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 聞いたまま、導かれたままに  関西の堺市で生まれ、三人兄弟の末子  

として両親の手厚い庇護のもとで育て  

られた。幼児から人一倍負けん気が強  

く、頭脳明断で、両親の期待も大きか  

った。  

彼が最初の挫折を経験したのは、大  

学進学の時であった。国公立一辺倒の  

夢が破れ、再起を期した翌年の入試の  

結果もまた同じで、やむなく私立大学  

に進むことになった。  

彼の自尊心がいたく傷ついたことは、

言うまでもない。  

  最初の電話のやりとりで、「何が君  

をそうさせたのか」との問いに対し、  

「人には、だれにも知られたくない事  

情があるでしょう」と言ったきり沈黙  

してしまった。  

とにかく一度会ってみてからにして  

は、ということで、一時的に自殺を恩  

いとどまってくれた。  

ともあれ、説得の手がかりは得られ  

た。片時も目が離せないということも  

あって、強いて祈祷会に同席させたが、

聖書の話も上の空で聞き流していたよ  

うだ。  

集会後、湯茶の接待を受けてようや  

く人心地を取り戻したらしく、緊張が  

ほぐれて身の上話を始めたが、問題の  

核心に触れてくると、頑として口をつ  

ぐむ。  

会衆が立ち去った広い会堂で、夜半  

過ぎまで話し合って、とりあえず一泊  

させることにした。こんな時、隣接の  

 

 

 

クリスマス・プレゼント  

クリスマス・イブを近くにひかえ  

 教会では、あわただしい中にも、どこ  

 となく華やいだ空気が漂っている。    

 

  特にこの時期の紀の海の落日はこと   

 のほか美しい。一度でも見た人の共通   

 のことばである。数年来の暖冬とあっ   

 て、靄々
もやもや

として暮れなずむ三段壁（和  

 歌山県白浜町）の巌頭
がんとう

に、彫像のよう   

 にたたずむ若者の姿があった。         

 

  芭蕉の句に、「分別の底たたきけり    

 年の暮」とあるが、苦悩に打ちひしが   
 れた後ろ姿が如実にそのことを物語っ  
 ていた。  

 

 

 餉
しょく

の食卓についた直後の出来事であっ  
 た。  

さて、祈祷会の準備もととのい、夕
ゆう

 

電話の内容と、沈痛な口調からただ   

 ならぬものを感じた私は、ことばを尽  

 くして、青年を死の瀬戸際で食い止め  

 るのに懸命だった。  

 

 

 月にも、彼は同じ場所に立ち自殺を決  

 行しようとしたが果たせなかった。  

後日わかったことであるが、その１  

ただ前回と比べて違うところは、今    

 回はさらにせっぱ詰まった心理状態に  

 置かれていたことである。  

 

 

 

私学の名門大学に在学する悠紀は、  

 

 



彼にとって初めて聞いた父親の怒りの  

ことばであった。  

それだけに迫力満点で、さすがの彼  

も返すことばもなく、うなだれた。  

  しばらくして両者の感情の波が静ま  

った頃合を見計らって、私は静かに語  

りかけた。  

「本来親子は、家庭という土俵の上で  

がっぷり四つに組む必要があります。  

不幸にしてお父様が、業務拡張のため  

とはいえ家庭をおろそかにし、進学と  

いう大事を控えて不安に悩む息子さん  

との間に、十分な対話を欠いたところ  

に問題がありました。  

心の絆が絶たれていたことを深く反  

省し、これを機会に共通の基盤に立っ  

てほしいと思います」  

それから悠紀に対し、上京したら最  

寄りのＡ教会を訪ね、牧師の指導を仰  

ぐようにすすめた。  

 

両親に連れられて堺市に帰省した数  

日後、彼から電話があった。はずんだ  

声で、堺市で催された市民クリスマス  

集会に、家族揃って行って来たという  

のである。  

数日前のあの猛々しい彼の姿から、  

だれがこのことを想像できただろうか。

その電話の声は、「栄光が神にあるよ  

うに、地の上に平和が…」と少し照れ  

気味に結ばれた。  

うれしい誤算であった。しかし、こ  

れは、私にとって最高のクリスマス・  

プレゼントとなった。   （Ｅ牧師）  

 

 

“きょうダピデの町で、あなたがたの  

 ために、救い主がお生まれになりまし

 た。この方こそ、主キリストです。”  

           （ルカ２：１１）  

Ｋ町に宿泊施設を持つＭさんは、電話  

一本で昼夜を問わず馳
は

せつけ、無料で  

宿を提供してくれる。  

親切が身にしみたのか、悠紀は、も  

う一泊したいと言い出した。クリスマ  

ス直前のことではあり、悠紀ばかりに  

かまってもおれないので、Ｓ市の家族  

に連絡して引き取ってもらいたいと思  

ったが、保護者の名前を明かさないの  

で、ほとほと手を焼いた。  

仕方なく、警察に連絡し調べてもら  

ったところ、まもなく身元が判明した。

そこで、彼には内緒で家族に迎えに  

来てもらうことになった。  

いきさつを知らない彼は、翌日  Ｍさ  

んに伴われ、うきうきした様子で教会  

を訪れた。  

そして、待ち構えた両親を認めて、  

みるみる顔面蒼白になった。母親は息  

子の無事な顔を見たとたん、ありった  

けの声を出して泣き崩れた。  

しかし先ほどとは打って変わって、  

突き刺すようなまなざしで私を見据え  

た悠紀は、「余計なことをしやがって」  

と憎悪のことばを浴びせた。  

 

私は思わず、「その、余計なお世話  

をするのが私の仕事でして」と言って  

しまった。  

すると、それまで押し黙ってひとこ  

とも発しなかった父親が、突然、叫ぶ  

ような口調で息子をにらみ据えながら、

言った。  

「馬鹿者！貴様は、だれに向かってそ  

のような罰当たりなことを言っている  

んだ！親子もろとも救って頂きながら、

余計なこととはなんだ」  

  後はとめどもなく、息子に対する怒  

りがぶちまけられた。生まれてこの方、

 

 



 
聖書の名句・名言  

 

 

「あなたの神、主を心に据えなさい」  

            （申命記８：１８）

 

 

＜一年の計は元旦にあり＞とは、言  

い古された言葉である。  

一年の計画を年の初めに立てずして、

何時立てられようか。  

と、年の初めを無為に過ごす勿れと  

の、戒めの言葉でもあると思う。  

この事を念頭におきながら、＜一年  

の計は聖書にあり＞との言葉が、口か  

ら出たのである。  

信仰者にとってどんな計画を立てて  

も、一年を支えるのは計画そのもので  

はなく、心に刻まれた聖書の言葉の持  

つ力ではないだろうか。  

年の初めに一年を導き支えてくれる  

聖書の言葉を、祈り求めることを勧め  

る意味でも＜一年の計は聖書にあり＞  

と思うのである。  

その年の目標とすべき聖書の言葉を  

標語として、礼拝室に掲示している教  

会が案外多い。  

私もかってある教会を訪れた時に、  

講壇の上に掲げられていたみ言葉に、  

暫し瞠目させられた経験があった。  

聖書の言葉の持つ迫力を思わされた  

ことだった。  

聖書の言葉は、迷いやすい私たちに、

正しい道を示し、進むべき方向を照ら  

す光なのである。  

「あなたのみことばは、私の足のと  

もしび、私の道の光です。」  

 

               （詩篇 119:105）

聖書の言葉は、素直に受け入れるな  

ら、私たちのたましいを救うことがで  

き、私たちを弱さから解放して、力強  

く生かしてくれるのである。  

「ですから、すべての汚れやあふれ  

る悪を捨て去り、心に植えつけられた  

みことばを、すなおに受け入れなさい。

みことばは、あなたがたのたましいを  

救うことができます。」  

             （ヤコブ１：２１）

今年の聖句として一年を支え導く聖  

書の言葉を、心に刻みたいと思う。未  

だ得ていなければ、お言葉をください、

と求めたいと思う。  

私に与えられた聖書の言葉を末尾に  

記すことにする。  

「あなたの神、主を心に据えなさい」  

             （申命記８：１８）

 

大阪・若狭  牧師  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊最近、家に布教活動の人が来ていま  ＊最近、家に布教活動の人が来ていま  

す。私の祖母がほだされて、ものみの  す。私の祖母がほだされて、ものみの  

塔にのめり込みつつあります。  塔にのめり込みつつあります。  

はっきりいって迷惑です。  はっきりいって迷惑です。  

  現代は、様々な仕儀が横行している    現代は、様々な仕儀が横行している  

ので家族はみんな不安がってますＩ  ので家族はみんな不安がってますＩ  

  布教活動は、一部の人間には迷惑に    布教活動は、一部の人間には迷惑に  

なるものです。  なるものです。  

  祖母は、布教に来る人にお菓子をも    祖母は、布教に来る人にお菓子をも  

らい、すっかり信じています。これは  らい、すっかり信じています。これは  

いい事なんですか？  いい事なんですか？  

  私はまだ高校生ですが、高校生にこ    私はまだ高校生ですが、高校生にこ  

んな風に思われて恥ずかしくないです  んな風に思われて恥ずかしくないです  

か？  か？  

  ～ていうか、宗教とかは、まじドン    ～ていうか、宗教とかは、まじドン  

引きなんだけど～きもいし、うざいし、引きなんだけど～きもいし、うざいし、

わけわかんない。  わけわかんない。  

  もう家に上がり込んで何やってんだ    もう家に上がり込んで何やってんだ  

よ。調子にのってんじゃね－よ、この  よ。調子にのってんじゃね－よ、この  

ばぱあ。  ばぱあ。  

  という事で、自分たちのしているこ    という事で、自分たちのしているこ  

とをよく考えて下さい。  とをよく考えて下さい。  

      （しがない女子高生より）        （しがない女子高生より）  

  

  

  

  

  

  

･･･お知らせ･･･ ･･･お知らせ･･･ 

Merry Christmas＆  Happy New Year Merry Christmas＆  Happy New Year 

  

今年もお世話になりました。私ども  今年もお世話になりました。私ども  

のニュースレターや  HP をみて沢山の  のニュースレターや  HP をみて沢山の  

方がカルトから離れていきました。  方がカルトから離れていきました。  

  皆様の情報にも感謝します。    皆様の情報にも感謝します。  

  来年もよろしくお願いします。（編）  来年もよろしくお願いします。（編）

・・・ 声 ・・・  ・・・ 声 ・・・  

  

＊先日のテレビ氷点を見て、人間の心  ＊先日のテレビ氷点を見て、人間の心  

 のいやらしさをみました。以前から三   のいやらしさをみました。以前から三  

 浦綾子ファンです。高校時代は、はま   浦綾子ファンです。高校時代は、はま  

 っていました。   （岡山  あゆか）    っていました。   （岡山  あゆか）   

  

＊テレビで氷点を見て  ＊テレビで氷点を見て  

人は生まれながらにして、誰かを憎  人は生まれながらにして、誰かを憎  

んでしまう生きもの、一見、善良そう  んでしまう生きもの、一見、善良そう  

な人間でも心には罪深い「憎む心」が  な人間でも心には罪深い「憎む心」が  

眠っている。  眠っている。  

  そのエゴはどこまで罪深いのか、自    そのエゴはどこまで罪深いのか、自  

己中心的に生きる人間の本当の罪とは  己中心的に生きる人間の本当の罪とは  

何なのか。  何なのか。  

  何度かドラマ化され、感銘を受け、    何度かドラマ化され、感銘を受け、  

何度も読んだ三浦綾子小説。しかし、  何度も読んだ三浦綾子小説。しかし、  

今の私には痛かった。  今の私には痛かった。  

  氷点を見たからと言って、相手を許    氷点を見たからと言って、相手を許  

す気持ちにはならない。  す気持ちにはならない。  

  許すという事…私には…まだまだ。    許すという事…私には…まだまだ。  

           （大阪  匿名）             （大阪  匿名）  

  

＊今月より、毎月第２火曜にサンクス  ＊今月より、毎月第２火曜にサンクス  

の会を始めました。キリスト信仰とカ  の会を始めました。キリスト信仰とカ  

ルト信仰とはどう違うかなどを、メッ  ルト信仰とはどう違うかなどを、メッ  

セージしています。  セージしています。  

当分、事務局は  JWIL におきます。  当分、事務局は  JWIL におきます。  

皆様のご参加、お待ちしてます。  皆様のご参加、お待ちしてます。  

       （東京  杉江ミニストリー）       （東京  杉江ミニストリー）

  

＊現代人の心の病は、一般的に神経症  ＊現代人の心の病は、一般的に神経症  

と呼ばれます。  と呼ばれます。  

医学的に様々な病名がついています  医学的に様々な病名がついています  

が、私はその中に“教会神経症”とい  が、私はその中に“教会神経症”とい  

うものを入れたいと思います。  うものを入れたいと思います。  

                    （匿名）                    （匿名）

  

  

 


