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『奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい』
ペテロの手紙一 ４章１１節

教会ＨＰ http:www.obihiro-seikokai.com

神が与えた場所
司祭

下澤

者は、教会を渡り歩き、行く先々で他の土地の情報
を伝え、新しい風（たまには不必要な風）を吹き込ん
では去って行くのです。この２つの類型は今でも
様々な形で生きています 。そして教会にとっては、
どちらのタイプも必要不可欠なものなのです。
さすがに神様はうまく考えておられます。従って、
私が帯広でささやかなご奉仕をしたことの意味も、
神さまには、きっと確かな意味のあることだったと
信じたい気持です。

昌

釧路から帯広に異動して３年、そしてこの度、札幌
に赴くことになりました。私の人生でこの３年間は特
別に密度の濃い、貴重な時になったことは確かで
す。
最初の１年は釧路との実際の距離以上に、風景や
街の空気が違うことに戸惑う毎日でした。食べもの
から車の走り方まで、それを楽しむこともできました。
２年目は何といっても幼
稚園の園長の仕事をこ
な す こ と に 終 始 した 感
があります。この年、信
者さんの訪問はほとんど
できず、ご迷惑をおかけ
しました。幼稚園は子ど
もた ちの 命を預かる 仕
事です。色々な悩みや苦
労がありました。先生た
ちにもずいぶん迷惑を
かけました。さぞ頼りな
い園長であったことと思
います。しかし、そういう
自分をいつも助け、励ましてくれたのも子どもたち
でした。特に、私の名前で卒園証書を手渡した、世界
で３０人しかいないゆり組の仲間を忘れることはな
いでしょう。最後の１年は、ただひたすら会議と連絡
をしていた記憶が中心です。何かが違う、どこかが
本来のあり方と違うと感じながらも、まさにそれが
教会の現実であり、与えられた身の置き場だったの
です。

帯広の皆さま、主に
あるご健闘をお祈り
します。そして私も、
神さまがもう終わり
といつ宣告されても
良 い よ う に 、 新し い
風を吹き込むために
最善をつくします。
ありがとうございま
した。
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初代教会の頃、福音の宣教者には大きく２つのタ
イプがあったと言われています。定住型と移動型で
す。教会が形成されると、近くの者は仕事をしなが
らその場に定住して教会を大きくしていきます。一
方、ワンダーメーカーなどと呼ばれる移動型の宣教
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聖公会探訪！！

21.水

２－2

知里幸恵のその後

神は大空を造り、大空の下と大空の上に水を分け
させられた。
（創世記１章７節）
聖書の記事で最初に水が現れるのは、創世記、天
地創造の物語です。「はじめに神は天と地とを創造
された。地は形がなく、むなしく、やみが淵のおも
てにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。」
で、その後冒頭の聖句が続きます。
４６億年前におきた天地創造、地球のはじまりの
象徴的な表現です。
私たちの住む地球は「水の惑星」ともよばれてい
ます。地球の表面の３分の２は海水でおおわれ、他
の太陽系の惑星とおもむきを異にしています。地球
の表面に液体状の水が存在することは大変不思議
なことで、多くの幸運が重なっているからです。
水の、物をとかす「力」は罪のけがれを清めるも
のと考えられます。イエスにさきだつバプテスマの
ヨハネの行動は、ユダヤ教のなかで身を清めるため
洗礼が行なわれていたことを示しています。イエス
もユダヤ教の伝統に従ってヨハネから洗礼を受け
ました。
イエスは水へのこだわりを、我々が生きるために
具体的な水も勿論大切であるけれども、「この水を
飲む者はだれでも、またかわくであろう。しかし、
わたしがあたえる水を飲む者はいつまでもかわく
ことがない」と宣言し、わたしの与える水、つまり
神の恵みとしての水、霊的な水を象徴的にサマリア
の女に語られました。
水の密度は４℃が最大で、凍ると軽くなります。
つまり氷が水に浮くのです。池の表面に氷が張るこ
とで池の水は保温され、水中生物の生命がまもられ
ているのです。その他の水の物理的性質を考えて
も、生命の存在、維持のために水の性質が異常であ
ることが、いかに重要な役割を果たしているかがわ
かります。神の摂理、恵みであるといっては飛躍し
すぎでしょうか。
（『聖書に見られる理科のことば』文芸社刊より）

金田一京助によって見出された知里幸恵は、東京
の金田一の家で口伝の『アイヌ神謡集』を文字にし
ていきました。
それは文字の無い『ユーカラ』をローマ字によっ
て文字にして、それを日本語に訳するという途方も
ない作業でありました。
幸恵は単にアイヌ語を日本語に翻訳するという
事だけでは無く、『ユーカラ』に込められたアイヌの
思想や世界観に誇りを持ち、後世へ遺していきたい
との使命感がそれを支えたのだと思います。ほぼ
同時代に生きたバチェラー八重子の『若きウタリに』
に記された熱情溢れるアイヌの人たちへの思いを
込めた短歌と共通するものがあります。
幸恵は 19 歳で心臓病で召されましたが、幸恵の
思いはしっかり残されました。
『アイヌ神謡集』の第 1 篇“シマフクロウ神が自らを
うたった謡”「銀の滴降る降るまわりに」にアイヌの
精神の神髄が感じられます。アイヌの宗教観は存在
するもの全てに神性があり、キリスト教からは異教と
しか見られない側面はあるものの、生命の尊厳とイ
エスの愛を強烈に感じます。
フクロウの神は、皆に馬鹿にされている貧乏な子
が放った矢に当たる訳ですが、
“小さい矢はひゅーっと飛んで美しい光を放った。
それを見て私は手を伸ばしてその小さい矢をつか
み取った。”
つまりフクロウ神はその子のために死んでいきま
す。下澤司祭が“アンパンマン”が自らの顔を取って、
飢えた人に与える処にイエスの福音を感じると言っ
ておられましたが、まさにフクロウ神も同じようなこ
とをした訳です。
伯母である金成マツと共に聖公会の伝道を行っ
ていた原点と共通するものがあるのかも知れませ
ん。さらに聖公会が伝統的に大事にしてきた“ケルト
のスピリチュアリティ”がアイヌの精神と通じるもの
を感じます。
≪参考≫
『アイス神謡集』 知里幸恵翻訳 岩波書店
『ユーカラの人々』 金田一京助著 平凡社

２月の教会委員会の報告・決議

銀のしずく記念館
登別市登別本町 2 丁目 34-7
◎決して大きな建物ではないのですが、知里幸
恵をよく理解できます。幸恵の書いたノートが
ありましたが何と綺麗な字であるか。
設立発起人代表が池澤夏樹さんでした。
知里幸恵

１．若林悦子さんより、以前お贈り下さった木製十字
架と燭台セットの移動用収納箱を贈呈頂いた。
２．牧師館諸設備について、必要な補修を加えること
を了承した。
３．例年通り、聖公会幼稚園の卒園生に新約聖書の贈呈をすること
を了承した。
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◎３４億円のイースター・エッグ

◎教会コンサートがありました

ロシア皇帝が宝石師
カール・ファベルジェ
（Carl Faberge）に作ら
せた「インペリアル・イー
スター・エッグ」と呼ば
れる宝飾を施したイー
スター・エッグのうち、行
方不明となっていた 8
個の中の 1 個で、数年前に米国ののみの市でくず鉄
業者によって買い取られていた
。
ロンドンのアンティーク宝飾品取引会社ウォルツス
キー（Wartski）によると、この男性は、このエッグに
約 3300 万ドル（約 34 億円）の価値があることをまっ
たく知らずに、約 1 万 4000 ドル（約 140 万円）で買
い取っていた。男性は、これをくず鉄として売ること
で、500 ドル（約 5 万円）ほどの儲けを得ようとしてい
たが、幸いにも買い手が見つからず、エッグは溶解
されずに済んだ。
このイースター・エッグは、ロシア皇帝アレクサンド
ル 3 世が 1887 年に皇后マリア・フョードロブナに贈っ
たもので、宝石で飾られた金の台座に置かれ、スイ
スの老舗高級時計メーカー、ヴァシュロン・コンスタン
タンの時計が仕込まれている。50 個しか作られなか
った「インペリアル・イースター・エッグ」のうちの 1 つ
だ。

３月１６日の礼拝後、白樺高校吹奏楽部による礼拝
堂コンサートが行われました。「主よ人の望みの喜
びよ」「森のくまさん」等からＪ－ＰＯＰまで１０曲ほど
の演奏を生徒の保護者や教会関係者が楽しみまし
た。中には手拍子が出る場面もありました。
礼拝堂で教会音楽以外が演奏されることは初め
ての試みでしたが、開かれた教会として地域との交
わりが生まれて欲しいと思いました。

◎下澤司祭ご夫妻、斉数君、野口君
の送別会
下澤司祭ご夫妻、斉数君、野口君の送別会が１６日
に行われました。下澤司祭はご存じの通り札幌の聖
ミカエル教会へと異動されます。斉数貴君は畜大を
卒業されて研修も兼ねて恵庭の会社へ就職されま
すし、野口周君は北星学園大学の経済学部へ進学
されます。若い信徒さんが転出すると年齢分布図が
またイビツになってしまいますね。でも、新たに来ら
れる李司祭の牧会宣教と尾関敏明さんが教区の宣
教活動推進部の部長になられた事の相乗効果に期
待します。さらに聖公会幼稚園の新築工事とそれに
よる双葉幼稚園への一時移転をチャンスとして大い
に利用しましょう。

昨年の月報にこの“インペリアル・イースター・エッグ”
に関して掲載したのですが、まさか見つかるとは！
余談ですが、かつて『卵は１日１つまで』と言われてい
ましたが（私も）、今日では健康であれば２~３個でも
良いそうです。但し、高脂血症、動脈硬化症などの方
はこの限りではなく、食べ過ぎに注意！！

◎関正勝司祭の訳本が出版されました
関正勝司祭により、
英国聖公会司祭ケネ
ス・リーチ師の『魂の
同伴者』が訳され、聖
公会出版より刊行さ
れ ま し た 。 同 書は 渋
谷の聖ミカエル教会
が運営する“ヒルダ・
ミッション宣教資金”
による宣教活動の一
つであります。
ヘンリー・ナウエンを
して「キリスト教宣教
の最も重要な領域の一つに近づかせた」と言わし
めています。

復活日礼拝のご案内
復活日聖餐式 ４月２０日午前１０時３０分
イースター祝会 礼拝終了後
会費 500 円(中学生以下無料)

イースター献金
イースター献金は帯広聖公会の宣教活動、聖堂
維持等に用いられます。

大斎克己献金
大斎克己献金は管区事務所に送られ、管区全体
の事業や海外の宣教事業等に用いられます。
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２０１４年４月 主日礼拝の役割分担と聖書日課、聖歌の表

入堂
福音

１３０
ロマ
6:16-23
山本雅之
ヨハ
11:17-44
１２９
５６６

１３日 赤
復活前主日
李司祭
李司祭
寺本司祭
大村倫子
寺本敦子
尾関真理
飯塚幸子
和田里美
イザヤ
45:21-25
和田里美
２２:1-22
フィリピ
2:5-11
高橋献一
マタイ
27:1-54
１３７
４４９

２０日 白
復活日
李司祭
李司祭
寺本司祭
尾関敏明
大野耕一
木末 康
夏堀寿美子
船津としえ
使徒言行録
10:34-43
鈴木典明
１１８:14-29
コロサイ
3:1-4
橋本知樹
ヨハネ
20:1-10
１５９
５６０

２７日 白
復活節第２主日
李司祭
李司祭
寺本司祭
山本雅之
尾関真理・小貫耕喜
飯塚幸子
小貫睦子
高橋献一
使徒言行録
2:14a,22-32
渡辺禮子
１１１
Ⅰペトロ
1:3-9
山本雅之
ヨハネ
20:19-31
１７０
５６１

奉献

５０６

５０７

５１３

２６２

陪餐
退堂
備考

２６１
４６２
教会委員会

１４５
１５５
婦人会例会

１６５
１６９
復活日祝会

３１７
１８１

司式
説教
補式
信徒奉事者
奏楽
アッシャー
オルター
日曜当番
旧約聖書

６日 紫
大斎節第５主日
李司祭
李司祭
寺本司祭
山本雅之
尾関真理
小貫耕起
小貫睦子
寺本敦子
エゼキエル
37:1-3,11-14
飯塚公男

詩篇
使徒書
福音書

説教ダイジェスト
「ニコデモという人」（ヨハネ３：１ー１７）
司祭こるべ
聖書という書物は、イエスという人物が金持ちよりは貧しい人、健康な人よりは病人、正し
い人よりは罪人、元気な人よりは沈んだ人を愛し、大切にするというテーマに貫かれていま
す。ですから登場人物はおのずとそのような立場の人が多い。あるいは、イエスに敵対する権
力者たちもクローズアップされます。そんな中、ニコデモという人はめずらしく、権力者であり
ながらイエスに関心を示します。おおっぴらに弟子にはならないけれども、心の中ではずっと
ついて行く。そして最後にイエスが十字架に付けられて死んだ時には、危険を顧みずに遺体
を引き取るという、弟子にもできなかったような荒技をやってのけます。
彼はイエスの言う「復活」を何とか理解しようしていました。しかし、人が生き返るというこ
との本当の意味は、すぐには理解できない。ずいぶん時間がかかりました。そしてやがて、自
分にとって「復活」がなくてはならないものだと心から信じた時に、すべてを失う覚悟でイエ
スの遺体を引き取ったのです。自分の意志で行ったことですが、実はこれ、神さまの壮大な計
画の中で、本人も知らないまま大変重要な役割を担っていることになります。
人の役に立つことは大きな喜びです。成熟した人間は自分に何かが与えられることよりも、
自分のしたことで他者が喜んでくれることを喜びとします。イエスという人を、心の中で追い
続けていくうちに、ニコデモはそのような人に変えられていたのです。きっと、私たちも変えら
れて行くはずです。
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