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みなさん、お久しぶりです！昨年

末に引っ越した加藤です。東京での

生活ももうすぐ 1 0ヶ月になろうとし

てます。子どもたちはすっかり、そ

して私もやっと慣れ、それぞれ忙し

い日々を送っています。

9 月の立木さんの公同通信に元気を

もらい、私も公同やいろんなところ

に引っ越された皆さんにお手紙書か

せていただきます。

同じ町に私たちより数年前に引っ

越してきている公同出身のお友達が

　2年に一度の日本基督教団の総会、東京は池袋のメトロポリタンホテルで行われま

す。2008年の折にそのすぐそばのオレンジギャラリーで菅澤邦明・岡理恵の「詩刺

繍展」を企画、全国から人が集まるせっかくの機会、人と人が出会う場所をとして

願って設けられました。それから 2年、今回は「教会と聖書」の執筆メンバーの中か

ら、表紙スケッチ担当の岩井健作・千葉宣義、遠くは青森から写真で誌上からメッ

セージを届けてくださる岩田雅一、そして今回も詩刺繍ということで、4種にわたっ

ての作品を展示する合同展となりました。10月 25日から 27日まで合同展「神の国

は近づいた」、28日は教団総会が行われているところのロビーで展示と書籍の販売な

どが行われました。「教会と聖書」は 1999 年 11 月に熱い思いをこめて発行委員会が

立ちあげられて創刊され、その後紆余曲折もありながら 74 号を迎えている、それぞ

れの場で生きる人がそれぞれの思いを発信している月刊の誌です。今月はオレンジ

ギャラリーを訪れて下さった方からすてきなこぼれ話が寄せられました。
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います。建と同じ 3 年生の栞奈ちゃ

ん、林瑚と同じ年長の岬季くんがい

る村雨家です。最近さらに家も近く

なり仲良くしてもらっています。そ

のママから「10月 25日、池袋に順子

先生来るから会いに行こう！」と 9月

頃メールがきました。「うんっ！もち

ろん行く！」と何も詳しいことはわ

からないけどふたつ返事、会えるな

らそれで十分！とその日を楽しみに

していました。

そして昨日…林瑚は幼稚園のお友

達の誘いも「前の幼稚園の先生に会

いに行くから～」とあっさり断り、村

雨家と池袋に向かいました。駅を出

ると、すぐの所にあるギャラリーで

その合同展は開かれていました。実

は当日まで何の個展か分からず（す

みません！）入り口に園長先生と岡

さんがいるのが見え、やっと状況を

把握した感じでした。（ホントにすみ

ません！）

園長先生との再会に駿と建はうれ

しいのやらはずかしいのやら微妙な

表情、でもそれもつかの間、子どもた

ちのテンションは上がり、ギャラ

リーにはあり得ない走り回る子ども

たち、「そんなのいいよー。」と岡さん

のやさしい一言。私は東京で園長先

生や岡さんと同じ空間にいるのがな

んだか不思議な気分でした。

でも残念なお知らせが…順子先生

はついさっき帰られたとのこと。

えーっ！入れ違いになってしまいま

した。そっかぁ～…でも園長先生に

会えたからと気を取り直し、合同展

を拝見させていただきました。岡さ

んの刺繍で彩られた園長先生の詩は

懐かしく、それが生活の中にあたり

まえにあったな～と西宮でのことを

思いました。しっとりしている横で、

気がつくと子どもたちはジュースや

お菓子を園長先生からおもてなしい

ただき絶好調。

そんな中、順子先生から園長先生

に連絡が…「新幹線のチケット、園長

先生のを間違って持ってきてしまっ

たので今からそっちに戻ります！」

ということで順子先生戻ってきます

が…と園長先生に言われ、またまた

えーっ！待ちます！もちろん待ちま

す！すごーい！こんなことあるんで

すねー。と話していると、岡さんが

「あの人こんな間違い絶対しないの

に。みんなと会うようになってたん

やね。神様が間違うようにしたんや

わ。」と。やっぱりすごーい！！

「順子先生まだー？おそいなー。」

順子先生を待っている間、園長先生

の近況報告なども聞きながらみんな

でおしゃべり。数十分後、順子先生登

場！ついに再会出来ました。早朝か

らの多忙な一日だったはずなのに、

いつもの笑顔の元気な順子先生に驚

きつつ、普通の再会よりちょっと得

したうれしさがありました。

早速近況報告などこちらの幼稚園

の話をしたり、最近の公同の話を聞
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いたり、話したいことはいっぱい。そ

の横でお構いなくはしゃぎ回る子ど

もたちみんなにも声をかけてくださ

いました。林瑚にも「幼稚園楽し

い？」「うん、たのしい！」「子どもは

それでいいのよ。」

公同の運動会の話にも。園長先生

が手作りで準備した楽器や順子先生

のリレーの時の一人ひとりへの声援、

どれも経験できないと思うと寂しく

悔しく…悔しいといえば、我が家に

は一番公同の運動会に参加できなく

て悔しい思いをしている人がいます。

ああ、あの人ね、とご存知のかたもい

らっしゃると思いますが、加藤家運

動部長、兼、父さんです。

運動会の前の晩は楽しみで寝れず、

リレーで走った後はもう来年のリ

レーのことを考え、去年は転勤先か

ら運動会のために休みを取り戻って

き、その前の年は朝スーツ姿で順子

先生に「リレーまでには戻ってきま

す。」と勝手に宣言して仕事に行きま

た戻ってき、とにかく自分の運動会

と勘違いしているのかと思うほど公

同運動会大好きなのです。

こちらの幼稚園は楽器での入場行

進から始まり、ダンス、障害物競走、

組み立て体操、リレー etc どれもどん

なに練習を重ねたんだろうと思うよ

うな今までとは全く違う運動会でし

た。「公同だったら…」引っ越してき

てからほとんどそんなこと言わな

かった主人が運動会ではそればかり

言ってました。自分も参加してこそ

の運動会なのです。林瑚は一生懸命

練習して、毎日楽しそうでした。「子

どもはそれでいいのよ。」と順子先生

の言葉どおり、こちらに来てそれで

いいんだと思えるようにもなりまし

た。今年は運動会も公同まつりも参

加できませんが、公同にいる皆さん

はその中に飛び込んで、思い切り子

どもに負けないくらい楽しんでくだ

さい！我が家の分まで～。絶対何倍

も楽しいですから。

話がそれましたが、そんな再会の

時間を過ごしました。ギャラリーの

中で大騒ぎした後にもかかわらず、

帰り際に園長先生が「少しづつ大き

くなれよ。急がなくていいから。」と

子どもたちに言ってくださいました。

駅までの道、順子先生と駿が並んで

歩いています。何を話しているのか

は聞こえませんが、いいなと思いな

がら見ていました。そんな関係は

ずっと続くんだろうなと思えました。

帰り道、栞奈ちゃんがママに「間違

えてくれてありがとう、だね。」と話

してました。神様のいたずら？のお

かげで叶った素敵な再会でした。

（加藤　亜紀子）

(注；会場にお見えくださった加藤
さんにその場の報告をかねておたよ
りをいただきました。)
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日本基督教団
　1941 年、太平洋戦争の開始を前に、政府の宗教団体に対する統制を目的とした「宗

教団体法」に促され、30 余りのプロテスタント教会諸派が合同して成立、戦争協力の

道を歩む。敗戦後は、戦勝・占領国である米国の援助で、キリスト教の布教に努めるが、

1970 年田をピークに信徒数は減少する。2009 年 3 月 31 日現在 1,725 の教会・伝道所が

在籍。教師2,178 名。現住陪餐会員数92,340 名、礼拝出席者数57,284 名。

卑怯と闘う同志でありたい
小さき小さき負傷者たちの為に

（菅澤　邦明）

　　

「ハイブリッド車（H V）や省エネ家電

づくりに欠かせないレアアース（希

土類）の取引を、中国企業側から一方

的に破棄された日本企業が出ている

ことが 2 0 日、分かった。九月下旬以

降、レアアースを扱う日本企業 3 0 社

のうち中国から輸入できたのは、2 社

だけ。民間の試算では、日本は来年、

必要量の 3 割に当たる 1 万トンのレア

アースが不足する」（2010 年 10 月 21

日、朝日新聞）。輸入するレアアース

が不足し、「レアアース停滞深刻」と

いうことになるのは、日本の産業の

中心で輸出などの中核である、自動

車、液晶パネル、デジタルカメラ、携

帯電話などで、それらに欠かせない

レアアースの 3 0 ％が不足することに

なれば、とっても大変で深刻で、大問

題なのは、そのままたくさんの人た

ちの生活に影響を及ぼすことになる

からです。

　「第 3 7 回日本基督教団総会議長報

告」では、何一つそれらしいことは言

及されませんから、そんなことはど

うだっていいのだと思います。そし

て、どうだってよくないのは「教団の

一致はいずこに？――御霊の導きを

渇望しつつ」という標語の“一致”な

のだそうです。一致については「沖縄

教区に限らず、教区と教団の関係の

不信感が全国的一致を妨げ、歩みが

前進できないでいることを憂います」

と言い、更に今後の課題を列挙する

中の一つとして「信仰告白、教憲・教

規の一致を旗印としていく」と、一致

について繰り返し言及します。こう

して言及される“一致”は、たとえ少

しでも異なったものが存在するだけ

で一致がおびやかされる、異なった

ものの存在を許さない、即ち、力づく

でも排除を辞さない一致なのです。

その場合の、具体的な力の行使が「北

村慈郎教師に対する免職処分]だった

りします。

　で、“一致”なのですが、それが使

われるのは前掲の「教憲・教規を一致

の旗印としていく」とする教憲の

「・・・くすしき摂理のもとに御霊の
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たもう一致によって、おのおのその

歴史的特質を尊重しつつ聖なる公同

教会の交わりに入るに至った」と、一

回だけ使われます。その場合の一致

は「わが国における 3 0 余派の福音主

義教会およびその他の伝統を持つ教

会は、それぞれ分立して存在してい

たが、1941 年（昭和 16 年)に、『宗教

団体法』のもと一つになる（一致）を

選びます。たとえば、30余派の“1派”

である「日本組合教会」の場合、「教

会の一致のためには、この程度・・・」

のものである「信仰的告白」を持つも

のの、教規ではそれについて言及さ

れていません。要するに、教憲に書か

れている一致は、いかなる差異も許

さないという意味での一致ではなく、

あれこれ、いろいろ異なっているも

のが、「くすしき摂理のもとに御霊の

たもう一致」「交わりに入った」一致

だったのです。それが（神の）摂理や

御霊のたもう一致であったのだとす

れば（確かに、そのように理解されて

いるのですが）、それがどんなに深い

意味を持っているか、問いかつ問わ

れることがあったとしても、疑義を

はさむなどということはあってはな

らないし、摂理や御霊のたもう一致、

即ち奇跡的な出来事は、本質的な意

味で評価とはなじまないものなので

す。

　「厚生労働省は 20 日、70 ～ 74 歳が

病院窓口で支払う負担割合（現在は

原則 1 割）について、2 0 1 3 年度から

段階的に 2 割に引き上げる方針を固

めた」（2010年 10月 21日、朝日新聞）。

この年代約 600 万人の医療費 1％、約

2 0 0 0 億円は“公費”で穴埋めされて

いますが、財源が得られなくなる為

の方針（転換）です。若いころと同じ

程度に、高齢になっても体調を保て

るのであれば、医療費の負担が若い

人たちと同じ程度ということはあり

得ますが、足腰や抵抗力が衰える高

齢者は、医療機関の世話になる機会

がなくなります。だとすれば、負担を

軽減するということの方があり得る

ことです。なのに、負担割合を２割に

しようというのが、今回示された方

針です。

　「第 3 7 回日本基督教団総会議長報

告」では、何一つそれらしいことは言

及されませんから、そんなことはど

うだっていいのだと思います。そし

て、どうだってよくないのは、「信仰

職責をめぐる論議」は「ルールの上に

立った自己抑制」が必要で、それは

「神は無秩序の神ではなく、平和の

神」だから（コリント人への第一の手

紙 14 章 33 節）、なのだそうです。で、

言うところの秩序を乱した北村慈郎

教師に対する“戒規申立”があって、

“免職処分”が決まり、その決定を受

けて、「『北村慈郎教師にかかわる教

師定職年金について』の通知」が本人

に届けられています。内容は「貴方の

給付額は25％減の75％（終身年金）と

なります。・・・なお、貴方が悔い改
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めをもって復帰された時には、2 5 ％

の減額措置も解除されます」です。一

つである（一致である）べき、教憲・

教規の規定（秩序）に違反する、異

なった聖餐の方法（未受洗者への配

餐）を選んだ結果の免職・減額です。

そのことの根拠を、聖書に求めたの

が、前述のコリント人への第一の手

紙 14 章 33 節です。これが「あなたが

たが一緒に集まる時の（教会の）秩序

のことであるとすれば、「婦人たちは

教会で黙っていなければならない」

（同 14 章 34 節）もそれにあたります。

　日本基督教団（以下教団）総会議長、山北宣久牧師が、教団の機関誌

に掲載される所感、毎年の教区総会への挨拶文、二年ごとの教団総会へ

の報告文について、目にする限り書いてきた感想文を、「山北宣久牧師

と菅澤邦明牧師の往復書簡（？）」として発行したのが、2008 年 10 月 20

日でした。その時に“予告”していた「山北宣久牧師と菅澤邦明牧師の

往復書簡（？）Ⅱ」を 20 1 0 年 1 0 月 2 5 日に発行することになりました。

「リーダーシップを発揮できなかった」と自ら認める、山北宣久牧師の

所感等が少なかった為、小さな小さな本になりました。上記の文書は、

「第 3 7 回日本基督教団総会議長報告」についての感想文で、小さな本に

間に合わなかった為付録としました。

　　「山北宣久牧師と菅澤邦明牧師の往復書簡（？）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（190 頁、1,800 円）

　　「山北宣久牧師と菅澤邦明牧師の往復書簡（？）Ⅱ」
　　　　　　　　 　（64 頁、付録、カード付きで500 円）
　　　

あたりますが、この文書を書いた人

（パウロ）の好み以上に、示せる根拠

は見つからないはずです。そうでも

あるはずの“秩序”は、それが成り立

つとすれば奇跡的な出来事であって、

本質的な意味で評価しにくいのはも

ちろんのことです。

　　　　　　　　　　（菅澤　邦明）
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“““““すすすすすてててててきききききななななな秋秋秋秋秋ののののの出出出出出会会会会会いいいいい”””””

　園庭の木々の葉も色付き、涼しい

秋風に吹かれイチョウの木からはぎ

んなんがポトリポトリ～落ち始めま

した。もちろんオリーブもたくさん

実っています！！幼稚園の畑でも、

真っ赤なひがんばなからコスモスへ

～♪また、今年も大豊作だったさつ

まいも畑もたくさんの方達の手に

よっていちご畑へと変身しました。

みんなの手で収穫したさつまいもは

2 1 0 キロ！それらを毎日のようにき

んぴらに味噌汁に梅煮に蒸しパンに

大学いもにスイートポテトに～とさ

まざまな料理で味わっています！！

また、園外から帰ってきたみんなの

手やポケットにはたくさんのどんぐ

りやまつぼっくりや色鮮やかな葉っ

ぱが～♪園庭で畑でいろいろな所で、

秋を存分に感じ味わっている子ども

たちです。

　今年は、それに加え年長組は新た

な体験！“後川の秋”を身体いっぱい

に感じてきました♪最初に訪れた 6

月から 7 月、9 月、10 月と何回も訪れ

る度に、ひとつの小さな出会いから

大きなつながりに～。1 0 月は、稲刈

りを間近で見る！！体験からはじま

り、栗ひろいに黒豆の枝豆の収穫に

秋の森散策～など後川ならではの秋

をしっかりと見て、感じて、味わって

きた年長組との後川でのひと時でし

た。

　後川から帰った後、年長組のみん

なと一緒に順子先生から聞かせてい

ただいたデヴィド・スズキさんの言

葉。「その時、その場所でとれる旬の

ものを食べられることがなにより幸

せなこと」まさに、公同幼稚園その

もの！！そんな幼稚園の日々がなに

より素晴らしいものであることを、

改めて感じました。後川の城東味祭

りで歌った年長組の「しあわせのひ」

その素敵な歌声に感動してくださっ

た後川の方々。歌う姿がとにかくか

わいかったぽっぽ組から堂々と歌え

るようになったさんぽ・らった組。そ

んな歌とのつながりが、聞いている

人の心にジーンと響く年長組の歌声

に♪また、今持てる力を出し切って

登った甲山。転んで泣きながらも懸

命に歩いたぱっぽ組のあの日から 2

年。年長組は、幼稚園から甲山頂上

までの往復という大人でも大変な道

のりを堂々としっかりとした足取り

で歩けるように。さらに、入園式に

幼稚園の桜からはじまり、園庭で畑

でいろいろな所で広がったみんなの

花との出会い。今では、わたしより

花に詳しい子どもたちです。

　毎日いろんなものに出会い、新た

な世界が広がっていく公同幼稚園で

の生活。その今を懸命に生きている

子どもたち。そんな子どもたちの姿

に、今までの幼稚園の日々や体験が
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みんなの心に深く刻まれていること

を感じ嬉しくなりました。そして、そ

んな公同幼稚園の日々を過ごせるの

も多くの方々の支えや見守りがあっ

てこそ。その感謝の気持ちを忘れず、

　
～～～～～今月のいのり～今月のいのり～今月のいのり～今月のいのり～今月のいのり～

みかん便り　
　こんにちわー。9 月は 2 週間、イン

ド・ネパール・香港の 3カ国旅してき

ました。いっぱい書きたいことはあ

りますが、1 番感動し、悩み、学んだ

インドのバラナシでの 3 日間のこと

を書こうと思います。いざ、聖なるガ

ンガー（ガンジス河）の街バラナシ

へ。

≪ 1 日目≫

寝台列車で向かい、9 時に到着。駅

でキョロキョロしているとゲストハ

ウスのお迎えがいました。2 2 歳の青

年、アバヤさんです。2 年間日本の大

学にも留学をしていたらしく、日本

語は得意のよう。ゲストハウスまで

歩いて向かう 4 0 分の間に仲良くな

これからの日々も過ごしていくこと

ができますように・・・。

　　　　　　　　　（池ヶ谷　理沙）
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り、荷物を置いた後、町を案内してく

れることになりました。昼飯を食べ、

服やお土産を買い、寺院などいろい

ろ回ります。この日の最後にアッ

シーガートという所に行きました。

ガートとは沐浴所のことで川沿いに

5 0 か所ぐらいあるのですが、アッ

シーガートは 1番端で、バラナシの果

てと言われています。目の前で見た

ガンガの圧倒的な存在感は写真や話、

映像では伝えられないほどです。『ガ

ンジス河に抱かれて』『すべてを受け

入れる大きな存在』といわれている

のが見事に伝わりました。2 時間程眺

めていましたが、まだまだ見ていた

い、バラナシにずっと住んでいたい

と思わせてくれる風景でした。

この日 1 番嬉しかったのは、現地の

子供たちとの触れ合い。日本では「ス

トリートチルドレン」と言われてい

ますが、あちらでは「プアーチルドレ

ン (貧しい子 )」と呼ばれています。ア

バヤさんと話していると近寄ってき

た 12 歳くらいの男の子。ポストカー

ドを 1枚 10ルピー (約 20円 )で勝って

ほしいと言っています。市場では 6ル

ピーです。アバヤさんと話して、買う

ことは悪いことではないので買って

あげました。写真は良い思い出にも

なりますしね。たった 3 0 ルピーは 1

食食べるのがやっと。それでも笑顔

になってくれるのは嬉しい。プアー

チルドレンの生活は何も変わりませ

んが、1 食は食べることはできる。こ

れで十分だと考えよう。

観光を終え、ゲストハウスに帰る

途中、アバヤさんが声をかけてきま

した。「ガイドを 1 日雇うといくらか

かると思いますか？」インドの物価

の安さから「5 0 0 ルピーくらいです

か？」と聞くと、「1500 ルピーです」

とのこと。ちなみにバラナシでアル

バイトが１ヶ月に稼げるのは多くて

1000 ルピーくらい。でも、アバヤさ

んは言ってくれました。

「僕たちはもう友達だから、友達か

らお金を取ることは嫌だ。だから、僕

が間違った日本語を喋っていたら教

えてください。日本語をもっと学び

たいです。」

めっちゃありがたい言葉ですし、

何よりインドに友達と呼べる人がで

きてとても嬉しかったです。「ありが

とう。」と言うと「友達にありがとう

は変です」と言われました。「日本人

は友達でも家族でも嫌いな人でも、

嬉しいときにはありがとうって言う

んやで。」と 1つ教えてあげて、1日目

は終了しました。

≪ 2 日目≫

2 日目は朝日を見るために 5 時から

ボートに乗り込みガンガへ。曇り

だったので見えませんでしたが、沐

浴風景を見るなど観光客の定番をし

て、再びアッシーガートへ。2 日目は

アバヤさんの観光ルートをほとんど

廃棄して、6 時間アッシーガートでガ

ンガを眺めていました。
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この日は 2 人のプアーチルドレン

の女の子に出会いました。昨日の男

の子は 12 歳くらいでポストカードを

売っていましたが、今日の子はひた

すら口に手を持っていき「何か食べ

れる物をください…」と言っていま

した。実際はヒンディー語だったの

で理解はできませんでしたが多分間

違ってはないです。服や体にはハエ

がたくさん止まっています。しかも

知り合いの女の子に少し似ています。

気になって仕方がない。とりあえず

「NO...Sorry...」と言い続けましたが

ずっと目の前で何かをほしがってい

ます。アバヤさんが少しいらいらし

ながら女の子たちを追い払いました。

数分後、またその女の子を見つけま

した。川沿いに座って、水遊びをして

いる男の子をじっと見ています。ア

バヤさんにちょっとブラブラしてく

ると言って、その子達の近くに行き

ました。近づくとやっぱり口に手を

当てて訴えてきます。悲しそうとは

違う、いままで見たことのない不思

議な目でこっちを見ていました。無

性に笑った顔を見たくなって、とっ

さにガンジス河で遊んでる男の子た

ちにカメラを向けました。案の定カ

メラに興味を示してきます。1 枚撮っ

てあげました。まだ笑顔はぎこちな

い。タッチパネルで遊んで、また撮影

タイム。笑ってくれた。でも目は変わ

らない。少し時間をおいて話してみ

た。1 時間くらいかな？その間もいろ

んな子が集まり、踊りを教えてあげ

たり、逆に踊りを教わったり。言葉は

全く通じませんが、少しは心を許し

てくれたみたいです。踊りってすご

いですね。言葉がなくても気持ちが

どんどん伝わってきます。

別れる前にもう 1度、「Let me take

your picture ?(写真撮ってもいい？

)」と言うと、髪を整え始めます。やっ

ぱり女の子なんやなと思うとホッと

しました。この時の写真はこの旅の

ベストショットです。心から笑って

くれました。お互い楽しい時間に

なったかなと思うと、断り続けた罪

悪感は少し消えました。そう思いま

した。でも、帰り道でふと「何か欲し

がってたんやし、持ってたミネラル

ウォーターくらいあげればよかった。

写真のお礼って言って渡せばお互い

気も楽やったのに…」と思い始めま

した。こうなるともう後悔しっぱな

しです。食べ物をほしがってると思

い、「I don’t have food.」と言ってい

た自分が嫌でした。

この日 1 日を過ごすのに自分は 3 食

食べて、ハウスで寝て、お土産を買っ

て、ボートに乗りました。1 日生きる

のに必死なプアーチルドレンからす

れば、外国人は何か不必要なものや

飲食物をもっている存在に見えてい

るのだと思います。今日会った 2人の

子に半分しか入っていない１㍑パッ

クのミネラルウォーターをあげても

何も変わりません。たまに４人くら
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いで集まっている姿を見ると４人以

上の兄妹がいるのだろうし、１人１

口飲むとなくなってしまいます。周

りを見ると同じような境遇の子も

いっぱいいます。でも、１口でなく

なってしまうとしても、この子たち

は１口の水が欲しかったんやろう

なぁと思う。あげるのは自己満足や

し、Give and Take って思おうとする

のも言い訳やとは思いますが、自分

にはそれしかできません。次はこん

な後悔をしないようにしようと思っ

て就寝です。

≪３日目≫

　アバヤさんと食事をしてバラナシ

駅へ。昼の便でデリーに帰ります。ア

バヤさんに手紙を渡して、サヨナラ

をしました。彼に会っていなかった

らバラナシをこんなに好きになるこ

とはなかったし、また行きたいとも

思っていないと思います。まず、無事

に旅を終えることも難しかったで

しょう。本当に感謝をしているけど、

アバヤさんは「友達だから当たり前」

というんやろなあ。ほんまにありが

とうです。

　バラナシでは人の温かさや優しさ

をいっぱいいっぱい感じました。何

かをしてもらったらやっぱり何かを

返さなあかん。夕張でも同じことを

感じましたが、やっぱりこれは大切

なんやろうと思います。形に残るも

のは何も返せませんでしたが、お互

いにいい思い出になってたらいいで

すね。

バラナシでは人との関わりを学び、

プアーチルドレンについてしっかり

考える時間も貰い、踊りの力も感じ

ることができました。旅で一回り大

きくなれたのかはわかりませんが、

なれてたらいいですね。

　皆さんもよかったら１度バラナシ

に行ってみてはいかがですか？お勧

めです♪

長々とここまで読んでいただきあ

りがとうございました。では、また来

月☆

　　　　　　　　　（河村　高志）



12

すずや便り　
　こんにちは。3 か月ほど大学の社会

人向け講座（経済）の事務をすること

になり、子どもたちと同じ時間帯に

出勤する生活を送っています。気候

も良いので朝から外に出るのは気持

ちがいいものです。授業の助手とし

て修士や博士課程の学生さん達がい

るのですが、全員中国からの留学生

です。みなさん日本語が上手なので、

何の違和感もないどころか私よりも

論理的？と思うこともしばしば。仕

事にも慣れて休憩時間に彼らと話す

余裕もでてきました。

　学校の登校時間の話になった時の

こと、「中国は 6時半（7時の人もいた）

には学校に行く（＝到着している）の

です」「え？午後の？」「いえ、朝の」。

早い～。朝は 1時間ほど自習（でも出

席はとる）をしてから午後 4時ごろま

で授業、夕食後また学校へ行って夜

の 9 時ごろまで補習！学校でそこま

で勉強するので、塾は無いそうです

（北京などは違うかも～とのこと）。

しかもそれが 9年間だそうで、ものす

ごい勉強量にびっくりです。大学は

自主性を重んじる＝勉強を強制され

ないのでみんな遊んでしまうのだと

か。日中の違いも冷静に観察してい

るようで、比較文化論を聞くのがこ

れから楽しみです。

　「日本のアニメが好きなので、日本

で勉強しようと思った」という女の

子にどんなアニメが好きか聞いたと

ころ「ワンピース！」。あとは、ナル

ト、クレヨンしんちゃん、ドラえもん

…。新旧合わせてよく知っているの

で、しばしアニメの話で盛り上がり

ました。国境も年齢も軽く飛び越え

るなんてジャパンアニメ、さすがで

す。

ところでワンピース、昨年春の日

経新聞「大人に読んでほしい漫画ラ

ンキング」第 1位だったのです。ずっ

と気にはなっていたのですが、長男

が友だちから借りてくるようになり

ついに手を出してしまいました。

すごい勢いで借りてくるので必死

で読まないとついていけません。戦

いの場面は飛ばし読み、一気に（と

いっても 10 日くらいはかかっていま

す）44巻へ。4つめの大きな話の終わ

りなのですが、この巻の最後は涙な

しでは読めない…こっそり聞くと長

男も同感と。お互いに泣く姿は見せ

ませんけどね。一気読みのおかげで、

話の最初からしっかり頭に入ってい

たのが余計に効果的だったのかも。

秋の夜長にぜひお勧めしたいのです

が、当然のことながら 44 巻だけ読ん

でも何のことやら？になってしまい

ます。覚悟を決めて 1巻からワンピー

スの世界に飛び込もうと思ったあな

た！ 44 巻の感想をお待ちしておりま

す。

　　　　　　　　　（富家　香麻里）
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　      ２０１０年１０月　あんなこと　こんなこと…
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　　　教会学校から　　　

《9 月の活動報告》
◇ 9 月 5 日（日）津門川川掃除大会
                ひらき・まつり

◇ 9 月 12 日（日）
・後川 DAYS！後川クイズ＆デカンショ節
・2010LALALA ミュージシャンコンテスト
　予選～後川の子どもたちを招いて　
　　　　       於：西宮公同教会礼拝堂

◇ 9 月 19 日（日）鹿児島・川内教会のこと
                 を知ろう

◇ 9 月 26 日（日）“星ころ”を作る

《10 月の活動予定》
◇ 10 月 3 日（日）鹿肉カレーを食べる

◇ 10 月 10 日（日）わなげ大会！

◇10 月 17 日（日）
・幼稚園のみんなと一緒に大なわで
　8 の字大会をしよう

◇10 月 24 日（日）
　全国上映キャラバンを呼ぶ
　藤本幸久監督のお話＆「また、また、
　辺野古を考える」上映会

◇ 10 月 31 日（日）“星ころ”を作る
                          　パートⅡ
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　　大切な贈り物　　大切な贈り物　　大切な贈り物　　大切な贈り物　　大切な贈り物・・・・・津門川９６津門川９６津門川９６津門川９６津門川９６
“““““津津津津津門門門門門川川川川川しししししらららららべべべべべ⑤⑤⑤⑤⑤”””””
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つ と が わ

編集後記

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日本基督教団と言うキリスト教の宗教団体の、

二年毎の総会に参加するようになったのは、1 9 6 9

年頃だったように思います。元気に議場を走り

回ったり、そこで議決されることに、少しばかり

影響を与えたりしたこともありました。「“現代の

宗教”のための聖書註解書」の発行にあたって

は、3 回の総会期を経て決まり、1 9 9 1 年に第 1 巻

「詩篇註解」を発行することになり、以下 1 9 9 3 年

に「マルコによる福音書註解」、1 9 9 6 年に「創世

記註解」を発行しましたが、その後、註解書の発

行母体である、宗教委員会の委員として選任され

ることがなくなって、註解書の発行を続けること

はできませんでした。

　教団総会には、最近は議員としてではなく、傍

聴者の一人として参加していますが、その時々の

キリスト教や教団についての感想を、会議場で配

布したりしてきました。2 0 代後半で、教団の会議

に顔を出すようになり、発言の機会などもあった

りしましたが、4 0 年経った第 3 7 回総会では、総

会期中の決定機関である選挙が“全数連記”にな

りました。ほぼ、同じ立場や理解の人たちによっ

て“独占”されるということになりました。

（Ｋ）

  今年はいつまでも暑い夏が続いたので、秋は短

いです～と聞いてはいましたが、こんなに急に寒

くなるなんて！です。毛布を準備しなきゃ～と

か、冬服を出さなきゃ～とか、寒さについていけ

ず、体を震わせています。年々、寒さが身に凍み

るような気がするのはきのせいだろうか？寒い

の、イヤだなぁ・・・。

　　　　　　　　　　　  　　　　　  （Ｉ）

　

　だんだん寒くなってきました。この時期になる

と、毎年編物がしたくなります！私の場合、この

時期から始めてこの冬に間に合うかどうか～？な

のですが…毎年、1 年のブランクに苦しみ、基礎

から本を読み直して、編みはじめるまでに時間が

かかるっ！一昨年はモチーフ編みにはまり、昨年

はニット帽。今年は何を編もうかなぁ…♪小物ば

かりでなく、どーんと大作を作ってみたいけれ

ど、来年の冬用になるかな…　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　先日我が家に観葉植物が仲間入りしました。家

の中に緑があるとその空間が癒されるというか～

和むというか、以前とは違った雰囲気になりまし

た。恥ずかしながら今まで家に観葉植物などをあ

まり置いたことがなくてこの歳でやっと家の中の

緑の存在に気付かされました。

　この『緑』の存在に感謝し、大切にしていきた

いと思います。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ）

　6 0 歳になったら映画はシニア料金になる、干

支一回り前くらいまでは年に 3 桁の本数の映画を

観ていたこともありどれだけその日が来るのが楽

しみにしたことか―あの時間は一体どこにいった

のだろう、映画なんていつから観ていない！

　6 0 歳になったら老齢年金手続きが！いろいろ

事情もあり夫の扶養家族の時代も長くあったので

通知された金額にはびっくり、そしてそれが紙の

上のことだけだとしても何かワクワクする。

　6 0 歳になったらジパング倶楽部！ひかり自由

席だと新大阪東京間 9 2 6 0 円、それで重い腰がと

ても軽く、近畿を離れること今年はすでに 1 0 回

以上。

　6 0 歳になったら腰は軽くなったけれど痛いこ

とは多し、鍵や携帯電話や探し物多し、老眼鏡の

傷み具合はひどくそしてすぐにどこかに勝手に旅

立つこと多し。

6 0 歳になってあっというまに 1 年以上。6 0 歳

は面白い。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｊ）

　


