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受けるよりは与える方が幸いである
宗教主任

フィリピンを巨大台風が襲う
2013 年 11 月 初 め、 巨 大 な 台 風 が
フィリピンを襲いました。激しい風
と波によって、レイテ島、セブ島北
部など、フィリピン中部の島々が壊
滅的な被害を受け、死者・行方不明
者は 8,000 人、400 万人近い人々が避
難生活を余儀なくされました。一年
前、わたしが学生たちと一緒に訪れ
てお世話になったレイテ島の「水牛
家族」も、命は助かったものの、家
が吹き飛び、跡形もなくなっていま
した。アジアの友の悲劇になにかで
きないかと思案しました。

学生たちの熱意
そんなある日、ひとりの学生が相
談にやってきました。本学の国際交
流サークル「スカレラ」の学生でし
た。
「フィリピン被災者支援を行ない
たい」。彼らの熱意に後押しされるよ
うに、キリスト教教育委員会で「フィ
リピン被災者支援募金活動」を立ち上
げ、大学礼拝で現地の様子を伝え、礼
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拝後はスカレラの学生たちと一緒に２
回に渡って募金活動を行いました。こ
うして年末には集まった寄付金を現地
に届けることができました。
スカレラは台風の前からフィリピン
との繋がりを持っていました。セブ島
在住のマリア・ローランさんがスカレ
ラの学生にスカイプで英語を教えてい
たのです。被災直後、そのマリアさん
が学生たちにメールで助けを求めてき
ました。
「人々は絶望的な状況に直面
し、どうすればよいかわからない」。
こうして顔と顔の繋がった関係の中で
支援活動が始まったのです。
スカレラの顧問である環境共生学類
の金子正美教授が、11 月下旬にセブ
島に飛び、マリアさんのいる北部の町
カヤム村を訪ね、350 世帯に支援物資
を配りました。
「村人の大歓迎で、手
には私たちのプロジェクト名 “ナヒヤ
セブ” の紙を持っていました。感激し
ました。村では、一人一人に食糧を渡
しました。食事も満足にできない中、
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お礼を言っていただき、また、村の皆
さんの明るい笑顔に私が勇気と元気を
もらいました」と語る金子教授が一番
幸せそうです。
このスカレラの活動第一弾と並行し
て行なわれたキリスト教教育委員会の
募金活動。少しずつですが、多くの学
生たちが募金に応じてくれました。江
別や札幌の市民の方々も協力してくだ
さいました。その一部をスカレラに託
し、顧問の金子教授が再び「カヤム村
の子どもたちにクリスマスプレゼント
届けよう」ナヒヤプロジェクトのため、
セブに飛びました。
12 月 22 日 に、350 世 帯 へ の 米、 缶
詰、スポーツドリンクの配給のほか、
約 360 人の子どもたちへはチョコレー
トなどのお菓子、それと酪農学園大学
キリスト教教育委員会とスカレラの募
金活動による義援金の一部で購入した
サンダルを配りました。
「700 人を越
えるカヤム村の皆さんに集まっていた
だき、会場に到着すると、プレゼント
したサンダルで RAKUNO GAKUEN
AND SUKARELA の絵文字を作って
いただきました。とても感激しました」
「皆さん、大変な生活を強いられてい
る中にあって、このようなおもてなし
に恐縮する一方で、カヤム村の方々の
暖かさに元気をいただいて帰ってきま
した」と報告する金子教授が一番幸せ
そうです。スカレラの学生たちも幸せ
だったことでしょう。私も幸せでした。
ク リ ス マ ス に 伝 え ら れ た RAKUNO
GAKUEN とカヤム村との間に生まれ
た麗しい出来事は、私に与えられた珠
玉のクリスマスプレゼントとなりまし
た。なんとかクリスマスまでに募金を
終え、プレゼントをフィリピンに届け

たい、
そう思って活動していましたが、
クリスマスプレゼントをもらったのは
実は、私たちだったのです。

受けるよりは与える幸いを
牧師パウロは、ある時、エフェソの
教会の人々との別離を経験します。そ
の惜別の時、彼は愛する友に渾身の思
いで以下のことばを贈りました。
「あなたがたもこのように働いて弱
い者を助けるように、また、主イエス
御自身が『受けるよりは与える方が幸
いである』と言われた言葉を思い出す
ように。
」
（使徒言行録 20 章 35 節）
スカレラの学生たちの小さな善意と
熱意によってセブ島の小さな村に描
かれた絵文字 “RAKUNO GAKUEN”
は「受けるよりは与える方が幸いで
ある」というイエスの言葉の真実を
雄弁に物語っています。 It is more
blessed to give than to receive 、こ
のイエス・キリストの言葉を、ここか
ら世界に羽ばたいていく卒業生のみな
さんに贈ります。

寄贈したスリッパで作られた
RAKUNO GAKUEN の絵文字
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自然の循環の中で
食と健康学類

有機農業に惹かれて
去年の９月、私は、岩見沢にある星
耕舎という農家を見学させていただき
ました。星耕舎ではバイオダイナミッ
ク農法という、太陽暦に従って種まき
などを行い、また牛の角や水晶粉など
の特殊な物質を利用する有機栽培を実
践しています。見学に至った理由は、
命の基本である食、またその基礎に
ある農業に実際に触れてみたいという
気持ちと、できるだけ自然の力にまか
せる農法に興味があったからです。私
は、福島第一原発事故が起きてから、
放射能による環境汚染が進む日本の現
状に危機を感じ、本当に健康的な食は
何か、生き方とは何か、を考えていま
した。星耕舎は、半浦 剛さんとみち
よさんご夫婦と、職員の方１名で営ま
れています。半浦さんたちとは、原発
事故による放射能被害のために北海道
へ自主避難してきた方々が立ち上げた
「チーム☆ OK」という団体のつなが
りがきっかけで出会いました。
星耕舎の圃場面積は取得地と賃貸地
を合わせて畑 6.9ha で、隣接する自然
農家の協力とともに管理されていま
す。畑には、アスパラガス、春小麦、
人参、南瓜、馬鈴薯、玉葱、大豆、小
豆など様々な作物が植えられており、
また、簡易的な家畜小屋には数十羽の
鶏と数頭の牛が暮らしています。驚き
なのは、星耕舎の入口付近にある二階
建ての家が藁と漆喰で固められた手造

管理栄養士コース１年

田中

瑞紀

りであることです。この家の一階では
不定期でカフェが開かれ、二階は研修
で来た人が宿泊できるスペースで、う
すいピンク色の塗り壁の部屋が２つと
キッチンとお風呂場があります。

新鮮な体験学習
当日、体験学習として、ちょうど収
穫時期にあった玉葱と馬鈴薯を掘り
起こす作業をさせていただきました。
畑には除草剤が撒かれていないため
に、雑草が青々と生い茂っていまし
た。 そ れ ら を 掻 き 分 け な が ら 進 み、

時折、自由に放された鶏たちがあち
こち歩き回っているのを追いかけた
り抱きかかえたりしながら、午前と
午後の間に休憩を挟んで６時間ほど
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作業をしました。
農薬を一切使わず土の栄養と太陽の
力で育った玉葱や馬鈴薯は、いつも
見慣れているものより一回り小さく、
色々な大きさのものがありました。み
ちよさんの話から、不自然に大きな
玉葱は、皮の一枚一枚に農薬が塗ら
れ、大きく膨らむように育てられてい
たり、玉葱の頭の部分から雨粒が入り
込んで腐敗するのを防ぐために農薬で
玉葱の頭をキュッと絞めたりすること
もできることを知りました。また、作
業をしていると、草をたらふく食べて
丸々と太ったイモムシやまたそれを捕
食するカエルたちにたくさん出会うこ
とができました。これらは作物に害を
与えません。むしろ、目に見えない土
の中の無数の微生物と共に自然の環境
の絶妙なバランスを保ち、生命力にあ
ふれた野菜を育ててくれている気がし
ました。
お昼の休憩の時、畑で採れたトウモ
ロコシをご馳走になりながら、半浦さ
んご夫婦のお話しを伺いました。剛さ
んは、
「本当の発達した技術というもの

は、循環ができるものである」と語っ
ていました。

人知を越えた力を感じながら
今回の体験は、わずか数時間程度の
作業をしただけに過ぎません。
しかし、
実際に畑の土に触れる経験がほとんど
初めてであった私は、多くのことを考
えるきっかけになりました。
まず、自分たちの身体をつくってい
る食べ物は必ず自然の恩恵を受けてい
ることです。そして本当に発達してい
くべき「技術」とは、循環ができ、自
然と全く切り離された状態にあるべき
ではないということです。生産効率や
利潤追求に重きを置いた技術の
「進歩」
は、土を汚し、また、その上に立つ人
の健康を脅かします。それがはっきり
と現されたのが原発事故であります。
未来に渡って受け継がれていくべき土
地を、人間の都合で傲慢に扱い、また、
本当に大切なことは何であるかを考え
ることを忘れたり、無関心である人々
の姿勢から生まれた結果であると思い
ます。自分もまた、そのなかの一人で
ありました。本当の状況や人の声は、
自分から足を運んだり、調べてみない
と受け取ることができません。受身に
なりがちな自分を反省し、常に「本当
はどうか」を考えたり悩んだりしなが
ら生きていきたいです。
私は、管理栄養士になるための勉強
をしています。食材が当たり前にある
ことを前提として「答えのある」勉強
をしています。しかし、全ての食は土
から、
またその土を耕す人がいること、
さらに、人の力が及ばない大きな恵み
によって与えられ、守られていること
を覚えて、深く学びを進めていきたい
と思います。
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沖縄から学ぶ ── 平和とゆいの精神
環境共生学類

沖縄戦の歴史から
2013 年９月 15 日から 19 日の４泊５
日間（学生５名＋教職員３名＋卒業生
１名、計９名）、キリスト教教育委員
会主催の沖縄スタディツアーに私は環
境平和学研究室ゼミとして参加してき
ました。このツアーで初めて沖縄を訪
れ、学びのきっかけを得る大切な出会
いでもありました。
初日、県立平和記念資料館を見学
し、糸数アブチラガマを訪れ、沖縄戦
の「集団自決」の生き証人である金城
重明牧師の講話をお聞きしました。平
和記念資料館で展示されていたのは、
リアルな沖縄戦を映すものばかりでし
た。あの戦争で日本が沖縄の人々を巻
き込み、消える事の無い大きな傷をつ
けたのです。金城牧師の講話では、そ
の沖縄戦における悲劇「集団自決」
（強
制集団死）についてお聞きしました。
天皇制の時代を歩んだ当時の日本
は、戦争で命を賭すことは日本人とし
て誇りであり、敵国の捕虜となれば鬼
畜な辱めを受け、日本人としての恥を
かく。そのような軍国教育を施し、若
者がいつでも国の為に命を賭せる状況
を国家規模で造っていたのです。
ついに米軍が沖縄上陸となった時、
悲劇は起こりました。皇軍は軍の機密
が漏れないようにするため住民をそれ
ぞれの地域で１ヶ所に集め、市民たち
に自決を命じたのです。こうして集団
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自決は起こりました。逃げ場の無い市
民たちが自分の愛する家族同士で殺し
合い、御国の為に命を賭したのです。
金城牧師は自ら家族に手をかけた、一
生消えることの無い苦悩の体験を語っ
て下さいました。
戦争が何を残し、どのような形で
人々を苦しめるのか、その実態を知り
ました。そして軍は市民を守らなかっ
たのです。
日本が第二次世界大戦で敗戦し、平
和憲法が制定されてから戦争は起こっ
ておりません。しかしながら、沖縄戦
の歴史を今の若い世代に教える教科書
はありません。また、日本には在日米
軍基地が多数あります。そのうちの
75％を沖縄という小さな島に押し付
け、今なお苦しみを強いている現状が
あります。
戦争は本当に終わったのだろうか？
疑問が浮かんできました。その疑問に
答えてくれたのが、名護市辺野古で座

筆者後列左：辺野古の海に繰り出す
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り込み活動（基地反対運動）をしてい
る方たちとの出会いでした。

辺野古の海で
３日目に名護市辺野古を訪れまし
た。普天間基地代替移設先として有力
候補となっている地です。基地移設反
対活動を 10 数年もしているテント村
の皆さんのお話を聞き、また実際に
ボートを用意してもらい大浦湾の綺麗
な海に触れさせていただきました。沖
縄の海を実際に見てみると、想像より
も遥かに綺麗でした。カラフルな生き
物に直接触れ、北海道とはまた違った
自然の魅力を理屈抜きに体感する事が
出来ました。
平良修牧師の講話で、「日米安保が
基地問題の根源となっている」という
言葉を聞きました。この日米安保に
よって日本にアメリカの基地が置かれ
る状況がアジアの安全にとって重要、
という常識がまかり通ってしまってい
ます。しかし実際には基地がある事で
沖縄の人たちの人権が蹂躙され続けて
きました。また実際にベトナム戦争や
イラク戦争では、沖縄から戦闘機が飛
ぶ事で戦争に加担してしまっていると
いう事実があります。沖縄の人たちは、
この加害性にも苦しんでいるのです。
本当の『平和』とは何だろうか、とて
も考えさせられるものでした。
沖縄の精神の中に、非暴力がありま
す。薩摩藩に制圧されるまでは沖縄は
琉球という国でした。東アジア・東南
アジア諸国と対等な交易で文化や経済
を成り立たせてきました。戦争で国を
制圧して富を奪う侵略ではなく、相手
を対等の友として認め、手を取り合い
平等なやり方で富を得て国を作って
いったのが琉球です。

私はこの話を聞いて、琉球・沖縄の
精神にこそ人が人として生きていく上
で大切なゆい（助け合い、繋がりあう
相互扶助の関係）
があると思いました。

沖縄スピリットに触れて
４泊５日と短い期間ではありました
が、この沖縄スタディーツアーで学ん
だ事は大きいものです。沖縄が抱え込
んでいる問題はとても重く複雑で難し
いものでした。しかし人と人とが手を
取り合い助け合う相互扶助の精神（ゆ
い）
や、
正義を非暴力で貫く誇りといっ
た沖縄スピリットに触れる事が出来ま
した。沖縄との出会いがくれたもので
す。
時に隣の人に素直に甘えて力を借
り、
時に隣の人の為に全力で力になる。
そういった相互扶助のつながりこそが
人と人との繋がりだと思います。そし
てそれは全ての人間関係に繋がるもの
だと思います。またこれから先、たく
さんの出会いがあるかと思います。己
の未来を拓くのは己自身という訳では
なく、出会った人や場所や物かもしれ
ません。この沖縄との出会いから学ん
だ平和への熱意とゆい（相互扶助）の
精神を自分の中で大切に育てていきた
いと思います。

戦地伊江島の透き通った海
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田中正造との出会いと酪農学園大学
酪農学園大学の創立者、黒澤酉蔵先
生は足尾鉱毒事件を天皇に直訴しよう
とした田中正造翁と 16 歳のときに出
会っています。田中翁は銅鉱山からの
鉱毒によって苦しめられている農民の
救済を訴える活動を続けていました
が、田中翁と出会った黒澤少年はかれ
の偉大な人格を深く尊敬し、その後、
農民の救済のための行動をともにする
ことになります。

やがて黒澤先生は北海道に渡り、酪
農を通じて北海道の開拓に貢献し、さ
らには酪農民による組合を設立するな
ど酪農業の振興に携わり多くの成果を
あげ、やがて酪農学園大学を設立され
ました。その心のなかには田中翁の国
会での最後の演説「亡国を知らざるは
亡国なり」という教えがあったことで
しょう。いま、わたしたちの国、日本
そして世界は多くの苦難に満ちてお
り、亡国の危機に瀕している状況であ

あ

と

が

るといえます。世界の現代文明に大き
な衝撃を与えたフクシマの原発事故は
今もなおわたしたちの生活に大きな影
響を与え続け多くの人びとは苦難のな
かにあります。しかし苦難のなかで絶
望していては明日を切り拓くことはで
きません。黒澤先生は
「希望は生命（い
のち）である」そして「希望のない人
生は、生けるしかばねであって、あわ
れなる存在である」と訓話のなかで述
べておられます。黒澤記念講堂の酪農
讃歌の歌碑には「窮乏の底に沈める国
おこせ」と繰り返し刻まれています。

酪農讃歌

窮乏の底にあっても、希望を持ち対
応する力と智恵を持ち続けていくこと
を黒澤酉蔵先生は今もわたしたちに強
く語りかけているのです。
艱難は忍耐を、忍耐は練達を、練達
は希望を生む
ローマの信徒への手紙 ５章

き

イギリスの詩人シェリーの詩の一節
「冬来たりなば春遠からじ」のことば
通り、希望は厳しさのなかにこそ見え
てきます。わたしたちを取り巻く社会
は必ずしも暖かなものではないかも知

れません。宗教主任の藤井 創先生と
お二人の学生からメッセージをいただ
きました。酪農学園大学で共に学んだ
ことを忘れず、希望を見上げて前に歩
み続けていきましょう。 （編集子）

酪農学園大学キリスト教教育委員会
〒069−8501 北海道江別市文京台緑町582番地 黒澤記念講堂事務室
Tel. ＆ Fax. 011−388−4775（直通）

