
 聞いたまま、導かれたままに  

国籍は天にあり  
「優しい」ということばの「優」は、人  

偏に「憂える」と書き、他人の心の痛みや  
悲しみに共感できることをさしている。  

「気は優しくて力持ち」とは、昔話の桃  
太郎だけではなく、現代っ子の理想像でも  
ある。  

相模女子大の今教授が、４，５７０人の  
高校生を対象に調査したところ、女生徒か  
ら見た「好ましい男性像」の８９％が“思  
いやりのある頼りになる人”で、男性徒か  
ら見た「好ましい女性像」の９５％は“優  
しく思いやりのある人”だったと報告され  
ている。これが、いわゆる新人類と呼ばれ  
るところの若者たちの実態だとしたら、ま  
ったく驚きである。  

「たった一人でも、心の中を本当に打ち  
明けられる友がいると自殺しない」という  
自殺防止の鉄則があることは、皆さんもご  
承知の通りである。  

しかし、小生はかねてからこう考えてい  
る。だれも好きこのんで死に急ぐ人はいな  
いはずである。ただ生の現実があまりにも  
苦しく厳しいがため、そこから逃れようと  
してやむなく死を選ぶのだろう。  

死をどのように美化したところで、所詮  
自殺は逃避でしかない。最後まで生き果た  
すことが、この世に生を受けた人間に課せ  
られた使命ではなかろうかと…。  

石原登氏は、弱さ＋愛情＝同情であると  
述べている。頭を打たれても少しも痛さを  
感じない人間は、他人の打たれるのを見て  
 

も、かわいそうだとは感じない。 

殺されても平気だという豪胆な人は、人

が殺されるのを見ても平気なはずであり、

逆にいえば、殺される人を見てかわいそう

だと感じるのは、自分が殺されるのはいや

だということで、同じ状態においても自分

も苦しむということがなければ同情心は起

こらない。 

愛と弱さと、二つ揃ってはじめて同情に

なるというのである。 

        （「十代の危機」国土社）より

  

私が苦節 15 年､商業ﾃﾞｻﾞｲﾅｰとして 

努力が実り、順謁に出世街道を歩き続けて

きた時に、思いがけない陥穿（かんせい）

が待ちうけていた。 

以前から、原因不明の発熱を伴う頭痛や

目まいが時折起こったが、高校、大学を通

じてラグビー選手として知られ、人一倍健

康を自負していた私は、過労のせいとたか

をくくっていた。 

しかし、突然、意識不明に陥った。 

緊急入院。そして、急性白血病と判明す

るまでにさして時間はかからなかった。可

能な限りの処置がなされ、手厚い看護がな

されたにもかかわらず、私の病状は一進一

退を繰り返していました。 

薄々感づいてはいたものの、「残りの人 

生を大切にね…」と不用意に漏らした近親

者のひとことが、私を絶望の淵に立たせた。
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医師の目を盗んで病院を抜け出した私は、

その足で羽田に向かう。 

アトリエ代わりに使用を許されている友 

人の別荘が海を見下ろす小高い丘の上に建 

っていた。 

私の出世作となった作品「アルファ」も 

ここで生まれた。しかし、苦しみのあげ< 

たどりついた結論は、野心の結晶ともいう 

べき、未完の作品「ベータ」を小脇に海中 

に身を躍らせることだったのである。 

そんな時、友人に電話をしようと、何気 

なく電話帳を開くと「悩みの相談など遠慮 

なくどうぞ…いのちの電話」とあり、そこ 

にダイヤルをしました。 

そして、私が今までのことを話し終える 

と担当の牧師さんが、 

「私自身、もしキリストに救われていなか 

ったら、貴方と同じことを考え、同じ死の 

誘惑に駆られたでしょう。 

助ける側と助けられる側という関係でな 

く、同じ弱さ、同じ可能性を持つ一人の人 

間として、対等の立場で貴方と話したいと 

思います。平行線上にある人間としてでは 

なく、廷長線上にある一人として自分を認 

める時、もはや他人事ではなく、自分自身 

の事ではないかと思います。 

もともと、私は弱虫である。弱虫だから 

こそ人の慰めがうれしい。こんな場合、も 

し誰かが私に救いの手を差し伸べてくれた 

なら、その手にすがってでも生きていきた 

いと思います…。」と蓮正直に話してくれ 

た。 

そして、一度たずねるようにと教会を紹 

介されたので行ってみると、聖書とキリス 

ト教関係の本をプレゼントされ、何回も読 

みました。 

それからの私は、なんとか再起しようと 

執念を燃やしたが、もはや体力の消耗がひ 

どく、自分の天命を悟った。来るべき曰が 

近づいている。 

 そこでもう一度気になっていた聖句を読 

み直した。 

『私たちの国籍は天にあります』 

             （ピリピ３：２０） 

 そうだ、これなんだ。私はいったい何を

クヨクヨしているんだ。 

 悩んだあげくやっと、国籍を天に持つ者

の恵み、いやそうでなく、希望が湧いてき

ました。       （一郎 53 才） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりぐらしの老人日記 

            ×月×曰   晴れ 

 

歩行と運動を兼ねて池袋のハロー・ワー

クに行ってみる。 

イヤ～驚いたのなんの、近くの商店や飲

食店が静かなのに、足の踏み場もないくら

い、大勢の老若男女が出たり入ったり、賑

やかな浅草仲見世を彷彿させる。 

しかし、人々の顔は暗く目の色は沈んで

陰気である。ヨタヨタと入って行くと、や

っぱり高年者の求人は少ない。 

このハロー・ワークの入口の前や小公園

には、弁当持参の失業者がそれぞれ沈んだ

面持ちで、腰掛けたり、塀に寄りかかった

り、一服したりしていて活気がない。 

それでも、生活の為に雨の日も風の日も

通っているのだ。特に高年者は疲れ切った

動作が、入ごととは患えぬ淋しい思いを伝

える。 

                      （謙） 

三・四日 ハロー・ワークに通い知る 

職なき人の 目は虚ろ（うつろ）なるを 

 



与えられたみ言葉だった。  与えられたみ言葉だった。  
当時の東京は焼野原で、戦災孤児や  当時の東京は焼野原で、戦災孤児や  

傷痍軍人が巷に溢れていた。私は何と  傷痍軍人が巷に溢れていた。私は何と  
か彼らにパンを衣をと思いながらも、  か彼らにパンを衣をと思いながらも、  
他を顧みる余裕のない生活だった。  他を顧みる余裕のない生活だった。  

＜金銀はない、しかし、私にはイエ  ＜金銀はない、しかし、私にはイエ  
スの信仰がある。＞  スの信仰がある。＞  
  私が人々に与えるのは、この福音だ    私が人々に与えるのは、この福音だ  
と示された。この言葉を口ずさみ口ず  と示された。この言葉を口ずさみ口ず  
さみ、神の召しを確信した。  さみ、神の召しを確信した。  
  
＊  その凡ての人に代わりて死に給ひ  ＊  その凡ての人に代わりて死に給ひ  
しは、生ける人の最早おのれの為に生  しは、生ける人の最早おのれの為に生  
きず、己に代り死にて甦へり給ひし者  きず、己に代り死にて甦へり給ひし者  
のために生きん為なり。  のために生きん為なり。  
           （Ⅱコリント５：１５）             （Ⅱコリント５：１５）  

１９５１年、親の反対を押し切りニ  １９５１年、親の反対を押し切りニ  
コンを退職し神学校に入った。  コンを退職し神学校に入った。  
何もかも捧げて献身したつもりだっ  何もかも捧げて献身したつもりだっ  
たが、内面的に捧げていないものを示  たが、内面的に捧げていないものを示  
され、霊的なたたかいが始まった。  され、霊的なたたかいが始まった。  

１９５２年夏、飛騨の神岡教会聖会  １９５２年夏、飛騨の神岡教会聖会  
で小島伊助先生が、「信仰とは自分に  で小島伊助先生が、「信仰とは自分に  
死ねではなく、生きているのは自分の  死ねではなく、生きているのは自分の  
ためではなく、主のために生きること  ためではなく、主のために生きること  
なんだ…」と、生ける者の己が為では  なんだ…」と、生ける者の己が為では  
なく、主の為に生きる、の言葉を読ま  なく、主の為に生きる、の言葉を読ま  
れた。  れた。  

私の霊的生活の転機の言葉になった。  私の霊的生活の転機の言葉になった。  
  
聖書の言葉は、確信ある生き方の基  聖書の言葉は、確信ある生き方の基  

である。言葉を読み・聴き．信じて、  である。言葉を読み・聴き．信じて、  
言葉に立った信仰を確立したいと思う。  言葉に立った信仰を確立したいと思う。  

あなたの信仰を支える確信の言葉は  あなたの信仰を支える確信の言葉は  
何かを、心に深く刻みこみたいもので  何かを、心に深く刻みこみたいもので  
ある。  ある。  
  

大阪  若狭  正一牧師  大阪  若狭  正一牧師  
  
 

聖書の名句・名言  聖書の名句・名言  
  

ペテロは言う『金銀は我になし、然  ペテロは言う『金銀は我になし、然  
れど我に有るものを汝に与ふ、ナザレ  れど我に有るものを汝に与ふ、ナザレ  

 

のイエス・キリストの名により歩め』  のイエス・キリストの名により歩め』  
              （使途３：６）                （使途３：６）  
  

過日、婦人会で私の生涯を変えた聖  過日、婦人会で私の生涯を変えた聖  
書の言葉を語った。今も私のうちに活  書の言葉を語った。今も私のうちに活  
きている言葉である。  きている言葉である。  
 当時は文語訳聖書だったので、参考   当時は文語訳聖書だったので、参考  
までに幾つか、ポイントだけを記した  までに幾つか、ポイントだけを記した  
いと思う。  いと思う。  
  
  
＊  おほよそ兄弟を憎む者は即ち人を  ＊  おほよそ兄弟を憎む者は即ち人を  
殺す者なり。凡そ人を殺す者の、その  殺す者なり。凡そ人を殺す者の、その  
内に永遠の生命なきを汝らは知る。  内に永遠の生命なきを汝らは知る。  
            （Ｉヨハネ３：１５）              （Ｉヨハネ３：１５）  

１９４８年５月に初めて教会に行き、  １９４８年５月に初めて教会に行き、  
悩みを訴えると、「罪を悔い改め、イ  悩みを訴えると、「罪を悔い改め、イ  
エスを信じたら解決する」と言われ、  エスを信じたら解決する」と言われ、  
囚人が罪人と思っていたので、罪の言  囚人が罪人と思っていたので、罪の言  
葉に反発を感じた。  葉に反発を感じた。  

しかし、上記の言葉を読んで、憎し  しかし、上記の言葉を読んで、憎し  
みは殺人という実の種で、人を憎めば  みは殺人という実の種で、人を憎めば  
その人を心の中で抹殺し、殺人と同様  その人を心の中で抹殺し、殺人と同様  
な罪と悟らされた。  な罪と悟らされた。  

罪からの救いを求めだす、契機の言  罪からの救いを求めだす、契機の言  
 葉となったのである。   葉となったのである。  
  
＊  ペテロは言う『金銀は我になし、  ＊  ペテロは言う『金銀は我になし、  
然れど我に有るものを汝に与ふ、ナザ  然れど我に有るものを汝に与ふ、ナザ  
レのイエス・キリストの名によりて歩  レのイエス・キリストの名によりて歩  
め」             （使途３：６）  め」             （使途３：６）  
  

１９４９年の秋の頃、会社の帰路に  １９４９年の秋の頃、会社の帰路に  
  

 



・・・声・・・  

＊エホバの証人の統治体は、ものみの 

塔２００８年１月１５日号（研究記事 

版）で、１４４０００人に関する理解 

の調整を 発表した 

以前は、１４４０００人は、１９３ 

５頃、全員満たされた、との教義だっ 

たが、新しい光は、現在も１４４００ 

０人は、満たされておらず、その最後 

の一人が地上の歩みを終えるまでハル 

マゲドンは来ない、と変更になった。 

また、ものみの塔２００８年２月１ 

５日号（研究記事版）は、マタイ２４ 

章３４節の『この世代』（新世界訳聖 

書 bil2-85-J）の新しい光を発表した 

１９１４年１０月から、１４４００ 

０人の最後の一人が地上の歩みを終え 

るまでの期間を、『この世代』と再三 

再四、定義し直した。 

           （ぺんぺん草） 

 

＊１１月１０日の東京・亀戸での、エ 

ホバの証人被害者集会の記事の中に、 

『エホバの証人の思考は、エホバの証 

人の頭がないと理解できない』と書か 

れていました。 

あるご主人は、元エホバの証人では 

ない、キリスト教会の牧師の救出カウ 

ンセラーから助言を求めます。高額な 

カウンセリング料を払う場合もありま 

す。 

三位一体の教義、輸血の方針、組織 

 ・歴史の誤りを教えられ、そのまま、 

夫は妻にぶつけます。三位一体を信じ 

 

 

ていない夫の言葉に妻は同意するでし 

ようか？ 

元エホバの証人の者のアドバイスに 

耳を傾けて下さい。たいてい無料です。 

            （ぎんなん）

 

＊現在、日本に、バプテスマを受けて 

いない伝道者以上の証人が２１－２２ 

万人います。８割が姉妹で、約１５万 

人（統計的計算）が未（不）信者の配 

偶者つまり夫を持っています。 

そのうち８割つまり１２万人の夫が、 

エホバの妻の信仰に反対しています。 

研究生の夫の数を含めるとこの数はさ 

らに大きくなります。 

                （ぺんぺん草） 

 

＊引越の坂井が引越した。町内唯一の 

うんち汲み取りの長屋から大型マンシ 

ョンへ。 

警察で言えば巡査から警視総監、八 

階級特進だ～。夫は自分なりに長老を 

ガンバっていたが、さんざん働いた末、 

削除された。 

妻は、自分なりに正規開拓奉仕をガ 

ンバっていたが、ボロボロになり、降 

ろされる。不幸な人…。 

長男・二男に全時間仕事させて、ロ 

ーンを組み買った。勝ったぜ。念願の 

水洗便所つきマンション!？ ローンは、 

勿論ハルマゲドンしだい、しかし来る 

気配なし。そこでハルマゲローンとい 

う、したたかな作戦に出た。組織はあ 

てにならないから。 

この家族に祝福あれ。 

                （ぺんぺん草） 
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