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『学童疎開で体験したこと 』
大東亜戦争（第２次世界大戦）末期のこ

時間も掛かりました。トンネルの多い線で、

とです。昭和１９年（１９４４）になりま

香住に着いたときには、顔が煤煙で黒く

すと、日本の旗色は極めて悪くなってきま

なっていました。伯父が城崎駅まで、迎え

した。大本営発表によれば、我が陸海軍は

に来てくれました。

敵軍（米英）に大損害を与えているという

昭和２０年（１９４５）３月になります

ことでしたが、用心の為、大都市にいる小

と、大阪大空襲があり、大阪市内に残って

学生は全員、地方の安全なところに疎開す

いた母と幼い弟・妹の３人が、このままで

るようにとの指示が出ました。田舎に親戚

は、空襲で死ぬ危険性が高いということで、

とか知人がいる者は、縁故疎開ということ

急遽香住に疎開してきました。最初は、小

になります。田舎がない者は、小学校単位

学生２人でしたが、後からは家族５人にな

で集団疎開することになりました。私は小

りましたので、伯父さん宅と私たち疎開者

学校５年生のときでした。私と小学校１年

家族とは別々の炊事をすることになりまし

生の妹の２人は、農業を営んでいる父方の

た。いくら伯父さん宅が農家であっても、

伯父の家に縁故疎開をしました。兵庫県城

お米は供出しなければなりませんから、余

崎郡香住町香住（現

美方郡加美町香住区

分なお米はありません。配給米と闇米を合

香住）が疎開先でした。９月の新学期に間

わせても、お米の量は足りません。食べ盛

に合うように兄妹２人だけで、列車に乗り

りの子供が４人もいては、賄いは大変です。

ました。当時は、福知山線、山陰本線で６

一家５人はいつもお粥程度の食事で、いつ
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も腹ペコの状態でした。さつま芋、大豆、

今、香住港が見える岡見公園に、当時殉職

麦、さつま芋の茎などを入れたお粥を何日

された船員さんの慰霊碑が建てられていま

間も続けて食べたことを今でも記憶してい

す。終戦の１日前に亡くなられた方が居ら

ます。その時は、私は長男ですから、愚痴

れたことは忘れてはならないと思います。

などは決して言いませんでした。しかし、

当時は、報道管制が敷かれていましたか

心の中では、白いご飯を茶碗１杯でも食べ

ら、新聞やラジオでは、報道されませんで

られたら、どんなに幸せだろうかと思いま

した。

した。
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私達親子５人は、９月に大阪に引き揚げ

終戦（敗戦）は、昭和２０年８月１５日

ました。そのとき私は小学校６年生、妹は

正午、天皇陛下の玉音放送によって、全国

２年生になっていました。１年間香住でお

民に知らされました。我家には、ラジオは

世話になりました。伯父さん宅には、私達

なく、伯父さん宅にはラジオはあっても、

が引き揚げたあと、置き土産に南京虫を残

よく聞き取れません。勝ったのか負けたの

しました。大変、迷惑を掛けてしまいまし

か分かりません。役場から、伯父さんが

た。どのような、お礼やお詫びをしたの

帰ってきて、どうやら日本は負けたという

か、ついに聞きそびれたまま、両親は他界

話でした。我家では、日本は負ける筈がな

しました。伯父さん伯母さんも他界しまし

い、きっと何かの間違いではないかと話を

た。お礼もお詫びも、どうしたらよいの

したことを記憶しています。

か、分からない位大変お世話になりまし

終戦の１日前、１４日には、香住港の沖

た。敗戦後、食うや食わずの生活に追われ

合を航行中の貨物船２隻のうち１隻が大爆

ていましたから、自分たちが生き残ること

発により、沈没しました。触雷らしいで

だけしか、考えずに日々を過ごして来たの

す。多くの漁船が、遭難者を救助に向かい

ではないかと、反省しています。

ました。触雷を免れた貨物船１隻は香住港

大阪に居残っていた父が経営していた工

の港内に緊急避難のため入港しました。私

場は、空襲に備えて、豊中市にある安全だ

ども子供たちは１５日午前、貨物船の船腹

と思われる土地に、機械器具一式を疎開し

に掛かっている縄梯子をよじ登り、船から

ていましたが、３月の空襲のときに全焼し

飛び込みを繰り返して、遊んでいました。

ました。大阪市内の自宅は奇跡的に焼け残

そのとき、一人の子供が、冗談で「敵機来

りました。皮肉な結果になりました。戦後

襲」と叫びました。船員は、すわ一大事

は一家揃って、裸一貫で再出発しました。

と、機銃を空に向け、敵機に備えました。

私が疎開前に学んでいた玉川国民学校（小

子供たちは褌一丁、甲板で遊んでいまし

学校）は全焼していました。隣の吉野国民

た。嘘だと分かってからは、船員に叱られ

学校（小学校）に転校・復学しました。吉

て、直ぐに船から追い出されました。近く

野小学校も校舎の大半は焼失していまし

の小川で塩出しをしてから、めいめい自宅

た。教室は３室だけ使っていました。１年

に帰りました。それが終戦の日でした。

生と４年生、２年生と５年生、３年生と６

年生がそれぞれ１つの教室を使って勉強し

男女共学という学制改革により、大手前高

ました。担任の先生は１教室に１人ずつ

等学校併設中学校３年生として［旧制大手

で、計３人の先生がおられました。下級生

前高等女学校］に転校しました。成人して

は前方の黒板を使い、上級生は後方の黒板

からは、国家の復興、民主主義の定着を目

を使いました。先生が下級生を教えている

指して、懸命に働きました。

ときは、上級生は自習します。先生は掛け

今、多くの若い人達は、生きる目標を失い、

持ちで２学年の授業をしておられました。

不平不満を外に向かって吐き出そうとして

玉川小学校の集団疎開先は長い間、尾道市

います。少子高齢化の時代にふさわしい生

だと思っていましたが、最近、古い友人と

き方を自ら捜し求めて、絶えず努力しても

話していたら福山市だったと言うことでし

らいたいものだと感じています。駑馬では

た。玉川小学校は焼け跡に簡易校舎を新築

ありますが、厳しい戦中戦後を乗り越えた

し、集団疎開や縁故疎開をしていた学童を

経験と根性を次の世代の人たちに伝えて行

受け入れることになりました。自宅が全焼

きたいと念じています。

した家庭の児童は、復学できませんでし

小林

登 （満７３歳

翁）

た。私は、１２月ごろに吉野小学校から玉
川小学校に転校したと思います。
昭和２１年（１９４６）４月に旧制北野
中学校に入学しました。小学校６年生の夏
ごろから、香住小学校で、お腹を空かせな
がら、豊岡中学校へ進学を目指して補習勉
強をしていましたが、これが北野中学への
受験勉強として役立ったと思います。昭和
２３年（１９４８）４月には６３３４制・
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彼も
ま
た、どこ
かで私たちと
おなじ
よ
う
に、矛盾にみちた過渡期を
、そし
て方法論を、模索し
ながら
生き
た人間なのだ。
（
マルグリ
ッ
ト
・
ユルスナール）

たとえば、ルカによる福音書６章２７

であろう になったりするのは、過剰な

〜３５節と、３７、３８節では 考えて

反応といえなくはありませんが、古代の

いる ことが、ずいぶん異なっているよ

人たちにとって、父と母の存在の重さや

うに読めます。２７、２８節で「しかし、 意味が、そうであったとしたら、 殺さ
聞いているあなたがたに言う。敵を愛

れるであろう は全くあり得ないことで

し、憎む者に親切にせよ。のろう者を祝

はありません。

福し、はずかしめる者のために祈れ」と

そうした基準となる戒めがあって、ル

言われていることと、３７節の「人をさ

カによる福音書６章３７、３８節のよう

ばくな。そうすればじぶんもさばかれる

な考え方が示されることになりました。

ことがないであろう。」と比べたりする

出エジプト記の戒めは、あるべきことが

と、後者は平板に処世術を語っているよ

しめされるとしても、破った場合のペナ

うに聞こえてしまいます。もちろん、全

ルティが言及されることはありません。

く平板ということではありません。３７

レビ記の場合のペナルティは、なかなか

節で さばく の基準として想定されて

厳しいのですが、このレビ記を基準にす

いるのは、出エジプト記、レビ記などで

る場合、ルカによる福音書の さばくな

示される 戒め であると考えられます。

罪に定める

などの言及は、戒めの意

「だれでも父または母をのろう者は、必

味や強制力が大幅に緩和されていること

ず殺されねばならない。彼が父または母

になります。単に緩和するというより

をのろったので、その血は彼に帰するで

は、戒めの否定と言えなくはならない内

あろう」（レビ記２０章９節）の、その

容です。というか、その社会が、戒めな

元になる戒めは、「あなたの父と母を敬

るものの強制力、説得力を失っていると

え。これは、あなたの神、主から賜わる

すれば、語られているのは処方術という

地で、あなたが長く生きるためである。
」 ことになります。
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（出エジプト記２０章１２節）などであ

他方、ルカによる福音書６章２７〜３

ると考えられます。 敬いなさい であっ

５節で言及される身の処し方は、問うこ

た戒めが、それを破った結果 殺される

とも問われていることも処世術ではあり

得ません。 敵を愛し、憎む者に親切に

なって様子が一変してしまいます。そう

せよ

して加わった何か、失われた何かのこと

のろう者を祝福し、はずかしめ

る者のために祈れ

などで想像できる

を、垣間見ることの出来るのが、ルカに

身の処し方は、処世術のようなもので

よる福音書６章２７〜３５節、３７、３

はあり得ません。取るべき態度として

８節です。

示されているのは、身をさらすことで

（菅澤邦明）

す。言及されているのは、基準となるよ
うな戒め、そしてそれを守るか守らな
いかなどのことではないのです。問題
になっているのはその身をさらすよう
に生きることで、
「あなたの上着を奪い
取る者には下着も拒むな」
（２９節）と
言い切ってしまう時、そこでは何一つ
見返りは期待されていません。更に、基
準らしきものがあって、その基準を満
たす、ないしは越えるなどのことも論
外ということになります。という具合
に、言い切ることはあり得ることです。
あり得ることですが、ルカによる福音
書は、ここで修正を加えることにしま
す。
「・・・何も当てにしないで貸して
やれ、そうすれば報いは大きく、あなた
がたはいと高き者の、恩を知らぬ者に
も悪人にも、情け深いからである。」
（３
５節）
。代償も、対価も、求めないはず
だった振る舞いが、一転してそれを求
める、均衡のとれた人の振る舞い、生き
方のすすめになってしまいます。
こうして記述されていることから、
垣間見えるのは、代償も対価も報いも
一切求めないある生き方です。しかし、
それが時間の中に置かれた時に、何か
が加わって、何かが失われることに
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ア コ ー ク ロ ー 通 信 （1 １ 1 ）
はい、沖縄、暑いに決まっていま
す。ただ暑いだけではなく亜熱帯で
すから日本本土と紫外線の強さが違
います。強烈に焼けるのです。南の
人々は「怠惰」だ、といわれることが
あります。けれども日中の１時や２
時に出歩く人はいません。出歩くな
ら帽子、紫外線避けの長袖、サングラ
スと、かなり怪しいスタイルでなけ
れば、逆にまちがいなく本土からの
旅行者です。
えー、久しぶりに東京に３日間行っ
てきました。
「知的障がい者施設」の
集まりです。日本国中の施設から横
浜にやってきて、ほぼ一方的な行政
説明を聞かされるのです。昨年から
始まった「障害者自立支援法」によっ
て、施設も存続の危機です。珍しく来
賓挨拶にヤジが飛んでいましたが
（私ではない）当然です。
で、久しぶりの東京をいいことに、久
しぶりに会う人やら「メル友」と初め
て会うことにしました。初めて会う
といってもいくつかの共通項があっ
てまったく無前提に会ったわけでは
ありません。共通項はキリスト教と
年代でしょうか。特に私は関西人脈
が中心の生活が長く、東京の地理は
今でもよくわかりません。それぞれ
に楽しい時間を過ごすことができま
6 した。韓国関連では「新大久保」に行

きました。大阪の鶴橋とは違う雰囲
気のコリアタウンです。留学生やビ
ジネスマン、韓国語が飛び交ってい
ました。ある店で軽食をと入るとほ
とんどソウルの裏道にあるような店
で、あじゅま（おばちゃん）も、当た
り前のように韓国語です。値段は、さ
すがに東京料金でしたが、ソウルで
買いそびれたＤＶＤを買いました。
何年か前は違法ダビングで日本語字
幕までついていたものさえ売られて
いたのですが、さすがに今回は見当
たりませんでした。
６月、沖縄戦を考えるおりに、一枚の
写真を入手しました。撮影者は日系
二世のジェームス・フルカワ氏。沖縄
戦後、米海軍政府教育文化課に所属
していた彼は、戦火で残った沖縄の
文化財などを収集して現在のうるま
市に「東恩納博物館」を整備したので
す。仕事柄、膨大な写真を撮った中
に、四人の女性が写っているものが
ありました。顔、まなざし、顎の特徴
から沖縄人ではなく「朝鮮人」である
ことがわかります。つまり、
「慰安婦」
にされた女性たちです。彼女たちが
どのような経路で沖縄に来たか、そ
の後どうなったかは、残念ながらわ
かりません。
彼女たちの写真は、もちろん戦後撮
られたに違いありません。髪はカー

ルされ、口紅もしているようです。つ くつかの「点」を、
「面」にしてみた
まり彼女たちは戦争中日本兵によっ いと思うのです。
て陵辱され、戦後は米兵の相手をさ 昨年来、軍夫にされ沖縄に連行され
せられたのです。沖縄戦の研究は長 奇跡的に韓国に生還した姜仁昌さん
く沖縄住民の被害を中心になされて とも交流ができ、多くの名簿も頂く
きました。自分たちの悲しみは大き ことができました。韓国の研究者か
く、それを語るために何年も費やし らも、もう少し資料を集めて欲しい
たのです。けれども、朝鮮人に対す との連絡があり、何とかまとまった
る関心はあまりなく、軍夫とされた ものにしたいと願っています。
男性、慰安婦とされた女性たちと向
かい合う余裕はありませんでした。 （沖縄・与那原・愛の園
後藤 聡）
１〜３万人という沖縄戦時の朝鮮人、
いや、その数さえ正確には計れない
のです。写真の女性たちは、みな不
安と疲労の表情で、二人は視線をは
ずしています。その表情にうながさ
れて、
「沖縄戦と朝鮮人」というテー
マを追いかけてみたいと思います。
雲をつかむような話なのですが、い

夏の始 まり
先日、今年初めて！のせみの声を
聞きました。幼稚園の大きなケヤキ
の木を子ども達と見上げ、せみの声
に耳を傾けながら、『あぁ、夏がき
たんだな』と感じました。園庭に大
きな日陰を作ってくれて、時折吹く
風を感じる、そんな時間が好きで
す。
ぽっぽぐみの子ども達は、幼稚園に
も慣れ始め朝の登園もスムーズに
なってきました。まず、登園してす
ることは あさのごようい です。
出席ノートにシールを貼って、コッ

プを出して、タオルを出してリュッ
クをかけます。今では自分で一つ一
つ用意していますが、初めの一ヶ月
はシールは自分で貼るけれど、その
他はすべて補助の先生にしていただ
いていました。もちろん おかえり
のようい も ( あとはリュックを背
負えばいい、という状態にまで用意
してもらっているのです )。そんな
いたれりつくせり から今では見
違えるほど！もうすっかり自分で何
でもできてしまう、公同っこ♪で
7
す。
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先日とても感激したことがありま
した。暑い日はシャワーを浴びたり、
プールに入ったりしています。部屋
に入ってきた子ども達がみんな集ま
ると、着替えが入っているのでリュ
ックを持っていすに座ってもらうの
ですが、その日は私が少し遅れて部
屋に行くと〜。。。なんと、子ども達

りと一周。いつの間に！？とびっく
りするくらいお団子作りが上手に
なっていたり。そんなぽっぽさんの
姿を見て、『うわぁ、じょうずにで
きたね』と声をかけてくれたのは年
長ぐみのおともだちでした。形がま
ん丸でぴかぴかではないけれど、優
しく声をかけてくれた年長さん。あ

が既にリュックを持って座っている
ではありませんか！！思わずそばに
居た先生に『リュックを持って座っ
てね〜って、声をかけてくださいま
したか？？！！』って聞くと『何も
言ってないよ！』と、先生。そうな
んです、ぽっぽさんの子ども達、誰
も何も言ってないのに自分でリュッ
クを持って座っていたのです！当た
り前のようで、これって、本当にす
ごいことだと思います。私は感激し
て『みんなすごい！すごいね〜！』
って声をかけると、さっきまで何と
も思ってなかっただろう子ども達が

なたたちも少し前はぽっぽさんだっ
たのに〜なんて思い見つめていたの
ですが、きっとぽっぽさんのころに
そんな風に声をかけてもらっていた
のかな〜と感じました。子ども達同
士の関わりに、ほんわかした瞬間で
した。
こうして今年度が始まって約 3ヶ
月。初めはぴかぴかのぼうしだった
のが、今ではそれぞれの あじ が
でてみんなにぴったり似合っていま
す。たくさんの歌もうたえるように
なりました。わらべうたも大好きで
す。7 月に入り、♪さ〜さにたんざ

『ぼくもじぶんでよういしたよ〜』
『わたしもしたよ！』と口々に報告を
してくれました。幼稚園で過ごし始
めて初めてづくしのぽっぽさん。い
つも私達、教師の言葉に耳を傾けて
くれていろんなことが自分でできる
ようになりました。おともだちと一
緒だから楽しいこともたくさんあり
ます。園庭で走り回り、スコップを
持って砂場で山作り。『たんけんにい
こう！』と幼稚園の裏を通ってぐる

くたなばたまつり〜♪と、各クラス
から聞こえてきます。みんなが楽し
みにしている☆ほしまつり☆まであ
と少し！たくさんの方々が子ども達
の笑顔を思いながら準備を進めてく
ださっています。楽しみにしている
子ども達がたくさんいます。私もと
ても楽しみ♪です。毎日ドキドキわ
くわくでいっぱいのこうどうようち
えんが子どもも大人も大好きです☆
（三谷 春名）

私 の出会 ったい ろんな 人たち
先日、結婚され神戸多聞教会に
移られた田中知恵先生が連載してい
たこのページを今月からいろんな人
たちにリレーされていくことになっ
たそうです。近くに住んでいる為か
一番にお声がかかってしまいました。
私が西宮公同教会に副牧師として
就任したのは今から６年前のことで
す。２年間の契約でしたが、3ヶ月を
残し、産休に入ったまま契約終了し
てしまいました（もうその時の子ど
もが４歳です）。
私はその頃、関西学院大学神学部
に通う夫と小学校３年生の娘と三宮
に住んでおり、ここの教会に通って
いました。私から二人目の子どもを
ほしいが、仕事を辞められないとい
う悩みをさんざん聞かされていた順
子先生が「子どもを産ませてあげる
からウチに勤めなさい」と言ってく
れたのです！それが大きな決め手と
なったのか、家族でいろいろ悩んだ
結果、私はここに勤めさせていただ
くことになりました。副牧師という
ものがどんな仕事をするものかを、
引き継ぎを前任の山口先生から聞い
てもちんぷんかんぷんでした。夫も
牧師だしわからないことは聞いたら
いいだろう、仕事を始めてみればわ
かるだろうと思いましたが、マン

ション管理、関西神学塾、障害児・者
情報センター、出版事業、商店街など
教会、教会学校、幼稚園の他にたくさ
んの事業！？があり、電話も多く、銀
行回りも多く、目が回る早さで毎日
が過ぎていきました、どうも他の牧
師さん達とは違うようです。
勤め始めて約1ヶ月、その年も４月
29 日にカレーパーティーが行われま
した。勤め始めた感想を聞かれて「こ
の渦（うず）を起こしている菅澤先生
と順子先生は、人の倍の早さで動い
ているんですね。渦巻きのの中心は
忙しく動いていないと、渦は回らな
いんですね」と言ったことを今でも
覚えています。本当にそう思ったん
ですから…。毎日幼稚園のことだけ
ではなく、あっちにこっちに飛び回
るお姿を見てお二人の頭の中はどん
な風になっているのかと…。菅澤先
生は次々と原稿を出してきますし、
馴れないパソコンにも取り組まれて
いました。あらゆる原稿のチェック
は順子先生、菅澤先生の字が読めな
い時は浩三さん、教会学校などの活
動には馬場田さんという助っ人がい
てくれて、岡さんがイラストを描い
てくれ、会計の心強い植田さんが登
場し、教会員や幼稚園の先生やお母
さんたちの力も借りて、
（まつりには
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教会学校の上級生が大活躍！）この
事務所での仕事をさせていただいて
いました。
ここにいると人の情けがじ〜んと
きます。手に負えない、もう無理！と
いった時に、どこからか、だれかし
ら、来てくれるのですから。そういう
意味では正に神様が働いている場所
なのではないでしょうか。
ドキドキハラハラの事務所生活、新
しく始めた大平先生、女性の副牧師
３代目がんばれ〜
（小林イブキ道江）

大切な贈り物・津門川

5９

川から海 へ
「津門川はどこにつながっているで
しょう〜？」園長先生の質問に「うみ
〜！！」と答えた年長ぐみの子ども
たち、更に「その海をみたいか〜？」
に全員一致で「みたい〜！！！！」、
そうしてその日の散歩は始まりまし
た。みんながいつも目にしている津
門川が辿り着くだろう海を目指して
下流へ、下流へ、歩き始めたのです。
「ほんまにうみまでいけるん？」
「ど
こまでいくんや〜？」歩いても歩い
ても海までの道のりは結構遠く、何
度も「もうあかん〜・・・。
」と弱音
10 も聞こえてきました。でも、その度に

みんなを励ましてくれたのは川にい
る生き物です。幼稚園の近くでは鯉
が泳いでいたり、サギやカモがいた
りしますが、下流に進めば進むほど
ボラが多くなっていき、甲羅干しを
しているカメもたくさん目にするこ
とが出来ました。どんどん川幅が広
くなっていって、いつもの津門川と
は少し違って、みんなも「これ、つと
がわ？」
「どんどんおおきくなってい
くなぁ〜！」って少しビックリ。流れ
もどんどん緩やかになって、流れて
いるのかいないなかわからないほど。
だから時々立ち止まっては「海は

どっちでしょう〜？」って『海の方
向』を確かめたりしました。川沿いに
歩いていても時々道がそれて川から
離れてしまう事もありました。でも
また川へ戻って「ちゃんとつとがわ、
あってよかった〜♪」と一安心です。
公同幼稚園からこの日目指した海の
ある今津灯台までは直線にして３．
１キロ、川は曲がり、それを辿って歩
きますから実際に歩く距離は更に〜
です。暑くなってきたし、もう限界
〜・・・
「ほんまにうみにつくん〜？」
「うみなんてないんちゃうん〜」そん
な声も聞こえてきた時、実はもう海
は目と鼻の先のところまで来ていま
した。
「あーーーっ！！なんか匂いが
する〜！！」クンクンしながらオー
バーに言うと・・・
「 ほんまや〜！！
うみのにおい〜！！！」
「しおみたい
なにおい〜！！」実は、そんなに匂い
はしなかったのに、不思議ですね〜、
みんなが言うと、ほんとに海の匂い
がしてきたようでした。そんな一言
に足取りは一気に軽くなりました。
そしてそして、暫く歩いていた堤防
の壁がなくなると、目の前には
海！！出会いたかった海にやっと出
会 え た の で す 。「 う 〜 み だ ぁ 〜
〜！！！」
「ほんまにうみにつながっ
てた〜！！！！」あの瞬間の子ども
たちの表情といったら〜。パッと輝
くその瞬間！そして海に向かって走
り出す姿、今までの疲れはどこへや

らです。空が映る海に「うみってあお
いなぁ〜」
「おおきいなぁ〜！」って
ただただ海を目の前に感激★の子ど
もたちでした。小さな魚がいっぱい
泳いでいたり、アジサシが飛んでき
て魚を捕りに海に飛び込んでいく様
子も見ることが出来ました。
「うみだ
よかわだよあおいなみずは〜♪」波
打ち際を歩きながらだれからともな
く、いつもうたっているわらべうた
が聞こえてきたりもしました。
きっと子どもたちも海は今までにも
見たことがあったと思います。でも、
みんながいつも目にしてる津門川が
実は海につながっていて、みんなが
目にしている流れは海に流れ込んで
いる、その海を心と体で感じること
が出来て、きっとこの日の海は今ま
で目にしてきた海とは少し違ってい
たはず。自分達で出会った海は津門
川がくれた海だったのですから。
「うみまでめっちゃとおかったよ
なぁ〜」
「めっちゃがんばってあるい
たよなぁ〜！」あの日を思い出し、ま
た津門川を覗き込む子どもたち。川
にはいつものように鯉やナマズがい
て、カモがゆっくりと泳いでいる、ト
ンボがスイーーっと飛んできて、い
ろんな植物も育ってる。だけどあの
日以来、それまでとは少し違う津門
川がみんなの中に、私の中に、流れて
いる様な気がしています。
（石堂 寛子）
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2007 年7 月 あんなこと こんなこと…
・7 月
・7 月

1 日（日）午前 6 時 30 分〜、早天祈祷会
3 日（火）午後 5 時〜、七夕たそがれコンサート
場所：西宮公同教会チャペルホール
・7 月
7 日（土）午後 5 時〜、星まつり
・7 月
10 日（火）午前 10 時〜、ゆっくり聖書を読んでみませんか
・7 月 15 日（土）午後 5 時〜、 自由と平和 リピート山中と仲間た
ちとコラボミニコンサート（別紙参照）
・7 月 28 日（土）午後 3 時〜、 映像ＭＡＴＳＵＴＡＮＩ１完成記念
上映会＆松谷武判トーク会
◇にしきた商店街…
・7 月
1 日（日）午後 12 時 30 分〜 津門川掃除
・7 月
・7 月
・7 月

14 日（土）午前 10 時〜午後 5 時 30 分、 笛と笛の物語
21 日 (土) 午後 1 時〜午後 2 時、 魔笛を聞こう！の会
21 日（土）午後 4 時〜午後 5 時半、
第 1 回にしきた音楽祭ストリートミュージシャン
コンテスト入賞者コンサート Music is Cool

◇アートガレーヂ
・7 月 3、17 日（火）野菜市
◇関西神学塾
・7 月、8 月は関西神学塾はお休みです。
・田川建三『新約聖書・訳と註 第 3 巻パウロ 書簡その 1』7 月発
行。購入をご希望の方は教会事務所（菅澤）まで。
・8 月日 20、21 日「教会と聖書」編集委員会との合同合宿
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☆７月１４日
（土）午前１０時〜午後５時３０分
☆７月１４日（
「笛」を通して人が 集まる
つながる
深まる 『笛と笛の物語』
オペラ「魔笛」にちなんで、 笛

をテーマににしきた商店街・アクタ西宮でスペシコン

サートを開催します。リコーダーを持って参加してください!
フルート演奏：森本英希
・Part １『ヒマラヤのふえ』の物語（ＦＡＸにて要予約）
場所：フェリーチェサロン（フェリーチェ音楽院）
入場料：無料 定員：５０名
・Part ２『ハーメルンの笛吹き』の物語
場所：にしきた駅前公園 雨天時は西宮公同教会チャペルホール
・Part ３『うさこちゃんとふえ』の物語
場所：シオサイ 入場料：５００円 定員２５名
ＦＡＸ申し込み先→０７９８−６３−４０４４

☆７月２１日
（土）午後４時〜５時３０分
☆７月２１日（
第１回にしきた音楽祭
ストリートミュージシャンコンテスト入賞者コンサート
Ｍ ｕｓ ｉ ｃ ｉ ｓ Ｃ ｏ ｏ ｌ
今年４月に開催されたコンテストの入賞者３組がアクタの円形デッキに再び集結します。
コンサートの最後はおなじみ「春の唄」を出演アーティストによる演奏でお届けします！
場所：アクタ西宮円形デッキ

雨天時は西宮公同教会チャペルホール

☆７月２８日
（土）午後３時〜
☆７月２８日（
ＭＡＴＳＵＴＡＮＩ１完成記念上映会＆松谷武判トーク会
現代美術家、松谷武判氏のパリ在住４０周年を記念して作られた映像「ＭＡＴＳＵＴＡＮ
Ｉ１」の記念上映会、トーク会が行われます。西宮、東京、屋島で連続して行なわれるイベ
ントの第１会場回目の会場が西宮公同教会チャペルホールです。
松谷武判氏は１９３７年大
阪市阿倍野区生まれ。１９６６年にフランス政府留学生選抜第一回毎日美術コンクール（京
都市美術館）でグランプリ受賞以後、現在までパリを拠点に活動を続けています。現代美術
の普及・振興に貢献したとして西宮市民文化賞を受賞し、現在パリと西宮（丸橋町）に住ま
いと工房を持ち創作活動に励まれています。
場所：西宮公同教会チャペルホール 参加費：２０００円
映像上映：
「ＭＡＴＳＵＴＡＮＩ１」
（１５分）
アーティストトーク：松谷武判「パリ４０年」
（２０分）
トークセッション：松谷武判：松谷武判を囲んで「映像とアート」
（２０分）〜歓談
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教会学校から
《6 月の活動報告》
◇ 6 月 3 日（日）
クリーン大作戦
◇ 6 月 10 日（日）
花の日合同礼拝
◇ 6 月 17 日（日）
お父さん 出番 です
お父さんと一緒に グリムの絵本 を
楽しむ
◇ 6 月 24 日（日）
作って遊ぶ
吹き矢で遊ぶ

《7 月の活動予定》
◇ 7 月 1 日（日）
作って遊ぶ
スライム作り（星まつり用）
◇ 7 月 8 日（日）
作って食べる
カキ氷を作って食べる
◇ 7 月 15 日（日）
ちょっといいこと
プール遊び
◇ 7 月 22 日（日）
キャンプ・ソングの練習
◇ 7 月 29 日（日）
キャンプ・ソングの練習
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今 月 の あ ・そ ・び
めだか
幼稚園で、そして教会の玄関でめ
だかを飼っています。教会の玄関の
メダカが泳いでいるのは石臼の水槽
です。めだかは神戸女学院大学のビ
オトープ池で、人間科学部の学生や
先生が世話していて、幼稚園の子ど
もたちと出掛けてもらってきました。
その時のめだかが産卵して、小さな
小さなめだかが、少しずつ育ってい
ます。 和めだか は西宮市環境課の
人たちが、市内で見つけて繁殖させ、
市内のあっちこっちで育っています。
神戸女学院大学の和めだかも、その
めだかです。
６月の第９回の津門川塾では、西
宮市環境都市推進グループの阪本義
樹さんが、市内での和めだかの発見、
それを繁殖させ、さらに市内のあっ
ちこっちで育つようになった経緯を
報告しました。神戸女学院大学人間
科学部水圏環境科学研究室の山本義
和先生、学生の大枝かおるさん、北井
秀美さんが、大学構内のいくつかの
場所で、西宮市から譲り受けためだ
かを育てた経緯、育つ様子の研究発
表をしました。
６月９日の津門川塾の津門川塾の当
日は、希望者にはめだかを持ち帰っ
てもらうという案内が新聞に掲載さ
れたこともあって、参加者も多く好
評のうちにめだかたちは、旅立って
いきました。
希望される方には、西宮産の 和め

だか を、差し上げています。めだか
の飼い方については、西宮市の発行
している詳しいパンフレットがあり
ます。また、簡単なパンフレットを、
神戸女学院大学の学生と西宮公同幼
稚園の先生の協力で作成しました。
めだかを飼うにあたって、水槽な
ど一式を用意してもらうことになり
ますが、水と水槽は 自然 のものを
使っていただくことが出来ます。水
は水道水ではなく、地下水をくみ上
げたものを用意しています。水を追
加したり、取りかえたりする時に、カ
ルキ抜きなどをしなくても、そのま
ま使えます。津門川に自生している
オオカナダモ を水槽にいれてやる
と、めだかはそのあたりに卵を産み
付けたり、隠れたりしています。オオ
カナダモも、津門川から採取したも
のが使えます。めだか、地下水、オオ
カナダモ、そして「野生めだかの飼い
方」のパンフレットをご希望の方は
お申し出下さい。
※ 津門川塾のこと
津門川塾は、西宮公同教会の前に
流れる川のことを、街の人たちが学
習する集まり。主催は、地元５つの自
治会、２つの商店街、津門川の自然を
守る会、神戸女学院大学人間科学
部、西宮公同教会・西宮公同幼稚園。
年に３〜４回、西宮公同教会集会室
を会場に開催。
（菅澤邦明） 15

まいのなんでも案内
どもー！すっかり暑くなってまい
りましたが皆様いかがお過ごしで
しょうか。人は皆自身が生まれた季
節に強い、なんてウワサに従えば、私
夏には超強いはずなんですが・・・
（我
が誕生日はお盆真っ盛り）確かに夏
バテはしないものの、肌は日焼けし
やすいわ汗っかきなせいで朝晩シャ
ワーしなきゃだわ薄着で体型がヤバ
いの目立つわ、色々大変です。まぁそ
れより大変なのは来週のスケジュー
ルで、大切なレポート提出、語学のテ
スト、ゼミ発表が一週間に凝縮され
てるんですねぇ・・・うきゃー！あと
祇園祭もあるし。今年も浴衣着て行
きたいけど・・・行けるのかな（汗）
。
というわけで、今回は紹介をサボっ
て、エッセイ的なもので許していた
だきます。申し訳ありません。こんな
いい加減な連載でも、たまーに「読ん
でます」という声を聞きまして、嬉し
いやら恥ずかしいやら、もっとちゃ
んと読ませる文章を書こう、と思う
のですが「ギリギリ極限までやらな
くちゃいけないコトを始めない性格」
が祟って、いつもやっつけ仕事に
なってしまってます。
あ、先月お話しましたシナリオ
リーディングコンテストですが、見
事３位を獲得しました！勿論それだ
16 けで済ませられるようなことではな

いんですけど、話し出すとまとまら
なくなるので・・・。ただ、人の縁っ
てすごいものだな、ということと、偏
見を持つのは良くないな、というこ
とを漠然と感じさせられました。
元々私がそのコンテストに出たのは、
ただ友達の縁、てだけで、８人いるメ
ンバーの中には、何となく、馴染めて
なかった子もいたわけです。でも、話
していくうちに、どんどん（精神的
な）距離が近くなるのが自分でも分
かって、最終的には二人でご飯食べ
に行くまでになりました。同じ舞台
を一緒に作り上げたことによる一体
感、親近感、というのは勿論あります
が、それだけじゃなくて、そのことを
キッカケにして、今後につながる関
係が築けたかなぁと思います。
人と人とのつながりって、すごく難
しいですよね。 距離とか温度とか相
性とか立場とか。 人間だったら多面
性があって当然で、しかも大抵の場
合それを無意識に使い分けて生活し
てると思うんです。そうじゃない人
もたまにいるけど、本当は「そうじゃ
ないように見えてる」ってだけの話
かもしれない。 心持ち一つで、自分
が他人に与える印象なんてどれだけ
でも（てのは言い過ぎか）操れるし、
自己暗示ってこと考えたら、自己意
識だって変わる。でも それはすごく

難しくて、そもそも自分のことって
自分が一番分かってるようでやっぱ
り一番分かってない。他人から「こ
う見えてる」て言われて驚くことも
しばしば。 「自分がされて嫌なこと
は他人にするな」って言うけど「他
人が皆自分と同じように考えると
思ったら大間違いだ」とも言えるか
ら、どれだけ相手を思いやってるつ
もりでも結局は自己満足だったりす
る。 他人とある程度以上関わろうと
思ったら、そういうことを考えるこ
とは避けられなくて、それが面倒だ
から、ある程度の距離を取って付き
合うっていう手もあるけど、全ての
関係においてその姿勢を貫くのもど
こか淋しい気がします。
うーん、気軽に書くつもりが結構真
面目に書いてしまいました。しかも
相当偉そう（苦笑）
。まぁ、まだ「若
気の至り」という言葉が通用する年
齢らしいので、守りの姿勢には入ら
ないでいこうと思います！それでは。
(高橋 舞)

17

つ

と

が

わ

編集後記
星まつり の１５ｍを越える竹には、
1000
枚を越える願いが書かれた短冊が結ばれま
す。雨と風の翌日には、ほとんど短冊は落ち
てしまいます。短冊は、メッセージを印刷し
たりする為、
紙を使ってきました。
その紙も、
雨・風に強そうなものをいろいろ工夫してき
ましたが効果はありませんでした。今年は
雨にも負けず、風にも負けず を優先して
薄いビニールコーティングされたものを用意
してみましたが、結局風対策で、糸を結ぶ穴
に パンチ穴補強パッチ が必要になりまし
た。更に、メッセージが印刷できない為に、
別にベニヤ板製の短冊を用意することになり
ました。
以下その短冊に書き込んだメッセー
ジです。
百千の 希みを記した 七夕の
星からの手紙 君凝視せよ
雨風に 千切れ千切れた 七夕の
幼き人の希み 踏みにじるなよ

り！とても気持ちよかったです！なんだか気
分もスッキリ〜！しました。
（N）
先日、祖父に会いに行ってきました。私の
祖父は畑でいろんな野菜を作っていて、その
日も畑にいました。
甥っ子も一緒だったので
すが、
畑をチョコチョコ動き回って祖父と遊
ぶ甥っ子の姿、
嬉しそうに野菜を穫る姿に昔
の自分がそこにいるような気がして懐かしく
なりました。
幼い頃の私は兄と一日中そこに
いても退屈する事なく遊んでいたのを覚えて
います。
小さくなった祖父の背中を見つめながら、
昔
の自分に出会える場所が残ってるなんて幸せ
だなぁと思いました。
（Ｉ）
施設にいる二人の父に 2 月から 絵手紙
なるものを届けています。一言添えて、一週
間に一度と思っているのですが、
今のところ
2 週間に一度くらい。

星に書いた 蟻の背に書いた 七夕の
見えぬ希みを 聞かねばならぬ
反応はわかりませんが、
心を寄せる一つの
（K） 手立てとして、
そしてキーワードは変化と刺
激です。
先日淡路島のワークキャンプに初めて参加し
「ハーイ おてがみよ」なあんて部屋に届
ました。
草まみれ、
泥まみれになりながらも、 けに来る人がいる。
それが大きいと思ってい
体を動かしてとても気持ちのいい汗をかきま ます。そして訪れた折、引き出しや洗面台や
した。
あちこちに入り込んでいるそのハガキを、
日
バッタやヘビ、
ムカデなど自然にもたくさん 付順にハガキファイルに納めています。
出会えて、すごくいい体験でした。
（Ｊ）
（Y2）

18

平安荘へは年長の子どもたちと 1 度だけ
行ったことがありました。
ワークキャンプに
参加させていただくのは今回が初めてでし
た。
虫が苦手な私はバッタやカマキリなどた
くさんの虫たちにそして草の多さにびっくり
してしまいました…草を刈った平安荘すっき

