦しんでいる
んだ！ わたしは︑尽きて
しまうことのない愛に飢え
ているんだ！ わたしは怖
れているんだ！﹂
と叫び声をあげているので
す︒
それに対して︑安らぎと
愛の中にある人々は︑その
ような態度を取らないもの
です︒深い愛情と︑心から
安心できる環境に生きる人
は︑他の人々に対して寛大
で︑優しさに満ちたふるま
いをするのです︒

毎月一日・十五日発行

のために︑今年︑何かでき
ないでしょうか？
傷ついた人々が他の人々
を傷つける︑という法則は︑
残念ながら世界共通のもの
です︒誰かがあなたを傷つ
けるなら︑それは︑その人
自身がかつて傷つけられた
経験をしているからです︒
そして︑優しさに欠けてい
る人は︑その人自身が優し

独り子イエス・キリストを
のように書いています︒
私たちに与えてくださいま
彼らは︑境界線となる円 した︒それは︑イエス・キ
を作り︑わたしを閉め出 リストによって︑わたした
ちが︑すべての傷から癒さ
した
︱まるでわたしが異端者︑ れるためでした︒
聖書は︑教えています︒
反逆者︑軽蔑すべき者で
﹁御父がどれほどわた
あるかのように
したちを愛してくださる
しかし︑愛と機知によっ
か︑考えなさい︒それは︑
て︑わたしは彼らに勝っ
わたしたちが神の子と呼
たのだ
ばれるほどで︑事実また︑
彼らを包み込む︑より大
そのとおりです︒世がわ
きな円を彼らの境界線の
たしたちを知らないのは︑
外に描くことによって
御父を知らなかったから
です︒
﹂︵ヨハネの手紙一
攻撃は攻撃しか生み出さ
ず︑怒りはより大きな怒り
章 節︶
を招くだけだということを︑ あなたが︑イエスの愛に
わたしたちは人生経験の中 よって︑あなたを傷つける
から繰り返し学びます︒そ 人々を赦せるように︑神は︑
して︑それが習慣にさえな まず︑あなた自身を癒して
くださいます︒イエスの愛
ってしまうのです︒
では︑どのようにすれば︑ を受けることによって︑あ
和解できるのでしょう︒単 なたは︑怒りや支配欲から
にあなたが怒りの思いを捨 生じる苦しみから解放され
て去るだけでは何の解決に るのです︒
新しい年︑皆さんお一人
もなりません︒きっとその
思いは再び湧き上がるから おひとりが︑イエスの愛に
です︒その怒りを手放し︑ よって癒され︑様々な人間
神にゆだねることが大切で 関係の中に和解を見ること
す︒神だけが︑傷つき︑壊 ができますよう︑お祈りい
れた心を修復することので たします︒
きる方だからです︒神は︑ ︵救世軍士官︹伝道者︺・司令官︶

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︒
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新年を迎える度に︑わた
したちは新しい︑希望に満
ちた思いにされるものです︒
あなたは︑今年︑どんな新
しいことをしたいですか？
わたしは︑ぜひ︑皆さん
に﹁仲直り・和解﹂をお勧
めしたいと思います︒あな
たの今までの人生で︑壊れ
てしまっている人間関係は
ないでしょうか︒その修復
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とあります︒愛をもって接
すること︑そのことがまさ
に私に欠けていることでし
た︒それは︑自分の大切に
しているものを差し出すこ
とです︒私の場合︑大切に
しているものとは︑﹁周りか
ら評価されたい﹂﹁職員とし
てしっかりやらなくてはな
らない﹂という︑自己中心
的な思いでした︒その思い
を離れ︑その方がどうして
そのようなことをするに
そ
至ったか︑
気持ちを伺い︑
の上でどうしていくかを考
えることが︑愛の実践だっ
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聖書に︑
﹁ 人を裁くな︒あなた
がたも裁かれないように
するためである﹂︵マタイ
による福音書 章 節︶
︑
また︑
﹁全財産を貧しい人々
のために使い尽くそうと
も︑誇ろうとしてわが身
を死に引き渡そうとも︑
愛がなければ︑わたしに
何の益もない﹂︵コリント

自分の欠点に悩む日々
から

また︑私にとっても︑初め 家の主人が自分からドアを
て近しい家族を亡くすとい 開けて迎え入れてくれるま
う経験だったため︑悲しみ で︑忍耐強く待っておられ
に暮れました︒
る︑無理やりではなく︑そ
祖母は︑﹁痛みを伴う治療 れでいてあきらめずに語り
を無理にしなくてもよい﹂ かけてくださっている︑と
と希望し︑ホスピスに入る いうことがわかりました︒
ことになりました︒病院で
この絵の意味を知った時︑
私は︑現在︑救世軍の社
私は︑父も母もクリスチ で︑私が神様を知るきっか 紹介されたのが︑救世軍ブ ︿イエス様は︑ポストカー
ャンではない︑日本ではご けになったのは︑大学生の ース記念病院のホスピスで ドを机に飾った時から︑ず 会福祉施設で︑支援員とし
く一般的な家庭で育ちまし 頃︑ある展覧会で見た一枚 した︒そこでもたれる短い っと私の心に呼びかけてく て働いており︑仕事を通し︑
た︒親戚にもクリスチャン の絵でした︒それは︑ウィ 礼拝に何度か参加するうち︑ れていたのだ﹀と気づきま 神様から様々な恵みをいた
はいなかったため︑小さい リアム・ホルマン・ハント 亡くなろうとしている見ず した︒私は︑心から感謝し だいております︒
私には︑自分の思うとお
ころからキリスト教に触れ という画家が描いた﹁世の 知らずの人や︑その家族の て心の戸を開き︑イエス様
る機会はありませんでした︒ 光﹂という絵でした︒これ ために祈ってくれる人たち を迎え︵救い主として信じ︶ま りに人を納得させようとし
小学生の頃は︑友人や家族 は︑ランプを持ったイエス がいることに驚きと感動を した︒そして︑昨年十月に たり︑自分の都合で話をす
の勧めで︑近くのお寺の子 様が︑戸口に立って︑ドア 覚え︑家から近かった渋谷 おこなわれた救世軍全国大 る︑という欠点があります︒
ども会に参加し︑写経をし をノックしている場面を描 小隊 ︵教会にあたる︶に通い 会で︑兵士入隊式︵正式に救 相手の状況を考えないで物
事を頼んだり︑相手の言い
世軍の信徒となる儀式︒救世軍で
たり︑お経を読んだりする いたものです︒普段︑展覧 始めました︒
は信徒のことを﹁兵士﹂と呼ぶ︶ 分を聞かずに一方的に責め
こともありました︒
小隊に通うようになって
会に行って︑パンフレット
中高もキリスト教系の学 やポスターを買ったりする しばらくして︑﹁世の光﹂と に臨むことができました︒ てしまうことがよくあるの
今でも机の上に︑
﹁世の です︒
校ではなかったため︑ずっ ことはないのですが︑この いう絵が聖書の一場面を描
と神様を知らずに少年期を 時は︑なんとなくこの絵が いている︑ということを知 光﹂の絵が飾ってあります︒ こちらの都合だけで相手
過ごしていました︒ただ︑ 気になり︑そのポストカー りました︒その場面は︑ヨ 私は教員をしていますが︑ のことを考えずにあれこれ
イエス様のように忍耐強く お願いをすれば︑相手は反
中高生の頃は︑たくさんの ドを買いました︒そして︑ ハネの黙示録三章二〇節
﹁ 見 よ︑わ た し は 戸 口 なれず︑生徒を叱ることも 発します︒規則を破ったか
ファンタジー小説を読んで プラスチックの写真立てに
いました︒ファンタジー小 入れて机の上に飾りました︒ に立って︑たたいている︒ あります︒その度に︑机の らと︑ただ頭ごなしに咎め
だれかわたしの声を聞い 上のイエス様を見て︑反省 るだけでは︑相手は反省も
説とは︑簡単に言うと︑魔
この絵を飾ってから十年
せず︑行動を改めることも
て戸を開ける者があれば︑ するのです︒
法・騎士・妖精・ドラゴン 以上経った時︑私は祖母を
などが出てくる小説です︒ 亡くしました︒祖母は山登
これからもイエス様と共 ありません︒そんな相手か
わたしは中に入ってその
その影響からか︑小説のモ りや海外旅行を趣味にして
者と共に食事をし︑彼も に食卓を囲み︑聖書の言葉 らの反応を感じる度に︑悩
デルとなっている西洋世界 いて︑元気そのものだった
また︑わたしと共に食事 という食事をいただいてい む日々が続きました︒それ
﹁余
に漠然と関心をもち︑大学 ので︑がんが見つかり︑
きたい︑と思っています︒ で︑近くにある清瀬小隊に
をするであろう﹂
︵渋谷小隊所属︶ 行くようになりました︒礼
では西洋史を学びました︒ 命三カ月﹂
と言われた時︑
家 という一節を表していたの
拝でメッセージを聞き︑聖
そのような生活を送る中 族はとてもとまどいました︒ です︒神の子イエス様は︑
書を学ぶうち︑神様は大切
︿信仰の体験談﹀
なことを気づかせてくださ
いました︒

次

小池 航太

救い主イエス様に出会いました
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野村しげ子
らず︑むしろ︑ますます強
くなっていきました︒そん
な時︑
二〇一三年十一月︑
私
の自宅ポストに︑救世軍の
伝道機関紙﹃ときのこえ﹄
が入っていたのです︒その
時の私は︑まだ本気で聖書
の神様を信じていたわけで
はなかったのですが︑神様
は私の心の願いをご存じで︑
﹃ときのこえ﹄を送ってく
ださったのだ︑と思いまし
た︒すぐに﹃ときのこえ﹄
にあった通信欄を切り取り︑
住所と名前を書いて︑桐生
小隊に送りました︒
すると間もなく︑優しそ
うな二人の士官︵伝道者︶の
方が家に訪ねて来られ︑日
曜日の聖別会︵礼拝︶の案内
をしてくださいました︒そ
こで勧めに従い︑その翌週︑
桐生小隊の聖別会に出席し
ました︒
初めて桐生小隊の集会に
行った時︑小隊の方々は︑
まるで旧知の家族のように︑
温かく迎えてくださいまし
た︒優しい笑顔と親しい態
度に︑私はこの教会なら大

丈夫だ︑とすぐに確信しま
した︒
その後は︑日曜日の聖別
会はもちろん︑家庭団とい
う女性の集まりや聖書の学
び会に︑かかさず出席する
ようになりました︒そして︑
まず︑家庭団の団員 ︵会員︶
となり︑神の子イエス様を
救い主と信じる決心をして︑
救世軍の信徒となるための
学びをするようになりまし
た︒そして︑一昨年のクリ
スマスサンデーに︑兵士と
なることができました︒
先に記しましたように︑
私には寝たきりの長女がい
ます︒また︑三人の小学生
の孫たちも︑それぞれ健康
上の問題を抱えています︒
本来なら︑神も仏もあるも
のか︑という思いを抱くと
ころでしょうが︑そのこと
で心配に押しつぶされたり︑
絶望したりすることはあり
ません︒桐生小隊の信徒の
中に︑同じ病気のお子さん
をもっている方がいたり︑
また障がい児教育を専門と
する教師の方がいたりして︑
良いアドバイスを受けるこ
とができています︒
また︑そんな中で示され
た聖書の御言葉があります︒
それは︑コリントの信徒へ
の手紙一 一〇章一三節で︑
このように書かれています︒
﹁ あなたがたを襲った
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︵桐生小隊所属︶
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□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

︵清瀬小隊所属︶

ました︒夜八時を過ぎてい
たのです︒
﹁あなたは︑兄弟の目に たと思います︒すると︑偶
あるおが屑は見えるのに︑ 然︑ある引退した伝道者の
なぜ自分の目の中の丸太 方とお会いし︑
﹁ いつもお祈りしている
に気づかないのか︒
﹂
︵マタ
よ﹂
イによる福音書 章 節︶
この聖書の言葉は︑まさに という声をかけていただき
私の姿を指していました︒ ました︒神様は︑こんな私
ある時︑利用者の方々の のことも愛してくださって
前で︑自分の欠点を悔い改 いることを︑その伝道者の
めていきたい︑と話す機会 方を通して教えてくださっ
がありました︒すると︑一 たのだ︑と感じました︒そ
の年の最後の日曜日︑神様
人の方が︑
﹁あなたのように弱いと を信じて生きていこうと決
ころがあっても︑何とか前 心し︑翌年のクリスマスサ
に進もうと頑張っている人 ンデーに兵士 ︵正式に救世軍
の信徒となること︶となりま
が必要なんですよ﹂
と言ってくださいました︒ した︒
これまでの人生でも︑死
本当にありがたく︑また励
の危機に瀕することもあり
まされました︒
二〇一四年の十二月二十 ました︒それでも︑今︑こ
三日︑仕事で思い悩むこと うして生きている︑という
があり︑帰りに小隊に寄り ことは︑神様に愛され︑赦
され︑生かされていること
人はいません︒救世軍に属 なんだ︑と実感しています︒
する者として︑これからも
現在も︑悔い改めること
御言葉と共に︑自分の姿で の多い日々ですが︑少しで
もって︑神様の愛を︑イエ も神様に喜んでもらえる歩
ス様による救いを︑証しし みをしたい︑と願っていま
続けたいと願っています︒ す︒

︵前ページより︶

！
試練で︑人間として耐え
られないようなものはな
かったはずです︒神は真
実な方です︒あなたがた
を耐えられないような試
練に遭わせることはなさ
らず︑試練と共に︑それ
に耐えられるよう︑逃れ
る道をも備えていてくだ
さいます︒
﹂
私はこの御言葉によって︑
長女や孫たちの問題を肯定
的に受け止めて︑希望の中
に毎日を過ごしています︒
私は︑桐生小隊の信徒の
中で︑小隊に一番近い所に
住んでいます︒ですから︑
救われた喜びを︑会館やそ
の周囲の清掃をすることで
表しています︒これは︑私
の日課となっています︒
また︑私が救われ︑現在
のような生活を送れるよう
になったきっかけは︑
﹃と
きのこえ﹄が自宅に届いた
ことだったので︑毎月︑小
隊長 ︵牧師にあたる︶にお願
いして︑周辺の家々のポス
トに﹃ときのこえ﹄を配っ
ています︒この奉仕を通し︑
いつか誰かが︑私と同じよ
うに︑
﹃ と き の こ え ﹄を 通
して︑真の神を知り︑喜び
と平安が与えられるように︑
と願っています︒
まだ︑私の家族や親戚の
中から︑イエス・キリスト
を救い主と信じて救われた

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。

道をたずね求める中から

私は︑キリスト教に縁の
ない家で生まれ育ちました︒
結婚した夫ももちろん︑キ
リスト教とは無関係でした︒
やがて︑二人の娘が与え
られましたが︑長女が︑赤
ん坊の頃の授乳中の事故が
原因で︑寝たきりになって
しまいました︒それがきっ
かけで︑私は心の拠り所を
求め︑様々な宗教に関わり
をもつようになりました︒
何十年もの間︑道をたず
ね求める中で︑キリスト教
が最も良いと思うようにな
りました︒けれども︑幾つ
かの教会に出席してみたの
ですが︑教会の雰囲気にな
じめず︑長続きすることは
ありませんでした︒私の家
の近くに救世軍桐生小隊
︵教会にあたる︶がありまし
たが︑そこに行く決心もつ
きませんでした︒
それで︑キリスト教放送
の聖書通信講座を受け︑教
会に行く代わりに︑個人的
に聖書を学ぶようになりま
した︒けれども︑教会に行
きたいという願いはなくな

キリトリ
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☆救世軍社会鍋俳句コンテスト

募集内容：社会鍋を題材にした未発表作品
提 出 物：一人 2 句まで
応募方法：封書での郵送、
ファックス送付、ま 人身取引の被害者
支援の報告誌（ヨー
たは救世軍ホームページ応募フォー ロッパ地域での活動）
ムのいずれかで投稿（ハガキは不可）

（詳細は、下記の「救世軍社会鍋俳句コ
ンテスト」
係までお問い合わせください）

日本司令官

ケネス・メイナー︵救世軍本営

救 世 軍

代表者 ケネス・メイナー

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

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）

発行所

図書印刷株式会社

救 世 軍 本 営

電 話

印刷所

http://www.salvationarmy.or.jp

などが集い︑大きな祝福を
いただきました︒
海外での支援活動
昨年十月初めにカリブ海
の島々とアメリカ南東部沿
岸を襲ったハリケーン﹁マ
シュー﹂の被害は甚大で︑
多くの犠牲
者がでまし
た︒中でも︑
ハイチでは
約二百十万
人が被災︒
当時︑コレ
ラが流行し
ていたため︑
衣食住の支
援と共に︑
貧しい地域
へのコレラ
予防キット
の配布など
が緊急にお
こなわれました︒バハマの
グランド・バハマ島におけ
る救世軍の働きは約三十年
前からですが︑現在︑一組
の救世軍士官が︑島内の小
隊と社会福祉の働きの責任
のすべてを負っています︒
今回の被害を受けて︑様々
な団体と協力し︑被災者を
支援しました︒
十一月に︑ニュージーラ
ンド南島クライストチャー
チを襲った地震の被災地で
も︑発生直後から支援活動
が展開されました︒

バハマ（写真左）とハイチ（写真右）での支援は長期に及んでいる

東京都千代田区︶

(03)

0051
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応募資格：不問
費
用：なし
締め切り：2017 年 3 月 31 日（消印有効）
賞
：優秀賞１句、ほのぼの賞３句他
結果発表：
『ときのこえ』2017 年 5 月 15 日号、
6 月 1 日号紙上及び公式ホームページ
選
者：三浦喜代子氏〔日本クリスチャン・ペンク
ラブ代表、
「ひまわり文章塾」
主宰〕
他
著 作 権：応募作品の著作権は救世軍に帰属
送 り 先：〒 101- 0051 東京都千代田区神田
神保町 2−17 救世軍本営
「救世軍社会鍋俳句コンテスト」係
Tel 03-3237-0881 Fax 03-3237-3588

アンドレ・コックス︵万国本営 英国ロンドン︶

昨年12月、
全国主要都市でおこなわれました。
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。
皆様のご協力に心から
の御礼を申し上げます。
大将

の必要に応えるため︑統率 の推進なども︑積極的にお 十二の分隊 ︵伝道所にあたる︶
︑
救世軍とは
力と機動力に富んだ軍隊流 こなっています︒
︑
二 つ の 病 院 ︵ ホスピス併設 ︶
The Salvation Army
の組織を取り入れて︑全世
日本での働きは︑一八九 十九の社会福祉施設を通し
国際的なプロテスタント 界にその働きを広げていき 五 ︵明治 ︶年に︑ブースに て︑神の愛を伝えています︒
のキリスト教会で︑聖書に ました︒
よって派遣された士官︵伝道
昨年は︑十
現在︑百二十八の国と地
者︶
たちによって始められま
示された唯一の神を信じて
月二十日〜二
います︒そのモットーは︑ 域で救世軍の働きが進めら した︒日本人最初の士官と
十三日に︑世
なったのは山
﹁心は神に 手は人に﹂で れていますが︑どの国にお
界の救世軍の
す︒人々の必要に応えなが いても創立の精神は脈々と
室軍平です︒
最高指導者ア
ら神の愛を伝えています︒ 受け継がれています︒街頭
だれにでもわ
ンドレ・コッ
創立は一八六五年︒英国 生活者の支援︑厳しい境遇 かりやすい説教と︑﹃平民の クス大将夫妻を迎え︑全国
のメソジスト教会の牧師だ にある児童や女性の保護︑ 福音﹄
︑
﹃民衆の聖書﹄など 大会をおこないました︒
ったウイリア 高齢者の介護︑アルコール の著書︑機関紙への執筆で
その期間中︑日本で救世
ム・ブースが︑ 依存症者の回復支援︑災害 キリスト教を広めました︒ 軍の働きが始まって百二十
︑
毎年春にお
東ロンドンの 被災者の支援などを通して︑ 救世軍は︑失業者への職 年 ︵二〇一五年︶
スラム街で働きを始めまし 神の愛を届けています︒ま 業斡旋や免囚保護︑廃 娼 運 こなっている克己週間募金
た︒彼は︑当時の社会の最 た︑国際的な協力体制の下︑ 動の推進︑結核療養所設立 が百二十周年 ︵二〇一六年︶
下層にいる人々に︑一番必 人身取引の被害者支援や開 など︑社会福祉や医療面の を迎えたことを記念し︑チ
要としているもの︱温かい 発途上国の人々の自立支援 パイオニアとして活動して ャリティーコンサートを開
催しました︒これまで救世
きました︒
食べ物︑清潔な衣類︑宿泊
現在は︑時代と共に変化 軍を支援してくださった方
所︑また教育などの提供を
してきた様々な社会の必要 方を招待して︑感謝を表す
おこない︑物心両面からの
に応える働きを進めながら︑ とともに︑より一層救世軍
救いを目指しました︒やが
︑ を理解していただく時をも
て︑より多くの人々や社会
四十三の小隊 ︵教会にあたる︶
ちました︒
また︑大会
に合わせて来
日した合唱団︑
アメリカ西部
スタッフ・ソ
ングスターズ
によるコンサ
ートもおこな
われました︒
この大会に︑
各地から救世
軍の信徒やそ
の友人︑知人

社会鍋募金へのご協力、
ありがとうございました

創立者 ウイリアム・ブ ー ス

（取扱支部）

101

2017 年（平成 29 年） 1 月１日 発行 ４

え
こ
の
き
と
第 2735 号
（第三種郵便物認可）

