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〈全世界〉新型コロナウイルス感染症
（COVID－19）の影響下での支援
●全世界
救世軍が活動している 131 の国と
地域からの報告がまとめられた『救世
軍年鑑 2021（英文）』（2019 ～ 2020 年の
活動内容）が、救世軍万国本営（国際本
部にあたる）から発行されました。
2020 年初めから猛威を振るった新
型コロナウイルス感染症への対策や支
援活動の写真もカラーで掲載されてい
ます。また、今号から電子書籍版も同
時に発行されました
（e-book: sar.my/yearb
ook2021kindle）。
（写真上より）

・
『救世軍年鑑 2021』
購入を希望される方
は、救世軍出版供給
部（救世軍本営内）ま
で。
・ケニアでの予防教育
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この安全な水を提供するプロジェク
トにより、近隣 336 家族（計 766 人の
受益者）に飲料水が提供できます。
献納式には、国会議員のアマラケル
ティアトゥコララ氏や地域の指導者が
出席し、地域の人々と共に喜びの時を
もちました。
〈ポーランド〉ヒップホップ動画で社
会に警鐘を鳴らす子どもたち
ポーランドの首都ワルシャワ市にあ
る「救世軍プラガプウノック放課後ク
ラブ」は、昨年 11 月にその活動がワ
ルシャワ市の「年間最優秀チャリティ
ープログラム賞」を受賞するなど、地
元の信頼を得ている放課後クラブです。

この放課後クラブの子どもたちが、
昨年末、ワルシャワ市の援助によって
音楽プロジェクトに取り組みました。
プロのミュージシャンとコラボして、
ヒップホップ動画をリリース。これは、
はぐく
子どもたちの創造性や情熱を育み、そ
の声をあげることを奨励する働きとし
て進められました。
子どもたちは、街頭で生活している
人々の横を見て見ぬ振りで通り過ぎて
いないか？ と救世軍のモットー「心
は神に 手は人に」の言葉を織り込ん
で歌っています。動画は下のアドレス
より視聴いただけます。
https://vimeo.com/501755981

救世軍とは？ What is The Salvation Army?

心は神に 手は人に Heart to God, Hand to Man

〈スリランカ〉水処理設備の設置
米国の救世軍ワールド・サービス・
ソ ー ソ
オフィス（SAWSO）の支援を得て、バ
マナコトゥワに飲用水のための水処理
設備が設置されました。

救世軍は、英国ロンドンに国際本部を置く、世界 131 の国と地
域で活動するプロテスタントのキリスト教会です。1865 年、英国
のメソジスト教会の牧師ウイリアム・ブースによって始められ、家
さくしゅ
のない人々、アルコールの悪影響下にある人々、搾取される女性や
子どもたちに助けの手を伸べつつ、神様の愛を伝えてきました。
日本での働きは、1895（明治 28）年に始まり、伝道の拠点である小隊（教会に
はいしょう
あたる）を開設。廃 娼 運動、失業者対策、病院の設立、児童や女性の保護、アル
おこ
コール依存症者回復支援など、時代にさきがけて、様々な働きを興してきました。
現在の新型コロナウイルス感染症の影響下においても、小隊、社会福祉施設、病
院は、感染予防策に最大限努力し、活動をおこなっています。

イースター・コンサート
4 月 11 日（日）午後 7 時～

東京都千代田区）

広報版・奇数月十五日発行 （除く七月）

スティーブン・モーリス（救世軍本営

福音版・毎月一日発行

ブライアン・ペドル（万国本営 英国ロンドン）
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ぺージ下段に続く

が経験しているパンデミッ
クは、時に、イエスが十字
架に架けられた金曜日のよ
うだと感じさせます。明か
りが消され、希望に蓋がさ
れたかのように。自然災害、
病気、失業、離婚、薬物依
存、破産、家庭内暴力、人
種差別など多くのことが、
わたしたちの人生に起こり、
わたしたちもこの金曜日に
等しい状況にあるように感
じるでしょう。しかし、イ
エス・キリストの生涯と死
と復活は、神があらゆる状
況にもわたしたちと共にお
られること、神は、どのよ
うな状況よりも大きく、力
ある方であること、そして、
神は奇跡をおこない、不可
能と思われることに対処で
きるお方であることを思い
起こさせてくださいます。
わたしたちが自分自身を
あきら
諦めてしまったときにも、
神は、わたしたちを信じ続
けておられます。わたした
ちが愛されていないと感じ
るときにも、神は、イエス
によってその愛を示してく
ださいます。人生で最大の
あやま
過ちを犯したと感じるとき
にも、神はイエスを通して
赦しを与えてくださいます。
暗闇の中で息詰まる思いを
しているときにも、神は、
その臨在の光を照らしてく
ださいます。絶望している

Boophuket/Shutterstock.com

治

のない力を見るのです。
イエスが十字架に架けら
れた金曜日、イエスの肉体
から命が失われ、希望がな
くなったように見えました。
この、たとえ話や洞察に満
ちた教えや奇跡で人々を魅
了した魅力的な男は、社会
構造と人間存在の奥深くに
大きな影響を与える力をも
っておられました。しかし、
そのイエスが、十字架で殺
され、墓に納められました。
それは、まるで何者かが明
かりを消して、わたしたち
ふた
の希望に蓋をしたかのよう
に見え、またそう感じさせ
ました。ところが、その後、
本当に驚くべき、人生を造
りかえ、そして、世界を変
える事件が起こったのです。
墓の入り口をふさいでいた
大きな石が転がされており、
墓には、ただイエスの体を
包んでいた布が残されてい
ました。なぜなら、イエス
が復活されたのです！ 光
はかつてないほど輝きを増
しました。また、わたした
ちの希望は、新たな高みを
見いだしました。
イースターは、単に過去
の出来事を思い出す時では
ありません。わたしたちは、
復活の命が、日々の経験と
なることを自分自身の心に
刻むようにイースターを祝
うのです。今、わたしたち
次

明

イースター・メッセージ

いう希望を堅持していまし
た。そしてその希望は、イ
エスが肉体と血を有する人
間のかたちをとられたこと
によって、神が、彼の民の
叫びを覚え続けておられた
ことを、人々に確かに示し
たのでした。そして、人々
が希望を抱き続けたことは
む だ
無駄ではなかった、と確認
させてくださったのです。
わたしたちは、徴税人と
つみびと
行動を共にし、罪人とされ
た人々と食事をし、不道徳
と疑われていた女性と話し
ながらも、その誰をも非難
ゆる
することをせず、赦し、愛
するという模範を示された
イエスを見ます。わたした
ちは、恵みと真理の輝かし
い融合をイエスのうちに見
ることができます。イエス
が水をぶどう酒に変え、目
の見えない人に視力を与え、
足の不自由な人を歩かせ、
あくれい
悪霊を追い出し、重い病を
いや
癒し、風と波を制御される
い
のを見る中で、イエスに畏
けい
敬の念を抱き、その不思議
を思います。また、わたし
たち自身、神の尽きること

ブライアン・ペドル

預言という希望を何年も保
持し続けました。旧約聖書
と新約聖書の間の長い沈黙
の期間にも、人々は、神が
御自分の民と、民への約束
を忘れてはおられない、と

今年のイースターは四月四日 （日）です

復活の命

大将

イースターの物語は、命
と希望を共鳴させるもので
す。そして、今日の世界は、
いかにこの命と希望を切望
していることでしょうか。
旧約聖書は、メシア到来の
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□『ときのこえ』の購読を申し込みます。 □ 相談を希望します。

あかし

リベリア共和国出身

ジュニタ・サンガレさん

けれども、希望を胸に来
日した二〇一九年秋には、
学校のある地域も豪雨の影
響を受けました。停電や断
水になってしまった時はと
ても心細く大変でした。た
だ、今振り返ると、その時
に友達と助け合い、じっく
りとお互いの国の話や、ど
のような人生を過ごしてき
たか、などをゆっくり話し
たり、お互い持っている物
を分け合ったり、とその時
だからこそ友達との緊密な
関係を築けたと思います。
とはいえ全寮制なので、
社会生活もプライベートも
当然同じ場所です。勉強や
友達との関係が順調なとき

希望を胸に日本に来ましたが、大変な
ことの連続でした

信仰の体験談 証言のページ

国から表彰されると同時
に、世界的国際教育機関ユ
ナイテッド・ワールド・カ
レッジ （ UWC
）の奨学金を
得られ、その加盟校である
インターナショナルスクー
ル・オブ・アジア軽井沢 （ I
）に入学しました。
SAK
十七歳で日本に来ること
い
には勇気が要りましたが、
神様が守り、導いていてく
ださることを信じて来まし
た。授業はすべて英語です
し、世界中から集まってい
る同年代の友人に囲まれ、
皆同じ経験をしていること、
困っている時に支え合えた
ことで、今まで頑張ってく
ることができました。

写真上より

二〇一九年、リベリア共和国の一人の女の子の写
真が、英国で発行されている救世軍の雑誌に掲載さ
れました。それは、
「救世軍の学校に通う学生が国
の表彰を受ける」という記事。同級生二百三十六人
の首席で、国から成績優秀者として表彰されたジュ
ニタさん 。現在、長野県軽井沢にある大学入試資格
を得られる国際寄宿学校で学んでいます。

私が小学校に入る時に、救
世軍の運営する小学校もで
きたので、小学一年生から
ずっと救世軍の学校に通っ
ていました。
両親はペンテコステ派の
教会の信徒だったので、私
は両親の通う教会に行って
いましたが、時々学校の友
達や先生に誘われて、救世
軍の小隊 （教会にあたる）に
も通っていました。

両親や親戚の多くが「救世軍ウイリア
ム・ブース高校」の卒業生でした
クリスチャンの家庭で育
った私は、小さい頃から両
親の通う教会に通っていま
した。ですから、神様のこ
とも聖書も、賛美歌もどれ
もいつも身近で、大切なも
のでした。また、両親や私
の親戚の多くが、私が卒業
した救世軍の運営する高校
「ウイリアム・ブース（ 救
世軍の創立者の名前）高校」
の卒業生でした。ちょうど

ぺージより

ときには、イエスによる希 今や彼らは、永遠の視点を
望を与えてくださるのです。 得、王国が霊的な王国であ
この復活の命は、満ち足 ること、また、神がすべて
まった
りて豊かな、完全な、全き を支配されていることを理
命であることがわかります。 解しました。そのように理
この復活の命は、新しい命 解したことによって弟子た
です。なぜなら、それはキ ちは、この世界における生
リストよる命であり、責め 活をどのように理解し、そ
を受ける罪のない命です。 れにどのように応答するか
この復活の命は、イエスを が変えられたのです。それ
救い主として受け入れた瞬 は、イエス・キリストの輝
間から始まり、永遠に続き かしい光が彼らのうちに輝
ます。わたしたちの中で神 き、永遠の希望が確かなも
と
の力が解き放たれるので、 のとされたことによります。
その復活の命はダイナミッ 彼らは、それまでの弟子と
クなものです。この変化は は全く変えられました。同
わたしたちの内側から始ま じように、この復活の力を
り、すべての見方を変化さ わたしたちが得るとき、わ
たしたちも、神によって全
せます。
最初のイースターの朝、 く変えていただけるのです。
イエスが生きておられるこ
神が、復活されたキリス
と、すべての約束は成就し
た、という認識が、ローマ トを祝う皆さまを祝福して
の占領下にあって様々な制 くださいますように。
アーメン
約の中にいた弟子たちの生
き方すべてを変えました。 （救世軍士官〔伝道者〕万国総督）

（マルコによる福音書 16 章 6 節）

イエス様を自分の救い主として信じて
から、さらに努力し始めました
もさらに努力し始めました。
高校では生徒会長やディ
ベート部の部長も務めまし
た。西アフリカでは、ガー
ナやナイジェリアなど近隣
の国々の中でおこなう共通
検定試験に合格した学生が、
中等教育の卒業を認定され
ます。私は、学年でトップ
となり、光栄にも、国から、
最優秀学生の十三人の一人
として表彰されました。

前

はいいのですが、勉強の結
に願っておられることを求
将
来
は
、
リ
ベ
リ
ア
の
地
域
医
療
に
貢
献
し
果が自分の期待どおりにい
めながら、祈りによって力
たいと思っています
をいただいて歩んでいきた
かないとき、友達と意見の
いです。
くい違いがあったときなど、 リベリアは、一九八九年 帰国したい、と願っていま
日本に来てから、一度日
静かに一人で過ごしていた から約十四年間内戦が続き、 す。今は、学校のパソコン
約二十七万人が死亡、七十 を使わせてもらっています
いこともありました。
本の救世軍を訪ねてみたい、
と思いながら、残念ながら
私は奨学生なので、時間 九万人の難民が出てしまい が、パソコンなしではこれ
その願いはかなっていませ
があるときはアルバイトも ました。近年は、約五年前 からの学びは進展しないと
ん。帰国前にはぜひ、と思
します。食堂でのアルバイ にエボラ出血熱で四千八百 思っているからです。今一
トでは、日本の食器の種類 八人の死者が出ています。 番欲しいものですね。
っています。皆さんにお会
現在の学校を卒業すると
の多さを学びました （笑）
いできればうれしいです。
。
これからも常に神様が私
そして、昨年からは、新 国際大学入試資格が得られ
そして、
「 救世軍レンミラー
型コロナウイルス感染症の るので、今、五月の卒業後
■難民キャンプから博士へ
め ざ
中学校・高等学校」に通い、大
影響で、学年の変わり目の の進学を目指して、米国な
リベリア共和国の首都モンロ 学は三年で卒業して大学院に進
休みにも一時帰国できず、 どいくつかの大学に申請を
外出もほとんどできなくな 出し、結果を待っています。 ビアにある「救世軍工科大学」 学。公衆衛生の修士号を取得し
の学長エマニュエル・ウレイ博 ました。中学から大学院まで、
りました。その休みの間、
大学では生物学を学んで、
すべての学費は救世軍からの支
士 （写真中央）を紹介します。
食事も寮に残ったメンバー 薬の開発などを通してリベ
彼が西アフリカのギニアにあ 援によりました。
で自炊でした。ちょうど日 リアの地域医療に貢献した
しばらく救世軍の学校に勤務
る難民キャンプで初等教育を初
本の救世軍から学生への食 いと思っています。私はど
めて受けたのは十三歳でした。 した後、米国政府の奨学金を受
な
料品支援が届けられ、助か ちらかというと、直接人々
彼は二歳の時に母親を亡くし、 けて、ウィスコンシン大学マデ
りました。豪雨被害の経験 と関わることが好きなので、 内戦状態にあったリベリアから ィソン校で環境科学の二つ目の
のが
一九九四年にギニアに逃れて来 修士号を取得。さらに二〇一八
から、互いに助け合うこと 研究の成果を保健福祉に生
ていました。リベリアでは少年 年には博士号を取得しました。
でコロナ禍も乗り越えるこ かせるような、地域医療を
兵として反乱軍に三度徴兵され
卒業後リベリアに帰国し、エ
とができたように思います。 改良していくシステムを構
そうになり、逃げたのでした。 ボラ出血熱の影響で一旦閉鎖さ
一番苦しかった日々が、一 築できる働きを始めたいと
内戦終結後の一九九七年に帰 れていた救世軍工科学校 （当時は
番の良い思い出です。
思っています。母国リベリ
国。その頃知人から救世軍を紹 職業訓練校）の正式再開と大学の
アのために、ぜひ自分の経
介され、通うようになりました。認可が二〇一八年に決定し、ウ
験や賜物を神様によって用
レイ博士は、学長に就任したの
いていただきたいと思って
でした。
います。
大学のモットーは「誠実な教
育」
。この大学で学ぶ学生たち
卒業後は、新型コロナウ
は、誠実さを軽蔑する社会の流
イルス感染症の状態が許せ
れに逆らって生きること、神を
ば、一旦リベリアに帰国し
おそ
畏れ、人々に仕えるように召さ
たいと思っています。そし
れている、と学長及びスタッフ
て、日本にいる間にできる
は信じて、誠実な教育に努めて
だけアルバイトをしてお金
います。
た
を貯め、パソコンを買って

十五歳の時です。思春期
になり、様々な価値観を学
び、経験を重ねる中で、そ
れまで自然に信じていたイ
エス様を、
〈 自 分 の 〉救 い
ぬし
主として信じます、とお祈
ささ
りを献げました。その時か
ら、
〈 私の人生は神様の確
かな導きの中にあるのだか
ら、神様が私に求めておら
れる生き方をしたい〉と強
く思うようになり、勉強に

「驚くことはない。
あなたがたは十字架につけられた
ナザレのイエスを捜しているが、
あの方は復活なさって、
ここにはおられない。
」

＜プロフィール＞
西アフリカのリベリア共和国から来日。リベリアにある救世軍の高校に
在籍中、2019 年の卒業を前に、国が表彰する最優秀学生 13 人の 1 人
となった。卒業後すぐに奨学金を得て、国際大学入試資格を得られるユ
ナイテッド・ワールド・カレッジ（UWC）のインターナショナルスクー
ル・オブ・アジア軽井沢（ISAK）に入学。世界各地からの留学生と共に
勉強の日々を送っている。現在 19 歳。
・卒業式で家族と
・卒業式で
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