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救世軍は、統一協会、エホバの証人、
モルモン教ではありません。これら
の問題でお悩みの方は、最寄りの救
世軍にご相談ください。
救世軍への連絡をご希望の方は、以下
の項目及び住所氏名をご記入の上、救
世軍本営（左記）にご連絡ください。
□近くの救世軍を紹介してください。
□キリスト教について知りたいです。
□『ときのこえ』の購読を希望します。
□相談を希望します。
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希望はわたしたちを欺くことがありません。……
神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。
聖書 ローマの信徒への手紙 5 章 5 節

もくじ

クリスマス・メッセージ
クリスマスイブの物語
～ある男と小鳥の出会い～
司令官
スティーブン・モーリス

ｐ.2

インタビュー
ｐ.4
わたしらしく、あなたらしく、
恐れずに！
キコ・ウィルソンさん
活動報告
エンジェルツリー・プロジェクト

ｐ.9

あかし
かけがえのない君を抱きしめ
て
原田昌樹さん

ｐ.10

クリスマスの祈り

ｐ.14

クリスマス・メッセージ
第 21 代救世軍大将
ブライアン・ぺドル

ｐ.16

インタビュー
医療の現場から

ｐ.18
柞山順子

ファミリーページ

クリスマス・ストーリー

ｐ.22

世界でさいしょのクリスマス
世界の救世軍

ｐ.24

・社会福祉
小隊（教会にあたる）
施設・病院・その他施設

ｐ.26

救世軍とは ?

ｐ.28

社会鍋

ｐ.29

聖書は新共同訳を使用しています © 共同訳聖書実行委員会 © 日本聖書協会

クリスマスの喜びをあなたに！ クリスマスのカロルをぜひお楽しみください

クリスマス・セレブレーション・コンサート
12 月 5 日（日）午後 6 時

救世軍 YouTube 生配信

出演：救世軍ジャパン・スタッフ・バンド (JSB)
リモート演奏出演：浅野あゆみ、中山有太＋中山告

2

Christmas Hope

クリスマス・メッセージ

クリスマスイブの物語
～ある男と小鳥の出会い～

スティーブン・モーリス

こはありませんでした。そこそこ

れからお話しする方は悪い人で

普通な、ほぼほぼ善良な人で、家族
に優しく、人との付き合い方も正直
でした。けれどもこの人は、キリス
ト教会がクリスマスの時期に知らせ
じゅにく
るところの「受肉」の話は信じてい
ませんでした。それは意味のわから
ないことで、彼は実直であるがゆえ、
わかった振りもできなかったのです。
神が人としてこの地上に来られたと
いう、イエス・キリストの話は信じ
がたいものでした。

彼

いや

は妻に言いました。
「嫌 な思い
をさせたら悪いけど、今年のク
リスマスイブは君と一緒に教会には
行かない。
」教会に行くことは偽善
者のような気がするから、家にいた
ほうがいい。帰りを待っているよ、
と。家族はみな真夜中のクリスマス
イブ礼拝に出かけ、彼一人家に残り
ました。

彼は暖炉のそばの椅子に座って新聞
を読み始めました。

そ音に飛び上がりました。その
の数分後、彼はドスンという

音は何度も続くのです。誰かが雪玉
を窓に投げつけたのかと思って、玄
関から外に出てみると、雪の中、鳥
の群れが哀れな姿で身を寄せ合って
いるのが目に入りました。どうやら
のが
ば
嵐に巻き込まれて、必死に逃れ場を
捜そうとして、家の大きな窓にぶつ
かっていたようです。それが先ほど
の音の正体でした。

か死ぬのは忍びなかったこの人は、
わいそうな鳥たちがそこで凍え

家の裏にある納屋ならば暖かい避難
所になると思いました。あとはどう
やってこの鳥たちを納屋に連れて行
くかです。
いで上着と長靴を身につけて、
降り積もってくる雪を踏みしめ
ながら納屋に向かいました。 鳥た
族が車に乗って出かけてすぐに
ちが入って来れるように、扉を広く
とも
雪が降り始めました。窓から雪
開け、明かりを灯しました。しかし
の降りが激しくなってくるのを見て、 鳥たちは入って来ません。

家

急
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食れない、と彼は考えました。急
べ物があれば寄って来るかもし

いで家に戻り、手に取ったパンを、
ま
雪の上に撒きました。黄色いライト
に照らされた納屋の入口の扉までパ
ンの道筋をつくったのです。 しか
し、鳥たちはパンに何の関心も示し
ません。
たちは雪の中でどうすることも
できずに羽をバタバタと動かし
続けるばかりです。腕を大きく振っ
て納屋に誘導しようとしましたが、
興味を示しません。捕まえようとし
しゅん び ん
ても、俊敏に逃げ回るばかりです。
自分のことを怖がっているのだ、と
いうことに彼は気づきました。鳥に
とっては、人間は正体のわからない
恐ろしい生き物なのです。信頼して
もらえるための方法は何かないだろ
うか。傷つけようとしているのでは
なく、助けようとしていることをわ
かってもらうために。でも、どうや
って？

鳥

彼なって彼らと交わり、同じ言葉
は思いました。もし自分も鳥に

そた。その鐘の音を聞いた時、彼
の時、教会の鐘が鳴り響きまし

はイエスの誕生を思い出しました。
鳥に安全な道を指し示す存在が必要
なのと同じように、イエスがこの地
上に来られたのは、同じ人間となっ
て、私たちの信頼を得るためだった
のだと。私たちがイエスの後をつい
て、安全な場所に行くためだったの
だと理解したのです。
ぜイエスが人となって地上に来
られたのか、彼はそれがいかに
道理にかなうことかを初めて、突然、
理解することができました。
たちが命を得るために、イエ
スはこの世に来てくださった
のです！

な

私

き ょ う

「今日ダビデの町で、あなたがたの
ために救い主がお生まれになった。
を話すことができれば、安全な場所
（ルカに
」
への道を示せるのではないか。見て、 この方こそ主メシアである。
よる福音書 2 章 11 節）
聞いて、理解してもらうためには、
メリークリスマス！
鳥の一員にならなければならない。

（救世軍士官〔伝道者〕司令官）
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インタビュー

わたしらしく、
あなたらしく、
恐れずに！
キコ・ウィルソンさん

テレビ番組「えいごであそぼ」を楽しくご覧になった方も多いのではないでしょう
か？ 明るいキャラクターと英語力で、キコ・ウィルソンさんは、多くの子どもや保
護者の方々に愛されています。俳優やシンガーとしても活躍しているキコさんはクリ
スチャン。神様を信じ、自分らしく生き、働く、その思いをお聞きしました。

―キコさんはクリスチャンファミリー
に生まれたのですね
はい。父がアメリカ人、母が日本人
のクリスチャンの家庭に生まれ、日
本で育ちました。3 歳の頃、イエス様
を信じるお祈りを父と一緒にしました。
まだ幼い時でしたが、自分に罪がある
こと、救いが必要だということがはっ
きりとわかり、イエス様を信じる決心
ができました。本当にうれしくて、自
然と歌い出しちゃいました。今でもそ
の日のことはよく覚えています。
なので、私は、子どもたちがする選
択や決心というのは、大人にとってと
同じくらい大事なことだと思っていま
す。子どもに関わるお仕事をさせてい
ただいている中で、子どもたちの心の

大切さをいつも思うし、いま子育て中
の保護者の方たちは、ほんとうに意味
のある、大切な働きをしておられると
思っています。
聖書や賛美の歌がいつも身近にある
環境で成長し、毎週教会に行き、神様
のことを学んでいきました。高校生の
時に参加したミッショントリップ（伝
道のために派遣される短期の旅行）での経
験は自分にとって大きな影響がありま
した。普段の生活の場を離れても、ど
こにいても神様は変わらず、リアルな
お方で、共にいてくださるということ
を知ることができました。ミッション
トリップで出会った人たちとのつなが
りは、今も大切に続いています。

ときのこえ
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キコ・ウィルソンさん

プロフィール

ウィルソン祈子
タレント、アーティスト。学生
の頃から NHK「基礎英語」に
出演。NHK Eテレの「えいごで
あそぼ」で 2012 ～ 2017 年レ
ギュラーを務め、
「キコおねえ
さん」として親しまれる。現在、
ベネッセ「こどもちゃれんじ
English」DVD シリーズに出演
中。歌手、ナレーションや CM、
映画出演など幅広く活躍を続け
ている。

そうしてクリスチャンホームで育っ
てきた私には、信仰をもつというのは、
「この瞬間にガラッと変わった！」と
いう大きな変化よりは、少しずつ神様
のことを知っていき、自分のことも知
り、自分の考えが変えられていくとい
う経験です。聖書の言葉を読むと、自
分の考えが変わり、行動も変わってい
く。自分の人生がそこから変わってい
くんです。そういう経験が大切だと思
っています。
私はテモテへの手紙二 1 章 7 節と、
み
ヨシュア記
1 章 9 節（下に記載）の御
こと ば
言葉がすごく好きです。聖書の言葉に

は本当にパワーがあり、似たような本
はないと思うので、聖書をあまり読ん
だことがない人も、ぜひこの箇所から
でも読んでほしいなと思っています。
今の時代は、メディアを通して、悲
しいことや否定的なことも含めて多く
のメッセージが常に飛びかかってきま
すよね。そういう中で、神様の御言葉
に戻ると平安があり、これが真実のこ
とだと気づきます。
―クリスマスの思い出は？
クリスマスは家族で一緒に過ごすこ
とが多いです。父の母国アメリカに帰

神は、おくびょうの霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を
わたしたちにくださったのです。（テモテへの手紙二 1 章 7 節）
わたしは、強く雄々しくあれと命じたではないか。うろたえ
てはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っ
てもあなたの神、主は共にいる。（ヨシュア記 1 章 9 節）
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ると、親戚も集まって、日本のお正月
のような感じで、みんなでゆっくり過
ごします。クリスマスソングももちろ
ん好きです。コンサートで歌うことも
ありますが、クリスマスの時期が終わ
っても 2 月くらいまで頭に残っていて
。ちょっと季節
歌ったりしてます（笑）
ずれてるけどまぁいいや、みたいな感
じで。クリスマスは特別な季節だし、
クリスマスソングには、神様が人を愛
ひと
ご
して、独り子イエス様を送ってくださ
ったというのがストレートに書かれて
いますよね。日本やアメリカで、クリ
スマスソングを自由に歌い、この季節
を自由に過ごすことができるのは本当
にありがたいなと思います。そういう
自由がない国や地域もあると思うので。

りません。どんな場所にいても私は私
です。仕事の現場で、関わってくださ
る方たちと、お互いの気持ちを理解し
合えるという環境にいることを、とて
も感謝しています。お仕事も、こうい
う内容はやっていません、とはっきり
言うこともありますが、どうかな？と
思うことは自然と変えられていくとい
う経験をしています。ハロウィーンで
も、衣装はどうしたい？と聞かれ、あ
まり怖くない、素敵な設定に変わった
こともありました。芸能界にもクリス
チャンの友人はいますし、これからも
増えていくことを信じています。

「人から見られる仕事」と言われま
すが、私は、
「人に伝えるための仕事」
だと、ずっと思ってきています。私
―芸能界でのキャリアについて教えて
を見てくださっている一人ひとりの人
ください
に、あなたは愛されているんだよと
子どもの時から、歌や表現すること
いうこと、そして希望や元気を伝え
に興味があり、8 歳の頃には「ディズ
ていく。もちろんクリエイティビティ
ニータイム」のお仕事をしていました。 （creativity：創造性、独創性）は大事で、
みが
トレーニングをし、スキルを磨いて、
NHK の「基礎英語」というラジオ番
組に妹が出演していたのがきっかけで、 自分らしく表現して伝えていけたらと
思っています。テレビの前で見ている
姉妹で一緒に出るようになり、それ以
みんなが、
「私は一人じゃないんだ」
降、ベネッセや NHK の番組に出演さ
と感じてくれたならうれしいと思って、
せていただきました。
お仕事をしています。
自分が好きな仕事なので本当に楽し
それから、型にはめるような印象を
いです。芸能界で活動するのは大変な
与えたくなくて、声も表情もできるだ
のでは、と思われることもありますが、
いや
け自然な声、自然に出てきた表情を心
大変なことや嫌だった経験はあまりあ
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がけています。自分らしさを捨
てずに。もちろんストーリーや役
柄はありますが、それを見た子
どもたちが、そのままでいいん
だなって感じてくれたらいいなと
思っています。
私は、子どもたちに何を伝え
ていくかというのはとても大きな
意味があると思っています。自
分が子どもたちに大きな影響を
与えることのできる立場で働い
ていることに責任も感じ、人生
の中で大切な時間に関わらせてもらっ
ているということを、本当に感謝して
います。また、保育士さんや、子ども
たちと関わるお仕事をしている方々は、
大切な素晴らしい働きを担っておられ
ますから、心から応援しています。
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す。夢を追い続けることは、自分だけ
の事ではなく、きっと周りにいる人た
ちの力にもなっていきます。決心して
進む先にも神様がおられることを信じ
て、信頼して一歩踏み出してほしいと
思います。
そして、ディシプリンというのはあ
つな
若い人の中で、私がやっているよ
る意味、信仰の面とも繋がっているの
うな仕事をやりたいと思う人もいるか
かなと思います。歌のトレーニングで
もしれません。夢や、やりたいという
言われるのが、
「本来持っている声に戻
気持ちはとても大事で意味があると思
していく」ということなんです。信仰
います。ぜひ、一緒にやりましょう！
をもって生きること、聖書を読むこと
自分がやってみたいことにチャレン
や祈る習慣も、ある意味、本当の自分
ジしてほしいと思います。この仕事は、 に戻していく、ということかなと思い
意外と、
すごくディシプリン（discipline：
ます。自分を整え、鍛えることによって、
鍛錬、規律、自制心）が必要です。人が
歌や舞台でのパフォーマンスも、信仰
見ていないところでのトレーニングも
の力や喜びも、他の人たちにより伝わ
大事で、それは必ず大きな違いにつな
るようになるので、そこが大事だと思
がります。筋トレを地道に続けていけ
います。
ば、無駄なものがなくなり、しなやか
な強い筋肉がつくられるように、鍛錬
―多くの人に出会い、伝えていくため
を重ねたことは自分の武器にもなると
の力の源は何でしょう？
思います。
一度きりの人生なので、全力で生き
自分が時間を使い、努力したとこ
たいと思っています。ビジョンも大事
ろに花が咲くということを信じて、そ
にしながら、とにかく神様から一度だ
のプロセスを大事に、強い心をもっ
けいただいている人生を大切に生きて
てチャレンジし続けてほしいと思いま
いきたい。息をして空気が吸える、と
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いうことだけでも感動して、エネル
ギーになります。すべてが不思議だし、
すべてが冒険というか…。もちろん誰
でも、人生には大変なことがあると思
います。それでも信じているのは、必
要とするものは神様がすべて与えてく
ださっていて、私たちは生かされてい
るということです。そして、気づけば
たくさんのものを与えられている。そ
の神様からの恵みの一つひとつに気づ
いていくことがエネルギーになってい
きます。
―今、伝えたいメッセージは？
今はこういう、感染症の流行にして
も、不確実で不安定な時だからこそ、
希望や真実を探し求めている人も多い
のではないでしょうか。行き場がない
若い子たちや、いろんな情報が流れる
中で、真実というのを探している人た
ちもいますよね。こういう時にこそ教
会の門を開けるべきではないでしょう
キコさん

か。こういう時だからこその居場所で
す。そうでなければどうやって人が救
われるのかとすごく思います。
私たちがこの時代、この場所に生き
ているのは、神様がそこに送ってくだ
さっているからだと思っています。神
様は私たちの人生に関わってくださっ
ています。私たちを愛し、救い、何か
心を縛りつけているようなものから自
由にしてくださる神様がおられるとい
うことを多くの人に知ってほしいです。
きっと生き方が変えられると思います。
私たちの人生に、神様は必ず良い
計画をもって関わってくださり、良い
ように変えていってくださいます。だ
から私は、この「今」を生きていきた
い。明日のことは人間にはわかりませ
ん。今を生きるために、それぞれの場
所に置かれているんだと思います。そ
して、聖書にあるように、神様が私た
ちの味方なのだから、恐れるものは一
つもない、と私は信じています。

作品、出演情報

CD 「こどもらうんじ えいご」シリーズ、
「 ぶっとびプレイズ feat.KIKO」
、2021
年 12 月「Guardian（ 仮 ）
」 リリース予 定
（ティーン向け）
。
映画 2020 年に出演した『間』
（あいだ）
で、アメリカとオランダの映画祭で主演女
優賞獲得。同作は今年 10 月、ダマー国
際映画祭で日本でも上映された。
2022 年公開予定の山田火砂子監督作品
『われ弱ければ 矢嶋楫子伝』に出演。
コンサート ベネッセ英語コンサート（ゲスト
出演）12 月 17 日（金）鎌倉芸術館 大ホール
Instagram xkikox_official
フォローして最新情報を！

①

★読者プレゼント★

②

応募締切
2022 年 1 月 7 日
（金）

キコさんの歌う CD ①「こどもらうんじ え
いご Merry Christmas」
、②「ぶっとびプレ
イズ」を抽選で 各 10 名様にプレゼントし
ます！ ご希望の方は、希望の番号とお名
前、ご住所をお書きのうえ、下記宛先に郵便、
FAX またはメールでお申し込みください。
〒 101- 0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
救世軍本営 編集部
FAX 03-3237-3588
メール jpn.editorial@jpn.salvationarmy.org

ときのこえ

救世軍・日本 CGNTV 共催

クリスマス特集号
写真提供 日本 CGNTV

しもべあの大冒険

キッズクリスマスコンサート
（オンライン配信）

12 月、 キッズのためのコンサートにキコさん
が出演！ キコさんと 『しもべあの大冒険』 の
ぺーくんが共演します！ お楽しみに！
コンサートの配信は、
12 月 19 日 （日） 『しもべあの大冒険』 #38
午前 10 時 30 分 公開です！（変更有）
下の QR コードから視聴できます。
救世軍・日本 CGNTV 共同制作子ども番組

『しもべあの大冒険』は、
救世軍青少年部YouTubeで毎週日曜配信中！
活動報告

エンジェルツリー・プロジェクト
クリスマスの時期、日本の救世軍では 2018
年から、施設などにいる子どもたちへのプレゼ
ント・プロジェクトをおこなっています。昨年
は東京アメリカンクラブ様、玉の肌石鹸株式会
社様、廣瀬不動産株式会社
様、個人有志の方々がご協
力くださり、244 人の子ど
もたちへクリスマス・プレ
ゼントを届けました。

Story

←子どもたちからの
サンキューカード

1979 年、米国・バージニア州リンチバーグという街のショッピングモールのマ
ネージャーが、クリスマスの時期に何か子どもたちを助けられる方法はないか、と救世軍
に尋ねました。救世軍は、地域の中で困難な状況にある子どもたちとの関わりをもってい
ました。そこで子どもたちにクリスマスカードに贈り物の希望を書いてもらい、そのカー
ドをショッピングモール内のクリスマスツリーに飾ったのです。モールに来た人々は自由
にカードを選び、書かれた物を買い、ツリーの下に置きました。そして、そのプレゼント
を救世軍が子どもたちと家族へ届けたのです。
この方法はまたたく間に米国に広がっていきました。現在米国では、救世軍のある地域
に住む乳児から 18 歳までの子どもと 60 歳以上の困難な状況にある方々へプレゼントを提
供しています。願いを書いた最初のカードに天使の絵が描かれていたことから、
「エンジェ
ルツリー・プロジェクト」という名前になりました。
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あかし

かけがえのない君を抱きしめて
たっと

「わたしの目には、あなたは高価で尊い。
わたしはあなたを愛している。
」
（イザヤ書 43 章 4 節）

NPO 法人フードバンク北九州ライフアゲイン
理事長

原田 昌樹

福岡県北九州市にある「NPO 法人フードバンク北九州ライフアゲ
イン」の Mission（使命）は、
「生まれ育った環境のために 満たされ
た食事ができない 十分な教育を受けられない 寂しい思いをしてい
る子どもを 北九州市からゼロにする」です。牧師でもある原田さん
は、大きな幻をもって日夜、自らも食料支援、子ども食堂や無料学習 ↑ライフアゲイ
ンのホームペー
塾の運営に携わり、奮闘しておられます。今年のクリスマスには、
ジＱＲコード
「北九州市民クリスマス オンライン」の中で、「ある男の物語」の
主人公モデルとして立てられています。原田牧師の温かい真実なメッ
セージをお読みください。

―現在の NPO 活動は
わが国の実に７人に１人の子ども
が貧困状態にあると言われていま
す。日本の貧困はアフリカ等の食料
こ かつ
き が
そのものが枯渇している飢餓、すな
わち絶対的貧困とは違い相対的貧困
と呼ばれています。経済的な困難を
抱えている家庭の子どもたちは、食
料そのものがあったとしても、生ま
れ育った様々な環境が原因で、満足
な食事、十分な教育、そして温かい
愛情を与えられずに過ごしていま
す。その社会を変革するための北九

州モデルを構築するために、私は
2013 年に、
「フードバンク北九州ラ
イフアゲイン」を設立しました。
い
事業は食品ロスを食料支援に活か
すフードバンク事業、食料支援を通
じて信頼関係を築き、親子を包括的
に支援するファミリーサポート事業
や、実際に親子が暮らす身近な地域
において、孤立させない環境を整備
する地域子ども支援事業の３本柱で
す。具体的活動として、食料支援、
子ども食堂や無料学習塾の運営、体
た き
験型子ども会など多岐にわたってい
ます。これらの活動を通して、貧困

ときのこえ

クリスマス特集号 11

原田昌樹さん

プロフィール

1965 年、福岡県北九州市生まれ。2000 年よ
り、
「北九州希望の光キリスト教会」の牧師
として活動を始め、子育て支援と自立支援活
動に取り組む。2013 年に「フードバンク北
九州ライフアゲイン」を設立。2014 年 NPO
法人となる。愛妻と 2 人の娘の４人家族

れん さ

を含む負の連鎖を断ち切る社会シス
テムを構築し、国の制度等を整備す
ることが目的ですが、その目的を達
成するために重要な理念は、支援に
関わる一人ひとりが、日々の身近な
活動において、目の前のひとりの親
や子に、
「あなたはかけがえのない
存在なんだよ」と愛情を込めて寄り
添うことです。食料を笑顔で渡しな
がら、勉強を根気よく教えながら、
子ども食堂で団らんのひとときを過
ごしながら、ただ座って静かに話を
聴きながら……。

―活動の原点：私の生い立ち
私は幼少の頃からずっと劣等感の
いや
ぜん そく
息
かたまりでした。容姿も嫌で、喘
にが て
があり体も弱く、スポーツも苦手で
した。学力だけは少し自信もあった
のですが、高校から成績順位も悪く、
女性からはもてた経験はなく、心は
ゆが
傷つき、だんだんと物の見方が歪ん
でいきました。お金があれば好きな
ものが手に入り、人もコントロール
できると思い込み、夢のかけらもあ

りませんでした。両親はいましたが、
自営業で二人とも夜遅くまで働いて
おり、夕食はレンジで温めたご飯を
一人で食べることが多かったです。
むな
心の寂しさや虚しさを埋めようとし
て、大学では勉強もせずスナックや
風俗に通い続け、快楽を求めて薬物
依存症になり苦しみました。薬物依
存症からの回復を目指す中で「なぜ
こうなってしまったのか」と自分に
向き合った時、心の深い穴の中でう
ずくまっている自分に気づいたので
す。うずくまっている私はずっと問
い続けていました。
「こんな姿の僕
は生きてていいの？ 生まれてきて
良かったの？」と……。そして、そ
う問い続ける私をそっと抱きしめ、
「そのままの姿でいいんだよ。生ま
れてきてくれてありがとう」とささ
やいてくれるのを待っていたのです。
幼い頃は母に、そして友に、先生に、
女の子に、誰でもいいから誰かに。
しかし、誰一人そうささやいてくれ
る人は現れませんでした。

―キリストとの出会いと新しい人生
そんな時、私はひとりのクリスチャ
ンと出会い、聖書からキリストの十
字架の意味を教えてもらい、キリス
ぬし
トを救い主と信じ、クリスチャンと
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して新しい人生に出発しました。24
歳の時でした。32年前の12月15日の
午前 3 時。夜空を見上げた時、星が
き の う
とても美しく輝いていたのを、昨日
のように覚えています。そしてその
時に開いた聖書の言葉も。
「だれでもキリストのうちにあるなら、
その人は新しく造られた者です。古
駅前で、夜回りをしながら伝道
いものは過ぎ去って、見よ、すべて
ふくいん
（コリント人への
生えたと思います。その時から福音
が新しくなりました」
手紙第二 5 章 17 節）
が私に迫ってきました。
・創造主である神が私を比類なき傑
それから教会にも通い、献金もし、 作品として創造されたことを実感
しました。
バプテスマも受け、
他者から
「変わっ
たねえ。どうしたの？」と聞かれる ・しかしその事実を知らなかった私
は常に人と比べ、心の中は罪とい
ようにもなりました。しかし、私の
う自己中心の思いでわがままにな
心の空洞は埋められていませんでし
り、思いどおりにいかない現実と
た。
「こんな姿の僕は生きてていい
のギャップに疲れ、憎み、傷つき、
の？ 生まれてきて良かったの？」
劣等感の深い穴に落ちてしまった
と、私はクリスチャンになっても問
ことにも気づかされました。
い続けていたのです。その空洞を埋
めるために、神様が喜ばれないこと ・そしてキリストは自ら深い穴の底
まで下り、私を抱きしめ、
「その
を考え、空想し、行ってはいけない
ままの姿でいいんだよ。生まれて
場所に行き、誘惑に負けて、やって
はいけない罪を犯し続けていました。 きてくれてありがとう」とささや
いてくださったのです。私はその
そしてこう自分に応答したのです。
温かい言葉をずっと待っていまし
「こんな姿の僕は死んだほうがいい
た。その無条件の愛がキリストの
よ。生まれてこなかったほうが良かっ
十字架に込められていたこともわ
たんだ」と。
かりました。罪ゆえに自分を傷つ
そんな私にある時、はっきりとし
け他者を傷つけてきたのはこの私
た日付を覚えていませんが、キリス
です。罪ゆえに人生の歯車を狂わ
トがささやいてくださったのです。
せたのはこの私です。しかし、無
「そのままの姿でいいんだよ。生ま
し ん ちゅう
条件の愛を求めていた私の心中を
れてきてくれてありがとう。あなた
知っておられた神様は、私を責め
がどのような状態でもあなたの価値
ることをせず、私が受けるべき苦
は変わらない」と。抱きしめられる
しみをキリストが私に代わって十
感覚でした。この時から私はキリス
ト教という宗教を信じるのではなく、 字架上で死に至るまで受けてくだ
さったことを実感させてくださっ
キリストご自身に信頼する信仰が芽

ときのこえ
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たのです。そして、救い出された
私がこれからは比類なき傑作品と
して、受けた愛を実践する新しい
人生のためにキリストが三日目に
復活されたこともわかりました。

―新しい人生、そして主の使命
私はすべての人々がキリストから
与えられる無条件の愛を求め、深い
穴の底で待ち続けていると確信しま
した。
JR 黒崎駅前で夜回りを始めまし
た。
「誰でもキリストにあっていつ
でも、どこからでもやり直すことが
できます！ 一緒にやり直しましょ
う。
」そうマイクを握って叫び、声を
かけて回りました。家出した青年、
刑務所から出てきたおじさん、レイ
プされた少女、親に捨てられホーム
レスになった若者。自宅周辺に家を
借り、彼らと共同生活に近い日常が
始まりました。また、北九州市の里
親として登録し、家庭養育が困難な
や
子どもたちも里子として我が家 に
やってきました。 た
街頭で出会っ
そして十数年が経ち、
た彼らも、養育ができなくなった親
たちも、里子として預けられた子ど
もたちも、みんなが共通して求めて
いるものは、無条件の愛なのだと改
めてわかりました。
「そのままの姿
でいいんだよ。生まれてきてくれて
ありがとう。あなたがどのような状
態でもあなたの価値は変わらない」
と強く抱きしめてくれる腕なのです。
神様は、福音をストレートに伝え
る機会として 46 年間守り続けてい

フードパントリーで、食品を手渡す

コロナ禍での、子ども食堂の食事風景

る「北九州市民クリスマス」の実行
委員長の役目に私を召してください
ました。また、ひとりでも多くの市
民に「あなたはかけがえのない存在
なんだよ」と愛情を込めて伝えるた
めに「NPO 法人フードバンク北九
州ライフアゲイン」や障がい児支援
施設を運営する「一般社団法人ライ
フアゲイン」を起こさせてください
ました。
「すべての人に、すべてのものと
なりました。それは、何とかして、
幾人かでも救うためです。私はすべ
てのことを、福音のためにしていま
す。それは、私も福音の恵みをとも
に受ける者となるためなのです。
」
（コリント人への手紙第一9章22～23節）

主をほめたたえます。
ハレルヤ！
☆右のＱＲコードより、
北九州市民クリスマスを
視聴していただけます

※この「あかし」文中の聖句は新改訳聖書です。
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クリスマスの祈り
クリスマスの前に
愛する主よ、わたしたちがクリスマスの心を失わないように助けてください。
み こ
行事や伝統をできるだけ簡素にして、御子の誕生を祝うことに心を注ぐことが
できますように。
平和の君である主よ、感謝します。あなたの超自然的な平安によって、わたし
おさ
たちの心を治めてください。
あなたの愛のメッセージに感謝します。それは単純ですが、わたしたちの人生
み な
を変えるものです。イエスの御名によって祈ります。アーメン
メラニー・チトウッド

クリスマス・イブに
ぬし

こ よい

救い主の誕生を想う今宵、わたしたちの心に救い主が新たに生まれてください
ますように。栄光の希望であるキリストは、わたしたちのうちにすでに形造ら
れています。しかし、心と思いを新たにされて、真っ先に霊のベツレヘムの馬
小屋に行くことができますように。そこで、イエスに最高の愛をささげ、イエ
スと共に食事をし、結婚の祝いのように、天にも昇る聖なる喜びにあずかるこ
とができますように。
チャールズ・スポルジョン

クリスマス・イブに（病院にいて）*
や

ああ、神さま、今夜わが家ではみんながクリスマスの準備をしていることでし
ょう。

ときのこえ
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子どもたちの靴下をさげ、プレゼントを並べて
明日のクリスマス・ディナーも用意していることでしょう。
でも今年はわたしがおりません。みんなはわたしが思うほどに
わたしがいないのをさびしく思っているでしょうか。
ああ 神さま、
いら だ
だからといって、苛立ったり落ち込んだりすることがありませんように。
もしそうなったら
わたしだけでなくみんなすべてがだいなしになってしまいます。
明るい気持ちになれなくても、明るく振舞うことができますように。
この病棟にはわたしとおなじ思いの人がたくさんいます。
明日はこの人たちといっしょに
クリスマスを祝うことができますように。
主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン
ウイリアム・バークレー
* 小塩節・小塩トシ子編『クリスマスの祈りと歌』
（2007 年、
日本基督教団出版局、
49 ページ）

クリスマスの朝に
わたしたちの弱った手で、着る物の無い人に着せ、飢えている人に食べさせ、
いや
病める人を癒すことができますように。
そ がい
わたしたちが友となることによって、年老いた人、孤独な人、移民、疎外され
た人に寄り添うことができますように。
このクリスマスの喜びの日に、神がその優しさをもって臨み、世界の闇に光を
照らしてくださいますように。
教皇フランシスコ

クリスマスの後に
愛する主よ、クリスマスの時を感謝します。
どうか、神の無条件の愛をいつも忘れずにいることができますように。互いに
いまし
愛し合いなさい、というあなたの戒めに従うことができますように。
クリスマスから一週間がたちました。近隣の人々を救い主キリストに導くこと
ができるように、ひとりひとりに必要な聖霊の賜物を与えてください。
アーメン
ナタリー・レジョリ
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クリスマス・メッセージ
御子はすべてのものよりも先に
おられ、すべてのものは御子に
よって支えられています

（コロサイの信徒への手紙 1 章 17 節）
第 21 代救世軍大将

ブライアン・ぺドル

2

021 年は何という年だったでし
ょうか！ この 12 カ月、わたし
たちの世界は新型コロナウイルスに
よるパンデミックの課題と現実を突
きつけられ、病や死と向かい合うの
と同時に、回復への戦略やワクチン
接種プログラムを導入して対処して
きました。そのような中で開催され
たオリンピック・パラリンピックは、
楽しむことができる時間、各国の成
果を祝う機会を私たちに与えてくれ
ました。またこの一年、多くの自然
ま
災害と人災を目の当たりにしたこと
も事実です。多くの国で起きた原野
火災、大統領の暗殺、ハリケーンや
暴風雨など、それぞれが大きな課題
を呈しています。最近では、タリバ
ンがアフガニスタンを制圧し、人々
は国外に逃亡しており、女性の教育
や旧体制への回帰、民主主義の喪失
け ねん
などが懸念されています。

こたちはどこに、あるいは誰に頼
のような激動の時代に、わたし

ればよいのでしょうか。ヘブライ人
への手紙
13 章 8 節には、
「きのうも
き ょ う
今日も、また永遠に変わることのな
い方」であるイエス・キリストに頼
るように、と教えています。またコ
ロサイの信徒への手紙
1 章 17 節で
み こ
は「すべてのものは御子によって支
えられています」
、また、ヨハネの
黙示録 22 章 13 節には「わたしはア
ルファであり、オメガである。最初
の者にして、最後の者。初めであり、
終わりである」とイエスのことを説
明しています。
たしたちが頼るべき存在は、
自分たちよりも賢く、自分た
ちよりも思いやりに富み、自分たち
よりも力がある方です。すべてを超
越していながらわたしたちと共にい
てくださり、たとえ犠牲が伴ったと
しても、この騒動と混乱の中に共に
存在してくださる方。詩編 23 編や
マタイによる福音書 11 章 28 節にあ

わ

ときのこえ
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あん

るように、この方はわたしたちに安
そく
息を与えてくださる方なのです。ク
リスマスこそ、イエスに向き直る時
じゅにく
です。その誕生、受肉、そしてイン
マヌエル（わたしたちと共にある神）
となってくださったことを覚え、祝
うために、立ち止まる時です。

こしょうか？

のことは一体何を意味するので
それは、希望があ
るということです！ 自分たちの力
だけでどうにかしなければいけない
のではない。わたしたちには、弱っ
た時に魂を生き返らせてくださる方
がいる。疲れた時に休息を与えてく
ださる方がいる。目の前のことで精
一杯の時に、永遠の視点を与えてく
ださる方がいる。すべてが崩れ去り
そうに思える時、わたしたちとこの
世界を支えてくださる方がいる。こ
れこそがクリスマスの時期に祝うべ
きことなのです。イエスのような方
をもっと深く知りたいと思いません
か？

第 21 代救世軍大将

ブライアン・ぺドル
救世軍最高指導者（万国総督）。カナダ出身。
1977 年に救世軍士官（伝道者）となり、母国
で奉仕後、ニュージーランド・フィジー及びトンガ
軍国（当時）、英国及びアイルランド軍国で奉仕。
カナダ・バミューダ軍国司令官、万国本営（国
際本部）米国・カリブ地域担当万国書記官、参
へ
謀総長を経て、2018 年 8 月より大将に就任、
現在に至る。

聖書のことば

詩編 23 編 （1 ～ 4、6 節）
主は羊飼い、わたしには何も欠ける
ことがない。主はわたしを青草の原
に休ませ 憩いの水のほとりに伴い
魂を生き返らせてくださる。
み な
主は御名にふさわしく わたしを正
しい道に導かれる。死の陰の谷を行
なたがもしイエスとの関係をし
くときも わたしは災いを恐れない。
ばらくなおざりにしていたなら、
あなたがわたしと共にいてくださる。
むち
クリスマスはもう一度その関係を結
あなたの鞭、あなたの杖 それがわ
び直し、再燃させる良いチャンスで
たしを力づける。
す。そして、もしあなたがまだイエ
命のある限り
恵みと慈しみはいつ
スを知らないのであれば、クリスマ
もわたしを追う。主の家にわたしは
スはイエスに出会うとても良い機会
帰り 生涯、そこにとどまるであろう。
です。あなたの心と人生に、イエス
を救い主として、友として招き入れ
るために。
マタイによる福音書 11 章 28 節
の聖なる時期、皆さんにクリス
疲れた者、重荷を負う者は、だれで
マスの喜びと神様の祝福が豊か
もわたしのもとに来なさい。休ませ
に注がれますように、妻のロザリー
てあげよう。
中将と共にお祈りしています。

あ

こ
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医療の現場から
救世軍ブース記念病院
チャプレン
救世軍士官

柞山順子

2020 年初頭から、またたく間に全世界を覆った新型コロ
（文中、
「コロナ」と表記）
。長期化
ナウイルス感染症（COVID-19）
した「コロナ禍」と言われる日々に、医療の現場では、感
染しない、させない、という緊張の中で働きが続けられてい
ます。入院、療養中の方々にも大きな影響があったことでしょう。救世軍
（病院・施設付き牧
ブース記念病院（文中、「ブース病院」と表記） でチャプレン
あ か し
師）として働く柞山さんに、病院からの報告と証言を聞きました。
―コロナの発生以来、病院では多く
の苦労や困難があったと思います。
どのように対処してこられたか、ブ
あわ
ース病院の特徴と併せて教えてくだ
さい。
はい。ブース病院では、以前から
キリストの愛を原点にした全人的（身
体的・精神的・社会的・スピリチュアル）

ケアに励み、多職種の連携、協力を
大切にしてきました。当院には 300
名ほどの職員がおりますが、コロナ禍
の中で特に感じたことは、職員自身も
当たり前だった日常を喪失し、自らも
感染するかもしれない不安と恐れの
中にありながら、職種を越えた協力と
連携をさらに強め、取り組んできたと
いうことです。
コロナにより社会は大きく変わりま
へ
した。院内においても、長い歴史を経

て積み上げてきた全人的ケアの提供
のあり方を変えなければなりません
でした。対応は感染状況に応じて次々
と変わりましたが、一例として、病院
玄関では感染症の可能性を見分ける
ための対応（トリアージ）をいたしま
した。これまで、このような対応をす
ることがなかったので、多くの来院者
が戸惑っておられました。そのため、
受付職員だけでなく、看護部、リハ
ビリ科、薬剤科、事務部門など、チ
ャプレンを含め、多職種の職員が担
当時間を決めて体温測定や手指消毒
の徹底、問診など、お一人おひとりに
ていねい
声をかけ、丁寧な対応を心がけました。
また、コロナの症状は落ち着いた
けれど、すぐに元の生活に戻るのが
難しいという方々（アフターコロナ）の
入院受け入れも開始しました。こうし

ときのこえ
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た病院内外における横断的な「協力
の患者様とつなぎましたが、ご自宅か
と連携」は、日々の働きでも重要なこ
らも Web 面会に参加できるようにな
とですが、コロナの影響下にはよりい
りました。ご自宅からの Web 面会は、
っそう重要なものとなりました。
人数の制限もなく、遠方であっても会
また、感染拡大防止対策により、面
うことができ、ペットや患者様の大切
会を中止することにいたしました（ホ
な物も一緒に映すことができるため、
スピスでは、制限を設けながら実施）
。 喜ばれています。
必要な対策として取り組んでいまし
たが、患者様にとって、ご家族の存
これまで多くのボランティアの方々
在が大きな力になっていることを思う
がブース病院の様々な働きを支えてく
と、胸が締め付けられる思いでした。 ださっていましたが、コロナ禍により、
会えない、触れられない、その苦し
ボランティア活動も中止せざるを得な
。心
みと痛みは、患者様とご家族にとっ
くなりました（一部の働きは再開）
つら
痛むことが多い一方、各地からマスク、
て本当に辛いものです。それらが様々
な形の痛み（全人的苦痛）となって現
ハンドソープなど、多くの支援品が当
れているように感じています。どなた
院に届けられました。支援者の皆様と
でも気軽にお話しいただける「チャ
は直接お会いできませんが、皆様の温
プレン相談窓口」への問い合わせは、 かいお気持ちに、励ましと力をいただ
コロナ前より増えました。
きました。
昨年からソーシャルディスタンス
病棟内でおこなっていた朝の礼拝
が求められていますが、私たちはでき
は、いったん中止しましたが、チャペ
る限り患者様やご家族の話
救世軍ブース記念病院
に耳を傾け、解決の糸口が
病院理念
見えない苦悩を抱えられる
「キリストの愛を原点に地域医療に貢献する」
方々にどのように寄り添え
病院方針
るか、模索しながら対応し
１. キリストの愛の精神をもって病者に奉仕する
てきました。そこで、ご家
２. 地域の病者のために医療と介護を行う
族に向けて、患者様のお写
３. 全人的（身体的・精神的・社会的・スピリ
真に「職員からのひとこと」
チュアル）ケアを行う
を添えた手紙をお送りする
◇診療科目等、基本情報は 27 ページをご覧ください
ことにいたしました。また、
画面越しではあ
りますが、お顔
を見て話すこと
ができるように
「Web 面会」を始
めました。最初
は院内の面会用
ワクチン接種の準備
の部屋から病床
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ルからのライブ配信という方法で再
開しました。一つの場所に集まらなく
ても、私たちがテレビを準備するこ
とで、患者様は各自のベッドサイド
のテレビから視聴することができま
す。感染症の話題が多く報道される
中、聖書の言葉と賛美歌は、心安ら
つな
ぐひと時に繋がっているようです。
そして、地域の方々がコロナのワ
クチン接種を受けられるよう、接種
会場として手を挙げました。今年の 4
月から院内及び地域の医療従事者の
ワクチン接種を開始し、7 月からは地
域住民の方が接種されました。

運営する他の施設、小隊（教会にあた

る）関係者向けに勉強会の開催や対策

マニュアルの作成支援もおこなわれ
ました。

―柞山さんはチャプレンという立場
ですが、それはどのような働きなの
でしょうか。
キリスト教のチャプレンは、病院付
き牧師として、イエス・キリストが一
なら
人ひとりを愛し仕えられた姿に倣っ
て、患者様やご家族、そして地域の
方々や職員など、出会うすべての人
たちの存在を尊び、共に過ごし、聴き、
寄り添いながら、スピリチュアルな悩
みや心のケア、魂のケアを担っていま
また、このコロナの問題が始まった
す。
と同時に、感染管理認定看護師が入
現在当院では、
５人のチャプレン（常
職したことは、本当に驚くべきことで
勤 3 人、非常勤 2 人）がおります。隣接
した。専門家の知見が必要なちょう
どその時に人材が与えられたのです。 するブース記念老人保健施設グレイ
ス、特別養護老人ホーム恵みの家の
神様が送ってくださった、と感じずに
チャプレンでもあります。
はいられませんでした。そして、感
私たちがご家族に代われるわけで
染管理認定看護師の指導のもと、各
はありませんが、コロナ禍だからこ
職種に合わせた勉強会や、救世軍の
そ、今まで以上に病院の患者様、各
施設の利用者様のところに足を運ん
なに げ
でいます。そして、何気ないお話を
して一緒に笑い、答えの出ない悩み
や悲しみにも耳を傾け共に過ごしま
す。チャプレンは、何かをすること
ドゥーイング
「doing」だけでなく、存在の尊さとそ
iPad を使ってのWeb 面会

チャプレンによる病室訪問

毎朝の礼拝の配信

ときのこえ
あ

こに居る、在る、ということの意義、
ビーイング
「being」を大切にしています。少し硬
い表現かもしれませんが、
「全身全霊
をもって今この瞬間をあなたと共に
過ごす」
、そのような思いで、たとえ
会話ができなくても、また、短い時間
しかそばにいられなくても、目の前の
方に心を注ぎ、沈黙の時間をも尊び
ながら、祈り心をもって一緒に「時」
を過ごすのです。
―doing と being という視点があるの
ですね。
はい。当院は全人的ケア（医療）に
取り組んでいますので、この視点は
重要だと思います。
私が大切にしている聖書の言葉は、
あたい
「わたしの目にあなたは
価 高く、
とうと
貴 く わたしはあなたを愛し（てい
（イザヤ書 43 章 4 節）
る）
」
です。
私は救世軍士官（伝道者）になる前
は看護師をしていました。その後、信
徒の立場でチャプレンとして働きま
したが、チャプレンとして在ることの
難しさを経験しました。つい、何か言
葉をかけようとしたり、対応すること
に価値を置いてしまったり、これまで
の経験を誇ってしまう高慢さもありま
※
した。しかし、献身して候補生となっ
て改めて病院チャプレンの方々と関
わった時、先ほどの聖書の言葉の深
みに触れ、
これまで困難だった「being」
の大切さを確信し、さらにそこに自分
の身を置く大きな一歩を踏み出すこ
とができました。同時に、私の中にあ
る高慢さもまた、少しずつ砕かれてい
く体験をしました。
今また、士官として病院・施設の
※神学生にあたる

クリスマス特集号 21

チャプレンとし
て働く中で、先
ほどの聖書の言
葉がより堅固な
土台となり、こ
れまで気づかなかった恵みの体験を
いただいています。それは、たとえ、
すぐに解決できなくても、また、苦境
の中にあっても、目の前の方と一緒に
時間を過ごすことの中に秘められた
尊い時間に関わらせていただけるお
恵みです。目に見える形としては残り
ませんが、この意味深さを教えてくだ
さった神様に感謝しています。
―コロナ禍という時を経て、今後に
向けての思いをお聞かせください。
コロナ感染後の後遺症が増えてい
るように、今後、コロナ禍の様々な
影響が私たちの生活や心身に現れて
くるかもしれません。また、神が信
じられなくなり、拒んでしまうことが
あるかもしれません。しかし、たと
え私たちがそのような状況になった
ゆる
としても、神は私たちを愛し、赦し
の恵みを与え、価高い存在として見
てくださっています。この神の愛の
しるしとして、2000
年前にイエス・
こう たん
キリストはご降誕され、私たちの罪
み わざ
を赦す十字架と復活の御業を成し遂
げてくださいました。
私自身も欠け目が多く、神様と多
くの人たちから赦しをいただいて過
ごしています。苦境の中にあっても、
このキリストの愛に支えていただき
ながら、全人的ケアの一端を担うチ
ャプレンとしての役割を果たしてい
きたいと思っています。
（インタビュー 2021 年 10 月 3 日リモートに
て実施。コロナ対応情報は取材時の内容です）
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ファミリー
ページ

クリスマス・ストーリー

世界でさいしょのクリスマス
はなし

今から 2000 年ほども前のお話
です。ユダヤのナザレという村に、
かみ
マリアという女の人がいました。神
こころ
しん
さまを心から信
じていました。 い
てん し
ある日、天使がやって来て、言い
ました。
「おめでとう、マリア。あなたは
み
う
むでしょう。
身ごもって、男の子を産
な づ
」
その名をイエスと名付けなさい。
マリアはとてもおどろきました！
男の子を産む？ まだけっこんし
ていないのに、どうしてそんなこと
があるでしょう。
天使は言いました。
「これは、神
ちから
さまのお力によることです。この子
は、神さまの子とよばれます。神さ
まにとって、ふかのうなこと（でき
ないこと）はひとつもありません。
」
こと ば
葉
どおり
マリアは「神さまのお言
こた
えました。
になりますように」と答
やくそく
マリアとけっこんの約束をしてい
たヨセフにも、
「しんぱいしないで、

せ

わ

話 をしなさ
マリアと赤ちゃんの世
つ
い」
、と天使が告 げました。ヨセフ
も信じて、したがいました。
ち ほう

す

方に、住んでい
そのころ、この地
かぞ
えるために、みな、
る人をのこらず数
じ ぶん
かえ
自分のせんぞの町に帰って、とうろ
めいれい
くをするように、という命令が出ま
した。
マリアとヨセフは、ベツレヘムの
む
たび
町へ向かって、旅に出ました。マリ
アのおなかは大きくなって、もうす
う
ぐ赤ちゃんが生まれそうです。
ベツレヘムの町は旅をしてきた人
と
へ や
でいっぱい！ 泊まる部屋がありま
せん。マリアとヨセフがようやく見
ば しょ
ひつじ
所 は、羊 や、ロバのいる、
つけた場
ご や
かちく小屋でした。
そして、その夜、赤ちゃんが生ま
れました。
すく
い
――イエスさま。すべての人の救
ぬし
主として来てくださ
った、神さまのひと
ご
り子です。マリアは、
赤ちゃんイエスさま
ぬの
を布にくるんで、か
ね
いばおけに寝かせま
した。
その夜、町はずれ
の はら
ひつじ か
の野原では、羊飼い

ときのこえ
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スタート

リースのめいろ！
クリスマスのリースのめ
いろです。ゴールまでた
どってね。中の文字をひ
ろっていくと、天使の大
切なメッセージが出てく
るよ！

ゴール！

クイズ提供
CS 成長センター
み まも

とお

はかせ

遠い東の国の博士たちも、かがや
く星にみちびかれて、さばくをこえ

せ かい

これが、世界でさいしょのクリス
マスのできごとです。
あい

をみん
イエスさまは、神さまの愛
おし
なに教 えるために、生まれました。
イエスさまは今日も生きておられま
す。イエスさまを信じる人はだれで
つみ
あたら
も、罪をゆるされ、新しい心をいた
い
だいて、イエスさまといっしょに生
きることができるのです。
よ
この良い知らせは、すべての人に
とど
届けられているプレゼントです！

かみにとってふかのうなことはひとつもありません

ほし

て旅をして、ベツレヘムまでやって
あ
来ました。そして、イエスさまに会
うと、たからものをささげて、よろ
こんで礼拝しました。

めいろのこたえ

む

ね

たちが寝ないで、羊の群れを見守っ
ていました。すると、とつぜん、あ
ま ひる
たりが真 昼 のように明るくなって、
天使がおおぜい、あらわれました。
おどろき、こわがる羊飼いたちに、
天使は言いました。
「こわがることはありません。う
きょう
れしい知らせです。今日ベツレヘム
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。
」
これを聞いた羊飼いたちはすぐに、
ねむ
町へ向かって行き、かいばおけに眠
っている赤ちゃんイエスさまを見つ
れいはい
け、礼拝しました。
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世界の救世軍
世界の救世軍をクリスマスのご当地
メニューと共に紹介します。
■イギリス
救世軍の発祥の地イギリスでは、街
頭でカロル（クリスマスの賛美歌） を
演奏する救世軍のブラスバンドが風
物詩となっています。毎年 12 月の
初めに「音楽の聖地」と呼ばれるロ
ンドンのロイヤル・アルバート・ホ
ールで救世軍主催のカロル・コンサ
ートが開催され、万国本営（本部）
に所属する楽隊や唱歌隊（聖歌隊）
の演奏、ゲストの俳優や歌手による
聖書の朗読、救世軍司令官によるク
リスマスのメッセージがあります。
クリスマス料理 ローストチキンやロ
ーストターキーを家族で囲んでお祝い
します。デザートには秋から準備して
おいたクリスマス・プディング（ドライフ
ルーツたっぷりのケーキ）を温めて、カス

タードクリームをかけて食べます。
■香港
救世軍は香港で幼稚園、保育園、小
学校、中学校、養護学校、バザー場、
児童養護施設、高齢者介護施設など
を運営しています。昨年は香港で救
世軍が活動を始めて 90 周年となり
ました。こうした活動の資金を得る
ために、救世軍では毎年クリスマ
ス・キャンディー・ボックスのセー
ルをします。カラフルな箱の中には
マシュマロが入っています。
クリスマス料理 朝・昼・夜と外食を
する人が多い香港ですが、レストラン
ではイギリス風のロースト料理がクリ
スマス・ディナーとして人気です。
■チェコ・スロヴァキア
救世軍はチェコで 1919 年に活動を
開始しましたが、
東西冷戦下の1950
年に停止を余儀なくされました。
冷
戦終結後の 1990 年に活動が再開さ
れ、現在は高齢者介護施設や街頭生
活者宿泊所、母子生活ホーム、デイ
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ケアセンターなどを運営しています。
チェコの守護聖人とされる 10 世紀
の聖王ヴァーツラフ 1 世（ウェンセス
ラス）はクリスマスの夜に貧しい人に
食事を届けるために雪をかきわけて
進んだことで知られ、カロルにも歌
われています。
クリスマス料理 伝統的に鯉のポテト
添えをクリスマスに食べます。生きた
鯉を買ってきてお風呂などに生けてお
いて当日料理しますが、飼っている間
に子どもたちの情が移ってしまい、ク
リスマスの当日には涙ぐむお子さんも
いるそうです。
■インド
救世軍の勢力を兵士（教会の信徒にあ
たる）の人数で測るとするなら、32
万人以上の救世軍兵士がいるインド
が「世界最大」となります。幼稚園、
小・中・高校、短期大学、音楽学校、
寄宿学校、授産施設、総合病院、児
童養護施設、街頭生活者宿泊所、高
齢者介護施設、エイズ患者支援など
多彩な活動を進めています。多民
族・多言語国家であるインドで、救
世軍は 30 以上の言語を用いてイエ
ス・キリストの福音を伝えています。
クリスマス料理 ヒンドゥー教徒とイ
スラム教徒が多いインドでクリスチャ
ンは少数ですが、クリスマスにはタン
ドリー・チキンや高級米を使ったビリ
ヤニというスパイスの効いた混ぜご飯
を食べます。
■インドネシア
イスラム教徒が多いインドネシアは、
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憲法で一神教を国是としながら、多
民族・多文化・多宗教を尊重する国
です。救世軍は 1894 年から活動し
ており、特に医療活動に力を入れて
います。総合病院、産科病院、診療
所、看護学校、医科大学を運営して
います。救世軍兵士には若い人が多
く、救世軍の小隊（教会にあたる）に
は千人以上が集うところもあります。
日曜には普通に学校があるため（イ
スラム教国の公休日は金曜）
、救世軍の
日曜礼拝は午前 5 時からスタート
し、青少年は礼拝を終えてから学校
に行きます。
クリスマス料理 島しょ国家であるイ
ンドネシアは島によってクリスマスの料
理も異なりますが、スラウェシ島では
リチャリチャと呼ばれる唐辛子を使っ
たチキン料理にライムを絞り、お米と
一緒にいただきます。パプア州では最
大のごちそうである豚の丸焼きを食べ
ます。

世界の救世軍 ― 統計『救世軍年鑑 2021年』より
救世軍が活動している国と地域
小隊（教会）と分隊（伝道所）
社会福祉の働き
居住型施設（街頭生活者・高齢者・

132
14,588

依存症回復施設（居住型）
同 （その他のプログラム施設）
地域奉仕センター
デイケア施設（高齢者・ストリート

235
184
556
2,509

児童・障がい者・母子・難民等）

チルドレン・保育・給食等）

住宅支援（高齢者・学生）
病院・診療所等医療施設
各種学校・幼稚園など
被災地・難民支援活動
救世軍兵士（信徒）・同友者

4,049

1,231
617
2,619
478
1,406,653
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小隊（教会にあたる）・
社会福祉施設・病院・その他施設
関東東北連隊（地区）

本部 高崎市寄合町 5‐1
℡ 0283-21-5939
桐生小隊 0283-21-5939
前橋小隊 027-231-9533
高崎小隊 027-323-1337
佐野小隊 0283-21-5939
熊谷小隊 048-522-2477
長野分隊 0283-21-5939
仙台小隊 022-273-2368
若松小隊 0283-21-5939
新潟小隊 025-229-2003
浪江小隊 0283-21-5939

（震災被害のため現在休止中）

西日本連隊（地区）

本部 大阪市北区天神橋
3‐6‐20
℡ 06-6351-0084
京都小隊 075-343-3726
天満小隊 06-6358-6679
泉尾小隊 06-6551-9187
西成小隊 06-6661-3590
神戸小隊 078-341-4594
岡山小隊 086-227-9029
福山小隊 084-926-3151
広島小隊 082-262-3776
0823-25-4794
呉小隊
高松小隊 087-851-0752
高知小隊 088-822-0365
八幡小隊 093-652-1584
福岡小隊 092-531-7418
鶴橋分隊 、塚本分隊、
丹後分隊 、大牟田分隊、
大津分隊

北海道連隊（地区）
本部

札幌市北区北 22 条西 5 丁目 1‐5
℡ 011-788-5352
札幌小隊 011-788-5352 釧路分隊 0155-23-4877
函館小隊 011-788-5352 帯広小隊 0155-23-4877
遠軽小隊 0158-42-3409

東京東海道連隊（地区）

本部 東京都墨田区太平 4‐11‐3
℡ 03-6261-5701
上野小隊 03-3873-5386 杉並小隊
または 03-6261-5701

大森小隊
川口小隊
神田小隊
京橋小隊
清瀬小隊
江東小隊
渋谷小隊

03-6272-9771
03-6261-5701
03-3263-0848
03-3551-0337
042-491-7600
03-6261-5702
03-6261-2447

03-6256-8191
03-5860-2994
月島小隊
西新井小隊 03-3889-3894
045-714-6060
横浜小隊
横須賀分隊 045-714-6060
054-365-8270
静清小隊
053-452-6717
浜松小隊
名古屋小隊 052-935-7875

救世軍士官学校

〒166-0012
東京都杉並区和田1‐40‐17
℡ 03-6256-8262
救世軍士官（伝道者）を養成す
る学校です。（全寮制・2 年間）

山室軍平記念救世軍資料館

〒166-0012 東京都杉並区和田2‐21‐39
℡ 03-6256-8194
日本における救世軍の資料や、山室軍平に関する
文書、
資料を所蔵。祝祭日を除く毎土曜に開館（10
時～16 時）しています。

（ただし、指定参観希望日があれば、週日も受け付け
いたします。
）

ときのこえ
● 児童養護施設・機恵子寮 東京都
● 児童養護施設・世光寮
● 児童養護施設・希望館

東京都
大阪府
広島県

● 児童養護施設・愛光園
（併設：児童家庭支援センター「明日葉」）
● 児童養護施設・豊浜学寮 広島県
● 婦人保護施設・婦人寮
● 婦人保護施設・新生寮

0823-21-4711

北海道札幌市
北海道札幌市
栃木県佐野市
広島県呉市

男子宿泊施設・新光館

〒 166-0012 東京都杉並区和田 1‐40‐5
℡ 03-3381-7236（代）
https://boothhp.salvationarmy.or.jp
〈診療科目〉内科、消化器内科（内視鏡）、循環器内科、
神経内科、精神科、整形外科、皮膚科、リハビリテー
ション科、 眼科、ホスピス外来、漢方内科、各種健
康診断、
199 床（療養病棟 147 床、地域包括ケア病棟 32 床、
入院随時

（併設：学童保育「佐野こどもクラブ」）
● 呉保育所

救世軍ブース記念病院

緩和ケア病棟〈ホスピス〉20 床） （財）日本医療機能評価

● 札幌市しせいかん保育園

011-204-9560
● 桑園保育所
011-221-6630
● 菊水上町保育園
011-821-2879
● 佐野保育園
0283-22-4081
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東京都

アルコール依存症者支援施設
● 自省館
（救護施設）
東京都清瀬市 042-493-5374
男子社会奉仕センター
東京都杉並区 03-5860-2992
救世軍バザー場 東京都杉並区
中野富士見町（東京メトロ丸ノ内線）
より徒歩10分
江東出張所 東京都墨田区
錦糸町（東京メトロ半蔵門線 /JR）
より徒歩10分
〇営業時間や寄贈品受付等のお問い
合わせは両施設とも
03-5860-2992 まで

機構認定病院。どなたで
もご利用いただけます

● 老人保健施設・ブース記念老人保健施設

グレイス
東京都杉並区

03-3380-1248

（併設：ブース記念ケアマネジメントセンター和田、ブー
ス記念訪問介護ステーション ルツ・ナオミ）
● 特別養護老人ホーム 恵みの家（ユニットケア型）

東京都杉並区

03-3381-7243

救世軍清瀬病院

〒 204-0023 東京都清瀬市竹丘 1‐17‐9
℡ 042-491-1411（代）
http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp
〈診療科目〉内科、循環器内科、呼吸器内科、皮膚科、
リハビリテーション科、緩和ケア内科、142 床（療養
病棟 117 床〔うち介護保険病床 43 床〕
、緩和ケア病棟〈ホスピ

ス〉25 床）

入院随時

（財）日本医療機能評価
機構認定病院。どなたで
もご利用いただけます

● 特別養護老人ホーム 恵泉ホーム

東京都清瀬市

042-493-5161

● ケアハウス いずみ
（恵泉ホーム併設）

042-496-7575

（併設：ホームヘルパーステーション いずみ）

※●は、社会福祉法人 救世軍社会事業団の施設。
その他は、宗教法人 救世軍の施設

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策中のため、最新情報につきましては、各施設へお問い
合わせいただくか、救世軍本営公式ホームページ及び各施設の公式ホームぺージをご確認く
ださいますようお願いいたします。
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救世軍とは？ What is The Salvation Army?

心は神に 手は人に Heart to God, Hand to Man

救世軍は、英国ロンドンに国際本部
を置く、世界 132 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
の牧師であったウイリア
ム・ブースと妻カサリン
によって始められ、家の
つ
ない人々、仕事に就けな
い人々、アルコールの悪
さく しゅ
影響下にある人々、搾 取 される女性
かえり
や顧 みられない子どもたちに助けの
手を伸べつつ、神様の愛を伝えまし
た。やがて、これらの働きを効率よく
進めるため、軍隊流の組織を取り入れ、
ザ
サ ル ベ ー シ ョ ン ア ー ミ ー
「The Salvation Army（ 救 い の 軍 隊・
邦訳は救世軍）
」と名づけました。制
服・制帽も制定され、信徒は禁酒を誓
い、アルコール依存症に苦しむ人々の
回復支援にも積極的に力を注ぎました。
救世軍は、世界の各地で人々のニー
こた
ズに応え、様々な社会福祉施設、病院、
学校などをつくりました。また、国際
的な協力体制のもと、災害被災者支援
や内戦などによる難民の支援、開発途
上国における教育・医療・農業指導な
どの自立支援をおこなっています。
コロナ禍にあっても、世界各地で、
様々な支援をおこなっています。

＠SArmyJP

SArmy_JP

救世軍
The Salvation Army

日本での働きは、1895（明治 28）年
に始まり、伝道拠点の小隊（教会にあた
は いしょう
る）を開設。廃娼運動、失業者対策、
病院や結核療養所の設立、児童や女性
の保護、アルコール依存症者回復支援
さき が
おこ
など、時代に先駆けて様々な働きを興
してきました。
日本人で最初に救世軍
士官（伝道者）となったの
は、山室軍平です。山室
は、だれにでもわかりや
すい説教と著書で、一般
大衆にキリスト教を広めました。
現在は、小隊と分隊（伝道所にあたる）、
2 つの病院（ホスピス併設）、各地の社会
福祉施設を通して、働きを進めていま
す。（26、27 ページに一覧掲載）

インドの救世軍運営の病院は、患者の高い
回復率から「神の天使」と呼ばれている

ガーナの救世軍診療所でも、地域の保健機
関と協力し、ワクチン接種を開始

ときのこえ
ぞう に

社会鍋
11 月 30 日 は 社 会 鍋 の 日
つ
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しゅ し

い人々に正月の雑煮を」という趣旨を
効果的に伝えました。
じ ぜん
この募金鍋はいつしか「慈善鍋」と
呼ばれ、多くの人々から協力を得られ
（大正10）
年、
るようになりました。1921
「社会鍋」と改称。その支援活動も全
国に広がって、
「社会鍋」は俳句の冬
の季語になるほど人々に知られるよう
になりました。

三脚に吊 るされた鍋。救世軍の制
服・制帽に赤と白のたすきを身に着け
た人々が募金への協力を呼びかける声。
「社会鍋」は、今から112年前に始め
られました。
託された資金は、現在、街頭生活者
日露戦争直後、戦地から帰還した多
支援、高齢者・母子家庭、病院や障が
くの人々が職につけず街にあふれまし
い者施設への支援、更生保護、女性・
た。救世軍は、1906（明治 39） 年初
き ちん
児童保護、人事相談、国内外の緊急災
賃
頭から、労働紹介所、簡易食堂、木
やど
害被災者への支援などに活用させてい
宿 などの働きを始め、これらの人た
ほんそう
ただいています。
ちの救済活動に奔走しまし
昨年より、救世軍公式ホームページ
た。年末には、正月準備も
よりオンラインでも簡単に「社会鍋」
できない境遇にある人々の
もち
た び
にご協力いただけるようになりました。
ために、餅やみかん、足袋
慰問かご
街頭での募金は、全国各地で 12 月よ
などを詰め合わせた「慰問
りおこなわれる予定です。どうぞ、今
かご」を届ける運動を始めました。救
年もご協力をお願いいたします。
世軍の公報『ときのこえ』紙上で「慰
2021 年 8 月、 大
問かご」への協力を求めると、全国か
きんぴん
雨による被災者を支
らたくさんの金品が寄せられました。
援（佐賀県・武雄市）
「慰問
やがて、1909（明治 42）年、
かご」の中身を整えるための募金をす
る方法に切り替え、当時米国でおこな
われていた募金方法「クリスマス・ケ
つぼ
トル（スープ壺をぶら下げるスタイル）」
作業の機材や、2 トントラックのレンタル料、ス
をアレンジし、当時日本で一般的だっ
タッフの派遣費用を支援。また、現地へ支援活動
た鉄鍋をぶら下げました。鍋は「貧し
に携わる 2 人の職員を派遣

コロナ禍にある生産者から商品を
買い取り、地域の方に安価で販売 母子生活支援施設へケーキとお菓 子どもたちの食を守るために「こ
するサイクル支援（広島県・福山市） 子のセットを贈呈（群馬県・前橋市） ども食堂」で支援（東京都・墨田区）

「今日ダビデの町で、あなたがたの
ために救い主がお生まれになった。
この方こそ主メシアである。」
（ルカによる福音書 2 章 11 節）

創立者 ウイリアム・ブース 大将 ブライアン・ペドル（万国本営 英国ロンドン） 日本司令官 スティーブン・モーリス（救世軍本営 東京都千代田区）
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