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札幌キリスト召団第 25 回夏期福音特別集会

「 関西地区の予定 」

① 関西合同礼拝　8月 17日　神戸バイブルハウス
　　　　　　　　午後　若者による「賛美と証の集い」
② 関西修養会　  （松山方面未定）10月11日（土）前泊、12日（日）、　13日（月）

予　定  :　岡山オーガニック・レストランにて、おやじの会＆スカルノ
　　　　　井戸端会議（婦人会）を準備しています

　総勢 210 名の参加者。残念ながら爽やかな北海道の気候でなく、
異常気象の為、時折小雨まじりでした。今回からは水谷先生でなく、
自分達の中から各集会の講話を語る夏期聖会となりました。コンサー
ト＆伝道集会では、ピアノの菅野麻利子さん、ヴァイオリンの田中知
子さんの素晴らしい演奏に感動、また大澤憲一先生の力強いメッセー
ジを聞くことが出来まし
た。
　水谷先生が、昨年引退
される時の言葉として「代
表が木下肇さんに変わり、
私たちの仲間に、精神科
医の大澤憲一先生、福音
派の代表、神学者の後藤
敏夫先生が加わった。そ
れは『王とし、祭司とし、

預言者としての働き』と言われた事を思い出しました。
　そして今回は 9名の方が受洗（再受洗含む）され、感動的な信仰
告白を聞き、お一人ひとりを導かれた神様の大きな憐み、御業を心
から賛美しました。
　これから神様は私たち召団の群れをどのように導かれるのでしょ
うか？
  受洗者の報告
　I S さん（京都集会）洗礼名　パウロの弟子のダマリス（使徒 17
章 34節）
　「おめでとうございます。これからの活躍を期待しお祈りいたしま
す。」
  按手の報告
　五十嵐　昇兄（熊野恵泉塾）、後地　勇兄・後地　裕子姉（三田教
会）の 3名が受けられました。
　　3名の兄姉の為に、主から託された関西の群れ、働きの為に神
様の恵と導きをお祈り下さい。

　長年養って下さった水谷先生が引退なさって、先生
不在の自主的関西合同礼拝は既に２回が終わりました。
　先生に語っていただいた年月を懐かしむ間もなく、
それぞれにメッセージを語る任に追われる事となり、
いかに主の御用は後ろを見ないで前のめりであること
かを痛感しています。人に伝える為の試行錯誤、苦しみ、
言葉選びなど、メッセージ作りに四苦八苦していくこと
になるのでしょう。
  しかし神様に取り扱っていただく事の素晴らしさ、神
様との共同作業である楽しさ、何よりも神御自身が語
りたい事を求める真摯な信仰を養われる上で、最高の
訓練だと思います。兎にも角にも乗りかかった船、降
りるわけにはいかないのです。パウロのように「走っ

ている」思いで、信仰の継承とはこのように躍動する
ものかと、改めて聖書の言葉を実感する思いです。
　そして携わって初めて実感します、「神様の為に肉の
休息はできないなぁ～」と。丹波セミナー上級者コー
スの出席者は全員、礼拝後にもたれる午後からの活動
でショートメッセージをしますが、どなたも召団に養
われた成長の跡が見られて励まされます。   更にその
メッセージ訓練を受けて礼拝の講話に立ちます。考え
たら荷が重すぎて逃げ出したい思いになりますが、そ
こは主に在って踏ん張る信仰、主に御力を発揮してい
ただけると信じています。関西の仲間が一丸となって、
主の御用の為に我を捨て、兵士になりたいと願ってい
ます。　　

 （ 松山家庭集会   天川 美江 ）

神様との共同作業である楽しさ、聖書の言葉を実感する思い



　

「苦しみの意味。神様に変えられたわたし」

　私が水谷先生のお話を初めて聞いたのは 2004 年 9月
の恵泉京都集会においてでした。
　私には息子が二人居るのですが、その頃高校生だった
長男が強迫神経症になり、休学届を出して家にひきこも
るようになりました。生活の色々な事にこだわりが強く
なり苦しさに自暴自棄となって大暴れを繰り返しました。
私は、1982 年にメノナイト・ブレザレン教団に属する
教会で洗礼を受けた信仰歴 20年のクリスチャンでした
が、そこで培った信仰では対処できずに途方にくれるば
かりでした。「自己犠牲の愛の実践」が無いのですから、今、
思えば当然の事でした。それどころか息子の病気の原因
は母親の私の育て方にあると自責の思いに苦しみ、泣き、
そして主人とは責任のなすり合いの口論を繰り返してい
ました。まだ、中学生だった次男はそのような家庭の中で、
息をひそめて我慢を重ねながら何とか毎日を過ごしてい
るという状況で、学校から帰るのが本当に嫌だったと思
います。
　人格が破壊したようになった長男が不憫で何とか回復
するようにと病院も選び、薬も飲ませカウンセリングも
受けさせ、高校にもかけ合い、できる事は全てしましたが、
状況は全く改善せず、むしろ悪い方に向かっているよう
でした。私自身が底無しの絶望感にとらえられた時、「何
故、私の所に来ないのか？この問題は、私が解決する。」
という意志を体全部で聞きました。不思議な 体験でした。
私は長男の回復を祈り続ける一方、素顔と仮面を使い分
けしている私の信仰姿勢も神様に問われていると思いま
した。
　そして水谷先生から個人的に話していただいた事は、
「強迫神経症は治るよ。しかし治った後の生き方が大切な
んだ。苦しかった時の事を忘れて生きるか、苦しかった
体験があったからこその生き方をするか、それが大切な
んだ」。心にストンと落ちました。即座にこんなに苦しむ
のなら、私も息子も苦しんだ体験があったからこその生
き方をしなければウソだろうと思いました。 その時から、
先生を 100％信頼して先生の語られる聖書の神様に縋り
付きました。それまで頭の知識として知っていたみ言葉
がいきいきと心に迫り、多くの方々が言われるように「目
から鱗」の連続でした。そしてまずは神様の意志的深い
愛でボロボロになった私の心が癒やされていきました。
　余市恵泉塾へは、2005 年 11 月に親子での 1週間の体
験入塾だけでしたが、それがターニング・ポイントとな

りました。 塾生活は息子にとって楽しく、またそこで知
り合った人々との交わりからも得る事が多かったようで
苦しんでいたのは自分だけではなかったと、それ以後は
自分が病気になった事の責任追求や恨み言を言わなくな
りました。私は先生から親代々、 私自身がそう育てられ
植え付けられて血肉となっていた価値観を断ち切れ！！
と大きな声で、強いことばで叱られました。 いい歳のオ
バサンが若い人達の前で涙を流して泣きました。そして
この世の価値観から、 聖書の価値観に切り変えるという
意味の本質を悟る事ができました。 そこまで叱って下
さった先生に唯々感謝です
　それからも、決して平坦な道のりではありませんが、
長男は高校に復学、通信制高校、予備校を経て京都の私
立大学に入学して、子供の頃から「オタク」と言ってよ
い程好きだった日本史を勉強しました。病気は２回生の
時､主治医から治癒を言っていただきました。病名が付
けられてから７年が過ぎた頃でした。2013 年３月に卒
業しました。就職は大変厳しい時でしたので決まりませ
んでしたが、リクルートスーツを着ての就職活動も良い
経験になったと思います。今は地元の郵便局で契約社員
として働いています。本当に自棄をおこしたくなった時
も何度かあったと思います。神様の守りがあったと思い
ます。
　次男は長男と同じ年に大学に入学、就活も同時期でし
たがその就活に失敗した事で悩み自信を失ってしまいま
した。長い間、長男の病気のために自分をおさえていた
不満も噴出しました。大学卒業後 2012 年 10 月に「熊
野恵泉塾」に親子で一週間の体験入塾をさせていただき
ました。やはり、次男にとっても有意義な時間となり、
気持ちがすっきりしたようで表情も明るくなりました。
今はバイトをしていますが、これから就活を再開しよう
てしているところです。橋野さんに声をかけていただき
若者の集いにも参加しています。そしてまた、私もその
時五十嵐さんから背を押していただきそれまで教会員で
あった教会から召団への転会を決意し2013年の総会にて
承認していただき召団員となりました。　《以下次号へ》
　   （この証は４月 13日の関西合同礼拝時のものです。）

証 ( 京都家庭集会　村田恵子）

【前　編】



　

「苦しみの意味。神様に変えられたわたし」 各拠点だより
関西地区各拠点の 1～3ヶ月間の予定をお知らせするコーナーです。
仲間との確認に友人、知人、御近所の方も是非お誘いいただき、
集会を盛り上げてください。

インマヌエル学院

三田教会礼拝

（７月中旬～９月下旬）

恵泉エクレシア

三田教会

姫路教会

丹波教会

【定期集会】
毎週日曜日  主日礼拝 10:30 ～ 14:00  ( インターネット礼
拝 ) 午後　講話の分かち合いと祈り
毎週二回（月、金） 　　デボーション 5:00～6:30コリント書
【特別集会】 
 家庭集会 (月１回土曜日 )  7月12日、8月9日(土)　13:30 ～
　　　　　　　　　　　　他教会の方々と創世記 を学び中
祈り会 ( 月 1回水曜日 )7 月 9日 ( 真鍋宅 )、8月 6日( 水 )
13:30～　教会員宅にてオリーブ山教会の祈り会 CDを学ぶ
拠点紹介
私達の教会は少人数の家庭的な家の教会です。今二人の方
が余市で訓練を受けています。一人ひとりが聖霊に満たさ
れ愛しあう群れとなる
ことを目指しています。  
お知らせと祈りの課題
波止場便りNO.27(8 月
発行 ) に三田教会が掲
載されます。友人知人、
近隣に用いられますよ
うに。
 　（後地  勇・裕子）

〒669-1323
 兵庫県三田市あかしあ台 1-32-12 
ＴＥＬ.FAX.079-565-5335

【定期集会】
毎週日曜日   主日礼拝　　10:30 ～ ( 余市礼拝の CD) 午後
　　　　　　　　　　　　　　　　　学び会や分かち合い 
【特別集会】　　
祈り会 　7月10日～17日 8月18日～ 21日「丹波マリア
　　　　　　 訪問看護ステーションの立ち上げのために」
 交わり会   　9 月 26 日～ 28日「関東の恵泉塾と交わる」
　　　　　　今井兄、保坂兄 ( 賄いを作って交 わります )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （江戸  悌子）                           
                    

〒669- 4133
兵庫県丹波市春日町平松 400-1
ＴＥＬ.0795-74-1873 FAX.0795-74-2821 

【高見家庭集会】〒６６２-０９６４  　西宮市弓場町８-３２-２０３　ＴＥＬ.FAX０７９８-３５-４８１９

毎週日曜日  家庭礼拝 10：30 ～ 14：30 頃まで
                                                                （高見千鶴子）
【千葉家庭集会】〒593-8312 堺市西区草部 1649  TEL．FAX072-274-3283

毎週日曜日  家庭礼拝 10：30 ～ 14：30 頃まで 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉　武子）
【福田家庭集会】 〒518-0439 三重県名張市つつじが丘北 9-40 TEL．FAX0595-68-1365              

毎週日曜日  家庭礼拝 10：30 ～ 14：30 頃まで
                                                                 （福田  厚子）
【特別集会】
7 月の予定   福田家への一泊応援家庭合同礼拝
発達障害児を育てている実践者から話を聞く勉強会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新見宅予定）
 拠 点 紹介
 私たちの集会はそれぞれ三カ所で行われ、小さなものの
集まりです。しかし皆が熱い心で本物を目指しています。
 祈りの課題    
  「西堀ご夫妻の献身の備えが守られますように。」

会場はインマヌエル学院３Ｆです。最寄駅はJR山陽白浜の宮駅。
【定期集会】
毎朝  朝の学び 6：00 ～ 8：00
毎週日曜日   主日礼拝 （インターネット礼拝）10：30～13：00 
毎週日曜日午後  伝道集会予定 
【特別集会】 
7 月 27日（日） 読書会「命の泉を掘りあてる」 13：30 ～ 15：00
8月10日（日） 子供礼拝  10：30～13：00（大人礼拝と同時開催）
     24 日（日） 読書会「命の泉を掘りあてる」 13：30 ～ 15：00 
9月14 日（日）子供礼拝  10：30
～ 13：00（大人礼拝と同時開
催）
     28 日（日） 読書会 「命の泉
を掘りあてる」 13：30 ～15：
00
7月20日（日）丹波ファミリー
野外礼拝予定  
 拠 点 紹 介        
老若男女、チビから大人ま
で仲良し集会です。
  祈りの課題  
 「インマヌエル学院の生徒
が増えますように」
      　　　　（四宮  直美）    

〒672-8013 
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北 3-389 インマヌエル学院
TEL079-245-3666    FAX079-245-3634
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札幌キリスト召団第 25 回夏期福音特別集会

「 関西地区の予定 」

① 関西合同礼拝　8月 17日　神戸バイブルハウス
　　　　　　　　午後　若者による「賛美と証の集い」
② 関西修養会　  （松山方面未定）10月11日（土）前泊、12日（日）、　13日（月）

予　定  :　岡山オーガニック・レストランにて、おやじの会＆スカルノ
　　　　　井戸端会議（婦人会）を準備しています

　総勢 210 名の参加者。残念ながら爽やかな北海道の気候でなく、
異常気象の為、時折小雨まじりでした。今回からは水谷先生でなく、
自分達の中から各集会の講話を語る夏期聖会となりました。コンサー
ト＆伝道集会では、ピアノの菅野麻利子さん、ヴァイオリンの田中知
子さんの素晴らしい演奏に感動、また大澤憲一先生の力強いメッセー
ジを聞くことが出来まし
た。
　水谷先生が、昨年引退
される時の言葉として「代
表が木下肇さんに変わり、
私たちの仲間に、精神科
医の大澤憲一先生、福音
派の代表、神学者の後藤
敏夫先生が加わった。そ
れは『王とし、祭司とし、

預言者としての働き』と言われた事を思い出しました。
　そして今回は 9名の方が受洗（再受洗含む）され、感動的な信仰
告白を聞き、お一人ひとりを導かれた神様の大きな憐み、御業を心
から賛美しました。
　これから神様は私たち召団の群れをどのように導かれるのでしょ
うか？
  受洗者の報告
　I S さん（京都集会）洗礼名　パウロの弟子のダマリス（使徒 17
章 34節）
　「おめでとうございます。これからの活躍を期待しお祈りいたしま
す。」
  按手の報告
　五十嵐　昇兄（熊野恵泉塾）、後地　勇兄・後地　裕子姉（三田教
会）の 3名が受けられました。
　　3名の兄姉の為に、主から託された関西の群れ、働きの為に神
様の恵と導きをお祈り下さい。

那智勝浦浜 ノ宮にて読書会

春日キリストの家
【定期集会】

毎週日曜日  主日礼拝　　10:30 ～ 12:00
【特別集会】

野外バーベキューを計画中
 拠点紹介  
私達の教会は新しい魂が救われるための教会です。
 祈りの課題   
「 私たちが神様に用いられますように」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安田　修）

〒669-3402 
兵庫県丹波市春日町新才417-1
TEL．FAX. 0795-74-3540
 

【定期集会】
毎週月曜日から金曜日 5：00 ～ 7：00 朝の学び
　　　　　　　　　「イザヤ書」「ヨハネによる福音書」
毎週土曜日     5：00 ～ 7：00 朝の学び「詩編」
毎週日曜日     6：00 ～ 7：00 「祈り会」「聖書通読」
毎週日曜日 主日礼拝  10：00 ～ 13：00（聖餐式、愛餐）
【特別集会】
7 月 25 日（金）読書会 14：00 ～16：00 「内村 鑑三」
　　　　　　　　　　　　　　　　（紀宝町鵜殿にて）
8月   8 日  （金）読書会 19：00～21：00 「宮沢 賢治」 
　　　　　　　　　　　　　（那智勝浦町浜ノ宮にて）
 8 月29日 （金）読書会 14：00～ 16：00 「宮沢 賢治」 
　　　　　　　　　　　　　　　　（紀宝町鵜殿にて）
9月 12日（金）読書会 19：00 ～ 21：00  「高橋 是清」
　　　　　　　　　　　　　　 （那智勝浦浜 ノ宮にて）
9月 26日（金）読書会 14：00 ～ 16：00   「高橋 是清」 
　　　　　　　　　　　　　　　　  （紀宝町鵜殿にて）   
 拠 点 紹 介        
日本のチベット 熊野の小さな恵泉塾です。
 祈りの課題   
「地域の方がたに伝道を。地域の方がた目覚めよ。」　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十嵐  昇）

熊野恵泉塾

京都家庭集会

松山家庭集会

丹波の宿 恵泉

〒791-0212
 愛媛県東温市田窪（たのくぼ）311 番地 7
  TEL．FAX 089-964-5460

【定期集会】
毎週日曜日 主日礼拝 13：30 ～ （ネット配信による余市の
　　　　　　　　　　　　　　　主日礼拝に参加）天川宅
毎週水曜日 学び会 （学びの後、愛餐。各自持寄り）  升野宅 
【特別集会】
毎週三回    朝の学び会                 （有志の参加希望） 
 拠 点紹介

人数が少ないので、一人一役で頑張っています。
共同生活はありませんが、それぞれの家庭の場を解放し、
学び、朝のデボ―ション、祈り会に有志が集まり、信仰と
交わりを深めています。また、霊の養いの為丹波セミナー
に参加しています。
 祈りの課題

聖霊に導かれ、愛し合う空気に満ち溢れる本物の教会に
なるようにとお祈り下さい
                                                              （玉乃井 みゆき）

【定期集会】　　　　　
丹波セミナー 　一般コース「イエスの福音の核心」
　　　　　　　7月 14( 月 ) 前泊～ 17日 ( 木 )
読書会コース    「ミルトン著　失楽園」8月 18( 月 ) 前泊
　　　　　　　　～ 21日 ( 木 )
初心者コース　「現代日本社会に対して聖書は何を語って
　　　　　　   いるか」　9月８( 月 ) 前泊～ 11日 ( 木 )
 拠 点紹介
( 報告 )　恵泉バーベキューパーティを 6月２６日に行い
ました。丹波の宿恵泉の輪の中に、丹波教会員と丹波地
域の皆様と水谷先生ご夫妻も参加され、約２２名で楽し
いひと時を過ごしました。
                                                                 （江戸 悌子）

【定期集会】 
毎週日曜日  主日礼拝 10：30～ 14：30 「イザヤ書」「若
者セミナー」を CDで学ぶ
（午後から皆で本を読んで感想を各々述べ合う。若者と
別々にし、後から合同でまとめて発表する）
 拠 点 紹介        
主にあって互いを信頼し良さを引き出す群れ。  
                                                                   （碇 サツキ）

〒519-5701
 三重県紀宝町鵜殿 399-1 
ＴＥＬ.FAX.0735-32-0141 携帯 09080819161 　

〒669- 4133
兵庫県丹波市春日町平松 400-1
ＴＥＬ.0795-74-1873 FAX.0795-74-2821 

〒610 ー 0354
京都府京田辺市山手南 4ー 7ー 4 
ＴＥＬ.FAX. 0774 ー 63 ー 0092 



今、悩む若者よ集まれ！！

若者の集いは充実した一日
関西若者の集いに参加して （三田教会  M）

関西若者の集い特集号

告 知 板

関西だより
関西地区の信徒とファンのために

KEISEN
KANSAI

　五月の若者の集いも、京都集会碇さん宅にて行われました。礼拝の後愛餐があり、その後礼拝
メッセージの感想を話し合ってから、京都御所に車で移動しました。
　御所は驚くほど広く緑が多くて、散歩には適していました。天気が曇りだったことも暑くなり
すぎず助かりました。
　私にとっては愛餐後、礼拝メッセージテープのみんなの感想を知ることが出来良かったです。
自分の考えや感想を話せる機会はまた設けるべきだと思いました。また御所の中を周りながらい
ろんなメンバーとお話し出来、少しずつですがみんなのことを知れるようになり感謝でした。子
ども達が一緒だったこともあり、大変楽しく充実した１日でした。

若 者
の

集 い

若者伝道集会「賛美と証の集い」
趣旨：青年の伝道集会。クリスチャン
　　　で証を持ち寄り、ノンクリス　
　　　チャンを招きます
日時：8月 17日　PM2時 ~3 時半
場所：神戸バイブルハウス

「 関西若者伝道集会」
のお知らせ

　「みんな笑顔で楽しそうね」。去年 11月から始動した関西青
年会。活動写真を見せた時、あるご婦人にこう言われた。
　確かにみんな楽しそうだ。きっとその通りだろう。だけどみ
んなが笑えるまでには、どれだけの犠牲に成り立ってきたのか。
僕らはかつて人に好かれる存在ではなかった。人間関係がうま
くいかず、学校や社会で孤立し一人寂しくご飯を食べた。純粋
な故に反発し傷つき周りや親とうまくいかなかった。どこにも
行き場所がなく、心休まる所がなかった。先が闇で見えず心の
病になった。様々な生き辛さを抱えた。周りには誰も人がいな
かった。「うちの教会には来てほしくない」。表面上優しいが、
笑顔の裏にある心の奥底が醸し出す空気に傷ついた。誰からも
愛されず頼る物がなく人が信頼出来なかった。
　そんな僕達を恵泉塾は受け入れてくれた。決して可愛らしい
から受け入れてくれたのではなかった。イエス様は言われた。「心
を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である
主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。」だから傷つ
いた僕らを主にお返ししようと、恵泉塾の親達は家に招き入れ
てくれた。元の姿に戻して主にお返ししようという愛は、みん
なを包み教育した。時には反発し傷つけ時には逃げた。けど見
捨てられることは決してなかった。放蕩息子になった僕らを憐
れに思い、走り寄って首を抱いてくれた。
　向き合ってくれた。真剣に向き合ってくれた。経験豊富な人
生について教えてくれた。神様と向き合うのはこうするのだよ
と生活で教えてくれた。  キリスト教は座学ではなかった。書斎に
籠るものではなかった。
　水谷家が、五十嵐家の家庭が生きる教材だった。みんな家族
より僕達を大切にしてくれ、親以上に親であってくれた。兄弟
喧嘩もした。それで人間関係も学んでいった。実子以上に可愛
がられた。信仰や知識を生活で言葉で伝えてくれた。ただ愛さ
れた。神様がそうおっしゃるから愛された。
　僕らに何年と言う時間を捧げてくれたのだろう。何の為に全
財産を投げ出してくれたのだろう。傷つけてもどれだけ寄り添っ

てくれたのだろう。どれだけ自分を犠牲にされたのだろう、神
様に捧げられたのだろう・・・。 　そうして僕達は笑えるよう
になった。
　関西の青年会は僕がお世話になった人の為、また友人の為に
発足した。特徴的なのはノンクリスチャンが半数を占め男性も
多く、子供さんも参加していること。女性はとても協力的でい
つも献身的にサポートしてくれている。去年の 11月から活動
しており京都家庭集会の協力を得、拠点にしている。熊野恵泉
塾、恵泉エクレシア、三田教会、丹波の宿、姫路家庭集会、松
山家庭集会、名張と深く関わりがあり、拠点活動が急がしい中
でも若者を快く送り出してくれている。応援してくださる大人
も数多く自己犠牲の愛による協力も大きい。
　能力が違えど高い若者が多く、みんな個性的だなという印象
を受ける。「どうすればみんなの為になるのか？」と考え実行
するのが初めは負担だったが最近は楽しくなりつつある。イエ
ス様の軛に感謝しきれない。
　水谷先生のメッセージや朝礼、波止場便りの分かち合いは青
年の本音を引き出し、ノンクリスチャンにも大いに刺激になっ
ている。五十嵐昇さんの読書会も大好評で、青年の知らない一
面を引き出しつつ人生の益になっていると感じる。来るべき時
の為「愛しあって一つになる」を目標に。まだまだ未熟な僕達
だけどイエス様に
あって一つ。乳を
飲むだけでなく固
い食物も食べられ
るように・・・聖
書を真摯に学び、
補いあい励ましあ
い弱い人を受け入
れ成長していきた
い。

                                                               

京都の若者の集いにて

『水谷家、五十嵐家の子供達』　　
（ 橋 野 倫 直 ）



今、困難を乗り越える力を考える

『勝  海舟』
「公」の精神は今の私たちに受け継がれているか。 漱石の孤独。この闇に引きずられない

”神の現実 ”の中で養われた ”新しい価値観 ”の強さ

『夏目漱石』

関西だより
関西地区の信徒とファンのために
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若 者
の

集 い

読書会の感想　『勝海舟、夏目漱石』

　評論家の江藤淳の勝海舟に関する評論を元に読書会を進めたわけだ
が、私は大学で歴史を専攻していたものの勝海舟については江戸城の
無血開城や大政奉還に功績があるという人並みの知識くらいしか無
かった。しかし、この読書会を通して勝海舟というのはなんと志が高
い人物なのだという印象を抱き、また、現在の机上の学問でなく、当
時の「古学」などの現実を見据えた実践的な当時の学問のレベルの高さ、
奥の深さや、当時を生きた人々の「公」、「国家」といった精神性を感じた。
　勝海舟は江戸城無血開城に関して、福沢諭吉から『瘦我慢の説』と
して、幕府側に勝算がないからといって江戸城を明け渡したのは武士
の気風がないという批判をされたが、それに対して勝は「行蔵は我に
存す」として自分の行いは自分の信念によるものであり、批判や賞賛
は他人の主張で関係ないとした。江藤はその勝の「行蔵」とは、維新
により武士の給与がなくなり、明治政府も地盤が安定しない中で、い
かにして国内の分裂を防ぐかということであったとしている。また、「国
唯自亡」つまり国は外からではなく内から滅びていく、そのことに関
して危機感を抱いていたとしており、勝の中には旧幕府、新政府、不
平士族といった軸は存在せず、「公」、「国家」といったものに対する忠
誠しかなかったとしている。
　私はあるきっかけで幕末、明治維新期の思想に興味が湧き、何冊か
本を読んだりしていたが、そこに共通するのが「公」という軸に基づ
く思想であったり、実践主義に基づく学問のレベルの高さであった。
例えば、『瘦我慢の説』において勝を批判した福沢も開国か鎖国かを論
じた『開鎖論』において、大事なのは開国することではなく、現状を
把握し国家の独立を維持するためにどういう手段を取るべきかだと論
じており、国家の独立を維持するために鎖国が必要なら鎖国をすべき
とも言っている。また、水戸藩士であった会沢正志斎は、『新論』にお
いて当時日本に漂流してきた外国人に聞き取りをして、世界情勢を把
握 ( 一部には誤りもあるが ) し、それに基づいて西洋列強がこれから
日本に迫りくるかもしれないので、それに対して準備をしなければな
らないということをペリーが来航する 28年前に論じている。そのよ
うな例を見てみても当時の実践主義に基づくレベルの高い学問や、「公」
という軸を中心とした思想というのが伺えると思う。
　私はこの読書会を通してそのような日本人の「公」といった精神性
は現在の私たちに受け継がれているのだろうかという疑問が湧いた。
現在はグローバル資本主義という強欲な経済が世界を席巻している状
況であり、この強欲な経済の結果、よくアメリカで言われているよう
な「99％の富を 1％の人が握る」という格差社会になっている。それ
は日本も例外でなく、次第にグローバル資本主義に蝕まれている状況
であると思う。そのように日本国内でより格差が広がっていけば、お
そらく経営者・資本家側と労働者側という 2つの国民に分かれてしま
うのではないかと思う。そのような状況において果たして「公」、「国家」
ということを感じることが出来るのだろうか。それは、まさしく勝が
危惧していた「国唯自亡」つまり国内分裂ということに繋がりかねな
いだろうか。当時の幕末に活躍した人たちは、時には血を流し、「公」
のために身を粉にしてきて、国を守ってきた。そのようにして守られ
てきた国の上に今暮らしている私たちは当時の人たちの「公」のため
という強い思いを忘れてはないだろうかと感じた。こういう危機的な
状況であるからこそ、今一度、勝海舟や当時の人たちの精神性を学び、
実践していくべきではないかと思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　改めて、夏目漱石の人生に触れた時、明治の激動の時代を生きた彼
の持つ “時代感覚 ” に、深く共鳴した。賑やかな時代の中で感じる強
烈な “孤独 ”。「この時期にいやでも生きることを運命づけられた」と
いう違和感。そして、“浮足立つ ” 日本を冷ややかに見つめて「自分の
世界と、現実の世界は一つ平面に並んでおりながら、どこも接触して
いない」という。「虚偽・軽薄」と日本を糾弾する彼の心に、現代社会
を生きてきた “かつての私 ”がぴったりと重なった。
　かつての私もまた、自分と現実との間に接点を見いだせず、苦しみ
もがいていた。同じ闇の中にいる時は、その闇を見つめる勇気がなく、
漱石を毛嫌いしていた部分があったと思う。怖くて深入りできなかっ
た。でも今回、自分がそれとはまったく違う世界にいるという実感が
あった。現実に対する確かな手応え。この闇に引きずられない強さが
ある。それは、“神の現実 ” の中で養われた “新しい価値観 ( 生き方 )”
の持つ強さかもしれないと思った。

　私と夏目さん
との最初の出会
いは、小学生の
頃だった思う。
彼は、いつも父
から支給される
ありがたい存在
であった。
1000 円札＝夏
目漱石それが私
と夏目漱石との
最初の出会いである。まともに勉強してこなかった私は、夏目漱石の
有名な名前や書物の題名は耳にしていたものの読むことはなかった。
　今回、夏目漱石についての解説を聞き、孤独という言葉が一番イン
パクトがあり、また、夏目漱石は孤独で生涯を終えたのだと知った。
　有能であり、この日本を背負い、担う存在であった人物であったが、
繊細であり、神経を患い、病気で亡くなった。苦闘にみちた人生だっ
たのだろうと思う。そういう有能な人材が、世の中に光をみいだせず
亡くなった事が印象的であった。
　ゲッセマネで、弟子たちが眠り込んでいるのにイエスだけが祈って
いた。それこそ夏目漱石と通じるものがあるという作者の一文からも、
漱石は、外国やその当時の日本の現状を見、この時代の先を見抜いて
いたからこそ、絶望感をあじわっていたのだと感じた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 京都家庭集会　村田　慧輔 ） （ 姫路教会   四宮  直美 ）

「時代の先を見抜いた 1000 円札の孤独」

読書会のテキスト

（京都家庭集会 I S）
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