帯広聖公会月報

小さき群

教会創立１８９５年

救主降世２０１３年２月号

第８０号

２０１３年度北海道教区宣教目標
『確かに未来はある あなたの希望が断たれることはない』
箴言２３章１８節

大鵬に深川のお寿司屋さんで
会ったこと
その後に私たちにもいろいろ食べ方と美味し
いところなどを教えていただきました。残念な
がら何も覚えておりません。ただ、余すことな
くいただくという姿勢を大切にしていること
は、伝わってきました。また、色紙を送ってく
ださると約束され、大きな手で握手していただ
きました。
色紙は約束通り送られてきて、
『夢』と書い
てありました。お礼にグリーンア
スパラを送りましたら、手書きの
礼状までいただきました。
ＮＨＫの番組で自分の育った場
所をいろいろ尋ねる大鵬親方の旅
のなかで、戦争後の引き上げから
の並々ならない苦労が伝わってき
ました。食べ物は決して粗末にで
きなかったと思います。飾らない
人柄にとても感銘を受けました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

大野 耕一
昨日、相撲の大横綱であった元大鵬親方が亡
くなられました。少し昔の話ですが、一度偶然
お会いしたことがありその時の思い出がある
のでお話します。
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２０００年 5 月、大学のメンバーと一緒に東
京の学会に行きました。先輩にあたる先生の友
人が北大病院で手術を受
けており、お礼がしたいと、
わざわざ羽田空港まで迎
えに来てくださいました。
私と後輩一人がかばん持
ちあるいは金魚のフン状
態でくっついていったわ
けです（受け持ち患者さん
ではありましたが）
。
「銀座
は高いから、うちの近所の
寿司屋で御馳走しよう。お
いしいんだよ。
」いうこと
で、深川の寿司屋さんに連れて行っていただき
ました。
しばらく、お寿司をいただき、楽しんでいる
と体の大きな人たちが家族連れで入ってきま
した。大鵬親方と息子さんの貴闘力とその子供
たち（大鵬のお孫さん）でした。
「巨人、大鵬、
卵焼き」の世代としては野球の王や、長嶋選手
と並び称されるヒーローです。友人の先生が店
の主人を介して紹介してくださり、
「北海道の
ひとたちかい」と大鵬親方も懐かしそうな風に
見えました。
「サケの食べ方を知ってるかい。
」
と大鵬さんが貴闘力（大嶽親方）に発言され、
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源地も、今は市民の散策地として整備されてい
ます。また、農水省の試験場跡地が大きな公園
となり、私の所から徒歩１０数分の地に月寒森
林公園があります。更に、末の孫娘が４月から
通う中学校は、ドームの近くの羊ケ丘中学校で
す。その昔、開拓使により開かれた羊牧場の一
角にあります。
見所、行き場所は周囲だけでも多くあります
が、又難儀な面も。市街地中心部は開拓当初の
方針で、東西南北碁盤の目のように区切られ整
備されていますが、豊平月寒の町の俯瞰ができ
ず、冬道に限らず車の運転は容易でないようで
す。いずれ春を楽しみに待ちます。私の部屋の
窓から丁度西方に藻岩山の山頂と展望台が望
めます。整備されてからは、まだ行っておりま
せんが、雪解けの後に是非と思っています。

札幌へ行かれた細矢さんのお手紙です。

敬愛する帯広の皆様へ
主にある喜びに感謝致します。
例年より遅いとの初雪が根雪となり、積雪も
２Ｍ近くになりました。そんな「雪」が札幌へ
の歓迎の「証し」かもしれません。
1869 年（明治 2 年）
、エゾの地が北海道と命
名され、開拓使による北海道開発の初めも、又、
その 6 年後の明治 8 年、屯田兵が琴似に入地、
入植の初めもこの「雪」との出会い‥‥（歓迎）
でした。
居を移し、年も明けて早や３か月となりまし
た。住宅から札幌キリスト教会までは、バスと
地下鉄を乗り継ぎ、およそ４０分の道程です。
※将来、車の運転が出来なくなった時、交
通機関と徒歩で教会通いは、中央バスと地
下鉄東豊線。そして便利なのが札幌キリス
ト教会なのです。バスタ
ーミナルと地下鉄駅は
同じビルの中にあり、
「月寒中央駅」と言いま
す。その近辺は、和田里
美さんがお若い頃？住
まわれていた（馴じみ
の）地域だそうです。

帯広の様子は何かとお知らせ戴いておりま
すが、クリスマスの礼拝、そして前夜のイブ、
キャロル、祝賀会等々さぞ楽しい交わりの場で
あったろうと思います。札幌キリストもそれな
りに趣向もあり、よき経験をさせて貰いました
が、いずれお話しす
る機会があると思い
ます。
イブの夜、孫娘二
人（大１、小６）と
出掛けましたが、嬉
しかったのは、久し
振りに飯塚さんの娘
さんの美加ちゃんと
お孫さんのあんじゅ
ちゃんと会えたこと
です。札幌で私を「お
じさん」と呼ぶのは
少ないのですが、振
り向くと久し振りの
対面。丹、飯塚、細矢の三羽の鳥は各々発起人
となり、聖婚式に立ち会い、各々上の子は女の
子で１歳違い、お互いの家を（狭いのに）子連
れで一泊した思い出が一挙にこみあげてきま
した。

教会では 11 月初めから補
式をさせて戴いており、桑山
師と共にチャンセル席を与
えられております。またアレ
コレ教会のお手伝いをした
り、大町司祭と信徒訪問をし
たりなど邪魔にならないよ
うにと「一応の心掛け」をしております。主日
礼拝には大勢の信者さんとの祈り、学びがあり、
交わりも多く、私も新人？ですが甘えてばかり
はいられません。いずれにしましても、最近や
やガタが来たとは言え、神様に「お役御免」と
告げられるまで教会通いが続くことでしょう。

だいぶ長々と綴らせてもらいました。あまり
長いとＹさん？辺りから「長い話しが無くなっ
たのに、今度は長い手紙か」と例によって言わ
れそうなので、このあたりで失礼します。
最後の送別会のおり、戴いた大枚の図書券、
大変嬉しく使わせて貰いました。従来、文庫本
の購入が多かったのですが、単行本で「歴史モ
ノ」と最新刊の「歴史地図」を購入しました。
本当にありがとうございました。

慣れない土地での雪道の運転は当分控えて
はと家人に言われ、
（最近、少し素直になりま
して）目下、公共交通機関と徒歩で出掛けてい
ますが、やはり気になるのは、豊平、月寒の地
勢と今昔です。
札幌の地形は、市街地が発展した豊平川扇状
地、その北方に広がる低平地、南西部を占める
一帯は山岳地と、私の住む辺り一帯の「東部の
波状に連担する丘陵、台地」に分けることがで
きます。
私の住むマンションは、丘陵・台地の高位置
にあり、四方に下がっており、傾斜地の一部に
あり高層の一階ですが、窓の下の一般道路から
は二階に見え、その道路をはさんで向かい側の
建物からは三、四階に見えます。そんな凸凹の
ある地形が豊平であり月寒なのです。
戦時中は陸軍の駐屯地があり、そのための水

神様のよきお恵みが
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細矢勝司

１月の教会委員会での主な報告・決議
１．２０１３年度教会役員の役割を決めました。
（内訳は別掲）
２．クリスマスの振り返りをしました。
→キャロリングの時間設定、礼拝の開始時間等
３．２０１２年収支決算（一般会計、特別会計）を
委員会承認。２０１３年一般会計予算の委員会
承認。

北海道帯広市の、双葉幼稚園では、戦時中に園舎の
ほとんどが、兵舎にされました。軍の命令なので、しか
たありません。
丸屋根のりっぱな園舎は、これまでは先生たちが、
きれいにふき掃除していたのですが、兵舎になると兵
隊たちは靴のまま出入りしていました。
戦争がはげしくなるにつれ、国の命令で、男の人た
ちは、つぎつぎに兵隊にされました。兵隊の数がふえ
たため、兵舎がたりなくなり、学校や幼稚園まで、兵舎
にされたのです。
1945 年の春、夜になってから、園長の臼田梅先生は、
娘の時子さんと、園舎の広いろうかに入りました。兵隊
に気づかれないように、電気を消したままでした。
梅先生は時子さんに、「この人形隠すから、そこで、
気をつけて見ていてね」といいました。
「そんなことをして、だいじょうぶなの」と、時子さん
はなんどもいいました。
「だいじょうぶ、心配しなくてもいいのよ。だれにもわ
からないところに、しまうから。人形には、なんのつみ
もありませんよ」
梅先生は、ベティを白い紙につつんで箱に入れ、ど
こかに隠してしまいました。

友情の人形
双葉幼稚園にはベティとスザンナという青い目の
人形が二体あります。ベティは１９２７年にアメリカから
来たお人形です。
その当時、アメリカで起こった“日本人排斥運動”に
心を痛めた宣教師ギューリック一世が「世界の平和は
子どもから」の思いからアメリカ中に呼びかけ、１万２０
００体もの人形が集まりました。バザーをしたり、おこ
ずかいを貯めたりして、それぞれに名前を付け、手紙
が添えられていました。日本中の小学校や幼稚園に
送られました。
しかし、戦争の影が人形たちを襲います。友情の人
形と言えども敵国の人形。人形をアメリカ人と思って
突き殺せ。焼き殺せ」と先生は子どもたちに残酷な命
令をしました。全国の人形はそうして壊されてしまし
ました。
ところが、幾つかの学校では人知れず隠され大事
に残されました。それでは双葉幼稚園のベティさん
は？

1997 年の夏、ギューリック三世（一世の孫）は新たな
友情の証として、双葉幼稚園に新人形スザンヌが贈ら
れました。
争いは、心も地球も汚します。人形ですら被害者に
なってしまいます。ギューリック一世の思いが形だけ
ではなく、全ての人の心に根付いていくよう願いま
す。「善きサマリア人」の心のように。
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編集後記
地中海のみならず世界中にその名を馳せた『ベネツィア共和国』は共和国として 1000 年以上続いた歴史
を誇ります。元首の選出方法も独特で強大な権限を有しますが、中世では珍しく共同体意識が強い国でし
た。外国人からは、まるで国全体が一つのファミリーのようだと言われていました。この国では支配階級
に属する者の犯した汚職は死刑と決まっていましたが、たとえ救国の英雄であっても逃れられないもので
した。それが共和国として長く続いた要因の一つであるとも言えるでしょう。
それを我が国に置き換えてみると、例えスキャンダルを起こした政治家がその後の選挙で勝ち抜けば、
「禊を済ませた」と言っている例がかなりあります。これはその人物がその地方の一部の人にとって権益
を守るために必要だとか、公職を重ねたとかで正当な評価を得たとは言い難い結果だと思います。翻って
関西の高校教師が起こした事柄も、長年優秀な成績を残してきたからということで専横を見逃してきた結
果ではないでしょうか。時機柄だけに入試と絡んで本質が置き去りにされた感がします。
「結果良ければ全て良し」では何も変わりません。思い切りも大事ではないでしょうか。
編集子
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