
 

 

「「「「TMRITMRITMRITMRI は現代のミッシオ･デイの現場たり得るか」」」」    

東條隆進 キリスト兄弟団弥生台教会牧師 

日本宣教学会会長、東京ミッション研究所副理事長 

当ミッション研究

所元所長ロバート・

リー博士はその著

書『日本と西洋キリ

スト教―文明の衝

突を超えて―』において「古代エルサレムから近

代の東京へ」という注目すべき宣教論を提示した。

キリストの宣教は古代エルサレムからローマをへ

て近代の東京で展開されているという主張である。

ミッシオ・デイはゴルゴダのキリストの十字架から

開始し、パウロの「ローマ人への手紙」でローマ・

バチカンが建設され、そこからさらにパリ・ロンド

ン・ベルリン・ワシントンに向かい、近代日本で首

都となった東京に到着している。現代のミッシオ・

デイはローマのバチカンから東京に到着した「ロ

ーマ人への手紙」の釈義である。 
日本は 1868 年明治国家体制が世界史に船

出してから、第二次世界大戦でのアメリカ合衆国

との戦争敗北、マッカーサー元帥の日本国官僚

体制として現在に至っている。マッカーサー天皇

国家である。キリスト教でパクス・アメリカーナを形

成するというアメリカ・キリスト教界の宣教理念のも

とで、マッカーサー天皇の要請で宣教師が日本

に派遣され「ローマ人への手紙」が解読されてい

る。 
「ローマ人への手紙」と「東京人への手紙」は

同じか。内村鑑三は[二つの J]について語った。
中華人民共和国では J と M（毛沢東）のジレンマ
を抱えている。日米安全保障条約に加えて TPP
協定によって日本はアメリカ星条旗５１番目の星

になり、毛沢東イズムの中華人民共和国との対

決が強化される。１９４５年ウクライナ（旧ソ連）の

ヤルタで開催されたルーズベルト・スターリン・チ

ャーチル会議によって世界分割支配体制が確立

して以来、米・中・日コンフリクト体制が世界の枢

軸問題となっている。そしてそれぞれのマンハッ

タン計画が主権国家の威信をかけて遂行されて

いる。原子力エネルギーが戦争破壊武器として

最強であるだけでなく産業革命を遂行する武器

としても有効であることを発見する。「原子力平和

利用」というイデオロギーである。 
2011 年 3 月 11 日福島原子力事故勃発。広

島・長崎原爆問題と 3・11 問題の決定的違いが

被爆という被害者問題と利益享受問題の同居性

である。DNA の二重螺旋と同じように加害と被害

の二重螺旋構造が特徴である。市民社会の加害

性と被害性の同居性は注目されてきた。しかし原

子力エネルギーの産業生産力と自然環境破壊

性、人間の DNA 構造の破壊の同時性問題が初

めて明確になった。人類の律法の時代からイエ

ス・キリストの時代への転換過程で 3･11問題が日
本に発生した。アメリカのスリーマイル島問題は

原子力エネルギー開発の未熟性問題として片付

けることが出来た。チェルノブイリ事故はソビエト

共産党体制の矛盾に還元出来た。しかし福島原

子力事故は問題のいかなるすり替えも許さない

問題である。与謝野馨氏は「神の仕業である」と

言った。現代の「ローマ書」はこの言葉性を釈義

しなければならない。キリストの使徒職に与るキリ

ストの弟子団の義務である。現代宣教論の本質

論に位置する根本問題としてである。「古代エル

サレムから近代の東京へ」・・・・・（＊８頁へ続く） 
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◇被災地の現実◇被災地の現実◇被災地の現実◇被災地の現実 
私たち支援者は、震災が終わっていくことと震

災後の日常が始まっていくことの両方を認識する

必要があります。先週、私たちは石巻で「行脚」を

行い、和尚さんたちと共に、祈りつつ２時間、被

災地を歩きました。このお和尚さんたちとチャプレ

ン研修をするに当たり、最初に被災地が今どうな

っているかを肌で感じなければならないと、このプ

ログラムが組まれました。スタートしたお寺は海ま

で歩いて３０分くらいの高台にありました。その高

台のすぐ下まで水が来たそうですが、そこにあっ

た病院にいた人はみな死亡したということです。

その高台には瓦礫と一緒に遺体が流れ付き、積

み上がったという話でした。「どうぞここでお経で

も讃美歌でも大きな声でお捧げ下さい」と言われ

ました。参加したのは牧師が４人でいろいろな宗

派の僧侶が１２名、合計１６名でした。 
歩いてみると、そこはどこにでもある田舎の沿

岸風景なのです。しかし、よく見ると道路のミラー

には水が相当の高さまで来たことを示す汚れが

残っています。たまに、ぐしゃぐしゃに曲がった電

信柱が残っていたり壊れた建物が点々と手付か

ずで残っていたりもします。人の姿はなく、その側

を車が通り、公共事業の仕事の音が聞こえたりす

ると一見もうそこでは震災が終わっているように感

じられます。しかし、そこに住んでいる方々は、沢

山の知り合いに死なれ、その遺体が自分の家の

周りに積み上がったままで何日も過ごし、家や町

のヘドロと瓦礫に変り果てたものを自分たちで掻

き出して、今の状態になったことを知っている。そ

こに、「やあ復興しましたね」と気安く行けば、どう

                                                        
※ 講師紹介： 東北学院大学・仙台白百合女子

大学・尚絢学院大学非常勤講師、日本基督教団

仙台市民教会主任担当教師、仙台キリスト教連合

被災支援ネットワーク（東北ヘルプ）事務局長。 

してもギャップが生まれます。実はそうやって現地

を傷つける人は、かなり多いのです。 
ある方の息子さんが石巻の復興のためにと言

って東京から帰って来られたけれど、去年の１２

月に自ら命を絶たれたそうです。多分そうさせる

力、つまり先行きが見えなくなる暗い要素が石巻

にもあったのだと思います。ちなみに自死（自殺）

の報道は一切されません。報道協定がされてお

り、自死者はかなり出ていても、報道すると後追

いを誘発するので書かないようにしている、という

のが報道関係者の証言で知らされました。年間

自殺者が３万人にも上る日本です。そこに多くの

問題を抱えていることは事実ですし、震災だけに

目を向けることはできないかもしれません。そのこ

とを踏まえた上であっても、被災後の日常はやは

り独特なものです。 
また、そこには個別的であると同時に普遍的な

問題も含まれています。例えば高齢化、過疎化、

孤立、孤独という事柄は被災後の日常の中に剥

き出しになって見えます。それを個別性の中に見

いだして他のところに拡げ、繋いでいく努力を私

たちがしなければ、おそらく被災地はどんどん浮

いていくことになると思います。 
イエス・キリストの十字架は後にも先にも一回だ

けのもの、「個別のもの」と考えます。しかし、私た

ちはその十字架をまったく他のものから切り離し

て考えることはしません。今回の震災においても、

私たちは津波の大きな被害の中に十字架を見ま

す。「東北ヘルプ」のロゴマークがあるのですが、

それは被災地に十字架が立ち被災地から新しい

命が始まらねばならないという思いで作りました。 
被災者の中でも力のある人はどんどん自立し、

良い物をつかんでいってしまいます。力の無い人

には良い物が残っていないのです。それは仕事

でも住宅でも同じです。そして人々は孤立し不安

になっていきます。自分はこれからどうなっていく

のかと考えます。 

 
2013 年 2 月 冬季フォーラムより （中川美弥子主事による書き起し・要約） 

被災地の現在とキリスト者の責任被災地の現在とキリスト者の責任被災地の現在とキリスト者の責任被災地の現在とキリスト者の責任 

講演 川上直哉師（東北ヘルプ事務局長）* 
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◇福島の◇福島の◇福島の◇福島の見えてこない見えてこない見えてこない見えてこない現実現実現実現実 
ここまでは主に津波に関する話でしたが、福島

には更に巨大な不安があります。最近の問題とし

ては「小児甲状腺ガン」の大規模流行の不安が

あります。チェルノブイリの場合は「ウクライナ・エ

イズ」という言葉がありました。つまり免疫不全の

状態がバッと広がるということで、その一つの症状

が「甲状腺ガン」でした。もっとも、今起こっている

甲状腺癌の発症は、原発事故とは「関係ない」そ

うです。なぜ「甲状腺ガン」が日本に広がっている

のか現在では不明とのこと。つまり、何かわからな

い「とんでもないこと」が日本に起こっているのか

もしれません。ここに不安があります。 
自分たちの話をしても、もう誰にも分かってもら

えないということで、地元の人たち自身が心を閉

ざして語らなくなってきているということもあります。

それは津波でも放射能でも同じです。 
私たちは 0.3 マイクロシーベルト/ｈという数値を

念頭において除染問題を考えます。福島市や郡

山市の私たちの仲間は、２マイクロシーベルト/ｈ
を念頭に除染をしています。ですから、郡山市と

月一度、会議をしていますが、私たちと話がかみ

合わないことになります。私たちは 0.3 という数値
を念頭に危険だの上がっただの下がっただの言

っていますが、その話をしていると郡山の人は黙

ってしまうのです。ですから福島での「小児甲状

腺ガン」等の問題は目下、大問題になっているわ

けです。多分、福島県立医大はパニックになって

いると思います。３００万人ほどの調査を何１０年

もしなければならないそうで、とても県立医大だけ

ではできないのに、国から押し付けられている。

本当に気の毒なことと思っています。 
放射性物質がどのくらい１年間で海に出たかと

いう図表（映像で表示）があります。更に２年後の

様子もここに示されています。しかし、今後どのく

らいこれが抑えられるかは不明です。問題はその

汚染源の物質（核燃料）がどこにあるかわからな

い点にあります。そして、爆発しないように入れて

いる冷却水が水漏れしていないかと心配されて

います。水漏れはもう嫌というほど報告されてい

て楽観できません。魚の放射能は測りにくいのだ

そうです。しかし、水俣病の魚と水銀の関係と同

じく、放射性物質は魚の間で濃縮される可能性

があります。不安は募るばかりです。 

◇◇◇◇支援の終了支援の終了支援の終了支援の終了・・・・牧会の開始牧会の開始牧会の開始牧会の開始 
多くの団体が、今、撤退の時期となりました。た

とえば、震災直後、「サマリタンズ・パース」（ＳＰ/
米国のキリスト教人道援助団体）が働きかけ、米

軍の空母などを使って大量の支援物資が日本に

届きました。トモダチ作戦と共に、大変感謝なこと

でした。日本聖公会も、本当に心を込めて支援

をしてくださいました。いずれも、もう撤退となりま

す。あるいは、ＯＭＦも釜石の方で支援してくださ

いましたが、それも今年の秋くらいまでの予定で

す。支援活動を中止し引き上げなければならな

い方々は、本当に断腸の思いでおられます。震

災直後は食べ物が無い、衣類が無いということで

そのための支援をしてきました。今は更に深い苦

悩の中に人々がいる状況が分かっていながら、こ

れ以上支援活動を継続することができないという

のが現状です。外国からの資金援助についてい

えば、悩んでいる東北の人の相談相手となり何

時間か費やすための費用をフィリピンの災害援

助に向ければ、もっと多くの人数を助けられる、と

計算されてしまう。従ってこれ以上東北の災害援

助は継続できない、と結論付けられてしまうので

す。 
一方、お金が来ても来なくてもその働きを止め

ることができないのが教会であり、牧会の働きで

す。牧会は一人の人と何時間もかけて話し合い、

何がしかの希望を確認する働きです。牧師は伝

道することを本務とします。そこに、被災地の希

望があります。しかし、牧師たちは今、息切れしか

けています。 
ホームレス支援や生活困窮者支援活動等もあ

りましたが、そこに一歩踏み出して伝道する人は

ほとんどいなかった現状です。今までどおりの教

会で、日曜日に看板を出し「主は復活した」と書

いても、人はなかなか教会に来てくれません。新

しい形態の教会が必要なのです。教会は必要と

されているはずなのに、人は来ない。もうそろそろ

新しいことを考えなければいけないのではないで

しょうか。 
実際、牧師たちが仮設住宅に行くと皆、喜ん

で歓迎してくれます。教会が一度も建ったことの

ない南三陸町で「キリストはすごい」と言われた、

と、クリスチャンでない東北ヘルプ職員が、びっく

りして報告してくれました。今こそ、新しい伝道を
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継続できるような仕組みを作らなければいけない

と思います。教会の出番です。これが「被災地の

現在とキリスト者の責任」という発題が指し示すべ

き事柄だと思います。 

◇◇◇◇密着と直結密着と直結密着と直結密着と直結－－－－臨床宗教師臨床宗教師臨床宗教師臨床宗教師の意義の意義の意義の意義 
ここで、放射能問題に対して教会ができること

を考えてみましょう。今までは主に津波の問題に

ついて教会ができることを考え実行してきました。

まず大切なこととして挙げられるのは、教会には

密着と直結という強みがある、ということです。教

会は限定された弱い小さなものかもしれませんが、

特に東北の場合は地元に張り付いています。誰

も来なくてもずっとそこにある。牧師たちが新聞配

達をしたり看護士をしたりしながら、何とか生きて

いく道を探し、無理やり踏ん張って教会を続けて

きました。それが東北の教会です。そうすると、最

初は教会には回覧板を廻してもくれない町内の

方々が、十年も続けていると、だんだん仲間に入

れてくれるようになる。そして、今回の震災に際し

ては、あそこは変なことはしないという信頼が基と

なり、物資があるならもらいに行こうかということで、

自然と教会が支援センターになりました。ある宗

教団体のところには人が行かなくなった例もあり

ます。信頼関係の成立するところにしか、人は行

かないということです。教会には今までの経緯が

いろいろあって、皆心配しないで、来て感動して

帰ってくれるということが実際にありました。これが

教会の強みである「密着」です。 
また教会には「直結」という強みもあります。世

界と直結し、あるいは東京や名古屋と直結してい

ます。驚くべきことに、遠隔の皆さまが本当に直

接祈ってくださっているのです。「何かあったら言

ってください」という申し出も嘘ではなく、実際に

動いてくださいます。できないことがあれば、一生

懸命祈っていると次第に誰かに伝わり、誰かが動

く。そこに教会の強みがあります。 
ですから大事なのは放射能問題に対してもネ

ットワークをしっかり作るということです。それには

皆が親しくなるということが大切なことで、自分た

ちもそれを心がけています。そのことが今、国際

的な連帯に繋がろうとしています。今年の秋、世

界教会協議会があるのですが、韓国の方々がこ

の会議を福島のために用いようと努力をしてくれ

ていることは、その感謝な事例の一つです。 
ここで、「密着」の部分に弱さがあることも確認

しておきましょう。教会は地域の人間関係に疎い

ところがあります。ある程度のことは分かるが本当

の核心の部分が分からない。逆によく知っている

のは神社とお寺です。そこで宗教者の協働が必

要になります。ですから、「臨床宗教師研修」とい

う活動を始めました。それは困っている人がいた

時に、その人を接点として、宗教者が協力して互

いの良いところを出し合う、という働きを恒常化さ

せたいと願っての働きです。そうすることで医師

やソーシャル・ワーカーが宗教者と一緒に働ける

ようになるのです。 
他の職種の人々も、本当は宗教者と一緒に働

きたいと思っている。でも、諸宗教者同士が反目

し合っていたのでは、近づけないし働けない。お

医者さん同志も競争はしていても、けんかしてい

ないから他の人と組める。宗教者は一体、何をし

てるのですかと言われてしまう現実があります。じ

ゃ、どうしたら一緒にやれるのか、同じ共通の土

台は何かあるのか、その上で違うものがあるかどう

かを考えていくのが「臨床宗教師研修」です。例

えば、人権はお互いに認められるじゃないかとい

うことで人権の講習をしたりします。 
ただし、どの宗教でも結局同じだとする多元主

義者はそこでは信用されません。自分が信じて

いることこそが人を救うのだという、絶対的確信か

ら行動するからこそ信用されるのです。 

◇◇◇◇「「「「責任責任責任責任」の意味」の意味」の意味」の意味 
「キリスト者の責任を果たすために」ということを

話すのが今日の中心テーマでしたが、「責任」と

はなんでしょう。それは、「responsibility」という言

葉の翻訳語です。もともとこの言葉は１８世紀に

なって西欧 で新 し く作 られた言 葉 です 。

「response」は古くからあった言葉で「応答する」と

いう意味です。そこで、責任という時、いったいそ

れは誰に応答することなのかが問題となります。

「キリスト者の責任」を、いったい誰に果たすかと

いうことです。一つは神に果たすのであり、もう一

つは目の前で苦しんでいる人に、だと思います。

これが責任という概念だと思います。特に後者に

おいて、他宗教の方々と協力する可能性が生ま

れるかもしれません。責任というのは、目の前で
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苦しんでいる人に私たちは何ができるかという問

に答えることです。そのために自分を乗り越えて

いかなければならない。それが神に対する応答と

して成り立つならば、もちろん私たちは、どんなこ

とでも喜んでやる、ということだろうと思います。 

◇◇◇◇ネットワークネットワークネットワークネットワークを作る「無力の力」を作る「無力の力」を作る「無力の力」を作る「無力の力」 
先週、経験したことですが、ホームレスの人が

ある牧師の教会を訪ねて来ました。寒い仙台の

冬の日でした。事情をお伺いすると、このケース

の場合、この方をどこかに一晩泊めてあげたら何

とかなる、ということがわかりました。そこで早速、

私はいろいろなところに次々と電話を掛けてみま

した。残念ながら、寒い折ですから、ホームレスの

ための施設はどこもいっぱいでした。そこで、私

はあちこちのお寺や教会に助力を求めるべく電

話をしてみました。 
目の前に苦しんでいる人がいたら、なんとか応

えたいと思いながら、皆なかなかできずにおりま

す。心ある牧師もいっぱいいますが、昔ホームレ

スを泊めて問題になってしまって今ちょっとできな

いとか、教会が改修中とかいろいろありました。そ

のような時にネットワークが広がっていれば、和尚

さんたちにも声をかけることができるわけです。実

際、声をかけましたら「できるかもしれないが、どう

したらよいのか、やり方が分からない」という応答

があり、そうこうしているうちに、ある教会が「自分

のところでできるよ」と言ってくれ、結局その人は

その教会に一晩泊まりました。それからその教会

の牧師と夜中に３時間くらい話をし、翌日元気に

なって区役所に向かって行ったということでした。 
この事例には、ネットワークの可能性が見えま

す。私たちはもっと神にお仕えできるかもしれな

い、という可能性です。ここで大事なことは、ネット

ワークの可能性を開くものは無力の力だというこ

とです。私たちは自分で何かできると思うから、自

分でやろうとする。自分が何もできないと思うと、

助けてください、ここに困った人がいて私に力が

無いのですということになり、ネットワークが広がっ

ていくのです。自分に人が救えると思うから、その

人を救うことができなくなる。自分には救うことは

できないけれども助けてくださいと言われている、

何かできるはずだ、神さまどうしたらよいでしょうか

と祈ると、可能性が広がる。それがネットワークを

作るということでした。それが「キリスト者の責任を

果たすために」必要なことではないでしょうか。 

◇キリスト者としての責任◇キリスト者としての責任◇キリスト者としての責任◇キリスト者としての責任 
結論ですが、私たちは「天の父なる神よ」と祈

るように教わってきました。私たちは神の子です。

主イエスは今も生きて教えてくださるから、私たち

はその手伝いをする。これが多分「キリスト者の責

任を果たす」ことの一つの姿だと思います。放射

能の中でなぜ自分だけが２マイクロ・シーベルトを

巡って苦労しなければならないのか。何十万人も

そのような状態の中に置かれているのに誰も何も

言わないのか。そういう悩みが、福島県にありま

す。そのように悩む人々に、あなたの命は神から

来ているものであり、あなたも神の子どもなのだか

ら、絶望しないでくださいと、復活したイエス様の

代わりに、福音を伝えねばならない。そのような

責任が私たちにはあるのです。 
そのためには、いつも死を身に帯びていること、

そして自分たちは十字架にかけられたままのキリ

スト以外は知らないというところに留まること。そう

すれば、新しい教会がきっと作れるだろうと思うの

です。 
逆に、自分が復活したイエス様の代理のつもり

で、誰かに「こうやるべきだ」と言い立て、うまくい

かないと、お前が悪いのだと言い出す。それでは

うまくいきません。自分が知っているのは十字架

にかけられたキリストだけだけれど、イエスは復活

され、こういうことを教えておられるのだから信じま

しょうと伝えることが「キリスト者の責任を果たす」こ

とになるのかなと思います。 

■■■■質疑質疑質疑質疑 A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
特に印象的だったのは多元主義は信用されな

いということです。一つお聞きしたいのは「臨床宗

教師」のことです。軍隊や学校でも従軍牧師や

病院付きのチャプレンなどがいますが、例えばア

メリカ軍の従軍チャプレンなどでも陸軍のチャプ

レン養成学校みたいなのがあって、そこにカトリッ

クもプロテスタントもユダヤ教も、その他色々な宗

教の教職者がいて訓練を受け、そこで宗教間対

話の機会があるということを聞いています。ただア

メリカと日本の環境の一番の違いは、日本の場

合は総人口の 75％が無宗教ですから、日本の



 Tokyo Mission Research Institute Newsletter Vol 76, 2013    

 

6

牧師先生が対応するのは非キリスト教徒が多い

点だと思います。そういう中で一方的に災害を利

用して伝道の機会とするというのもどうも後ろめた

いような気もするのですが、それぞれの宗教の人 

が相手の立場を尊重して、無宗教の人も無宗教

のままでいられるように、ある程度距離をもって接

するのかどうか伺いたいと思います。 
 
応答応答応答応答：初めに、災害を利用して伝道しようと思

った人たちは半年でいなくなりました。居られない

のです。東北の人は強いですから、そのような下

心が見えたら追い出しにかかります。本当に見事

にキックアウトする。だから、そもそもそういう懸念

の事態が、起こらないということがあります。 
次に、ではどのような距離で？ということですが、

それは簡単なことで、困った人がいる、ではその

人が助かる道は何かと考えるわけです。その際、

クリスチャンが増えるかどうかは、ほとんど考えま

せん。その人が助かった時に、後から「ああ、福

音とはこんなに良いのだ」と気付けばよいと思っ

ています。 
実は、私はずっと、伝道は「恥ずかしいこと」と

思っていました。しかし被災地で気付いたことは、

ちゃんと福音を伝えないと、だれも助けられない、

ということでした。同じように他の宗教の人も一生

懸命ご自分の核心に基づいてやっておられる。

大切なことは、それで困っている方が助かるのだ

ったらそれでいい、ということです。そこまでが「臨

床宗教師（チャプレン）」の働きです。その後、助

かった人がどんな宗教を選ぶかは、助かった人

が考えることです。そこからは競争ですが、困っ

ている人が助かるまでは競争している場合ではな

い。助かった後の競争は真剣にやって、そこで負

けたら、潔く引き下がるほかない。それだけのこと

だと思います。 

■■■■質疑質疑質疑質疑 B（コメント）（コメント）（コメント）（コメント）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
私は心理学の領域にいる者ですが、「臨床」と

いう言葉に関して言えば「臨床心理学」という学

問がありまして、心を病んでいる方、大きな課題

に直面している方たちに心理学的な支援をする

という意味で使われています。医療の場合ですと、

死に直面しているターミナルな人とか、あるいは

病んでいる人を癒していくということがあります。

被災について考えると、まず被災に直面した瞬

間は普通の状況から落ち込んでしまって何が起

こったか分からないという茫然自失の状態から、

身の安全が守られ多くの物質的支援が受けられ

るという状況になって、仮設の中で生活している

時期というのは、助かってよかったね一緒だねと

いう気持ちが高揚する時期だと思います。やがて

次第に仮設から出て行く方、残される方と個々の

状況が変わってくると、そこで喪失感が起こってく

るのです。今、先生のお話を伺って、その時をど

う支えていくのかというのがまさに「臨床」という言

葉の中にある仕える姿なのかなと思いました。 
また支援は自分の立場をしっかりと打ち立てな

ければできないものだということも感じました。また

行脚のお話を阪神大震災の経験と重ね合わせ

て、しっかりと現状を見なければ支援活動はでき

ないことも思い出させていただきました。 
 
応答応答応答応答： 確かに自己完結型の支援は必要です

ね。支援に行く人ががっかりしたり沈み込んでい

ては目もあてられない。宗教者も自分の救いをし

っかり持って覚悟して行かなければ困るわけです。

「臨床」という言葉には確かに、重い意味が込め

られています。つまり、震災のような異常事態で

あればこそ、宗教者が特別に協力し合うということ

で、「臨床宗教師」と言っています。 

■■■■質疑質疑質疑質疑 C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
「新しい教会」ということが言われましたが、確

かに教会も新しいあり方や伝統が問われていると

思います。三陸や東北は伝道がとても難しいとこ

ろでしたが、今回そういう地で人々がキリスト教に

心を開いているのはどうしてでしょうか。 
 
応答応答応答応答：東北の伝道の難しさはどこにあるかを考

えてみます。東北では特に、人の目が気になる。

例えば皆の見ているところで祈ろうとすると、とて

も困るわけです。すごくお互いに監視し合ってい

るので、あの人は変なことをしていると言われると

後でとても困ります。ですから教会に来いと言わ

れるのは困る。でも、牧師を家に呼べば、家の中

では他人が見ていないから、祈ることも全く困らな

い。実は、東北の人たちはとても祈り深く、キリスト

教ならキリスト教で祈っていいよと言ってくださる。
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ただそれを皆の前でやられると困るわけです。そ

もそも教会に人を集めるというやり方はキリスト教

の唯一の伝道方法ではなかったでしょう。元々は

伝道師が出て行って、後に各地に教会を作って

行ったのですから。日本に関して言えば、宣教師

が来てヨーロッパのやり方で伝道して、それがうま

くいったところもあれば、うまくいかなかったところ

もあったのです。東北ではヨーロッパ式がうまくい

かなかった。だから別のやり方でやればよいので

はないかと思います。東北の教会は地域の皆の

ために働きたかったけれど、させてもらえなかった

部分が沢山ありました。今回は本当にそうさせて

もらえたから、皆はもう夢中になって後先も考え

ずに震災の復興のために働いた。それで信頼を

勝ち得たのだと思います。 

■■■■質疑質疑質疑質疑 D（コメント）（コメント）（コメント）（コメント）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
今回、海外その他からの財政的支援があって

支援活動をしていたケースが多かったので、それ

らがなくなっても同じ支援活動が続けられるかと

いう疑問と、支援者側の自己満足に終わってしま

って地域のコミュニティが崩されずに自立できる

のかという疑問があります。また支援は現地の必

要に見合ったテンションを持ちながら行うべきで

はないかとも思います。やはり、そのことと関わっ

てくるのは教会のあり方ではないでしょうか。そし

て新しい教会のあり方が問題になると思います。

先ほどから問題になっている教勢を伸ばすため

の教会の支援活動にはクリスチャンといえども疑

問を持ちつつ、神はその地域で私たちの想像を

超えたことをしようとしておられるのではないでしょ

うか。教職の先生方の間（信徒レベルではできな

い）で新しい教会のあり方について会話や決断

がなされる必要があるのではないでしょうか。 
 
応答応答応答応答：：：：    神が、何かをなさるわけで、もしかした

ら、教会はいらないのかもしれません。でもここで

慌てて結論を急ぎすぎると、また問題が起こりま

す。短慮な人が教会はいらないと言って教会を

壊し始めたのは１９６０年代以降の出来事でした。

それは、やり過ぎであり性急に過ぎたと思います。

ただ、そうしたラディカルな変革を求める・求めら

れる覚悟だけは、心に決めておかないといけない

と思います。 

私たちが世界から沢山の物やお金を預ってお

届けしたことは、神がさせてくださったことで本当

に有難いことです。その結果、その人たちが自立

してもう支援はいらないよと言ってくだされば、私

たちは喜んで引きあげればよいと思います。必要

な人、苦しんでいる人は、あちこちに沢山いるの

ですから、そちらに行けばよい。しかし、本気でそ

の人たちに関わっていたら、現実はそうではない

ことに気付きます。南三陸でもいわき市でも、頼

むから居てくれ、私たちはあなたたちが必要なの

だと、言われる。けれども、それはお金にならない。

ここから先は、牧師さんがたを突き放すようで心

苦しいのですが、草をかじってでも何とかやって

いかなければならない、だから、教会を作って、

持続可能性を確保しなければならないのです。 

■■■■質疑質疑質疑質疑 E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         
問題は将来の展望ということではないでしょう

か。先が見えないということで諦めてしまっている

人がいると思います。若い人たちが地元から離れ

てしまうという問題も起こってきます。原子力問題

を悲観的に捉えてよいのか楽観的に捉えてよい

のか分からない部分もあります。さまざまな情報

が、私たちにも地元にも入ってきていないという

不安もあります。また原発の問題も１～２年です

むならよいかもしれないが５年、１０年、２０年先に

まで及ぶ心配もあります。 
 

応答応答応答応答： さまざまなメディアを上手に使って伝えて

いくことが私たちの責任だと思います。それが、

将来展望がなかなか見えてこない中での「時間

繋ぎ」になるとも考えます。将来展望はどこにある

かといえば、それは仙台とか東京ではなく、南三

陸や福島の災害地のただ中にあると思います。

しかし、現場で頑張っている人は、必死ですから、

それを言葉にすることは難しい。それで仙台には

仙台の役割があるのかなと思い、そこに行ってよ

く話を聞いて、それを言葉にするという作業をし

ています。もし招いてくださったら、その言葉を携

えて、手弁当ででも、教会に行ってお伝えするこ

とをしたいと考えています。とにかく、何とか現場

から将来が見えてこなければいけないと思ってお

ります。 
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献 金 者 名 

◇◇◇◇◇◇◇ 東京ミッション研究所選書シリーズ東京ミッション研究所選書シリーズ東京ミッション研究所選書シリーズ東京ミッション研究所選書シリーズ ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天天天天皇制の検証皇制の検証皇制の検証皇制の検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからの日本の宣教これからの日本の宣教これからの日本の宣教これからの日本の宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500 円 

3 『宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 Ｄ．ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換宣教のパラダイム転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．ボッシュ著 7875→7000 円 

TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本と西洋キリスト教日本と西洋キリスト教日本と西洋キリスト教日本と西洋キリスト教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜聖＞をめざす旅＜聖＞をめざす旅＜聖＞をめざす旅＜聖＞をめざす旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会を動かす礼拝共同体社会を動かす礼拝共同体社会を動かす礼拝共同体社会を動かす礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2300 円 

8 『愛する者が襲われたら愛する者が襲われたら愛する者が襲われたら愛する者が襲われたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1500 円  

9 『赦し赦し赦し赦し―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳  いのちのことば社 1700 円 

10 『イエスの平和を生イエスの平和を生イエスの平和を生イエスの平和を生きるきるきるきる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 

ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和の契約平和の契約平和の契約平和の契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  

いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対から共生へ敵対から共生へ敵対から共生へ敵対から共生へ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、

解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社 1050 円 → 800 円 

13 『ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・HHHH・ヨーダーの神学・ヨーダーの神学・ヨーダーの神学・ヨーダーの神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋

生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社 1950 円→1700 円 

14 『神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く』クリストファー・J・H・ライト著 TMRI 訳 いのちのことば社 

※ 『ケープタウン決意表明ケープタウン決意表明ケープタウン決意表明ケープタウン決意表明』 日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社 945 円     ↑2940 円 

本書は、日本ローザンヌ委員会からの出版ですが、TMRI でも取り扱っています。 

 
 
 
 
 

◇◇◇◇冬季フォーラム冬季フォーラム冬季フォーラム冬季フォーラム： ２月２５日に「被災地の現在と

キリスト者の責任」をテーマに冬季フォーラムが

お茶の水クリスチャンセンタ-で開催されました。

詳しくは本ニュースレターをご覧ください。 

◇◇◇◇夏季学校夏季学校夏季学校夏季学校のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ 6 月 24 日（月）～26 日

（水）に夏季学校が開催されます。講師はトーマ

ス・R・ヨーダー・ニューフェルド師です。主題は

「賜物と召し―エペソ書にみる神と民の業として

の教会」です。（詳しくはチラシをご覧ください） 

◇日本宣教学会全国研究会◇日本宣教学会全国研究会◇日本宣教学会全国研究会◇日本宣教学会全国研究会： 6 月 29 日（土）に

全国研究会が神戸松蔭女子学院大学で（10：20

～17：00）開催されます。研究発表は、「最近の

プロテスタント宣教学の動向」（宮本憲氏）、「宣

教的教会論」（藤原基章氏）、「日本における被

災地の外国人宣教」（ハルノコ・アントニウス氏）、

「日本におけるポストモダン時代の幼児教育・家

庭教育」（金本悟氏）です。詳しくは HP で。 
 

 
 
 
＊ 団体および個人献金者名 (理事分担金含む）  

         2012.11.14~2013.5.14 
◇ 団体：練馬神の教会、標谷教会、下山口

教会、厚木キリスト教会  
◇ 個人： 小林重昭、飯島延浩、小林せいこ、

島田恒、東方敬信、田中綏子、高橋

睦子、小関謙冶、東條隆進、金本悟、

西岡義行、中川美弥子（敬称略） 
＊ 献げて下さった方々および団体に心から
感謝いたします。 

 
※巻頭言の続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「古代エルサレムから近代の東京へ」という宣教

論は 3・11 以降本格的に開始したと言えるだろう。

キリストの十字架というホ・ロゴス・ホ・ト・スタロウ

（第一コリント１：１８）こそ現代宣教論の核である。

ホ・ロゴス・ホ・ト・スタロウをどのようにミッション・パ

ッション・アクションとするか。我々に主の頸木を

負う余力は残されているのだろうか。 


