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C h r i s t i a n　E a s t　A s i a　M i s s i o n　F o u n d a t i o n

望月智牧師の三線演奏（沖縄共同研修会）

３５

「敗戦後70年に」
● 荒井 　 仁 

Arai Jin

　このたび、財団の評議員として関わらせて
いただくことになりました。今まで富坂の理
事会、牧師研修、プログラム委員会、諸宗教
間対話の研修、山上国際学寮、富坂子どもの
家と、イースト・エイジャ・ミッションと共
に17年、関わらせていただきました。この間、
財団の公益法人化という変化もありました。
しかしドイツ、スイスを中心とした教会の祈
りに支えられて諸活動が行われ、ヨーロッパ、
アジアのつなぎ目の一つとしての務めを着実
に担い続けてきた歴史の一部を目撃する幸い
に与りました。これからも神から与えられた
重要な務めを、誠実に担うようにとの招きに
ご一緒に応えたいと願っています。
　今年は第二次大戦敗戦から70年を数えま
す。戦争の記憶の風化が叫ばれ、あらためて
過去を問い直す重要性を感じています。その
際、少し丁寧な検証が求められていると私は
考えます。私が牧師として招かれている鎌倉
恩寵教会には、戦争体験者が大勢います。何
度となく、戦中、戦後の経験を聞かせて頂き
ました。その中で気が付いたのは、当時暮ら
していた場所によって、同じ戦争でも体験が
異なることです。「植民地」と一口に言います
が、朝鮮半島にいた人と台湾、中国にいた人
では、現地の人との関係に差があります。「本
土」にいた人たちで東京大空襲、横浜大空襲、
広島、長崎の原爆などを体験した人もいます
が、被害を免れて空襲を遠くに眺めていた人
もいます。キリスト者にとって歴史の再検証
は、過去を詳細に分析することだけが目的で
はありません。困難な状況に置かれた時に、
イエスの伝えた愛を実現できる道を探ること
でもあります。「敵国」「鬼畜」と称する相手
が作り出される状況下で、具体的に「敵を愛
する」イエスの愛を実践する可能性を学び取
ることは、平和を作り出す歩みの一歩です。
次の時代にも生かせる関係作りの探求を、重
要課題としたいものです。

（あらい じん／当法人評議員）
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　今回、共同研修会の出席をためらう気持ちがわ
たしにはあった。しかし、初めての参加者との新
たな出会いや第１回目の参加者との再会への期待
を込めて全日参加を決断した。石川教会牧師館に
日本聖書神学校の同窓生唐澤健太さんの宿泊を受
け入れ初顔合わせにも拘らず主にある豊かな交わ
りが与えられた。わたしがなぜ、積極的参加の気
持ちが揺らいだのかをよく考えてみると、何時ま
で沖縄は、学びの対象であり続けなければならな
いのかとの疑問を持ったからである。共同の学び
によって、聖書に取り組むわたしの姿勢が果たし
て変えられたか、沖縄の歴史や文化、基地や平和に
対する理解や学びが深められたか、宣教・教会形
成・神の国への積極的な取り組みが出来たのかな
ど再検証するためにも第２回目に臨むことにした。
　荒瀬牧彦さんの「第１回共同研修に参加して」
の振り返りに、わたしは大きな示唆を与えられた。
今の沖縄を生きるキリスト者として、立ち位置を
揺らぐことなく平和を創りだす歩みにどう参与し
ていくかは何時も問われている。彼の発言の中に
あった「植民地化された人々の人間性をどうとら
えるか」の言葉にわたしは、注目した。日米両国
によって植民地とされている沖縄に対峙して自ら
の経験と学びを足元から厳しく問いつつ、真摯に
実践を伴う思索に感銘を受けた。伊達判決や砂川
裁判への言及、アメリカの教会史にも教えられた。

また、３日間で３回のワークショップによって自
分を振り返り、これからの歩みに新なビジョンを
与えられ新鮮だった。共同研修は、お互いの課題
を共有しつつ、聖書の御言葉にどう聞くかが問わ
れていると思う。琉球讃美歌の時間は、幸いな最
高のひととき、次回は全員でカチャーシーを共に
踊り、沖縄の文化を堪能したく願う。音楽の賜物
を惜しみなく献げた方々に感謝し、継続してこの
時間をより拡充して欲しい。今後、富坂からも沖
宣研からも若い研究者・現場の牧師による教会の
現実に資する発題を望みたい。

　（うさみ せつこ／日本基督教団石川教会牧師）

2

沖縄宣教研究所・富坂キリスト教センター
第２回共同研修会に参加して

●  宇佐美 　 節子 
Usami Setsuko

見えない糸をたぐり寄せて

共同研修会の一コマ
（中央が講師の饒平名長秀牧師、司会の宇佐美節子牧師）

　沖縄を訪れたい、それもできれば旅行ではなく、
スタディツアー等の学びで、という長年の願いが
叶い、この度私は沖縄宣教研究所・富坂キリスト
教センター第２回共同研修会（２０１５年２月２４日～
２６日）に参加させていただくことができました。沖
縄の地に初めて立ち、テレビというフィルター越
しにではなく、生身で経験したことの全てが私に
とって大きな衝撃となりました。眼前に迫る基地
の広大さや飛び立つオスプレイの爆音、ゲート前
で座り込みやゴスペルを歌う会を続けておられる
方々の怒りの声とユーモアをも持ち合わせた不屈
の精神、辺野古の海の透き通るような美しさ、け
れどもその海が破壊されていく今、ただ感動に浸
ることができない悔しさ、そして２月の沖縄で体
験する夏のような日差し、暑さ。「ウチナンチュ」は
「ヤマトゥンチュ」とは違う民族であり、全く異な
る歴史を持っている、ということを、知識として
ではなく、初めて肌身で感じました。
　私はこれまでも主の平和の実現を心から祈り求

めてきた、つもりでした。けれども具体的な平和
の実現を思い描いた時、「アメリカ追従・従属型日
本」から卒業する日は来ないのではと、知らず知
らずのうちに諦めてしまっているのではないかと
気づかされました。「日米安保体制と米軍基地のな
い日本」という新たなヴィジョン、幻と共に、そ
の実現を真剣に信じ、祈り求めるようにとのチャ
レンジを神さまから与えられたように感じました。
　「沖縄の問題はヤマト自身の問題である。」「沖縄
のことではなく、自分自身の問題にまず取り組み
なさい。」今回与えられた課題は私の抱える他の課
題とも実はつながっているはずだと、この逆説の
ような問いかけから教えられました。その見えな
い線を探しつつ、丁寧に糸をたぐり寄せていきた
いと願っています。沖縄現地研修・民泊と合わせ
て４日間を共にしてくださった皆さんに心から感
謝しつつ、ゆるされるならば再会の時を待ち望み
たいと祈ります。
（しおいかり なおみ／日本基督教団神戸栄光教会伝道師）

●  汐碇 　 直美 
Shioikari Naomi
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　去る4月17日（金曜日）、富坂キリスト教センター
において「池明観先生を囲む会」が開かれました。
今回の「池明観先生を囲む会」は、恵泉女学園大
学の李泳采先生が基調講演をし、それに対し池明
観先生が応答するという形で行われました。会場
となった富坂キリスト教センター 1号館の会議室
は、池先生の友人や教え子などで埋め尽くされま
した。
　まず、李泳采先生は、「日韓国交正常化50年、今
我々に問われている真の市民連帯とは」というタ
イトルの基調講演で、今日の北東アジアはリベラ
ル派の敗北と保守源流の台頭の時代を目撃してい
ると述べました。長期権力の安定化のための強圧
政治が行われている一方、代案勢力が不在なまま、
歴史修正主義や領土ナショナリズムが利用されて
いる現状であると指摘しました。また、李先生は、
1970年代～80年代「T.K生」の「韓国から通信」
で見られた日韓の市民連帯あるいは民衆連帯は、
1990年代以降に弱体化してきたと診断しました。
現在、日韓両国では、それぞれの国内の懸案事項
（3.11と4.16のセウォル号沈没事故）において、既
存の国家システムが問いかけられており、李先生
は、こうした共通の問いかけの連携を通じ、真の
市民交流と連帯による平和への道が今こそ必要で
はないかと説きました。その課題として、李先生
は、政治信頼関係構築のための努力、市民連帯運
動の記録と継承、そして、若者による新しい東ア
ジア人的ネットワークの構築の必要性を強調しま
した。
　こうした李先生の基調講演に対し、池先生は「応
答する」という形で、北東アジアの現状に対する
診断と展望を語ってくださいました。池先生は、
韓国の民主化運動に対し、1970年代～80年代に形
成された国際連帯がその後も「絶え間なく続くべ
きであった」が、それが解体していったことに対
してとても残念に思うと回顧しました。市民連帯
は一度形成すれば達成、完了するものではなく、
それを「絶え間なく続けること」がより重要であ
るとのメッセージでありました。池先生は、新し
い危機と変動を迎えている今日、「市民」が主体と
なりより柔軟に東アジアについて共に考える必要
があると述べられました。続けて、池先生はヨー
ロッパの思想、ヨーロッパの思想家という言葉が
通用するようなヨーロッパ地域と比べ、アジアの

思想、アジアの思想家という言葉があまり耳慣れ
ない現在のアジア地域において、丸山眞男をアジ
アの苦悩した一人の思想家としてみることができ
るのではないかと提起しました。丸山眞男の言う
「他者感覚を持ち続け、境界に立ち続けながらコ
ミュニケーションしていく」ことがまさに今日要
請されているのではないかという指摘でありまし
た。最後に、池先生は、多様性の持つ市民に愛情
を持ち、そこに可能性を見出すことを繰り返し強
調されました。
　李先生の基調講演と池先生の応答の後は、会場
との議論に入りました。質問では、日韓および北
東アジアの市民連帯の土台として「共通認識」が
形成される必要と、そのためのメディアの役割の
重要性が指摘された上、現在のメディア状況が果
たして共通認識を育むことができるのかという、
批判的な問いが提起されました。池先生は、市民
連帯は、その形成のための作為的な努力より、市
民それぞれが各自の「仕事」の中で体現されてい
くであろうと返答してくれました。李先生は、日
本のマスメディアにおいて海外の情報が度々歪曲
されることへの懸念があると述べながら、しかし、
市民メディアにおける努力、そして、市民メディ
アと制度メディアの連携への努力がないわけでも
ないと指摘し、それぞれ多様な部門における市民
の努力と実践の意味を評価しました。
　全体討議の後、池明観先生を囲んでお茶会が開
かれ、温かい雰囲気の中で参加者全員がお互い話
し合う場が与えられました。貴重な機会を与えて
下さった関係者の皆さまに感謝致します。
　（い  みすく／東京大学大学院「多文化共生・統合人間学」

特任助教、山上国際学寮寮生）

●  李 　 美淑 
LEE Misook

他者感覚をもって境界に立ち続ける
池明観先生を囲む会「北東アジアの状況について語る会」報告

応答される池先生（隣りは李講師）
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　この研究会も発足して三年目を迎え、最後の年
度となっています。今年度も毎回一人ずつ計三人
による発題のあと、三年間の締めくくりとして、
最後は全員での座談会を行おうと計画しています。
　さっそく先の４月に、今年度一人目の発題をい
ただきました。元富坂キリスト教センター「自然・
科学技術・人間」研究会主事で、日本基督教団牧
師の安田治夫氏より「新たな文化哲学に向けて―
シュペングラー以降、神学的究極テーマとしての
原発問題」と題し、広範な領域にわたるキリスト
教の立場からの考察をいただきました。詳しくは、
のちに出されます紀要を御覧願いますが、氏は三
十年ほど前からドイツの環境問題に取り組まれて
いる方々との交流があり、そのお一人から「自然
との和解の声明」という声明文を１９８４年に受け取
られています。私はそれを知り、なるほど富坂キ
リスト教センターが１９９３年に出した『エコロジー
とキリスト教』に氏が担当発題されていた原稿の
深さの背景に合点がいきました。
　この本は、私が牧師となってすぐの頃に出て、
すぐに購入し、随分とこれに感化を受けて、その
後も自分の宣教活動に欠かせない視点となりまし
た。故高木仁三郎氏や他にもすばらしい方々の発
題を読ませていただき、自分が原発問題と関わる
ようになってからも、大きな心の支えとなったも
のです。ですので、それから不思議な導きで浜岡
原発近くで宣教させていただき、またそののちに、
東日本大震災の翌月に、関東のホットスポットに
転任してからも、脱原発の活動を続けるなかで、
富坂キリスト教センターから今回の研究会のお招
きをいただいたとき、これは大へんに恐縮なこと
であるけれども、お受けさせていただこうと思う
に至った次第です。
　いま日本のキリスト教界は、福島第一原発事故
以降、大きな問いかけを受けていると思います。
そのことは、今回の発題をいただいた安田氏も研
究会の度に、これは神学全体の見直しが迫られて
いると言われているように、大きな問題であると

思います。単に人格権とかの問題だけではなく（そ
れだけでも大変な問題なのですが）、ドイツの先人
たちも言う「自然との和解」について、神がわれ
われと共なる世界である自然を、同じ被造物であ
る人間に託されていることの意味を、深く聖書か
ら聴き取り、もう一度自分たちの神学体系に組み
直し、そしてそれを世の人々とも分かち合い、共
に未来の子どもたちのために力を合わせる者とな
りたいです。
　この研究会はそのために、幅広くさまざまな分
野で活躍されている方々にお集まりいただいてい
ますが、もしかすると共通点としては、原発や放
射能の問題について、長年、小さな、世のなかで
押し消されそうな声を発し続けてきた方々におい
でいただいていると言えるかもしれません。しか
しそれは、それぞれ分かれている学説や意見の、
科学や医学あるいは人権のあり方について、どれ
か一つの正しさを定めるためではなく、何が問題
となっているのか、どこが疑問の払拭しきれない
部分であるのか、何に人々は苦しみの声を発して
おり、そのことを代弁せずにはおられないかとい
うことを、なかなか知られない世界からおもてに
出していただき、その痛みにどう私たちは向き
合っていくべきかということを、考えるうえでと
ても貴重な機会となっています。
　最近出版された、メンバーの一人である山田真
氏の書かれた『水俣から福島へ』（岩波書店）も、
同じ思いの貫かれているすばらしい図書と思いま
す。
　この研究会もあと二回の発題と、最後の座談会
で終わりとなります。座談会では特に、あまり細
かなことを話し合うのではなく、キリスト教の視
点あるいはまた宗教の視点をしっかりと踏まえて、
倫理的なことに重点をおきながら、未来に向けて
原発問題のあるべき方向性を、助言として提示し
ていければと願っています。どうぞよろしく。

（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・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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　沖縄辺野古の新基地建設に反対する沖縄県民の
闘いが強い意志となって、いま、「本土」の民主主
義と主権在民が問われています。市民の抗議が暴
力的に阻止され、米軍のための工事が強行されて
いる現場では、この国の軍事主義化が露わになっ
ています。
　軍事主義による性暴力を問う私たちの研究会で
は、昨年７月に辺野古のキャンプ・シュワブに工
事資材が強行搬入され始めて以来、「島ぐるみ会
議」共同代表の高里鈴代さんをはじめ、超多忙と
なった沖縄のメンバーはもとより、研究課題の重
要性を再認識させられています。
　７月の沖縄での第２回研究会は、沖縄戦と日本
軍「慰安婦」について考え、フィールドワークは「集
団自決」と日本軍慰安所があった座間味島で行い
ました。この時の言葉にならない思いを深める方
向で、１０月の東京での第３回研究会は、沖縄戦の
トラウマ、植民地支配による民族差別、そして性
暴力のトラウマの類似性について考えました。ま
た「軍事主義を許さない国際女性ネットワーク」
の各国の働きについて学びました。夜には高里鈴
代さんと宮城晴美さんが講師となって公開セミ
ナーを行いました。
　第４回研究会はこの２月に沖縄で行いました。
山城紀子さんが、「沖縄におけるマイノリティ問題
を考える～『精神病』と『ハンセン病』問題を通
して」、また、 安  次  嶺 美代子さんが「『沖縄戦から

あ し みね

７０年』を考える～米国統治下、基地の町の子ど
も・女性はどう生きたか」と題して報告されまし
た。２日目のフィールドワークは名護市屋我地の
国立療養所沖縄愛楽園を訪ねました。
　山城さんは沖縄タイムスの記者時代に「心病ん
でも」という連載を半年間されています。彼女の
取材記事により当事者が初めて顔を出して実名で
社会の差別・偏見について、その思いを伝えるこ
とになりました。沖縄の精神障がい者は本土の２
倍と言われ、沖縄戦で有病率が増大したと考えら
れています。しかし、戦後、患者とその家族が役

所と社会からどのように扱われたかについての調
査・分析はまだ十分ではありません。
　「ハンセン病」についても、占領米軍は隔離政策
を続けたので、沖縄で問題が本格的に論じられる
ようになったのは違憲国賠訴訟以後です。しかし
現在でも女性で本名と顔を出して証言されている
のは、私たちが愛楽園でお話を聴いた金城幸子さ
んのみということです。とくに「強制堕胎」など、性
の問題については女性が声をあげにくいジェン
ダーの実態があります。これは「精神病」者の運
動でも同様であり、これからの課題です。
　安次嶺さんは普天間基地のある宜野湾市の生ま
れです。米軍は抵抗する農民に銃口を向けながら
ブルドーザーで田畑を強制接収したので、安次嶺
さんの家族を含めて土地を失った農民は貧困にあ
えぎながら仕事を求めました。普天間は基地都市
となり、女性たちは「パンパン遊び」をする子ど
もを守るよりも、その日の生活にいっぱいでした。
米兵の洗濯をしたり、メイドになったり、ベトナ
ム戦争で増えた米兵相手のバーでも働きましたが、
戦場の狂気が支配する基地の町では女性はつねに
性暴力に怯えなければなりません。さまざまなレ
イプ被害の証言が出はじめたのもようやく近年の
ことです。
　辺野古に新基地を強行しようとしている日本政
府に対して「沖縄戦から７０年」とは何なのか、が
普天間からの安次嶺さんの問いです。
　翌日に愛楽園を訪ね、金城幸子さんのお話を伺
いました。その内容は山城さんの著書やルポにも
ありますが、残酷で孤独な体験にもかかわらず、
それに向き合われた金城さんは知恵があり力強く、
なによりも愛に恵まれた方でした。
　次回研究会は富坂で行いますが、その夜５月３１
日の公開セミナーは、「沖縄戦から７０年～辺野古新
基地問題と軍事主義」の主題で安次嶺さんが話さ
れます。

（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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寮生から
世界交流場の山上国際学寮

6

●カルロヴァー・ペトラ

　初めまして、山上国際学寮に５年半以上にお世
話になっているカルロヴァー・ペトラです。チェ
コ人です。今年の３月に早稲田大学の博士号を授
与されましたが、現在早稲田大学に教職人として
勤めております。山上国際学寮の四つのメリット
についてご紹介したいと思います。
　一つ目のメリットは住みやすいことです。山上
国際学寮は以前そこに住んでいたチェコ人の友達
に勧めてもらいました。魅力のところは大学へ自
転車で通えること、セントラルヒーティングがあ
ることでした。実際に住んでみたら、住居空間と
してとても便利だという感じがしました。困った
ことがあったら、事務所に連絡すれば、すぐ助け
てくれるので、ケアはとても良いです。それに、
住宅地の中の静かなところにあるので、学寮の部
屋で研究ができるメリットがあります。そのため
に、私は研究資料を全部部屋に置いて、博士論文
を学寮でも執筆することができました。
　二つ目のメリットは様々な国の人に出会えて、
友達になれるということです。母国から来たばか
りで、家族や親しい人がいないので、寂しいこと
もあります。しかし、学寮に一緒に住んでいると、
他の寮生たちとほとんど毎日会って、自然に友達
になれます。この出会いの場は共用キッチンです。
料理を作る際に、ちょっとした会話をして、いつ
の間にか仲良くなります。これで、相互の国の話
ができ、日本の生活の悩み、研究の悩みも相談で
きます。このように友達になって、学寮でときど
き食事会をしています。会話で盛り上がることだ
けでなく、相互の国の料理を食べることもできて、
とても楽しいです。学寮から引っ越して、帰国し
た人と連絡が続く場合も少なくないので、山上国
際学寮のおかげで生涯の友情を結ぶことができま
した。
　三つ目のメリットは家族や友達を学寮に連れて
行けるということです。山上国際学寮は寮生同士
の交流場だけでなく、学寮外の人々の交流場にも
なっています。学寮に友達を連れてきても大丈夫
なのです。共用キッチンが広いので、５～８人の
友達を呼んで、チェコ料理の作り方を友達に教え
たりすることがあります。オーブンもあるので、
チェコのクリスマスクッキーやパンを焼けます。
その他に、私は空手をやっていますので、山上国
際学寮のゲストルームには空手の国際合宿に参加
するチェコやアメリカの空手の指導員が泊まった
りします。日本空手協会の総本部道場が近いので、
空手の稽古に歩いていけるのがとても便利です。

日本空手協会の目標は武道空手の伝播によって平
和に貢献することなので、活動の内容が違ってい
ても、国際山上学寮と目標は同じです。したがっ
て、このような個人交流が大きな意味を持ってい
ます。
　四つ目のメリットは、面白いプログラムがある
ということです。このプログラムは寮生のためで
すが、クリスマス会などのイベントに近所に住ん
でいる人々も参加しています。２ヶ月に１回に行
われる寮生会と１ヶ月に１回行われるイベントの
プログラムがあります。寮生会には共用キッチン
を使わない人にも会えます。寮生会はお茶を飲み
ながら、寮生の国の発表と研究発表があります。
研究発表は誰でも分かるように説明してくれます。
寮生それぞれの国や研究の独特なところを共有す
ることによって、相互に視野を広げます。寮生は
外国人が多いので、寮生会はむしろ国際的ですが、
それに対して、学寮のプログラムは日本文化と触
れ合って体験する機会です。このプログラムを通
して、琵琶の演奏を聴いたり、琴を弾いてみたり、
書初めをしたり、花見をしたり、被爆者の話を聞
いたりするなどのことができました。
　このように住みやすい国際山上学寮は世界の
人々の交流場になっています。小さな学寮なので、
規模が小さく見えます。しかし、ここに住んでい
る人々の拠点になることによって、世界の人々の
ネットワークが繋がります。したがって、学寮は
良い人間関係の構築を促進するとともに平和に貢
献しているのです。
（かるろう ゙ぁ ぺとら／早稲田大学グローバルエデュケーション 

センター助手）　  　　　　　　　　　 

カルロヴァー・ペトラさん
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＜２月＞

　嘱託医の小児科の先生による健康診断を実施いたしました。個別診察では、日

頃の子育ての様子を先生がお子さんの様子を観ながら、お母様からきいて、助言

をしてくださいました。０歳児から、年長児まで、それぞれの成長を感じたり、

アドバイスに気持ちが楽になったり、保護者にとってもよい機会になりました。

＜３月＞

　富坂子どもの家の３

回目の卒園式を実施し

ました。今年度は４名

の卒園児が巣立ってい

きました。牧師先生に

よる礼拝で、祝福の祈

りを一人一人にしてい

ただき、証書授与もし

ました。授与式のあとの茶話会では、一緒に遊び生活をともにした他の在園児と保護者も四人の門出を

お祝いしました。お祝いのお菓子は、親子プログラムで一緒に作った手作りクッキーです。また仲良し

のお友だちとのお別れが名残おしいのか、茶話会後も一緒に遊んでいました。また、会いましょうね。

富坂子どもの家での経験をもとに、自信をもって、新しい学校生活を送って下さいね。おめでとうござ

います。

＜４月＞

　４月９日から新年度

の療育活動がスタート

しました。６名の新し

いお友達も迎え、みん

な毎日元気に登園して

きています。子ども達

にとってちょうど良い

広さの園庭は、春の訪れを美しい表情で教えてくれるたくさんの植物に満ちています。園児たちは花び

らにさわり、時にはもぎ取り?! そして何かまるで語りかけるように花たちに水を灌ぐ姿も見られます。

１３０年前からのドイツやスイスの宣教師の先生方が残してくださった遺産は、このようにして小さな魂を

はぐくむために活かされています。

7

富坂子どもの家より
各季節の活動報告から
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富坂キリスト教センター ２０１４年度 事業報告

Ⅰ．出版物
①『富坂だより』３３ 号（６月）、３４ 号（１２月）刊行。
②『富坂キリスト教センター紀要』５号（２０１５ 年３月）刊行。
③ 『行き詰まりの先にあるもの―ディアコニアの現場か
ら』（９月、いのちのことば社）２０１５年１月重刷り。

Ⅱ．研究会
①「日韓キリスト教史資料集第Ⅲ編」研究会（２００７ 年～）
編纂作業を継続。

②「脱原発社会と未来世代への責任」研究会（２０１３年～）
　２０１４年４月１９日 第５回研究会（研究発表：西岡由香さん）
　２０１４年７月１２日 第６回研究会（研究発表：兼松秀代さん）
　２０１４年１０月１１日 第７回研究会（研究発表：山田　真さん）
　２０１５年２月２１日 第８回研究会
 （研究発表：吉田由布子さん）
③ 「沖縄における性暴力と軍事主義」研究会（２０１４年～）
　２０１４年４月４日 第１回研究会
　（本研究会テーマ設定と今後の計画について）
　２０１４年７月１３日、１４日第２回研究会
　（研究発表：�里鈴代さん、
  座間味島現地研修：宮城晴美さん）
　２０１４年１０月１９日、２０日第３回研究会
　（研究発表：鄭　暎惠さん、秋林こずえさん）
　２０１５年２月１５日、１６日第４回研究会
　（研究発表：安次嶺美代子さん、現地研修：山城紀子さん）

Ⅲ．研修会
○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
　日　時：２０１５年２月２４～２６日
　会　場：「ペンション 美  留 」沖縄県国頭郡恩納村 

び る

　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」
　講　師：発題「第１回共同研修会に参加して」荒瀬牧彦さん
　　　　　講演①「岐路に立つ沖縄
　　　　　　　　　―沖縄の歴史・文化・キリスト教―」
 饒平名長秀さん
　　　　　講演②「誰とともに立ち、祈り、行動するのか」
  村椿嘉信さん
　参加費：２０,０００円
　参加者：３４名（沖縄１９名、「本土」１５名）
○沖縄研修 富坂リトリート（第１回共同研修会振り返りと展望）
　日　時：２０１４年６月２６日

Ⅳ．公開講演会
　日　時：２０１４年１０月１９日（日）１８時～２０時３０分
　会　場：富坂キリスト教センター１号館
　主　題：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
  （いずれもセンター研究員）
　参加費（資料代含む）：１０００円
　参加者：４５名

Ⅴ．センター運営委員会
　２０１４年４月２１日、９月２２日、２０１５年１月１９日に開催。 

「紀要」第５号発行のお知らせ
〈論文〉
○脱原発社会と未来世代への責任研究会
　原爆・原発・再生可能エネルギー   ……………………西岡由香
　だまして進める高レベル放射性廃棄物処分場
　 ─ 岐阜県瑞浪超深地層研究所問題 ─  ………………兼松秀代
　福島原発事故の医学的な問題 ………………………… 山田　真
　放射能汚染が未来世代に及ぼすもの 
　─ チェルノブイリから学ぶ  ………………………吉田由布子
○沖縄における性暴力と軍事主義研究会
　沖縄戦と日本軍慰安所と米軍の性暴力　沖縄から問う！
　 …………………………………………………………… �里鈴代
　「集団自決」にみる軍隊と性 ～二分された女性たち～
　 …………………………………………………………… 宮城晴美
　ヘイトスピーチと心的外傷 
　～植民地支配、戦争、性暴力、グローバル化～
　 …………………………………………………………… 鄭　暎惠
　軍事主義を許さない国際女性ネットワーク …………… 秋林こずえ
〈特別寄稿〉
韓国現代史における１９７０年代について
─民主主義へと向かう陣痛の１０年─ …………………… 池　明観

〈センター２０１４年度　事業報告〉
※２０１４年度に実施されたセンターでの研究発表などをおもに掲
載しています。頒布価格は１冊１０００円（送料込）です。

　　 　　

編集後記
　国を愛し、国に誇りを思うことは、共同体社会としての自分の家
族や隣人達を愛することに他ならないと思います。公益財団法人と
しては、徹底してこの国に住む隣人達の生活・福祉の向上に資する
ことに力を注がねばならない。しかし「国のため」という曖昧にも
かかわらず重要に聞こえてしまう言葉が一人歩きし、偶像化し、そ
の実、国家に不利益をもたらすことはよくある話。歴史を一面的に
だけ見ることは出来ませんが、ちょうど１００年前の１９１５年からイギリ
スの第一次世界大戦後の中東問題をめぐる三枚舌外交が展開され、
これが今日の中東問題の元凶ともされています。当時のイギリスに
とって「国」益にかなうことであれば「他」国間に矛盾をもたらす
ことでも筋の通る話だったのでしょう。危惧することは、このまま
例えば中国向け、韓国向け、米国向けにそれぞれに「舌」を展開し
続けると、今後１００年に渡ってまで国内外に不利益をもたらし続ける
のではないかということです。 （金子）

公開セミナー＜教会と社会を考える＞お知らせ
「いま、宗教改革を生きる―耳を傾け共に歩む―」
　
　宗教改革記念のNCCの催しとして日独教会協議会が来
年、東京で開催されます。その準備企画として、６月に山
本光一さんを講師としてお迎えし、「教会と社会の関わり」
についてお話しいただきます。センター「社会事業の歴史・
理念・実践～ドイツ・ベーテル研究会」（山本光一座長）
の刊行物『行き詰まりの先にあるもの―ディアコニアの現
場から―』（いのちのことば社）の出版記念でもあります。
どうぞご参加ください。
　
日 時：２０１５年６月２６日（金）１９時～２０時３０分
会 場：富坂キリスト教センター１号館会議室　入場無料
講 師：山本光一さん（日本基督教団京葉中部教会牧師）
主 催：NCCドイツ教会関係委員会／富坂キリスト教センター
共 催：いのちのことば社出版部
　
※第２回公開セミナー＜教会と社会を考える＞は今年１１月６日
（金）に予定しています。
　講師：戒能信生さん（日本基督教団千代田教会牧師）
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