
本学の学長として４月から新しい道を歩みだす

ことになりました｡ 学長に就任した最初の時点で

は, どの行事も初めての経験ばかりで, 日々行わ

れる業務や任務をこなすのに

精一杯という感じでした｡ そ

んな中で, 本学のチャペルア

ワーに出席するようになり,

この時が私にとっていっとき

の安らぎの場となりました｡

チャペルアワーに出席する

ようになったある時点で, カ

ナダで体験した教会での出来

事が思い出されてきました｡

それは, 今から��年前にカナ
ダ (ハミルトン) にある��������大学へ在外研究員
として滞在していた時のこと

です｡ 滞在初期のころは自分

の毎日の生活を楽しみながら

過ごしていましたが, 滞在後

半になって ��������大学に
在学している日本人と知り合い, それまで知らな

かった場所へ案内してもらうようになりました｡

ある時, 町の外れにある古風な教会へ連れて行っ

てもらった時のことが今も記憶に残っています｡

この友人とともに, 日曜日に礼拝が行われてい

る教会の中へ入って神父の話を聞きながら, 興味

深く部屋の中の雰囲気を観察していました｡ そこ

には���名以上いたと思いますが, とても静かで

厳粛な雰囲気で式典が進行しているように思えま

した｡ 私はキリスト教徒ではないのですが, 周囲

の人々が讃美歌を歌い, 静かに話を聞いている姿

を見ていると, この人たちは本

物の信者だという雰囲気が漂っ

てきて, 自分もその仲間になっ

たような気分になっていました｡

この教会では, ドイツ (ケル

ン) の巨大な大聖堂に入った時

の体験とは全く違った柔和な気

分を味わうことができました｡

なぜそういう気持ちになったか

分かりませんが, 本学のチャペ

ルアワーに出席するようになっ

てから, この気持ちが湧き上がっ

てきました｡

本学のグレースホールで ｢主

の祈り｣ を読み上げたり, 杉山

先生のパイプオルガンの演奏を

聞きながら讃美歌を歌っている

と自分の気持ちが和らいでいく

のを感じています｡ そして, 最後に ｢��������������｣ と言って握手を交わしてから部屋を
出る時にはなんとなく気分が爽快になっています｡

この感覚は何であろうか, これは私個人だけのこ

となのか, いや多くの人が私と同じような感覚に

なっているのではないだろうか｡ こんな思いを持

ちながらチャペルアワーに出席しているのが今の

私です｡
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Ⅱ

クリスマスは､ 私と兄姉にとって一年でもっと

も楽しい時間でした｡ 母と父がそのようにしてく

れたのです｡ 父はとても厳格でしたが､ クリスマ

スをいつも ｢でかく｣ してくれ

ました｡ 一番大きな木 (あると

きなど､ 大きすぎて家の中に入

りませんでした)､ 大きな飾り､

大きなプレゼントなどです｡

(アメリカでは ｢お年玉｣ があ

りませんので､ クリスマス・プ

レゼントは子どもたちが何より

も待ち焦がれるものです｡) 父

は寡黙な人ではありましたが､

バスケットボール・コート､ 野

球のバッティング・ケージなど

を作ってくれるものですから､

近所の子どもたちはうちに来て遊んでいました｡

父は遠くから静かに見守ってくれました｡ クリス

マスも同じです｡ いや､ クリスマスは特別でした｡

私には三人の子どもがいます｡ そして同じこと

をしようとしている自分に気づきます｡ 近所の人

たちは､ ��月になりますと聞いてきます｡ ｢で､
今年はいつ､ クリスマスの飾りつけを始めるの？｣

そして､ 毎年クリスマス・シーズンにライトで近

隣を輝かすことに感謝してくださいます｡ 私は父

よりは話す方ですし､ 子どもたちと一緒に遊びま

す｡ また､ いつも妻に次のように話しかけます｡

｢いつか子どもたちが 『お父さん､ これってちょっ

と面倒くさくない？』 って言い出すまでは､ デコ

レーションを続けたいね｣ と｡ 今のところ､ 子ど

もたちは楽しみにしていますので､ 私は安泰といっ

たところです｡

ところで､ クリスマスの意味とは何でしょう？

飾り付けやライトのことでしょうか？ プレゼ

ントのことでしょうか？ ゲームや歌のことでしょ

うか？ 教会での特別なプログラムのことでしょ

うか？

その答えは､ ５歳の子どもが教えてくれました｡

アメリカのある研究者たちが５歳の子どものグルー

プに質問しました｡ ｢愛ってな～に？｣ 研究者た

ちが得た答えは驚くべきものでした｡ 一人の少年

がこう答えました｡ ｢愛ってね｡ クリスマスの朝

にね｡ プレゼントをあけるのを

やめて､ 静かにお耳していると

ね､ お空にあるものだよ｡｣

そうです！ 私にはその感じ

が分かります｡ その特別な ｢静

けさ｣ を知っています｡ 誰かの

ために一生懸命になること､ 愛

を分かち合うこと――そのこと

こそ､ クリスマスの聖書物語が

語っていることです｡ ｢地に平和

が､ 人に良きこころがあるよう

に｡｣ 讃美歌の歌詞にもこうあり

ます｡ ｢静かな夜､ 聖なる夜､ す

べてが静かで､ すべてが輝いている・・｣ ( ｢き

よしこの夜｣ の直訳) クリスマスの意味を私に説

明してくれたのは５歳の子どもでした｡ もの静か

だった父はこのことを理解していたのだと思いま

す｡ 彼は遠くから見守りながら､ 浮かれた騒ぎの

中にも ｢静けさ｣ の特別な意味に注意を向けてい

たのでしょう｡ そして一年を通して持ち続けたの

が､ そうした静けさでした｡

昨年､ 父が亡くなったとき､ 幼な馴染みが葬儀

に来てくれて､ こう話しかけてくれました｡ ｢ね

え､ 君の家で過ごしたクリスマスのこと､ 今でも

よく覚えているよ｡｣ 友のこころの中に残ってい

た楽しい思い出は､ 父が一生懸命にしてくれた､

そのことだったのです｡ 私たちは日本にいるもの

ですから､ 父が私の子どもたち､ つまり孫たちと

クリスマス・シーズンに会えなかったことは心残

りです｡ けれども､ このクリスマス､ 父は孫たち

を見守ってくれていて､ これからも父自らあの

｢静けさ｣ の一部としていてくれると信じるもの

です｡ (原文は英語｡ 翻訳：志村真)
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Ⅲ

私がハンドベルと出逢ったのは高校生１年の時

でした｡ 音色が本当に綺麗で､ 仲間と一つの曲を

完成させた時の達成感に魅了され､ 気がつけば７

年近くの年月が経とうとしています｡ 入学後､ 初

めて大学のハンドベルクワイアを目にした時､ 人

数も体制もとても充実していると感じました｡ す

ぐに､ 入部を決めましたが､ 周りは知らない先輩

ばかり｡ さらにキャンパスも違うので仲良くなれ

るかとても不安でした｡ 他の用事を優先させて練

習に行かない時もありましたが､ 先輩方のおかげ

で､ 続けられたことにとても感謝しています｡

いよいよ私も４年生になり､ 現在部長を務めてい

ます｡ 皆をまとめる役は初めての経験で､ とても

不安でした｡ おまけに､ ４月当初は例年よりかな

り部員が少なかったため､ 更に不安が募りました｡

この楽器は､ 一度始めるととても楽しくて､ 続け

てみたいと思う人が多いのですが､ あまり知られ

ていない楽器なのか､ なかなか勧誘が難しいのが

現実です｡ 顧問の岡田先生や､ 部員に支えてもら

いながらなんとか頑張ってきました｡ その甲斐あっ

て､ 夏休み前に部員が増え､ 今では１６人になっ

てボリュームのある演奏ができるようになりまし

た｡

毎年クリスマスの時期は､ 教会や福祉施設､ サ

ラマンカホールなどから､ 演奏の機会をいただい

ています｡ 曲目も時節に合わせて､ 今はクリスマ

スソングのメドレーや､ みんなが知っているよう

な親しみ易い曲を選んでいます｡ 一昨年の保育園

でのコンサートでは､ 演奏に加え､ 子どもたちと

手遊びをし､ 楽しんでもらえるよう工夫しました｡

今年もたくさんの依頼をいただき､ とても感謝し

ています｡ そして学内でも､ 両キャンパスのクリ

スマス礼拝での演奏を､ 是非聞いていただければ

と思います｡

ハンドベルを通じて､ 人とのつながりが増え､ 多

くの貴重な経験を味わうことができました｡ ４年

間やってきてよかったと心から思っています｡

(写真､前列左から２番目が筆者)������������������������������������������������������������年も前の昔話｡ クリスマスに新婚旅行に行っ
た｡ 場所はローマ､ バチカン市国｡ ローマ法王の

クリスマスメッセージを拝聴する為である (大袈

裟ですみません)｡

さて､ クリスマスの朝､ すがすがしい気持ちで

ホテルを出発し､ 地下鉄でバチカンへ到着した｡

ローマ法王ヨハネ・パウロⅡ世は､ 何十という国

から来た人々に合わせて､ 其々の国語で ｢メリー・

クリスマス｣ を伝えてくださった｡ お言葉が発せ

られる度に､ 感嘆の声があがる｡ 勿論日本人にも

はっきりとした口調で ｢くりすます､ おめでとう｣

を頂いた｡ 数か所で喜びの声が聞こえた｡

興奮冷めやらぬ群衆の一員となって帰路へ｡ キ

リスト教関係の専門店が並ぶとても魅力的な道で

ある｡ かわいらしいお土産物に気を取られて､ 少

しだけ余分に時間を過ごした様だった｡ 急いで地

下鉄の駅へ… ｢最終電車は出ましたよ｡ クリスマ

スだからね｣ 親切な人が教えてくれた｡ かなり途

方に暮れたのは紛れもない事実である｡ 取あえず､

大きな通りに出ることにした｡ ここで夫婦喧嘩に

ならなかったのは､ さすがに神様の愛のお力であ

る｡ (今ならば神様もこれ程の愛を届けるのは難

しいかも知れない)｡ 大通りにはバスがあるかも

知れない｡

しかし､ 車一台ない写真の様な美しい通りが､

������������� �� ��

��������������� �� ��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������ �� �������������������������������������������������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������� �� ����������������� ����������������������� ��������������������������� ��� ���������������� ��� ������ �������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ������ �������� ���������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������������ �� ���������� ������������������� ��� ��������� �� ���������������������������������������������������������������

サウジ・アラビア出身のナジール・マシーさん

は���ウィルス陽性者です｡ 社会から差別され､
治療するために財産を失ってしまいました｡ 医者

からボラれ､ 自分のせいで家族が苦しんでいると

の自責の念に苦しみ､ 自殺しようと心に決めてい

ました｡ けれども､ ｢エイズ啓発協会｣ の働きか

けを受けて､ ���陽性者のグループに参加するこ
とができました｡ そこで個人カウンセリング､ グ

ループおよび家族カウンセリングを受け､ 祈りの

会にも参加しました｡ こうした人生の経験を分か

ち合うことで､ 彼は人生に意味を見出すようにな

りました｡ 今では､ パキスタンの���陽性者の
権利擁護のために活動しながら､ 家族や���陽
性者の家族たちと幸せに暮らしています｡

最初のキリスト教共同体がそうであったように､

支援を必要としている私たちの兄弟姉妹のさまざ

まなニーズ､ 苦しみと喜びを理解することは､ 私

たちの責務だと考えます｡ そうすることで､ 私た

ちは幸せで喜びに満ちた人生を送ることができる

のです｡

ヘクター・ニハール先生は､ パキスタンのラホール市にある ｢エイズ啓発協会 (���)｣ の所長と
して､ エイズ患者の権利擁護と啓発のために働いておられます｡ 本学には､ ��月��日に来てくだ
さり､ 関キャンパスでのチャペルでお話しくださいました｡ 毎年､ この時期には､ アジア各地か

ら愛知県日進市にある ｢アジア保健研修所 (���)｣ に来られて研修を受けている､ 公衆衛生や地
域医療､ 地域福祉の専門家の先生が本学に来てくださり､ メッセージを語ってくださいます｡

目の前にあった｡ ビバ！ イタリア！ クリスマス

を想うイタリア人に感嘆の声を上げざるを得ない｡

この国の人々は街にも出ず､ 静かに家でクリスマ

スを祝っているのだ｡ 我々は歩き始めた｡ 如何な

る店も閉まっている町を､ 空腹を抱え､ てくてく､

てくてくとホテルまで歩いた｡ 勿論喧嘩せずに｡

クリスマスをお祝いする全ての人と､ 神様の愛

の力に畏敬の念と感謝を持ちながら｡ クリスマス

おめでとうございます｡

Ⅳ



Ⅴ

(Ⅵページから)

ここにあります｡ 世の中では､ 経済的に力のある人に注目が集まることが多くあります｡ 或いは社会的

に大きな影響力のある人が目をとめられることが多くあります｡ しかし､ 神さまは､ そうではなくて､

社会の中で埋もれてしまいそうな人に目をとめておられる､ というのです｡ とても嬉しいことです｡

羊飼いたちが夜空で見たことも聞いたことも､ 伝えられた話し以上のことは分かりません｡ ただ､ 羊

飼いたちがこんなことがあったと話した､ それを伝え聞いた､ そして､ 物語にして語り伝えられた､ そ

して､ 聖書の物語になったという事実があるだけです｡ この物語を聞いた人たちは､ あの羊飼いたちと

同じような感動を覚えたのではないでしょうか｡ 世の中の人が見るような仕方で､ 神さまは人をご覧に

なるのではなくて､ 目立たない仕事をしている人に､ 神さまは目をとめていて下さる｡ 社会の底辺に押

しやられたような人々に､ 神さまは目をとめておられる｡ そのことに気づいた人たちにとって､ 羊飼い

たちの物語は､ 宝のような､ いつ思い出して心が熱くなる嬉しい物語だったと思うのです｡

クリスマスは､ 美しい物語にうっとりするときではなくて､ 神さまの眼差しに気づいて､ 生きる力を

もらうときではないかと思います｡ もうすぐ����年が終わります｡ そして､ 新しい年を迎えます｡ ����
年も神さまから生きる力をもらって生きていこう､ そう思えたら､ 最高のクリスマスだと思うのです｡

メリー クリスマス！
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������
人の将来と言うものはどういう風になるのか､ 本当に不思議です｡ 今こ

こに存在しているというこの自分は､ これまでに周りのだれか､ 或いは過

去のちょっとしたことで大きな影響を受けているという事実があります｡

過去の小さな出来事､ 或いはちょっとした出会いが､ その後の人生を大き

く変えます｡ 語りかけられたちょっとした言葉が､ 心に宿り支えとなることもあります｡ 見守られてい

る眼差しに気づいて､ 生きる勇気を得ることもあります｡ 予期しなかった出会いや事件によって人生が

変えられたこともあります｡ ����年の東日本大震災､ そして原発事故による被害は､ 確実に私たちの歩
みを変えた出来事です｡ 人の歩みというのは不思議なものです｡

クリスマスの礼拝では､ 聖書に書かれているクリスマスの物語のうち､ 羊飼いの物語をご一緒に読み

ましょう｡ この物語はとても嬉しい物語です｡ そして､ この物語の中には大逆転があって､ 心が熱くな

ります｡ どうしてかというと､ 羊飼いというのは､ 当時どちらかというと社会的にスポットライトが当

てられていた人たちではありませんでした｡ むしろ､ 社会の底辺的な所で汗水流して懸命に働いて社会

の必要に応えている｡ しかし､ 社会的にはあまり評価されない｡ いや､ むしろ蔑まれることさえあった

人たちのようでした｡ しかし､ そのような人たちが､ 世界で最初のクリスマスの出来事に立ち合うこと

になったのです｡ 驚くべき逆転です｡

皮肉なことに､ 当時神殿で礼拝していた人たちに､ クリスマスの最初のニュースが届けられたのでは

なくて､ 野宿していた羊飼いたちにそのニュースが届けられました｡ 社会の中で影響力ある人たちでは

なくて､ 日々の生活に追われている羊飼いたちに､ クリスマスのニュースが最初に届けられたのです｡

普通に考えれば､ 最初に､ 宗教的に熱心な人たちがクリスマスのニュースを聞くということがあるよう

に思います｡ しかし､ そうではありませんでした｡ 社会的に力にある人たちではなくて､ 社会の片隅に

追いやられたような人に､ 世界が驚くような嬉しいニュースが知らされています｡

神さまは､ 社会の中で小さくされている人に目をとめておられる､ というメッセージが (Ⅴページに)

������ ������������������������������ ������� ����� �� �� � ��� ��������������������������������������� �������� �������
��������������年福井県生まれ｡ ����年に同志社大学文学部を卒業｡ ����年に東京神学大学大学院神学研究科博
士課程前期課程を修了｡ ����年に米カリフォルニア州の�����������������������に進学し､ ����年�
月に学位取得｡ 宣教学博士｡ 専攻はエコロジー神学｡ ����年�月より塚口教会 (兵庫県) において伝道

師として勤務した後､ 本庄教会 (埼玉県) に赴任し牧師及び友愛幼稚園園長として勤務｡ ����年帰国後､
川谷教会 (福島県西郷村) の牧師及び川谷保育園園長に就任し､ 現在に至る｡ 白河市医師会准看護学校

非常勤講師｡ (哲学科)


