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　　　　 　　　　　　　『この４月から』

　この４月から、新しい仕事をするこ

とになりました。

　神戸１００年映画祭というＮＰＯ法

人の事務局です。毎年秋に開催される

映画祭を中心に、定期的な上映会を神

戸市内の数カ所で行っています。ボラ

ンティアのスタッフが運営にあたりま

すが、年間５０～６０本の映画を上映

するには、どうしても専任の職員が必

要です。その事務局を引き継ぐことに

なりました。

　神戸は日本の映画発祥の地。そこで、

行政と市民が協力して、毎年「神戸国際

映画祭」というものを開催してきまし

た。震災後、神戸の文化復興の願いをこ

めて「神戸１００年映画祭」が催されま

したが、神戸市の財政悪化のため、資金

援助が大幅に削減されてしまいました。

そこで、市民の力で開催するためにＮＰ

Ｏ法人を立ち上げたのが、７年前のこと

です。

　現在、映画上映を目的としたＮＰＯは

全国にたくさんあります。有名なところ

では、北海道夕張市の「ゆうばりファン

タスティック映画祭」や山形県の「山形

国際ドキュメンタリー映画祭」なども、

ＮＰＯを立ち上げています。でも映画上

映のＮＰＯは、神戸が一番最初なので

す。

　前任の方からお誘いがあったのは、昨

年の５月ごろ。そのときは、即座に断り

ました。新学年がスタートしたばかりで
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すから、考えるまでもありません。大変

だけれど面白そうな仕事なので、きっと

誰かが引き受けるだろうと思ってまし

た。ところが、秋になっても後任は決

まっておらず、改めて事務局長からお話

がありました。前任の事務局長は、長年

上映会や映画祭に関わってこられた大ベ

テランです。還暦を迎えて、ご自身やご

家族の事情もあり、第一線で動くのはき

つくなってきたとのことでした。

　ＮＰＯの会員は毎年増えていますし、

映画祭も各上映会も楽しみにしてくださ

る方が大勢いらっしゃいます。ボラン

ティアスタッフの方たちも精力的に活動

してくださっています。でも、中心軸に

なる事務局が機能しなければ、活動は続

きません。実績もあり、信用もある状態

で、ここでストップしてしまうのは、あ

まりに惜しいのです。正直、自分にでき

るのか不安はありましたが、好きで続け

てきたことですし、やってみることにし

ました。

　神戸１００年映画祭という名称は、映

画が発明されて１００年という意味でつ

けられています。１００年経った今、映

画をとりまく状況は大きくかわりつつあ

ります。映画のほとんどはビデオやＤＶ

Ｄで手に入り、ホームシアターが普及し

ている今、上映会をすることにどういう

意味があるのだろう？とずっと考えてい

ました。

　そんなとき、浜田寿美男先生の著書

『赤ずきんと新しい狼のいる世界』（洋泉

社）を読みました。これは子どもとの生

活について、いろいろ考えるヒントがた

くさんある本です。幸せなことに、浜田

先生の講演も聴くことができました。そ

のなかに、「１００カ年計画」というも

のがありました。

　哲学者の内山節さんが、群馬県の将来

計画を考える委員会に参加されたときの

ことです。委員会では、地域の文化人や

行政の関係者などと一緒に、群馬県の将

来を考える「５カ年計画」や「１０カ年

計画」を策定しようとしていました。で

も、５年や１０年のスパンで考えると、

「こういう施設をつくったら？」「こうい

うイベントをやったら？」という話に

なってしまいます。

　そこで、「１００カ年計画」だったら

どうだろう。１００年前と今の変化を考

えると、１００年後の予想はまったくで

きません。そうすると、１００年先に向

けて企画をたてるとか、建物をつくるな

んて計画は考えようがない。そうなる

と、「何をつくったらいいか」ではなく

「何を残したらいいか、残さなければな

らないか」という発想になっていく。と

いうのです。

　浜田先生のお話をうかがって、「１０

０年先に残したいもの」を映画祭にあて

はめて考えてみました。そして、「人々

が集う」ということは、１００年先にも

残したいことだと思いました。どれだけ
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早 天 祈 祷 会   毎月１日午前6時30 分から　   於：西宮公同教会集会室
教　会　学　校　 毎週日曜日午前9時から　　     於：西宮公同教会礼拝堂
聖　日　礼　拝　 毎週日曜日午前10時 45分から   於：西宮公同教会礼拝堂
聖書研究祈祷会　 毎月第1・3水曜日午後7時から  於：西宮北口西伝道所
読　　書　　会　 毎月第2・4水曜日午後7時から  於：西宮北口西伝道所
ゆっくり聖書を読む会  毎月第３火曜日午前10時から   於：西宮公同教会集会室

日本基督教団西宮公同教会集会案内

通信手段が発達しても、生身の人間が同

じ場所に集う、ということは必要だと思

うのです。いろいろな考え方を持つ人々

が集まって何かをするというのは、とて

も面倒なことです。でも、面倒だからと

いって無くしてしまうわけにはいきませ

ん。いろんな人が集まって、この世界は

できているわけですから。私は映画が好

きなので、映画で人が集まる場をつく

る。そういう仕事をしていけたらいいな

と思います。

　公同幼稚園はとても楽しい所です。毎

日こんなに心から笑顔でいられる場所

は、ほかにはないと思います。たくさん

の素敵な出会いに感謝しつつ、３月は私

の卒園式でもあったのだなぁと感じてい

ます。もうすぐ入園式、いちごの花は咲

いたかな？…きっと、この一年、私は公

同の暦で生活していることでしょう。

　　　　　　　　　　　（平岡　雅子）
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　　　　　                                                                                                                                  　　　　　                         　　　　　  ヨハネによる福音書９章には「生まれ

つきの盲人」が、「地につばきをし、そ

のつばきで、どろをつくり、そのどろを

盲人の目に塗って言われた『シロアム

（つかわされた者、の意）の池に行って

洗いなさい』。そこで彼は行って洗った。

そして見えるようになった」（６、７節）

という、イエスによる奇跡のことが書か

れています。盲人が見えるようになった

ことについて、当の本人は冷静に受け止

めていますが、周囲の人たちはいろいろ

納得しませんでした。まず、「・・・帰っ

て行った。（故郷の）近所の人々」は、「彼

がもと、こじきであったのを見知ってい

た人々は言った、『この人は、すわって

こじきをしていた者ではないか』」（８

節）と、盲人が見えるようになって、自

力で故郷に帰ってきたことを驚くだけで

はなく、納得できないとあれこれ問いた

だします。「では、おまえの目はどうし

てあいたのか」（１０節）、「その人は（目

が見えるようにした人は）どこにいるの

か」（１２節）、「人々は、もと盲人であっ

たこの人を、パリサイ人たちのところへ

つれて行った」（１３節）。そうして連れ

て行かれた先で、更にあれこれパリサイ

人たちが問いただします。「どうして見

えるようになったのか」（１５節）。「そ

の人は神からきた人ではない。安息日を

守っていないのだから」「罪のある人が、

どうしてそのようなしるしを行うことが

できようか」（１６節）、「おまえの目を

あけてくれたその人を、どう思うか」（１

７節）。“パリサイ人たち”という呼称が

“ユダヤ人”に代わって、「目が見えるよ

うになった人の両親を呼んで」「これが、
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生まれつき盲人であったと、おまえたち

の言っているむすこか。それではどうし

て、いま目が見えるのか」と、更に問い

ただします。問いただされて、両親が答

える答え方は、とても他人行儀に聞こえ

ます。盲人であったこじきを、自分たち

の息子であることは認めますが、息子の

目が見えるようになって帰ってきたこと

を、大いに喜んでいるようには見えませ

ん。「あれに聞いて下さい。あれはもう

おとなですから、自分のことは自分で話

せるでしょうから」（２１節）。“あれは

もうおとなですから”と、突き放すよう

にして答える、その息子は、生まれつき

の盲人であった結果“こじき”をしてい

ました。生まれ故郷の近所の人々も周知

の事実として。“もうおとなですから”

と、突き放してと言うほど立派に大人を

していた訳ではありません。生まれつき

の盲人であったこの人に、生きのびる道

があったとしてもこじきするくらいでし

た。故郷の人々にさげすまされ、両親・

家族も生まれつきの盲人であるが故に遠

ざけるという結果になっていました。

　イエスの弟子たちが、道を通っていて

「生まれつきの盲人」に出会った時の、彼

らにとっての“盲人”は、その人の存在

ではなくて宗教的理念の問題でした。

「先生、この人が生まれつきの盲人なの

は、だれが罪を犯したためですか。本人

ですか、それとも両親ですか」（２節）と。

その人の存在に寄り添う位置に立つなど

とは、思いもつかないことでした。イエ

スとの答えで、宗教理念に基づいて、生

まれつきの盲人を見つめるということは

しません。逆に宗教的理念はきっぱりと

否定・拒絶し、「神のみわざが彼の上に

現れる」こととしてその人に寄り添い、

イエスが触れたことによって生まれつき

の盲人の目は見えるようになります。

　おさまりのつかないユダヤ人たちは、

再度盲人であった人を呼び出します。

「神に栄光を帰するがよい。あの人が罪

人であることは、わたしたちにはわかっ

ている」と、それをしたのが“安息日”

であったことが“罪”に値するとして譲

りません。しかし、盲人であった人の答

えは明解です。“あの人”（イエス）の働

きで、その身に起こったことを素直に喜

び、「わたしは盲人であったが、今は見

える」と。そして、“安息日”にそれを

したことについても、「あのかたが罪び

とであるかどうか、わたしは知りませ

ん」と言って退けます（２３節）。ユダ

ヤ人たちはおさまりがつかなくて、のの

しります。「おまえはあれの弟子だが、わ

たしたちはモーセの弟子だ。モーセが神

に語られたということは知っている。だ

が、あの人がどこからきた者か、わたし

たちは知らぬ」（２９節）。これに対する、

盲人であった人の“反論”もとても明解

です。「神は罪びとの言うことをお聞き

入れになりませんが、神を敬い、そのみ

こころを行なう人の言うことは聞き入れ

てくださいます」（３１節）は、都合よ

く自分に引き寄せて言っている訳ではあ

りません。問いただすほどに、問うユダ

ヤ人たちの側に自らほころびがあらわに
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「「「「「最最最最最後後後後後ののののの公公公公公同同同同同通通通通通信信信信信」」」」」
　♪い～ったり　きた～り　くりか
えす～　あたたかいひ　さむいひ～
♪
　寒い日が続いたと思ったらポカポ
カと暖かい日が続いたり、津門川の
タンポポがおひさまに向かって花を
咲かせていたり、春を感じるそんな
日々を過ごした 3月。半ばを過ぎる
と、いよいよ年長組のおともだちと
の最後の時間を迎えることになりま

した。ステキな歌声を聞かせてくれ
た年長さん。その立派な姿から公同
幼稚園で過ごしたそれぞれの時間を
感じることが出来ました。優しくて、
パワフルで、元気いっぱいの年長さ
んはいつもみんなの憧れの的で、そ
んな姿をみて、さんぽさん、らったさ
ん、ぽっぽさんまでもが『ぼくも！』
『わたしも！』と様々なことに挑戦す
るようになりました。なんでも出来

なってしまうという具合なのです。宗教

的理念をふりかざす時、それに生きた人

の言葉で返すことの方に、説得力がある

のです。

　こうして、パリサイ人、ユダヤ人を描

く場合には、彼らの本音に迫り、生まれ

つきの盲人の場合には、彼の生きていた

現実をえぐってみせるのがヨハネによる

福音書です。しかし、そうして描く時に、

生まれつきの盲人が見えるようになった

◇ゆっくりと聖書読んでみませんか
　毎月第２火曜日午前１０時から、場所は西宮公同教会集会室、参加費
１００円です。５月は１３日に行なわれます。
　「ゆっくりと聖書を読んでみませんか」では、毎回、コーヒーとお菓子を楽しみなが
ら、のんびりした時間の中でお話を聞きます。ただ聖書の話を中心に聞くのではなく、

絵本、音楽、雑学などを豊富に交えた内容は、“聖書”から決して遠くないところで身

近な話題を皆さんと共にする、貴重な時間なのかもしれません。

　参加者の皆さんの笑い声、驚きの声に子どもたちのさわぐ声が加わった、賑やかで

心温まる時間です。

“事実”をもとに、「わたしがこの世にき

たのはさばくためである」ということの

主張も忘れません。

　　　　　　　　　　　　（菅澤　邦明）
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てしまうかっこいい年長さんを時に
はライバルとしてお互い刺激しなが
ら過ごした日々を思いながら大切に
その時間は過ぎていったのでした。
そして、最後にはサプライズプレ
ゼントも登場！こどもたちの笑顔を
見るため、そして、幼稚園の為にとた
くさんご協力してくださった母の会
の役員のお母様方、そしておかあさ
んぐまの方々からの心のこもったス
ペシャルプレゼントには子ども達だ
けでなく私たち大人もびっくり、大
感激のひと時でした。役員のお母様
方からは一針一針愛情がこもった手
作りの大きなタペストリーを。みん
なが大好きな『ぐりとぐら』『１１ぴ
きのねこ』『そらいろのたね』それに
いつもそばを流れる『津門川とその
なかまたち』幼稚園で一番大きな木
でいつもみんなを見守ってくれてい
る『けやき』をイメージした5枚がク
ラスごとに贈られました。新学期に
はちょっぴり姿を変えてクラスの部
屋に登場しますのでお楽しみに♪
お母さんぐまのお母様方は特大のい
ちごケーキを手作りで作ってくださ
いました。数え切れないほどのいち
ごと、ケーキの上にそれぞれの『６』
『５』『４』というろうそくが立てら
れ、またひとつ大きくなったお祝い
の時間をみんなで持つことが出来ま
した。それぞれの時間が流れていて、
見守ってくださる方が周りにはたく

さんいて、みんなで一緒に過ごすこ
とが出来るそんな日々を幸せに思う
と同時に感謝の気持ちでいっぱいに
なりました。

2007年度卒園式は 17日に、21日
には 2007年度終了の日を迎えまし
た。両日ともに春を感じられるよう
な暖かい一日になりました。年長組
は小学校へ、たくさんの期待ととも
にちょっぴり寂しさを持ちながらの
最後の時間はとても大切で、きらき
らと輝くような時間を過ごすことが
できました。公同幼稚園を旅立つ年
長組のおともだちを、それぞれの場
所での新しい一歩をこれからもみん
なで応援しています。
2007年度終了の日にぽっぽさん、さ
んぽさん、らったさんは、新しい帽
子を園長先生に被せてもらい、なん
ともいえない緊張した顔。そんな中
で思わずこぼれおちる満面の笑みは
何にも変えられない最高のプレゼン
トとして私の中に残りました。ぴか
ぴか帽子がみんな色にそまっていく
姿を想像しながら、これから始まる
新しい一歩一歩がどうか皆にとって
かけがえのないステキな日々になり
ますように。
♪きょうも　きみにあえて　うれし
い　とてもすてきな　あさだね　お
はよう～♪
　『おはよう！』とみんなに出会える
ことが嬉しい！幸せな朝を毎日迎え
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アコークロー通信アコークロー通信アコークロー通信アコークロー通信アコークロー通信（（（（（１１１１１２２２２２０００００）））））

　４月です。本土ではちょうど桜の
季節でしょうか。沖縄の桜は１月頃
なのでちょっと感覚が違います。中
学校の入学式は夏服ですから、も
う、ほとんど夏です。
　その４月、選抜の甲子園、見事沖
縄尚学高校が優勝しました。沖縄で
は号外が出るほどの大騒ぎです。９
年前の選抜でも優勝し、そのときの
ピッチャ
ー、辺野古出身の比嘉君が今度は監
督としてナインを率い、明徳や天
理、東洋大姫路を破り、決勝は９対
０の完璧な試合でした。９年前の優
勝の後、沖縄はサミットがやってき
て、それでも基地や経済はグジャグ
ジャでなんとなく閉塞感が漂ってい
ました。教科書問題も少女暴行事件
もなんとなくウヤムヤでこれらもみ

んなイマイチな感じです。それらを
吹き飛ばしてくれたなあ、という感
じです。ですから、普段はいがみ
合っているものたちや口も聞かない
人々も、とりあえずめでたいめでた
いと喜んでいるのです。
　ところで、沖縄中が喜んでいる中
で言いづらいのですが、考えてみれ
ば甲子園で優勝しても沖縄が置かれ
ている課題は何一つ解決してはいな
いのです。一服の清涼剤ではあって
も基地にしろ教科書にしろ経済にし
ろ、そうなのです。ですから、めで
たいめでたいと高校生に感動した大
人が居酒屋で祝杯を上げているので
はなく、その大人たちが高校生に何
を提示するかが問われているので
す。

ることができました。両手を広げる
と飛び込んできてくれる子ども達の
ぬくもりを感じる時がなによりも愛
おしくて大好きな時間でした。卒園
して、ひとつまたひとつと大きく
なっていく子ども達と教会学校でｷｬﾝ
ﾌﾟで一緒に過ごせる時間が大切でし
た。津門川の掃除をしながら地域の
方々とお話しするのが大好きでした。
色々な形でたくさんの方と毎日出会
い続けられたことを感謝しています。
公同幼稚園で過ごした７年間は私に

とってこれ以上ない大きな宝物とな
り、これからの日々を支えまた導い
てくれると感じています。本当に長
い間ありがとうございました。
大好きな『公同』という場所をいつも
想い、皆様の健康とこれからの日々
が輝く毎日でありますように…いつ
も願っています。
　　　　　　　　　　（三谷　春名）
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　４月、沖縄はうりずんの季節で
す。若夏（わかなつ）、日本語で言
えば「初夏」なのですが、１年中緑
のある沖縄でも、この季節は特別で
す。いろいろな緑色を感じる季節が
このときです。それで天気の良い
日、沖縄本島北部をドライブしまし
た。本部（もとぶ）半島には海洋博
公園があるのですが、そこからもう
少しだけ北側に行くと備瀬（びせ）
という集落があります。そこの「ふ
く木並木」のある集落は文字通り心
も体も洗われる気分です。同じ本部
町には橋で渡れる「瀬底（せそこ）
島」があるのですが、ここには土地
の神を祀る「土帝君」というものが
あります。沖縄本島中南部は沖縄戦
で多くのものが灰燼に帰しています
が、北部には琉球王府時代のものが
いくつか見ることができます。
　沖縄は、沖縄戦と米軍基地を引き
ず
っているのは事実ですが、そのよう
な沖縄の長い営みも人々の歴史を紡
いでいるのです。ですから、基地問
題に係わったからといって沖縄を理
解したことにはならないのです。　

◇聖書研究祈祷会
毎月第１、第３水曜日午後７時から、場所は西宮公同教会集会室です。５
月は７日、２１日になります。

　聖書はキリスト教の神のことを、人の言葉で語ってみようとした試みです。

　そんな試みで残された聖書の言葉は、当然あれこれ難解だったり、神の前に立つこと

を拒む人というものに呆れ返ったり、生々しかったりしますが、“神の前に立つ一人とし

て謙虚に生きる”ことと、その意味を、言葉を尽くして語ろうとします。じっくりと腰

をすえて聖書を読むのが、西宮公同教会の聖書研究祈祷会です。

　先日、ある基地反対の運動家が沖
縄を離れました。最先頭で闘ってい
た彼に何があったかわかりません。
生まれ故郷の沖縄を離れなければな
らない出来事があったのでしょう。
でも、彼の「沖縄」は「基地反対闘
争」だけで、人々の長い歴史や生活
を理解していたかどうか危ぶんでい
ました。戦後６３年にわたる沖縄の
反基地運動が数年で解決できるなら
苦労はありません。先に述べた甲子
園で喜びを分かち合いながら歩んで
いかなければならないし、その沖縄
には長い歴史と人々の暮らしがある
のです。
　私も長い間、沖縄に青い海や青い
空を見に来るだけではいけない、と
いうようなことを言ってきました。
でもそれによって傷ついた心や体が
癒されるなら、それでも沖縄に来て
欲しいと願っています。
　新しい年度が始まり、いろいろと
計画を立てていることでしょう。
そのように歩まれることを心から望
みます。
（沖縄・与那原・愛の園　後藤　聡）
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大切な贈り物・津門川　６8
　　　　　“““““３３３３３／／／／／１１１１１７７７７７川川川川川そそそそそうううううじじじじじ”””””

あのね、日曜日におとうさんたち

が、川をそうじしているんだけど、な

んで、ごみが、川にすててあるのかな

～と思いました。ぜったい、ごみばこ

に、すてるのがいやな人だと思いま

す。しかもこないだ、自てん車にのっ

ている男の人がバナナを食べて、食

べおわったら、川にすてていました。

りくは、それを見て、あんなことして

いいのかなぁと思いました。わたし

は、心の中であんなとしたらあかん

のに～とおもいました。

そして、川そうじがはじまって、り

来がハサミのよゆなみじかいやつを

もって、草とかにひっかっかってい

る、スーパーのふくろ、おかしのゴミ

とかを、ひろいます。

でも、先生たちは、「やめときや

～」って言うねん。でもりくは、西野

みやとか、いたみとかをきれいにし

たいから、ゴミを、ひろっています。

りくらがせんとうに、たってすすみ

ます。そして、まあるいところがあっ

て、そこをのぞくと、コーヒーのあき

かんや、タバコがすててあります。そ

こをりくは、とったりします。

そして、とれたら、ゴミぶくろに入

れます。

たまに、手がすれることもあるけ

ど、り来は、いたくありません。

そして、すすんで、また、なんかい

もまあるいところがあるけど、ぜん

ぶみて、ゴミを、とっていきます。た

まに、川にはいっている、おとうさん

たちが、かごをあげて～っていった

とき、みみちゃんとかが、ロープを、

おろして、かごをあげます。その時、

りくもいっしょにあげることもあり

ます。

そして、どんどんいって、川のは

しっこに、ついたら、ゴールして、よ

うちえんにかえります。

そして、かえったら、お昼ごはんを

よういをしてくれているから、ほと

んどの人が、かえってきたら、ごはん

にします。ごはんは、自分できめれま

す。ジュースもあります。

そして、ごはんがきまったら、ごは

んを、食べれます。たべおわったら、

ごみをすてて、おうちのひとがむか

いにくるまで、あそべます。わたし

は、おとうさんたちが、ほんとうにが

んばっていると思います。りくらも

がんばっているけど、おとうさんた

ちは、みずのなかだからやりにくい

とおもいます。

　　　（教会学校　３年　村崎梨

来）（原文の通りに掲載させていただ

きました。）



11

川そうじのご案内
　毎月第１日曜日（雨天の場合は翌週の日曜日）に津門川の川そうじを行

なっています。

　　　　　　　　　　参加する方は午後１２時過ぎに幼稚園園庭に集まり、長靴をはいて川の中に

入って掃除をするグループと、川沿いの道のゴミひろいをするグループに分か

れて掃除を始めます。幼稚園前から南に下っていったあたりからスタートし、

１７１号線にぶつかるところまでが範囲です。掃除が終わったら幼稚園に戻り、

簡単な昼食をみんなで食べて、川そうじスタンプカードのハンコを１個押して

終了です。スタンプカードは、５つポイントがたまるとにしきた商店街で使え

る金券１０００円と交換します。

次回の川そうじは５月４日です。
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私の出会った人たち　５私の出会った人たち　５私の出会った人たち　５私の出会った人たち　５私の出会った人たち　５

　この誌面で一年弱前にスタートした

のが「わたしの出会ったひとたち」、

トップのの「To　tell　the　story」の

ように毎月のリレー連載のはずが、な

かなか書き手に出会えない。トップも

そうですが、もうひとつ津門川の項も

なかなか四苦八苦しているのです。そ

れで、しばらくはないと思っていたこ

の出会い～のページにとうとう出張っ

てくることになってしまいました。

　幼稚園は３月に年度末を迎え、そして

また新しい１年度の始まり、４月をス

タートしようとしています。６６人の卒

園に７０人の入園予定、別れと同時に多

くの出会いがまた与えられています。年

度の終りのまとめの会で「出会ったひと

たちがすべて教科書」という話をしまし

た。話は少し広がりますが、２月の末に

「子育て支援」ということで話す機会を

与えられました。好きなようにしゃべっ

たうえにそれをリーフレットにしてくれ

るとのこと、テープ起こしがすぐに行わ

れ少し手直しをして、わたしがこの稿を

書き始めた３月２６日には印刷が始まっ

たのでした。その冊子の最後の紹介欄に

一言と言われて「回り道して入った保育

の世界、ついつい、とうとうここまで来

てしまいました」というのを中に入れた

のです。そうなのです。保母になろうと

思っていた２０歳ごろまでではなく、英

語とか社会とかそういう方面を意識して

いたのが、まずは銀行員になって (札勘

定はしてません)、そして回り道の結果、

保育園に勤めることになりました。都道

府県ごとに国家試験が受験できる、大阪

ボランティア協会で通信添削をしてくれ

る、これなら資格取得に取り組めるだろ

うということで、申し込んだ通信教育。

できないものです、月末に送付するのな

んて。そしていつしか数ヶ月、その時の

協会からの手紙のことは忘れられませ

ん。「忙しいことでしょう。いつになっ

てもいいから期日を気にせずに答案がで

きたら送ってください。」、１１月くらい

に申し込んだ通信、先の手紙をもらった

のが２月か３月、で、その手紙のおかげ

でその夏には全科目といかないながらも

受験、一部科目合格を半分手にすること

ができたのです。大きな一歩でした。「つ

いつい、とうとう」と書いた保育の世界

に入った道筋は、そういうことでした。

　そうしてスタートした保母としての毎

日、第一日目に「おしめの替え方を教え

る」ということで赤ちゃんをベッドに寝

かせて、そしていざ脱がせたらその主任

が電話で呼ばれ、自力でやろうと思った

ら大便にあれこれ戸惑い、戻ってきたそ

の主任からは「こどもを殺す気か」と怒

鳴られました。お尻丸出し、夏ではない

から心配されたのでしょうが、とんでも

ない第一日目でした。この保育園では絵

本との出会いがありました。４年ほど前

に新設された時に今江祥智さんがどっと

寄贈されたとのこと、「とんでもない第
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一日目」を体験するものの、実はその後

をずっと支えてくれた「絵本」にこんな

出会い方をするのですから、やっぱりい

い人生だったとしみじみ思います。話が

広がりましたが、そういう変則的なス

タートをしたわけですから、その保育と

いう仕事についていわゆる学校で学んだ

わけではありません。受験前に開催され

た講習会のテキストが長い間テキストら

しいといえばその体裁をもったものでし

た。で、振り返ってみれば、とにかく「人」

から学んだのです。すべて歌も手遊びも

絵本を読むことも、おかあさんへの口調

も。子どもたちと自然に輪になってお話

をはじめた先生を見た時は「いつかあん

なふうに！」、固く決意しました。直接

子どもに言うのではなく、子どもが子ど

もに～そういう姿勢も大きな学びでし

た。

　それからどれだけの人たちに出会った

のでしょう。どれだけ盗ませてもらった

かわかりません。与えられる、なんてこ

とは絶対といっていいほどない時代、そ

して環境でした。今の公同にはここにい

るだけで信じられないほどの出会いがあ

ります。２００５年夏は菅井啓之さんに

誘われて滋賀のノートルダム学院の山の

家で、２００６年夏には浜田壽美男さん

の美山の別荘で岡本夏木さんも迎えて２

泊３日の研修、２００７年春には服部祥

子さんの鳥羽の別荘にご招待などと、実

にありえないことが起こってきました。

次はどんな?どこで？と聞かれるのは困

るなというくらいの毎年の出会いです。

わたしの１９７０年代８０年代つまり

２０代３０代は、出会いを自ら求め続け

た時間です。９０年代はそれらを活かし

て少し飛躍を意識しました。もちろんひ

たすら意欲的に学び、今も「学び」の真っ

最中です。で、思ったのです、「出会っ

た人たちすべてが教科書だった」と。そ

んな時にまたまたこのリレー連載に再三

の穴があきそうと漏れ聞いて、「では、こ

のわたしが」としゃしゃりでてきたとい

う次第です。リレーが続かないのは気に

はなりますが、休み休みでもいいのかも

しれない、この公同通信、トップに津門

川に出会いにと何とか次の号へというの

はもちろん、そのことによって世界中 (

は、ちょいおおげさか )がつながればい

いのになとの思いを大事に月一発行を懸

命に維持し続けています。

この一年間完結ということばを何度か

使いました。出会いという一つ一つの

点、その出会いのたびにその物語にとり

あえず区切りをつくること、それが大事

と思っています。完全な終わりではない

けれど、一つの区切りをもち、けじめを

つけることです。そうして誠実に物事に

向き合った時、必ず次の出会いが訪れる

のです。―出会いに恵まれるのです。

　

　ところでどれだけの人たちに「わたし

の出会った人」の中に入れてもらってい

るのでしょうか。ふと、他人にとっての

自分を今思っています。

　　　　　　　　　　　　（菅澤　順子）
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グアテマラだよりグアテマラだよりグアテマラだよりグアテマラだよりグアテマラだより

　３月の復活祭。ここ、グアテマラも

カトリックの国なので祝日です。特に、

私の住むアンティグアは大きな山車の

行列などが出て、盛大な祭りなので、

世界中から観光客がやってくるのです。

４０日前からクワレスマが始まり、週

末ごとに小さなおみこしにマリア様が

乗せられて街を歩いたりするようにな

り、３月になるとそれはもう、５０人

以上の人で担ぐ大きな台に十字架を背

負ったイエス様や、涙を流すマリア様

が楽団を引き連れ、数百メートルの列

になって巡るのです。

　通る道では、そこに面した家族が総

出で花や木屑に色をつけたもので「花

じゅうたん」というものを作って迎え

ます。もちろん、行列に踏まれ、ぐ

ちゃぐちゃになるのですが、列の最後

にはお掃除部隊もいて、すぐに片付け

ていきます。聖金曜の早朝、ローマ兵

部隊が３時から、そしてイエス、マリ

ア、マグダラのマリアの山車が５時に

メルセー教会から出て行きます。そし

て正午から、十字架に磔られたイエス

様を悼むミサが始まり、その像を丁寧

に下ろして再び山車に乗せて廻ります。

小さな町を約１０時間くらいかけて、

ゆっくり、香の煙のなか進みます。も

のすごく重いので、６５メートル位ご

とに交代しますが、これは決まったお

布施を収めると、誰でも参加可能だそ

うです。

 　その行列、担ぐ人の服は紫の宗教

服、それが聖金曜のイエス像を下ろし

てからは、黒に変わります。その金曜

を終えると、街はぐっと静かになり、

土曜はマリア様だけ、日曜もひとつの

行列が出てセマナサンタ（聖週間）が

終わるのです・・・・

子どものときから日曜日にゆで卵を用

意したりしてきた私には、この日曜の

あっさりさに、違和感を感じてしまう

のですが。。。。

　・・・・少し長いかもしれません。

ごめんなさい。とにかくすごいイベン

トなので、書ききれないのですが。。。

この時期、ホテルも普段の３倍の値段

になり、しかも４連泊しなければなら

ないなど、相当強気な商売をします。

それでも１年前から予約が入っている

そうです・・・・

   この山車を観に出かけて、初めてス

リに遭ってしまいました。すごく気を

つけてたのに・・・・気をつけて余り

お財布にお金を入れてなかったのです

が、かばんを切られてショック。。。し

かも買い物した、小さなしょうがなど

は落ちてなかったので、翌日．出かけ

るまで財布がないことに気づかなかっ

た、オマヌケさんでした・・・

　　　　　　　　　　（横山　佳代子）
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　2007年4月　あんなこと　こんなこと…

  ・ 4月   1日（火）午前6時30分～、早天祈祷会

　・ 4月　 1日（火）～2日（水）淡路島ワークキャンプ

　・ 4月　 3日（木）～4日（金）幼稚園研修会

　・ 4月　 5日（土）午後2時～、谷口大樹記念会

　・ 4月　 7日（月）幼稚園始園

  ・ 4月　 7日（月）午後2時～、教会学校教師会

　・ 4月   8日（火） 午後6時～、野田正彰講演会

　・ 4月　12日（土）幼稚園入園式

  ・ 4月  15日（火）午前10時～、ゆっくりと聖書を読んでみませんか

　・ 4月　29日（火）カレーパーティ

◇にしきた商店街…　

　・ 4月　 6日（日）津門川川掃除

  ・ 4月　 6日（日）商店街役員会

　・ 4月　 8日（火）西北活性化連絡協議会

　・ 4月　10日（木）にしきた寄席反省会

  ・ 4月　15日（火）にしきた街舞台実行委員会

　・ 4月　21日（月）商店街総会

  ・ 4月　23日（水）西北街づくり協議会

◇アートガレーヂ

　・ 毎週土曜日15時～17時開室日

  ・ 4月  1日、15日（火）丹波野菜市

◇関西神学塾

  ・ 4月  4日（金） 午後7時～9時  桑原重夫 使徒行伝を読んでみよう（32）

　・ 4月 11日（金） 午後7時～9時 勝村弘也　ヨブ記釈義（8）

　・ 4月 18日（金）午後7時～9時  田川建三　マルコ福音書註解（中）（48）
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教会学校から　　　
《３月の活動報告》
◇3月2日（日）
　ケチャで遊ぶ
　はっさく狩り＆マーマレードを食べる

◇3月9日（日）
　巨大ドッチビー大会

◇3月16日（日）
　積み木で遊ぼう！

◇3月20日（木）
　教会と子どもセミナー

◇3月23日（日）
　イースター礼拝＆
　教会学校入学式

◇3月30日（日）
　入学歓迎パーティ

《4月の活動予定》
◇4月6日（日）
　高松公園で大なわ大会

◇4月13日（日）
　サニーレタス、クレソンを食べよう！

◇4月20日（日）
　Y字リリアンで遊ぶ

◇4月27日（日）
　映画鑑賞会

◇5月4日（日）
　いちご摘み
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まいのなんでも案内まいのなんでも案内まいのなんでも案内まいのなんでも案内まいのなんでも案内

　春です。というわけで初めましての方

もいらっしゃいますでしょうか。わたく

し公同幼稚園・教会学校のOGで、今は京

都で大学生をしております高橋舞と申し

ます。毎月この欄で、何がしかの〈オス

スメ〉を（思いつきとノリで）しており

ます。何卒ご贔屓に。いきなりですが、

わたくし、新年度早々、風邪をひいたり

自転車が撤去されたり某コンビニの抽選

が外れてばかりだったり、と、運気が低

迷中です。きっと今年度の悪い事はこれ

で終わって、あとは良い事だらけなんだ

と思います。皆さんもそうであるように

祈っておいてください。

　で、そんな運気低迷でも欠かせないこ

とがひとつ。本屋通いです。先日友達と

「週何日本屋行くか」という話をしてい

たのですが、考えてみたら、外出したら

大抵用事がなくても本屋に寄るんです。

だから週５日は確実。更に、コンビニの

雑誌コーナーを含めると週６か７日で

す。何てこったい。「日課は本屋に行く

事です」。真面目な文学部生っぽい！・・・

見てるのが漫画コーナーばっかりだとい

うことを言わなければ、ですけど。てわ

けで、良い年して週刊少年ジャンプを愛

読してます。少年マンガは乙女の夢とロ

マンと言って聞きません。ちなみに今流

行りの腐女子ではありません。そもそも

「腐女子」なんて言葉、本当はあんな公

けに発せられてはならないと思うんで

す。わたくしなんて「腐女子」と今パソ

コンで打ち込むだけでも顔を赤らめてま

すもの・・・って、そんな話はどうでも

いいんです。わたくしの「腐女子」論が

聞きたい方は、飲みにでも誘ってくださ

い。でも飲むならもっと楽しい話がした

いものです。

　ああまた話がずれた。ええと、今回は

久しぶりに本の紹介をしようと思ったん

ですよ。しかも結構今時の！（わたくし

は基本的には児童文学が専門、あと古典

とか、いわゆる「新書」じゃない本が好

きです。最近は意識して新書を読むよう

にしてますが）。去年映画化もされたの

で、ご存知の方も多いかな、と思うんで

すが、伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコイン

ロッカー』です。伊坂幸太郎は「春樹チ

ルドレン」（村上春樹に影響を受けてい

る創作家）の一人という認識しかなかっ

たのですが、去年、学科の先輩に強烈に

勧められまして、ようやっと先日手に

取ったんですね。うん、予想以上におも

しろかったです。売れるだけあります。

ていうか素直なわたくしはすっかり騙さ

れました。トリックはネタバレになって

しまうので言いませんが。

　主人公の椎名君は大学に通うため、一

人暮らしを始めるのですが、引越し

早々、隣の部屋のカワサキ君（痩身・黒
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ずくめ）に「本屋を襲わないか？」と持

ちかけられるのです。というか「本屋を

襲うから共犯になってくれ」て強制され

るのです。目的は一冊の広辞苑。「買っ

た広辞苑じゃなくて、盗んだ広辞苑を、

同棲していた彼女を失って塞ぎ込んでい

る隣人の留学生にプレゼントしたい」と

いう滅茶苦茶な理屈で。「滅茶苦茶だ」と

言おうもんならカワサキはこう返すで

しょう。「世の中は滅茶苦茶。そうだろ

う？」というのが「現在」。話は、「現在」

と、カワサキの過去（「２年前」）を一章

ごとに交代で進みます。最初はよく分か

んないです。コインロッカーは元より、

アヒルも鴨もなかなか出てこないし、で

も２年前のカワサキはやたら格好いい

し、謎の美女は出てくるし。そんでも読

み進めていくと「おおお！」てなって最

初から読み返すこと必至です。伊坂幸太

郎の作品は、後ろから読んじゃダメで

す。ミステリーの顔はしてないのにト

リックがあります。言葉の選び方もうま

いし、結末の付け方もうまいし、別作品

『重力ピエロ』では、その文章テクニッ

ク（セリフをいくつか続けて同じ文字数

にしたり）もうまいと思ったし・・・一

言で言うと「うまい」作家ですね。読み

やすいからでしょうか、今は漫画誌であ

る『モーニング』上で連載もしてます。

感情移入してぼろぼろ泣けるわけではな

い、むしろ最後まで登場人物が何を考え

ているか分からないドライなところもあ

るのに、どこかせつなくて、読後感は悪

くない。多少うますぎる感もあります

が、これから一気読みしたいな、と思わ

される作家でした。

　　　　　　　　　　　　　（高橋　舞）
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つ と が わ

編集後記

　　　　　　　　　　　　　

　このあたりでは、カラスノエンドウが咲き

始めています。完熟した実が黒くなることか

ら、そんな名前になっているのだそうです

が、咲き始めたエンドウの花を小さくしたよ

うな赤紫色の花は、緑のつるの葉っぱの中で

目を引く存在になっています。この近くで珍

しいのは、津門側沿いの空き地にある“妹

分”のスズメノエンドウです。赤紫色の花は

更にこぶりで、小さなさやに必ず実が２個

入っていて、完熟した実が“スズメ色”なの

でその名前になりました（だと思います）。

　幼稚園から歩いて１５分くらいの、伏原町

にある幼稚園の畑では、冬を越した野菜が伸

びて（薹がたって）、“菜の花”を咲かせて

います。みずなとちんげんさいは黄色、さく

らじまだいこんは伸び具合も大胆で、白っぽ

い“菜の花”、きくなはつぼみが膨らみはじ

めています。野菜を食べて、花も楽しんで、

そうして咲いた花をかじっているのを、子ど

もたちはびっくりして見ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ）

　幼稚園の桜も満開になりました。私の家の

マンションの公園の桜も満開で、その横を自

転車で通り過ぎる瞬間が好きです。朝も、夜

の夜桜を眺めながらも～どちらもとってもス

テキです☆寒すぎず、暑すぎず、春風がとて

も心地よくて私の大好きな季節です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ）

　春休み、淡路島のワークキャンプに行きま

した。海でワカメやめかぶをとり、畦道でつ

くしやのびるを獲って、それが夕食に変身し

　とれたての食材をすぐに食べられるなんて

すごくぜいたく☆と思いながら自然と過ごす

１泊２日を大満喫しました！！　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙ）

　田んぼがピンク色に染まり、あぜ道も水色

に。ホトケノザやヒメオドリコソウ、オオイ

ヌノフグリが咲き乱れる春がやってきまし

た。自然が作り出す優しい色に思わずほっぺ

が緩む、そんないい季節がやってきたんです

ね。先日は夕焼けに照らされる桜も素敵でし

た。同じ景色を一緒にみて感激できる人がい

る、そんななんでもないような事をこれから

も大事にしていこう。そして新しく出会う子

ども達ともいろんな事を一緒に感じていきた

いなぁと思っています。

                                  （Ｉ）

　2008年3月29日、山手幹線西宮霞町から

芦屋翠ヶ丘町開通！

　昨年4月8日芦屋の三条町あたりで一気に

神戸市内へ入れるようになり、そして一年後

あの夙川カトリック教会のところ知る人ぞ知

るとんでもない道路が解決した。最高の気

分。いろいろ「震災後」もからむ曰くある道

路なのであまり喜ぶのもいかがかと思いつつ

嬉しい。どうしてって、我が孫の保育所が岡

本手前の山手幹線沿いにあるもので―

　春です。新しいスタートをする方々におめ

でとう！がんばってね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｊ）


