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現在、富坂子どもの家のある場所にあった「上富坂幼稚園」の卒園写真
（写真提供：上富坂教会）
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　賛美する天使

クリスマスに思う
●  上山 　 修平 
Ueyama Shuhei

「闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の陰
の地に住む者の上に、光が輝いた」（イザヤ９
章１節）
　今年もクリスマスを迎えようとしています。
色んな出来事があったこの一年。残念ながら、
今年も人間の罪が多くの悲しみや苦しみ、そ
して絶望を生み出した年でした。しかし、そ
んな年の瀬に、最初のクリスマスの晩に神様
が闇の中を歩む民に大いなる光を与えて下
さったことを思う時、人間が起こす絶望は神
様によって必ず打ち破られるのだということ
に思いは変えられて行くのです。

「さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてく
ださったその出来事を見ようではないか」（ル
カ２章１５節）
　聖書のクリスマス物語は、羊飼いたちが神
様の示しに応えて動き出したことを伝えてい
ます。東方の博士たちも同じです。
「わたしたちは東方でその方の星を見たので、
拝みに来たのです」（マタイ２章２節）
人間の起こした絶望状態が人間の手で回復で
きるかどうかは分かりません。しかし、神様
がその回復に乗り出される時にそれは可能と
なります。その時に、人もまたそれに応えて
動き出さなければならないことをこれらの箇
所は教えています。死の陰の地に住む者の上
に光が輝くのはそのような時でしょう。

　富坂キリスト教センターがこの世の社会問
題に取り組んで行くとき、この最初のクリス
マスの夜に示されたことを忘れてはならない
と思います。諸問題に取り組む人々は大勢お
られ、その取り組み方も多様にあると思いま
す。御旨の実現のために自由に働かれる神様
はそれら全てを御心のままに用いられるお方
です。そうであるからこそ、当センターは聖
書の御言葉に聞くことを大事にしながら諸問
題にあたり、この神を見つめる中から与えら
れる希望の道を指し示していかなければなり
ません。その時にこそ、センターに託された
地の塩・世の光としての役割がこれからも果
たされていくのではないでしょうか。

（うえやま  しゅうへい／センター運営委員・
日本キリスト教会横浜海岸教会牧師）
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財団理事およびTCC運営委員長を辞するにあたって

●  武田 　 武長 
Takeda Takehisa

　私が富坂キリスト教センター（TCC）のキリス
ト教社会倫理に関する学際的共同研究会の一つに
その一員として招かれ、初めてTCCの活動に参加
したのはもう２７年前のことである（その共同研究
の成果は『エコロジーとキリスト教』１９９３年）。引
き続いて「戦後５０年のドイツの教会と社会」研究
会には非常勤主事として携わった（その共同研究
の成果は『戦後ドイツの光と影』１９９５年）。その間
にTCCのもうひとつの活動の共同牧会研修会に
も参加する経験も与えられた。こうして言わば
TCCの活動の現場に参与する機会をとおして
TCCの歴史を内側から知るようになった。
　思いがけないことであったが、私は旧TCC理事
会にDOAM（ドイツ東アジアミッション）選出理
事の一人に任ぜられ、その後は佐竹明、村上伸両
理事長に続いて理事長としてTCCの責任を負う
こととなった。私は佐竹・村上両理事長のTCC創
設以来の活動を敬意をもって継承することに専心
すると同時に、長い間懸案となっていたかつての
OAM（東アジアミッション）の日本における遺産
としての財団法人とTCCの一体化を、WCC（世界
教会協議会）の宣教神学的決断（「ニューデリー原
則」）に従って、遂行する課題に全力を傾注するこ
ととなった。当時TCC理事長でありつつ同時に財
団法人基督教イーストエイジャミッションの理事
となった私は、その間両理事会に責任的に係わり
つつ自分自身が謂わば二つに引き裂かれている状

態であったが、私の心情はあのエーリヒ・ケスト
ナーの作品『ふたりのロッテ』のそれであった
（父と二人だけで生活してきた娘と、母と二人だけ
で生活してきた娘とが、ある時ある所で偶然出
会って、自分たちが双子であることを知ったとき、
ふたりは自分たちの父と母を再び結び合わせる決
意をする）。
　２００９年の合同協議会において、DOAM代表と
SOAM（スイス東アジアミッション）代表は、か
つてのOAMの日本における遺産を、その分割し得
ぬ一体性において法的に完全に「日本のキリスト
者の手に移譲」し、旧財団と旧TCCをして「寄付
行為」に替わる新しい「定款」を主体的に策定さ
せ、新しい公益財団法人として再出発させ、真に
対等なエキュメニカルなパートナーたらしめる決
断をした。
　旧TCC理事会はその理事会体制を自ら解消し、
TCCが財団の一事業部門として自らを位置づけ、
その一体化が成就し、私のDOAM選出理事として
の使命は終った故に、私は、つとにその決意を表
明していた通り、公益財団法人への移行一期目の
任期二年をもって理事を辞任し、TCCの運営委員
長をも辞任することとなった。
　今、日本のキリスト者たちに問われていること
は、かつてのOAMの日本にある遺産を託されるに
相応しくあるか否か、であると思わずにおれない。
 （たけだ  たけひさ／前法人理事・前TCC運営委員長）

就任のご挨拶

●  秋山 　 眞兄 
Akiyama Naoe

　このたび、武田武長先生が富坂キリスト教セン
ター運営委員長を辞任なされたため、その後任を
引き受けることになりました。これまでのセン
ター運営責任者は皆さん神学者でしたが、私はそ
の分野には疎いものでしかありません。現在の建
物が未だなく、プレハブのような建物のときに出
入りを始めたことが切掛けで、その後、請われる
ままにセンター理事、公益財団法人評議員、そし
てあらためて財団理事となりセンターの運営責任
を担うことになってしまったという思いです。

　そのようなことでお引き受けすることになりま
したが、センター設立の目的とこれまでの積み重
ねを大切にしつつ、昨今の国内外の社会倫理が急
激かつあらゆる分野で崩壊しているという惨状を
踏まえて、センターの活動を充実させることが課
題だと思っております。その為にはご意見、ご提
案を頂戴することを始め、皆様からのご支援・ご
協力なくしては困難であると思っております。ど
うか宜しくお願いいたします。
 （あきやま なおえ／法人理事・TCC運営委員長）
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　いままで多くの死を視てきた。死は巨大な負の
ボリュームを持って姿を顕す。その現場にぼくは
「あえて」立った。生死の境に駆り立てられる自分
があったからだ。南太平洋で戦死した人々の遺骨
を拾い、チェルノブイリ事故の晩発障害に苦しむ
子どもたちのベッドサイドで涙を流し、エイズの
末期患者を収容するタイの寺で、なすすべなく立
ちすくんだ。南相馬の海岸では、がれきに埋もれ
た被災者の遺体を洗い、女川では、津波に抗しき
れず、幼い子どもの手を放してし
まった母親の限りない悔恨と絶望に
付き添った。
　それらはすべて生々しい生と死の
現場だった。そこでは、苦しみや悲
しみのきわみに在る人々のまなざし
に射ぬかれ、問い詰められるような
思いを味わった。そこはぼくの限界
が視える場所であるとともに、坊さ
んとして絶対に逃げてはいけない場
所だと思った。だから自らを追い込
んだ。
　仏教は「四門出遊」という逸話か
ら、生・老・病・死にまつわる「苦」
に対する釈尊の「目覚め」を語り、
そこが教えの起点となっている。だ
から仏教はそういった起点を重視し
たうえで、膨大な教義に基く修行、
生きる意味を思考し追及する哲学、
そして「四苦」を解消・緩和する実
践が一体となり機能してきた。それに対して人々
は信頼を寄せた。しかし近年の伝統仏教は、ほぼ
完ぺきにその機能と連携を失っている。
　その理由のひとつは、教えをアウトプットすべ
き坊さんの世襲だ。寺が「家業」となってしまっ
たのである。家業化は仏教が持つ「戒律」を破壊
し、社会的視野を狭くし、金銭に汚くなる。しか
もそのことをほとんどの僧侶は感じていない。こ
れでは人々の信頼を得られない。存在感、有用感
など沸きあがるわけはない。「行き詰まり」どころ
ではなく、「消滅」へのカウントダウンが始まって
いるとしか思えない。
　そんなときぼくは富坂キリスト教センター（編）
『行き詰まりの先にあるもの』に出会った。ここに
登場する事例は一貫して「現場」から吸い上げら

れた実践活動だ。そこには、悩みながら、苦しみ
ながら、もがきながら「共苦」の現場に立とうと
するキリスト者の姿が見られた。「共苦」は寺や教
会の中におさまっていては絶対に体感できない。
たとえば、高座で信徒を前に説教をする役割を持
つ人がいる。だが彼らの説教は「神は」「仏は」と
いう主語を多用し、時代錯誤の毒にも薬にもなら
ないものとしてしか聞こえない。なぜ、主語を「私」
にしないのか。「私は～こう考える」という切り口

で、自分自身の現場体験を踏まえた
話に展開していかないのか。そもそ
も、高座の説教者が生きるまわりの
社会は神や仏のありがたい話など、
ほんのわずかしか必要としないの
だということを説教者自身がわ
かっていない。
　一方、貧困の中で明日への希望を
持てず、病の痛みに苛まれ、老いの
喪失感に苦しみ、死に逝く悲しみに
覆われた人々のまなざしに射ぬか
れ、呆然と立ちすくむところから、
この書にかかわる人々の活動は始
まっている。「苦」の中にある人々
との出会いと、それに伴うとてつも
なく手間のかかる作業のありさま
を、ぼくはこの書の中に見た。そし
て、そのことを「ディアコニア」と
言うことを初めて知った。
　世界宗教はいま、原理的であるが

ゆえに先鋭かつ反動的な動きをするものと、教条
的ではあるが、平気で教えに背き、怠惰で地に落
ちたものとの２極化が見られる。この狭間を埋め
るもの、つまり教えを外さず、かといって教えに
依存するのではなく、社会に普通に存在する、だ
が見えにくい「苦」を見つけ出し、すんなりとか
かわる融通性を持つ活動が必要だとぼくは思う。
　社会における「苦」を宗教者自らが現場で感じ
取り、「共苦」として自分の身に取り込み、実践に
移す――この書はそれを語っている。ホンモノの
「ディアコニア」を体感でき、行き詰まった壁の下
にトンネルを掘ってスルリと通り過ぎる方法を伝
授するすぐれものだ。

　（たかはし たくし／松本市 神宮寺住職）

●  高橋 　 卓志 
Takahashi Takushi

行き詰った壁の下にトンネルを掘る書
書評『行き詰まりの先にあるもの～ディアコニアの現場から』

出版案内
『行き詰まりの先にあるもの
ディアコニアの現場から』

　　発行：いのちのことば社
　　定価：２１６０ 円（税込）
　　ISBN：９７８-４-２６４-０３２６１-８
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　既にこれまで五人のメンバーと、他にも宗教界
からゲストを二人お迎えし、毎回大へん貴重な発
題をいただいています。それらは順次、センター
発行『紀要』に掲載されていますが、未発行分の
二回の発題について少しだけ紹介させていただき
ます。
　最初のほうの発題は、７月に、「だまして進める
高レベル放射性廃棄物処分場～私たちが体験して
いる岐阜県瑞浪超深地層研究所問題」と題して、
岐阜県にお住まいの兼松秀代さんよりお話をいた
だきました。兼松さんはこの問題に出会われるま
では、ごく普通の主婦のお一人でした。しかしチェ
ルノブイリ原発事故後の市民活動をされるなかで、
東濃の高レベル放射性廃棄物地層処分研究の計画
が浮上していることを知り、以来、地域の方々と
これを阻止すべく闘ってこられました。「核のゴ
ミ」の問題は非常に重要なテーマであり、専門的
なことでは原子力資料情報室の共同代表のお一人
である山口幸夫さんにも入っていただいています
が、ぜひとも現場の市民活動でこの問題に深く関
わっておられる方からもお話をいただきたいと、
加わっていただきました。
　兼松さんの発題の詳しい内容は、『紀要』に記載
されるところに譲りますが、お聞きして改めてつ
くづく思ったのは、国のやり方とは、受け入れが
嫌がられる迷惑施設の予定地には貧しい地域を選
び、最初は本当の目的も告げず、秘かに調査等を
進め、そしてあるときいきなり発表をし、やがて
受け入れざるを得ないような飴と鞭の使い分けで
議会に承諾をさせていくという、住民不在の、そ
して福島における石原環境大臣（当時）の言葉に
も表われているような、金銭で解決を図るという
恥かしい手法だということです。それにしても、
岐阜の東濃では、ボーリングによる広域地下水流
動調査で地下研究所施設の準備をしながら、９年
間も地元の住民や議会に事業目的を隠していたと
は、本当にゆるせないやり方です。お金で迷惑施
設をどこかに受け入れさせ、何万年と続く猛烈な

放射能を、大量に、しかも未熟な技術で、目に見
えない場所に隠して終わろうとする貧困な倫理観
を、私たちは断固、認めることはできません。
　さて、もうお一方の発題は、１０月に、「福島原発
事故の医学的な問題」と題して、小児科医で八王
子中央診療所理事長、また「子どもたちを放射能
から守る全国小児科医ネットワーク」代表の山田
真さんよりお話をいただきました。山田さんは
前々から、この国には放射線の低線量被曝・内部
被曝に関する専門研究者は、広島で被爆者の治療
にあたられてきた肥田舜太郎医師やごく限られた
方以外には、殆どいない、政府が推す学者たちも、
その著書などを見ても、いま世界で注目されてき
ている新しい知見を知らないままである、と言わ
れます。この日も私たちは、そうした方々の資料
を確認しました。そしてつい最近の出来事として、
８月１７日に政府が大手新聞各紙に全国一斉で載せ
た、放射線に関しての安全広報がひどすぎる内容
であることを、静かながらも怒りと悲しみをもっ
て紹介されました。こうした放射線に関する甘い
認識のもとになっているのは、ABCC（原爆傷害
調査委員会）が原爆投下の２km以内であったか以
遠であったかで放射線影響の有無を分け、比較対
象とした非常に乱暴で恣意的な統計の扱いに基づ
くものであり、それは放射線の影響を小さく見せ
るためであったこと、それに基づきICRP（国際放
射線防護委員会）も政府の御用学者も動いている
が、それでは原発事故後の子どもたちの健康の保
障はできないと言います。また８月２４日に発表さ
れた福島県内の１８歳以下の甲状腺ガンの児童数に
ついても、国県は原発事故による放射線影響をと
もかく否定しようとするが、それは根拠が乏し過
ぎること、チェルノブイリ原発事故後の例をみて
も、もっと慎重に経過を見ていくべきであるとし
ました。権力に騙されない、いのちを守るための
しっかりとした視点を、私たちは持っていかなけ
ればならないことを再確認しました。

（ないとう   しんご／日本福音ルーテル稔台教会牧師）

「脱原発社会と未来世代への責任」研究会報告

● 研究会座長  内藤 　 新吾 
Naitou Shingo

4
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　４月に初回の研究会で全員の顔合わせと研究方
法についての討論をし、７月の沖縄で実質的な研
究会がスタートしました。
　１日目は那覇市の教育福祉会館で、高里鈴代さ
んが「＜沖縄戦と日本軍「慰安婦」展＞の背景と
意義を再考する」の報告をされました。２０１２年に
那覇市歴史博物館で＜沖縄戦と日本軍「慰安婦」
展＞を開催し、１２日間で１８００人余と、開館以来一
日当たり最多の入場者数を記録したそうです。展
示内容に刺激されて、沖縄の慰安所についての新
たな情報も多数寄せられました。このパネル展に
至った背景と意義、とくに確認されているだけで
１４４箇所もの慰安所が１年間という短期間になぜ
沖縄に作られたかが報告の中心でした。日本軍性
奴隷制を考える上で非常に重要な内容です。
　２日目は、宮城晴美さんの故郷である座間味島
でフィールドワークをしました。「集団自決」体験
者の宮里洋子さんも同行されました。慶良間諸島
は沖縄で最初に米軍が上陸した所で、座間味島で
は１９４５年３月２６日に、渡嘉敷島では２８日に住民の
「集団自決」が起きています。日本軍は１９４４年に慶
良間諸島に陸軍の特攻艇部隊を配置し、朝鮮人軍
夫を含めて数千人の日本軍部隊を駐屯させました。
また、座間味島に７人、阿嘉島に７人、渡嘉敷島
に７人、合計２１人の朝鮮人「慰安婦」を慶良間に
送り込んで、軍隊慰安所を作りました。当研究員
でもある川田文子さんの『赤瓦の家　朝鮮から来
た従軍慰安婦』のペポンギさんもこの一人です。
源氏名だけが知られている２１人の朝鮮の少女と女
性たちの消息はペポンギさんを除いて不明のまま
です。
　両内容については、富坂キリスト教センターで
１０月に行われた第３回研究会の夜の公開セミナー
において、高里さんが「日本軍慰安所と米軍の暴
力　沖縄から問う」として、また宮城さんが「『集
団自決』にみる軍隊と性～二分された女性たち～」
としてパワーポイントを使って詳細に報告されま
した。
　第３回は前回の現地研究で身にしみて知った言

葉にならない思いを深める方向になりました。
　１日目の 鄭 　 暎惠 さんの「ヘイトスピーチと心

チョン ヨンヘ

的外傷～植民地支配、戦争、性暴力、グローバル
化～」は、沖縄戦体験者のトラウマと在日「朝鮮
人」のトラウマ、民族差別と性暴力のトラウマの
類似性を考える内容でした。ご自身の体験を踏ま
えながら、ヘイトスピーチの害悪を明らかにする
には、長い沈黙を強いられた後にPTSDなどを発
症する犠牲者の、ヘイトスピーチ以前の経験、構
造的に「見えない被害」を明らかにする必要があ
るとの考察です。社会的なマイノリティは被害を
自覚して声をあげることがむつかしく、コミュニ
ケーションがとれません。そこで、ヘイトスピー
チの害悪を検証し、かつ「以前の経験」による心
の傷をどのように識別し、評価すればいいのかが
課題になります。
　討論の中で、沖縄ではオスプレイがこのような
ヘイトスピーチにあたるとの指摘がありました。
沖縄の場合について、２０１５年２月の第４回研究会
で深めることになりました。
　２日目は、秋林こずえさんが「軍事主義を許さ
ない国際女性ネットワーク」について報告されま
した。この「ネットワーク」は１９９５年の第４回世
界女性会議および高里さんが共同代表の「基地・
軍隊を許さない行動する女たちの会」のアメリカ・
ピース・キャラバンを契機に、１９９７年に発足して
います。参加地域は、沖縄、日本、フィリピン、
韓国、米国本土、さらにプエルトリコとハワイが
後から加わっています。環太平洋のつながりです
が、海軍の軍事戦略として弱くて盗りやすい島が
基地にされている現実に対して、ジェンダーの視
点から安全保障を再定義し、安全保障の脱軍事化
をはかり、脱植民地の視点で考えることを目的と
しています。
　それぞれの地域の現状と困難など、情報共有が
中心の報告でしたが、私たちの研究会のつながり
が広がりました。今後が楽しみです。

（やました  あきこ／富坂キリスト教センター運営委員）

「沖縄における性暴力と軍事主義」研究会報告

● 研究会座長  山下 　 明子 
Yamashita Akiko
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学寮の生活

6

●  カロリーナ・スメンダ と クリストフ・スメンダ 
Karolina Smenda Krzystof Smenda

　東京で留学することは、私たちにとっては非常
に大切な期間で、山上国際学寮に住んだことは、
私たちにとって一番幸せな時でした。東京に来た
時、最初は住むところがなくて、確かに不安を感
じましたが、山上国際学寮に部屋を借りて、岡田
さんにはたくさん相談に乗ってもらい、すぐ新し
い環境に慣れました。しかし、まだ日本語が下手
で、新しい友達ができないで、ずっと二人でいる
ことは不安でした。けれども、山上国際学寮に住
み始めて、友達がたくさんできて、みんながやさ
しくしてくれて、うれしかったです。小石川の住
まいはとても便利で、大学に自転車で行けました。
私たちはこの場所に住むのが好きでした。よく散
歩して、写真もたくさん撮っていました。小石川
での幸せな日々が私たちの記憶に残っています。
　留学する前に、もちろん、日本学科の学生とし
て毎日日本語を勉強していましたが、日常生活で
日本語を使うことになったのは東京に住んでから
です。本当に貴重な経験になりました。何か問題
があったら、自分の日本語能力でその問題を解決
することがとても役に立ちました。また岡田やす
子さんは親切で、明るい方だから、不安なことが
あったらいつも相談できました。
　留学生は研究をするために日本に来ますが、留
学の生活は勉強だけではありません。友達作りも
大切です。山上国際学寮で作った友達がたくさん
いました：チェコのペトラさん、日本の安田さん、

ブラジルのニコさ
ん、スイスのアン
ゼルムさん、中国
のリンさん…時々
キッチンで集まっ
て、一緒においし
い食べ物を作って、
いろいろなテーマ
で話をして、とても楽しかったです。
　山上国際学寮の所長のおかげで初めて生け花や
琴をやってみました。本当に楽しいワークショッ
プでした。ワークショップの先生たちの説明はい
つもとても簡単で、わかりやすかったです。自分
で作った生け花の写真を知り合いに見せました。
山上国際学寮生たちと所長たちと一緒に旅行もし
ました。六月に鎌倉に行きました。坂東三十三箇
所観音霊場の第四番札所である長谷寺を観光して、
咲いているアジサイを鑑賞しました。わくわくし
ながら、坂に立ち、海を見下ろしました。
　先週ポーランドに戻って来ました。こちらでの
生活はまだ落ち着きません。私たちの山上国際学
寮の生活をなつかしく思っています。みんなとも
う一度あいたいです。東京に帰るという夢を実現
させるために頑張ります。山上国際学寮でみんな
ととても楽しい時間をすごすできました。本当に
素敵な一年間（と二ヶ月）でした。どうもありが
とうございます。

　　　山上国際学寮　プログラム　報告
６月☆文化交流プログラム　鎌倉フィールドト

リップ（ガイド：荒井仁牧師、１５名参加）
　　☆寮生会
７月☆国際理解プログラム　原爆被爆者の証言

を聴く会（講師：木村徳子さん、２３名参加）
　　☆文化交流プログラム　朝顔・ほおずき市 

５名参加、寮生会
９月☆共同研究プログラム
　　　研究発表 Karolina Broma-Smenda／
　　　国紹介 Anselme Borgend dit Avccat
　　☆寮生会  １４名参加
 １０月 ☆市民公開セミナー（センター共催）「沖縄

における性暴力と『集団自決』―今、日
本の軍事主義化を問う」（講師：�里鈴代

さん、宮城晴美さん） ２７名参加
　　☆知念優幸さん（沖縄キリスト教学院大学

生）を囲む交流会・寮生会　１５名参加

（鎌倉フィールドトリップ：後列右から二人目は荒井仁牧師）

（ポーランド出身）

Title:tomisaka_no.34.ec6 Page:6  Date: 2014/11/20 Thu 21:34:51



富坂だより　NO.34 2014 December

＜６月＞（季節の製作）
　富坂子どもの家で
は、グループの午前
中の自己活動の時間
を大切にしています。
そのひとつに季節感
のある製作をやり方
を紹介してから出し
ます。園庭にたくさ
ん咲いている紫陽花の製作が人気でした。「あじさ
い」の花のイメージがより具体的にわかりやすい
ように、本物のあじさいの花を見ながら、活動し
ました。具体物と抽象的な作品を見比べたり、実
際の花のにおいをかいだり、花弁を触ったり、色
の違いを感じたり、子どもひとりひとり感じ方は
違います。
＜８月＞（プールはみんなの楽しみ）
　午前中の自己活動やあつまりで充実した室内活
動をそれぞれがしたあと、お弁当をいただいたら

みんなの楽しみにし
ているプールです。
毎日、お弁当から着
替えてプールまで、
同じ流れなので、大
人に言われなくても
自分でプールバック
を着替えの場所に持ってきて着替えはじめます。
今年は晴れの日が多く、連日プールに入れました。
（とうもろこしの収穫！）
　園庭にとうもろこしを植えました。種まきから
子どもたちと一緒に行い、水やり、実がついにな
りました。あつまり
や自己活動でお店に
売っている皮付きの
とうもろこしの皮を
むく活動は慣れてい
る子どもたちですが、
畑にニョキッと立っ

7

富坂子どもの家より
各季節の活動報告から

（P.8へ続く�）

　富坂キリスト教センター２号館は、教育や福祉に関連する様々な市民団
体やNPO団体が活動拠点としています。今回は「日本モンテッソーリ協会
（学会）」をご紹介します。
　イタリヤにおける最初の女性にとしての医学博士の１人であるマリア・
モンテッソーリ（右写真・１８７０－１９５２）が１９０７年にローマのサン・ロレン
ツォ街に最初の「子どもの家（Casa dei Bambini）」を設立し、知的障害児
の治療教育の成果を基礎にして、一般の教育、特に幼児教育の方法を確立
し、子どもの科学的な観察にもとづくモンテッソーリ教育を提唱し、その
後その理念に基づいた教育実践活動は世界中に拡がりました。
　その具体的な教育方法は、「…例えば、幼児は自分の身体を使って活動し、自分の思い通りに身体や
指先を動かし活動したいという強い欲求を持っています。『日常生活の練習』では、子どもは自由に教
材を選び、好きなだけ活動を繰り返すことにより、１人でできるようになることが援助されます。同
様に、『感覚教育』では幼児の視覚、聴覚、嗅覚、味覚に訴えながら感覚教具によって感覚器官を洗練
することがめざされ、幼児の人格の基礎をなす心身の秩序観を形成するための援助が行われます…（同
会ウェブサイトより）」等と紹介されています。
　同会は日本国内においてモンテッソーリ教育を研究・実践する日本モンテッソーリ協会（学会）と
して１９６８年に発足しました。国内において乳幼児教育・保育に関心のある方なら、どなたでも入会可
能。詳しくはwebサイトwww.montessori-jp.orgをご覧ください。
＜連絡先＞
日本モンテッソーリ協会（学会）事務局
　東京都文京区小石川２-１７-４１　富坂キリスト教センター２号館内 
　TEL＆FAX ０３-３８１４-８３０８ 

（文責・編集部）
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　２０１３年、沖縄宣教研究所と富坂キリスト教セン
ターによる共同研修会が沖縄で開催されました。
私は、富坂側からの実行委員の一人として、準備
と全体の進行に関わらせていただきました。
　私にとっては、沖縄に行く、ということだけで
も緊張が伴います。結果として、「教派を超えた交
わり、学びの機会が持てた、今後も継続してほし
い」という声を参加者からいただいたことは、慰
めと励ましでした。ありがとうございます。
　２０１４年３月に沖縄宣教研究所と富坂キリスト教
センターの協議会がもたれ、第２回共同研修会の
開催を下記の通り決定しました。
　その一方、第１回研修会との間が２年近く開く
ことになるので、第１回研修会に、沖縄県外から
参加した人たちによる集会を東京で持てないだろ
うか、と実行委員会は考え、６月に、沖縄研修富
坂リトリートを、富坂キリスト教センターを会場
にして開催し、第１回研修会の振り返りと展望の
時を持ちました。
　リトリートの中で私たちは、自分たち自身の気
持ちを再確認しました。「沖縄との間で共感できる
関係を築きたい」「悔い改めを本当に行いたい」「平
和に仕える教会形成をしたい」「聖書や教会のもっ
ている暴力性を明らかにしてゆきたい」「神の国の
実現に参与したい」。それは、一言でいうなら、
「沖縄の人たちと共に平和を実現する者となりた
い」という思いです。
　「『日本が終わる』のか、それとも『パラダイム
転換が起きる』のか、という分かれ道に私たちは
今立っている。」「私たちがあきらめることなく、
語りつづけ、それぞれの足もとでの行動を続ける
ための力となる学びと出会いの機会が大切だ」と
リトリート参加者たちは考えました。
　第２回研修会では、第一回の研修会参加者のそ
の後の歩みを分かち合い、第２回目から新しく参
加する方々を加えながら、第１回目の研修内容を
さらに深めてゆきたい、と願っています。出会い

と学び、そしてつながりを育む研修会に、ふるっ
てご参加ください。
　　　　　　　　　　　　記
第２回沖縄宣教研究所・富坂キリスト教センター
共同研修会のご案内

主　題：「植民地主義と神の国の宣教Ⅱ
　　　　～沖縄で聖書を読み直す～」
日　時：２０１５年２月２４日（火）― ２６日（木）
場　所：「ペンション美留（びる）」
　　　　（沖縄県国頭郡恩納村）
参加費：２０,０００円（宿泊・食事代込み）
　　　　／交通費一部補助あり
申込締切：２０１４年１２月２５日（定員４０名）
お問い合わせ：富坂キリスト教センター
電話　０３（３８１２）３８５２ /  Fax　０３（３８１７）７２５５
お問い合わせをいただければ詳細をお送りします。
（みむら おさむ／センター運営委員・教団佐渡教会牧師）

8

編集後記
　保身のため嘘やごまかしを重ねるのは何もニュースに出
る政治家や経営者に限らない。そういう方法でしか困難の
中を立ち回れない者は聖書の時代にもいるもので、結局そ
の人は何の実ももたらすことはない。「口では大阪の城も建
つ」。最近、戦国時代～幕末・明治維新を舞台に若い世代を
ターゲットにしたドラマがよく放映されるが、多くが小説
や漫画等を実写化したもの。基本的に史実をもとにしなが
らも想像力豊かなフィクションも含まれ、登場人物は旬の
俳優達が演じ、自分の生き方や家族のあり方、そして自分
や国の将来について悩み、夢を語る等、まるで近所ですれ
違いそうな極々身近に感じる人物設定にもなっているが、
しかし必ず皆が望むことのために力を尽くし、「結果」にこ
だわる。だから皆魅かれる。結局歴史上の人物の評価は、
その人によりもたらされた「良い実」によって評価される。
「つまり、木は実によって見分けることができるのです。ル
カ４：４４（LB）」。ではいったい、たった３年間の公生涯を
経て十字架につけられたイエスにより、その後２０００年間に
わたってもたらされた「神の愛」という実の多さ、大きさ
を、我々はどこまで本当に知り尽くすことが出来るだろう
か。 （文責・金子）

●  三村 　 修 
Mimura Osamu

第２回沖縄宣教研究所・富坂キリスト教センター

共同研修会のご案内

ているとうもろこしからの収穫は、どきどきした
ようです。上手に皮をむき、お家でゆでて、味見
したとのことです。そのほか、ミニトマト、ナス、
ゴーヤ、キュウリといった野菜を育てて、子どもた
ちと収穫しました。
＜１０月＞（親子グループ）
　お日様のぽかぽか暖かい日差しに守られ、親子

グループで、園庭で
遊びました。シャボ
ン玉をしたり、様々
な笛などを紹介した
り、口腔機能の向上
のアイデアを共有し
ています。

（文責・編集部）
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