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　あの「3.11」も既に一昨年のことになった。除染や瓦礫の処理など、復興が進まないまま、世
間では記憶の風化が危惧されている。だが恵泉では風化していない。今年も東日本大震災の被災
地で「浪板の夏休み」、「シクラメン・プロジェクト」が行われ、学生の皆さんと教職員の協力に
よって、無事に、大きな実りを得ることができた。
　お手伝いをする喜びと共に、それにもまさる再会の喜び、シクラメンを届けて喜んでいただけ
たことで得られるさらに大きな喜び、これこそ他のことでは学べないボランティアの本質であり、
共に生きるとはどういうことなのかを教えてくれる。
　「浪板の夏休み」に始まり、サマーキャンプ、K－Week、恵泉祭、収穫感謝礼拝、クリスマス
ツリー点火式、クリスマス賛美礼拝と、2012年度秋学期もキリスト教センターの関係する諸行事
が行われた。さらにランチタイム・オルガンコンサートやチャペル・コンサートもある。
　やる側にしてみれば企画、実施、片づけと、正直言って「たいへん！」という思いもある。一
般にこうした行事に関わると、「たいへん」であっても、あるいは「たいへん」であればあるほど、
達成感を得ることができ、良い経験として蓄積される。例えば「高校時代に一番力を入れてやっ
たことは？」という問いを投げかけると、多くの若い人が、「文化祭や体育祭などでクラスが一
丸となって協力し合い、成果を上げたこと」というような答えをする。自分が一人で行うこと、
つまり勉強に励んで成績を上げたなどという返答はまずない。他者と共に行って得た達成感は、
自分だけでの達成感とは違うものなのである。
　しかし、恵泉での行事では、達成感はもちろん得られるのだが、それだけではないのではある
まいか。やり遂げた喜び、達成感、他者と共に成し得た喜び、それに加えて「感謝」があるので
はないだろうか。共に活動した仲間に対してだけでなく、影から支えてくれた人々に対して、そ
して活動の対象に対しても感謝がある。即ち自分と関わってくれたすべての人に感謝の気持ちを
もつことができる。それが恵泉での活動の特色ではないかと思う。人間は感謝をもってこそ、本
当に「共に生きる」ことができるのだということを体得するのである。
　今この稿を書いている私は、すべての活動に直接かかわったわけではない。例えば浪板の方々
に会ったことはない。けれども、恵泉を受け容れて下さり、学生と接して下さった方々は、本当
にありがたいと思っている。学生行動を共にして下さった教職員に感謝する。そして何よりも参
加した学生の皆さんに感謝している。「浪板の夏休み」だけではない。すべての活動に関わって
下さったすべての方々に感謝を捧げる。
　そして秋学期の最後に予定されているタイ・ワークキャンプに関わろうとしている方々にも感
謝している。

国際社会学科教員　川戸　れい子

巻頭言
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　石影にひっそりと生えるキノコに光があたっている風景が心に残り、写真に収めました。この
キノコが私に、どんなに人目に付かず、小さく陰に隠れたものにも光が浴びる時がある、と教え
てくれました。
　高尾山の斜面にはシャガが生え、低木は高木が覆い尽くさない場所を目指して枝を広げ、高木
は高く伸び、堂々としていました。まるで日陰の植物のために木陰をつくっているようでした。
私はこの風景が調和の象徴であると感じました。植物同士が互いに観察しながら自分の役割を果
たしているように感じたからです。その姿はまるで山をつくる重荷を１つ１つの木々が分かち合
い、水や大地という宝に変えているようでした。
　私は、調和とは人に合わせて自分を譲るのではない事に気づきました。調和とは、「相手が何
をしているか観察して調べ、相手ができない事の中で、自分が背負うことのできる役割を果たす
ことで、上手くいかなかったことや偏っていたことのバランスを取り、穏やかになっていくこと」
だと私は思います。
　また、支えられているものに目を向けないことで、多くの過ちを犯してきた事も知りました。
山に登ってから目的ばかり見つめる人間の姿は、根のない高木の姿に似ていると思いました。光
に当たるという目的をめがけて、上ばかり見上げていたら、足元の土を
忘れ、息苦しくなっている生きもののようだと思ったからです。高尾山
の植物が根を張り、様々な植物が助け合って大地をつくるように、私も
足元にある生活をよく知り、感謝し、もらったものを吸収して、写真の
キノコのように自分の役割を果たせる大人になりたいです。

　「調和ってなんだろう？」
　普段の生活で考えたときに、私は調和とはかけ離れた世界にいるのだろう、何事も自ら遠ざけ
て過ごしてきたし考えようとしてこなかった。調和とは自然とできていくものなのか、それとも
作り上げて行くものなのか今でも考えがまとまりません。ただ、環境と一緒に考えたときに、人
間は自ら自然を壊しているのだなと思いました。
　高尾山に登って私は「ちっぽけな存在だな」と思ったのが正直な感想です。木々を目の前に、
その存在感と迫力に押しつぶされそうでした。しかし、そのような中でも、ススキを見たときは
秋を感じ、小さな虫や初めてみる植物を見つけたり、季節を感じたり、小さいことだけれど歩く
たびにそれが続くと、とても大きなことのように感じました。
　けれども、楽しかったことと同時に複雑な思いもありました。サマキャン前にシャロンのメン
バーがひとり欠けてしまったことです。私にとって大きな存在だったこともあり、最後サマキャ

ンに参加した皆さんの写真発表と感想をきいているとき、「この場
にいて欲しかったな、みんなと分かち合いたかったな、一緒に高尾
山に登りたかったな」と思ってしまいました。
　今年のサマーキャンプ、参加してくださった先生、学生さん、シャ
ロンのメンバーに心から感謝の気持ちでいっぱいです。楽しかった
です。

人間環境学科４年　大石　南

人間環境学科２年　古屋　郁菜

サマーキャンプ
　＜調和～身近な自然から学ぶ～＞
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「自分らしく」井口祐子さんの奨励を通して
文化学科４年　高

こう

　　門
もんじん

延
　井口さんのお話を聴いて共感するところが多かったです。2012年3月に日本へ来て前期を過ご
しながら、他の人は上手くできていくのに何で私は上手くできないだろうかと思いました。しか
し、自分を他の人と比べれば比べるほど苦しくて何も役に立たないのだと気付きました。けれど
も、たまに自分がちゃんとしているのか疑問に思ったり、不安定な時もありますが、先輩がおっ
しゃった通り目の前にあることを一つずつしていくと最後には自分の到着地に着くだろうという
ことを信じることができました。

「生涯の道しるべ―河井道先生」松下倶子先生の奨励を通して
文化学科１年　鈴木　桃子

　今回のお話で恵泉に入学してよかったと思いました。河井道先生の言葉や振る舞いは、本当に
素敵で会ってみたかったです。先生の言葉や教育理念などが私たちのもとに届くことは本当にあ
りがたいことだと思います。
　「恵泉は広告を出さず、生徒一人ひとりが看板です。生徒を見て入学しようと思ってもらうこ
とが大事」と聞き、いつかわたしを見て恵泉に入学したいと思ってもらえるような人になりたい
です。そのためにも、苦手なことやできないこともまずチャレンジし、私に起こる全てを喜び、
感謝できるように努力していきたいと思います。

「恵泉での学びー児童養護施設の現場から」亀崎亜耶子さんの奨励を通して
　文化学科３年　三㟢　　愛

　亀崎さんはやりたいことはやりたいと行動に移し、とても真っすぐで人の痛みを思いやれる人
なのだなと思った。彼女のように、私も貧しい国や困っている人を助けたい。　　
　しかし、実際に今の自分は空っぽすぎて、ましてや他人のことを助けることができるわけはな
いなと話を聴いて感じた。人は何か夢中になれるものがあるからこそ、輝ける。誰かを助けたい
などと言う前に、自分が誇れるものを持ちたいと思う。“自分のため”がいつか“誰かのために”
変わっていったらいいなと思う。

「他人を認め、自分を認められるこころ」森島有紀さんの奨励を通して
　英語コミュニケーション学科１年　山岡　　結

　今回のお話を聴いて、「ああ、私は人のことを羨ましがってばかりいて、自分を認められてい
ないなぁ」と思いました。私は何かを失敗するとすぐに自信をなくしてしまい、他人と自分を比
較してさらに落ち込んでしまうことがあります。でも神さまは一人ひとりを認めてくださってい
るということ、それぞれに違う賜物があるということがお話を聴いて改めて心に沁みてきました。
私は私、人よりできないこと、上手くいかないことがあって当たり前、自分を認めて、自分の賜
物を生かすことができる人間になりたいと思いました。

「河井道に学ぶ平和教育と人格教育ー信仰、希望、愛の教育思想」豊川慎先生の講演を通して
国際社会学科２年　冨下　莉子

　河井道先生のこと知っていたものの、一度も著書を読んだり、講演を聴いたことがなかったの
で、改めて知る機会となり、とても良かった。園芸が必修の大学は、本当に少ないと思うが、先
生の母校との関係や、種まきを常に行い芽が出るのを待つことを平和教育にたとえるなど、園芸
を重視する意図が掴めたように思う。また、日々の私たちの生活にも平和建築の基礎があるとい
う考え方がとても素晴らしいと思った。平和に関心があるけれど具体的に何をしたらよいのか分
からなかったが、まず自分の身近な他者との関係を築き上げていきたいと思う。

K-Week（河井道メモリアル）　　　　　　　10月15日～19日
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大学で初めてのクリスマス　
英語コミュニケーション学科１年　渡邉　美穂

　12月、私は大学生になって初めてのクリスマスを迎えました。４月から大学に入り、勉強など
を頑張る中、ようやくほっとする行事に参加できてとても嬉しかったです。礼拝では、聖歌隊の
歌声やハンドベルの音色がとてもきれいで驚きました。また、普段は授業をしてくださる先生方
が聖歌隊と一緒に賛美をしていて、キリスト教主義学校ならではの光景だなぁと感じました。特
に、聖歌隊がローソクを持って入堂するときは、街中のクリスマスとは違い、暗い中、ローソク
の明かりだけの空間にとても落ち着きました。外ではキラキラ輝くイルミネーションもあります
が、大学ではこうして静かにキリストの誕生を祝っている、そう考え
るともっと神様のことを知りたいなぁと思いました。
　私はいつも気にかけてくださっている神様のことを全く考えること
なく、日々ただただ慌ただしく毎日が過ぎています。まず、立ち止まっ
て、神様に目を向けてゆっくりと生活していきたいと思いました。また、
今回の礼拝のテーマであった「忘れない」。震災で心に傷を受けた方々
のことも心に留めていきたいです。世の中の動きに流されないで｢何が
一番大切なのか｣と、しっかりと問いかけて、急がずに一歩一歩自分の
ペースで歩んでいきたいと思います。

心からの賛美
日本語日本文化学科３年　山田　理奈

　「どうすれば、本当の“賛美”ができるのだろうか？」今年のクリスマス行事は、そのことで
悩んでいました。私は、中学・高校・大学と約９年間聖歌隊として活動をしていますが、今年の
クリスマスまで「心のこもった賛美」ができているような気がしませんでした。技術面ばかりに
気を取られ、毎日の忙しさにまかせて一番大切なことを疎かにし、先生方からも「メッセージが
伝わってこない、歌詞の意味を考えて」と何度も注意されました。歌うことに疲れた、もうどう
でもいい…そう思っていたころに、チャペルやキリスト教センター、大学の廊下や外壁までにも
クリスマスの装飾がされていることに気付きました。ここまで御子の誕生を待ちわびているのに、
賛美をする聖歌隊がバラバラの気持ちで良いのだろうか？このままだと、歌う側も聴く側も神様
も誰一人として喜びを感じられなくなってしまう…そう思い、まずはクリスマスの曲を笑顔で歌
うことを意識しました。焦りやプレッシャーを味方にして、自分が伝えたい「クリスマスは世界
に喜びが満ちた日だ」という気持ちを音楽にのせてみた時、辻本先生の指揮と関本先生の伴奏と
私たちの歌が天に届いたような気がしました。その感覚を
覚え、本番でもできた時、「本当の賛美ができた」と感じ
ることができました。ただ歌っているだけでは賛美になら
ないという、忘れかけていたことを再確認することができ
ました。今後も忙しい日々が続くと思いますが、伝えたい
ことは何なのか、ということを考えながら、人の心、そし
て神様の心に届く賛美をしていきたいと思います。

恵泉のクリスマスに想う
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＜浪板の夏休み＞に参加して　　　　　　　　　　　　
英語コミュニケーション学科３年　水谷　理恵

　ようやくこの地を踏むことができた。８月７日の朝、釜石に降りたってそう思い、ありがたい
と感じた。津波が流した家や建物の跡を見ると、何を心に思い浮かべたらいいか分からなくなっ
た。
　２日間のワークは草取りや掃除のお手伝いが中心となった。必要なことを直接伺ってそれをす
る、というかたちはとてもいいなと思った。作業のみにとどまらず、ワークの合間に持った地元
の方々との交流が大切だったと感じる。３月11日の様子やそれ以降の暮らしのことを語ってくだ
さった方もあった。この交わりは本当にかけがえのないもので、感謝の気持ちがあふれた。
　また、吉里吉里の学校に赴任した先生のお話を聞くことができた。彼が復興を他人事ではなく
自分のこととして捉え、それを実行に移すのは本当に素晴らしいと思った。３.11によって人生
が変わった人は多くあるだろう。東北に思いを寄せながらも支援のために実行してこられなかっ
たことに歯がゆさを感じている。と同時に、何をしたらいいのか、どうしたらいいのか、分から
ずに問いを抱いてもいる。
　最終夜、復興食堂で食事を頂きながら想いを分かち合った。「数
年後には、私たち（ボランティア）が３.11の出来事を思い起こさ
せてしまうようになるかもしれない」という言葉が心に深く残った。
地元の方々にとっては何が一番よいのか。復興には何が必要なのか。
釜石―吉里吉里―浪板の空気を思いながら、考えていきたい。

＜シクラメンプロジェクト＞に参加して
人間環境学科４年　上島　日登美

　今回、浪板への訪問は３回目でした。昨年のシクラメンプロジェクトから参加させて頂き、今
年も同じ時期に、同じ場所にシクラメンを届けることができて嬉しいです。シクラメンを配布す
ることは、直接、復興には関係がありません。しかし、私たちが一軒一軒のお宅を訪問し、顔を
見てシクラメンを配ることによって、少しでも気分転換や楽しみになってもらえたら幸いです。
　2011年３月11日に震災が起こらなかったら、私は浪板を訪れることも知ることもなかったかも
しれません。そう考えると、不思議な縁を感じます。あの日に震災が起こらず、浪板のことを知
らない方が良かったのかもしれません。けれども、今では私にとって浪板はとても大切な場所に
なっていて、会いたい人がたくさんいます。浪板の風景や子どもたちの成長はいつまでも見守っ
ていきたいと思っています。
　今回のシクラメンプロジェクトに参加することは、日程的な問題で締め切り直前まで悩みまし
た。が、参加の決め手は、子ども達に会いたいと思ったことと、大学を卒業したら次にいつ行け
るかわからないと思ったからです。実際に参加して、本当に良かったと思っています。私にとっ
て、浪板で過ごした時間は大学生活の大切な思い出であり、これからも増やしていきたい思い出
です。今回は参加者みんなが明るく、とても楽しいボランティアでした。ありがとうございました。

被災地を思い続ける―岩手県・大槌町浪板―
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英語コミュニケーション学科１年　丸山　みさき
　シクラメンを配布していた時、私は人と人の間に結ばれる「絆」の大きさに気づきました。お
家一軒一軒回って必ずと言っていいほどかけられる言葉は、「体に気を付けて」という私たちの
ことを思いやってくださる言葉でした。シクラメンを配る私たちは、「浪板の人たちが、どうか
これからも強く元気に生活してほしい」という思いで“元気”を与え、もらう側は、遠いところ
からはるばる来てくれて、と私たちが“元気”でいることを望む。これこそが「思いやり」だな
と思いました。また、多くの家では「去年くれたシクラメンも大事に育てている」という言葉も
よく耳にしました。見ず知らずの私たちが突然来て渡したシクラメンを今もなお育ててくれてい
る、遠く離れていても、どんなに時間がたっていても、私たちはこの１年間「シクラメン」を通
じて、強い絆でつながっていたかのように思えました。「あなた達がいてくれたから、私たちも
頑張ってここまでこられた。」という館長さんの言葉が、今でも胸に強く残っています。浪板の
人たちは本当にあたたかい人ばかりでした。
　同じ日本なのに、毎日平然と暮らしていけている私たちと、何らかの苦悩を抱え生きている人
がいる、ということを改めて知ると私にも何かできることがないのだろうか、という気持ちにな
ります。少しでも被災地の人の助けになることをこれからもしていきたいと思いました。来年も、
ぜひこのシクラメンプロジェクトに参加して、また浪板海岸の人たちに会えることを心から望ん
でいます。

お米と共に成長して…
文化学科４年　佐藤　美聡

　普段、日常生活を送っていると何にも考えず当たり前のように食卓にはご飯が並んでいます。
しかし、食卓に並ぶまでの多くの人の困難や苦労はいちいち考えません。ですが、今回の礼拝の
感話を聞いていて「いただきます」「ごちそうさまでした」とは言うものの、お米のありがたさ、
そして育ててくださっている人への感謝の言葉、気持ちを、せわしない日常を言い訳にして忘れ
ている、と改めて思いました。
　お米つながりで私の父の故郷を思い出しましたので、ちょっと触れさせてください。
　私の父の故郷である山形県酒田市の庄内はお米が有名な街です。最近、父の故郷に行く機会が
多くなりました。私の故郷ではないので懐かしいという感情はないのですが、普段、ビルやアス
ファルトを見て生活しているせいか、田んぼをみると安心しますし、心が穏やかになる気がしま
す。そして、この田んぼと農家の人のおかげでおいしいお米が私たちのもとに届くと感謝の思い
で、いつも田んぼを眺めています。
　実際に田植えをした経験がないので一から田んぼを作るこ
との難しさや嬉しさもわかりません。礼拝の感話を聞いて、
稲を育てながらお米を作るという経験を一緒に行った仲間と
絆を深めて、一人ひとりがお米と一緒に成長するのではない
かなと思いました。
　これからも父の故郷に行ったときには、収穫感謝礼拝での
感話の内容を思い出したいと思いました。

収穫感謝礼拝
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　キリスト教センターで行われる行事は毎年ほぼ同
じだが、そこに関わる学生達が異なると毎年違うも
のになる。新しいストーリー、新しい発見、新しい
絆ができる。毎年同じなのに毎年違う、そのダイナ
ミックな時の流れの中に、いつまでも変わらない神
様からの大きな愛と恵みを感じた。
� 村岡友香（英語コミュニケーション学科教員）
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   行事報告 
８ 月 ６ 日（月）～１２日（日）� 被災地支援「浪板の夏休み」　於　岩手県大槌町浪板　共催：早稲田奉仕園
９月１３日（木）～１５日（土）� 学生宗教部シャロン主催　サマーキャンプ　
� 〈調和～身近な自然から学ぶ～〉　　於　高尾山・高尾の森わくわくビレッジ
１０月 ６ 日（土）　� 第３１回チャペルコンサート
� オルガン奉献１０周年記念コンサート
� 　演奏　ヴォルフガング・ツェラー（ハンブルグ国立音楽大学教授）
１０月１５日（月）～１９日（金）� K-Week（河井道メモリアル）
　　１５日（月）� 井口　祐子（０９年度日文卒）�
　　１６日（火）� 松下　倶子（高校 ９回生、学園長）
　　１７日（水）� 亀崎　亜耶子（０５年度国際卒）
　　１８日（木）　� �多目的アワー「河井道に学ぶ平和教育と人格教育―信仰、希望、愛の教育思想」
� 　豊川　慎（明学・青山短大他非常勤講師）
　　１９日（金）� 森島　有紀（中高・０２年度日文卒業）
１０月２５日（木）� 第３３回ランチタイムオルガンコンサート　
� 　演奏：梅干野　安未
� 　　（フランスベテューヌ市サン・ヴァー教会オルガニスト・レジダンス）
１１月１０日（土）、１１日（日）� 恵泉祭　ハンドベルコンサート
１１月２２日（木）� 収穫感謝礼拝
１１月２２日（木）～２５日（日）� シクラメンプロジェクト２０１２～ １ ヶ月早いクリスマスを届けよう～
� 　　於　岩手県大槌町浪板
１１月２８日（水）� クリスマスツリー点火式＆ティーパーティー
１２月１９日（水）� クリスマス賛美礼拝＆クリスマス祝会「忘れない―今この時を心に刻む」
１２月２２日（土）� クリスマスチャリティーコンサート２０１２

  行事予告  
卒業リトリート� ２ 月 ４ 日（月）～ ５日（火）　　於　高尾の森わくわくビレッジ
第３２回チャペルコンサート� ３ 月 ２ 日（土）　「祈りの花束」
� 　演奏：関本　恵美子（キリスト教音楽主任）　　　　　　　　　
卒業礼拝� ３ 月１３日（水）�奨励：片岡謁也（福島・若松栄町教会牧師）
第２８回タイ国際ワークキャンプ� ３ 月１６日（土）～ ３月２６日（火）

  クリスマス献金報告 
　社会の中で弱くされている人々の助けとなることを願いつつ、ここにご報告いたします。ご協力ありがと
うございました。
　総計　801,227円
　＊�東日本大震災被災者支援、会津放射能情報センター「放射能から子どものいのちを守る会」支援を始め
とする１１の団体・施設へお送りいたします。詳細は掲示・HPをご覧ください。


