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身の丈からの福音
牧師 棚谷直巳

がん発症から３年半になりました。腹膜から肺
ふくまく

へ、そして腹筋に転移して今は２週間に一度の抗

がん剤治療をしています。また連れ合いの李 清
イーチヨン

美さんには３つの難病があります。ですので二人
ミ

はまわりの方たちから見て「特異な存在」だろう
と く い

と、初めは考えてました。でも最近は、背景はさ

まざまでも人が人として抱える生きづらさや困

難は共通することがたいへんに多いと、信仰の

交わりを通して知ることができました。そしてだ

からこそ私たちにはお互いに共感し、また支え合

うための「(主の力は)十分に発揮された(Ⅱコリ

ント12:9)」、と信じます。私たちはそのことを、

春から教会で始まったフードバンクの活動でも

教えられました。そこでつながったお一人お一人

が抱える生きづらさや困難のお話を聞いて、人

と人とは、むしろお互いの困難と向き合うなか

で対等に出会える、と思うようになりました。

西小倉めぐみ教会では、まだ外出の規制が厳

しかった頃から、コロナ禍のために孤立する人が
か

出ないよう、取り組みを行いました。具体的には

小規模の食糧と手作りお弁当の配布を、配達を

柱にして行い、それでなかなか教会に来ること

が難しい方と、お話する機会をいただくことにな

りました。教会に出てゆかなければ繋がれないと
つな

いうのではなしに、いろいろな意味で、広い意味

で、ふだんのその方のお話を、ふだんのままに

聴く機会をいただいたことは、教会としてほんと

うに恵みであったと思います。またそうしたつな

がりの中で、皆さんそれぞれの立場からの教会

への真摯な思いや祈りも、伝えていただけたの
し ん し

でした。感謝でした。

パンの分配の時、イエス様は「あなたがたが彼

らに食べ物を与えなさい」(マルコ6:37)と、弟

子たちに言われました。多くのパンを持ち合わせ

ない貧しい弟子たちでしたが、一行はその身の

丈にそったパンを配り始めたのです。そのパンは

大麦で出来ていて、分ける時にボロボロとパン

屑が落ちるのでした。ですので「パンの屑…を集

めると12の籠にいっぱいになった」というのは、
かご

分配に授かったひとりひとりも、与えられたほん

のわずかなパンを、さらに隣人と分かち合った

証拠だったと思うのです。だからイエス様は、貧

しい弟子達に多くのパンを買ってくることを命じ

られませんでした。貧しく「飼い主のいない羊の

ような有様」の人達も、「わずかなパンの分配(分

餐)に参加すること」を祈られたのです。それは、

自分の心の貧しさゆえに周りにいる人の困難が

見えなくなり、共感する心さえ失っていた者ら

が、「再び互いに出会い、共に生きるようになっ

た奇跡」だったのでした。

西小倉めぐみ教会が始めたフードバンクは、わ

ずか１０人規模のものですが、そこであらためて

皆さんの切迫した生活のしづらさを伺うことに

なりました。身の丈の分餐を通して、教会として、

また一人の人間として、共に考えてゆく姿勢をこ

こに教えられたのでした。こうして私たちは、自

分たちに与えられた「福音のはじめ」を思い起こ

フードバンクの配布作業



したのでした。

「ひとりひとりが抱えるしがらみや生きづらさ

から、むしろ豊かな人間関係を築くことが出来

る」と宣べ伝える役割が、キリストの家族として

の教会にあると考えます。そして、小さな教会だ

からこそ大切にしてきたこと、出来てきたことを

私たちはふり返りたいと思いました。私たちはフ

ードバンクの活動を始めた当初に、それが一方

的な押しつけとなり、受け取ることを負担に感じ

る方がいるかも知れないと不安でした。しかし蓋
ふた

を開けるとそうではなかったのです。積み重ねた

信仰の交わりへの信頼からか、今までになく等

身大で話をうかがうことができました。それは教

会の歩みと、皆さんそれぞれの苦難の歩みとが、

信仰で繋がった証だったと思います。私たちは
つな あかし

一人も欠けることなく、お互いがキリストの体の

一部分（Ⅰコリント12:20～27)であることを忘

れずにいたいと願いました。お互いに学び合い

ながら、これからも教会の歩みを続けてゆきた

いと願っています。感謝します。

試練と希望(ローマ5:1〜5）李清美
私は李清美と言います。在日２世で難病を３つ持つ自立障害者(※)です。連れ合いが牧師となり、

イーチヨンミ

また何十年来の夢であった新しい家も与えられた時、私は20代から試練ばかりでしたので、我慢し

てきた苦労が報われたようで、感謝しました。ところが５年前に右目を失明し、左目も徐々に視力が

なくなりました。「ああ、また神様は試練を与えられる…」

次には、棚谷さんが腹膜癌を宣告されました。試練を直視してゆけるように、全ては神様の御心と信

じることができるようにと、お祈りするしかありませんでした。今は、

それぞれ試練を受容しているように思います。ただこの先もっと大変

な事態になった時、自分はどうなってゆくのか、正直わかりません。

ただ、たとえどんな状況になっても、神様は傍にいてくださると、今

も確信できています。神様はどんな時も共にあって支えてくださると

いうことは真実です。身をもってそれを体験してきました。棚谷さん

を支えることが私の出来ることのひとつになりました。一日でも長く

たくさん、一緒に穏やかな生活をつくってゆければ、それは私に与え

られた奇跡だと思います。周囲の方から「つい、二人は大変な病気を

していることを忘れてしまいますよ！」と言われ、笑い合えるように

なりました。淡々と互いの病気を支え合い、日々を積み上げること

が、私たちの使命の一つだと思うようになりました。感謝です。

(※自立障害者…1970年代からの障害者運動の形。自ら介護者を集

め生活を営む。 著書に『私はマイノリティ あなたは？』現代書館)

<「日本政府がウクライナ問題に便乗するかのように、軍備増強・平和憲法改悪を
推進していることに抗議します」を発信しました。> （２０２２年５月８日）

本年２月２４日に発生したロシア・プーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻。様々な立場からの

発言がなされ、京都教区からも関連の声明文が発出されています。当教会でも、ひとりひとりの命と

人権を尊ぶ立場から、表記の抗議声明を当教会ホームページに掲載しました。（全文は同ホームペー

ジをご覧ください）

併せて当教会では、国境なき医師団ウクライナ緊急献金（３～４月）、ユニセフ・ウクライナ献金（４～

７月）、そして世界のあらゆる人道危機に神様の救いの御手が差し伸べられることを願い、国境なき

医師団緊急チーム献金（９～１１月）に取り組みました。ささやかでも平和をつくり出す群でありたく思

います。



< ウトロ平和祈念館を訪ねました >（２０２２年７月１０日）
京都府宇治市ウトロ地区は、当教会から直線距離にして２～

３km。文字通り隣人の生活する街です。同地区は、戦時中の日

本政府が京都飛行場建設のために多くの在日朝鮮人を動員し

て形成された集落です。終戦後、何の補償もないままそこに定

住した人たちとその子孫によって、この街が営まれてきまし

た。水道が引かれたのは１９８８年でした。

そして突然同地区の土地が転売され、１９８９年に同地区の

住民は強制退去を求められ提訴されたのです。当教会も含め、

多くの日本人が同地区の人たちを応援しました。１９９２年には

当教会の子どもたちが「ウトロ学舎」で、貴重な学びと焼き肉で交流の時をもたせていただきました。

２０００年、立ち退き訴訟に敗北してもあきらめず、韓国政府による援助など幅広い支援を経て、土地

の一部を買い取り、新たな街づくりへと踏みだしました。昨年８月に起きた放火事件にも屈せず、本

年４月末に「ウトロ平和祈念館」がオープンしました。当教会有志で訪ねました。同地区の歴史を詳細

に伝える展示も、同地区に生きた一人ひとりの生きざまの展示も印象的です。これからもずっとよき

隣人でありたく思います。（写真は飯場を移築した建物です）

< フリースペース「おやすみ」が京都府知事表彰を受けました > （２０２２年９月９日）
この度は、フリースペース「おやすみ」の活動が、京都府の知事から表彰

され、感謝です。これも教会や教会に連なる多くの方々のお祈りやお支え

があってのことです。

「おやすみ」には実に様々な利用者がいます。毎週14時きっかりに来て

趣味の話を本当に楽しそうに話したり、悩んでることをスタッフに相談し

たりして時間を過ごしたり、別の利用者は終わる17時5分前にきて、お茶

を1杯だけ飲んで会話もそこそこに、笑顔でお礼を言って帰っていく利用者、この前なんかは久しぶり

に来て、私と漫画を読めて楽しかったと言って帰っていってくれた利用者もいました。コロナ第7波

が襲いかかり一時的に閉めるか否かの話が出た時、私はその時来てた利用者に聞いて回りました。

みんな開いてて欲しいと言ってくれて、そんな利用者がそれぞれにかけがえのない時間を過ごしてく

れているんだと、スタッフ間で話し、開き続けることにしました。

これからもこんな小さな「おやすみ」の働きを祈りのうちに覚えてくださったら、嬉しいです。在主

柴垣孔明

< 引き続き礼拝において教会員が「証」に立っています。
あかし

そして岸本兵一牧師に感謝します >
ひよういち

当教会の礼拝では、時々教会員による「証」の時をもっています。それは抗

癌剤治療中の牧師の負担を軽くする意味もありますが、信仰の共同体として

「証」はとても大切な業であり「宣教」でもあると考えています。２０２２年に
わざ

は、次の方々に「証」をしていただきました。その要旨は当教会ホームページ

をご参照ください。

併せて、岸本兵一牧師（京都教区センター教会牧師）にも時々礼拝宣教のピ

ンチヒッターをお願いし、本年は４月２４日、９月１８日とお世話になりました。

感謝です。その要旨も当教会ホームページをご参照ください。

（写真は岸本牧師）

３月 ６日 橋本博さん 「歯ぎしりのあとに」

４月１０日 柴垣孔明さん 「『おやすみ』と私」
ひろあき

１１月２７日 三友明日香さん 「摂食障害と共に生きる」



「⻄⼩倉めぐみ教会を⽀える会」へのご⽀援のお願い
主の御名を賛美いたします。

西小倉めぐみ教会は、1981年、多芸正之牧師により創立し、2005年から倉橋剛牧師が、2015

年からは現在の棚谷直巳牧師が務めています。一貫して、社会の中で小さくされた人たち、貧しくさ

れた人たち、障害をもつ人たち、とりわけ精神障害者の人たちの課題を共に負って生きること、平和

を希求して歩むことを宣教の課題として歩んできました。

現棚谷牧師が伝道師であった1992年には精神障害者のいこいの場として「ほっとハウス」を創

設。これは四半世紀を経て大きく育ち、2019年５月には近隣地に新築移転しました。倉橋牧師就任

時には、不登校・ひきこもりがちな青少年の居場所「おやすみ」や、地域の方々と歌を通じて交流する

「歌ごえ」を創設し、現在も取り組みを続けています。2014年８月には宗教法人化し、今後永く教会

のはたらきを続ける基盤ができました。

同教会では、教会に集う人たち自身が精神障害者であったり、その家族に精神障害者がいる人た

ちが多くを占めています。弱い立場にある人たちが多く集う教会ゆえに、教会員による精一杯の献金

にもおのずと限界があります。そのため、牧師の謝儀に対し、京都教区宣教連帯の制度から援助を頂

き、さらに全国の皆様から「西小倉めぐみ教会を支える会」に献金をいただき、併せて教会の支出の

見直しを重ねてきました。これからも小さく弱い群だからこそ神様から与えられた使命を果たし続

け、その社会的はたらきをより広く知っていただくための発信を続けたく思います。厳しい経済的事

情にどうかご理解をいただき、「西小倉めぐみ教会を支える会」へのご支援をいただきたくお願い申

し上げます。 2022年 12月 西小倉めぐみ教会を支える会 代表 山下茂雄

（かがわ子ども・子育て支援センター館長）

今までに御献金いただいた方のお名前（敬称略・順不同） 2021.11.16～2022.11.20

安達太郎 板倉佐恵子 市川三本松教会 今井牧夫 岩城宏司 上野光歩 上橋和也

宇治教会 宇治教会すみれ会 鴨東教会 大石愛子 太田静人 大森輝子 交野教会 川上信

川部香代 君村千代子 京都教会 京北教会 金順喜 錦林教会 具民和 久道正

小石川白山教会 香月智貴 神戸多聞教会 越谷教会 小西望 坂口美樹子 下関教会

頌栄教会 世光教会 膳所教会 副島剛 草加教会 高石教会 高の原教会 高橋正行

竹内富久恵 丹瀬三枝子 丹波新生教会 田園江田教会 同志社教会 土佐教会 鳥羽匠

永見佳央里 難波幸矢 西新井教会 西千葉教会 野方町教会 浜垣誠司 原宿教会

ひばりが丘教会 伏見教会 舩矢直子 松山古町教会 丸井規博 三友由美子 水口教会

むさし小山教会 室町教会 森俊夫 山口具河那 山口純一郎 八幡ぶどうの木教会

李清美 上島良彦 呉成子 倉橋 剛・容子 小曽根一枝 柴垣孔明 杉本節子

田中 晁･千栄 橋本博 門戸幸子 棚谷直巳 (169 件 計833,252円)

＜教会バリアフリー化に対する献金＞

彦根教会 京都丸太町教会（２件 計8,000円）

振り込み⼝座番号(ゆうちょ)…00970-2-79224 (加⼊者名 ⻄⼩倉めぐみ教会を⽀える会)
ゆうちょ銀行は2022年1月から、現金を利用しての払込みに払込人負担の手数料110円を新たに設定しました。

この手数料はゆうちょ銀行のキャッシュカードなどを利用し口座から送金するとかかりません。

●教会のホームページをご覧ください！！
西小倉めぐみ教会のホームページを改良しました。毎週の礼拝宣教の要旨を載せております。

これからも少しずつ内容を充実させていきたく思います。過去の教会通信も掲載しています。是

非一度ご覧ください。アドレスは n-megumi.comです。

また、ひきこもりがちな若者が安心してすごせる居場所 フリースペース「おやすみ」のホームペ

ージもあります。アドレスはoyasumi.infoです。こちらも併せてよろしくお願いします。


