
移

送

・

出
所

さ

れ

る

方

は
、

必

ず
ご

一

報
く

だ

さ

い
。

No.36特定非営利活動法人 マザーハウス会報 （2015 年１月15 日創刊）

マザーハウス

このマザーハウスたよりは、 公益財団法人日工組社会安全研究財団の助成より作成したものです。

＊無題の文章には題名をつけさせていただきました。

＊イニシャルは、 苗字 ・ 名前の順です。
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《 表紙 》

光りんさん「メリークリスマス」

あなたは愛されるため、 また、 愛するために生まれてきたのです。

あなたが必要であり、大切です。 マザーハウスはあなたの家族です。
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　先日、 当事者スタッフの一人が 「大学で話をさせてほしい」

と言ってきたので、 お世話になっている教授にお願いしたとこ

ろ、 6 名の当事者を連れて学生たちと交流することができまし

た。 学生たちは、 真剣に話を聞いていました。 多くの学生た

ちが、 「当事者の話を初めて聞いた」 とアンケートに書いてい

ました。 また、 「なぜ中学高校でお話をしないのですか。 こう

いう話は中高生のときに聞くのがとても良い」 という意見も多

数ありました。

　私自身、 ミッションスクールの子どもたちに体験者のお話を

聞いていただくことが、 とても学びになると思います。 多くの当

事者が、 家族関係、 いじめ、 虐待、 孤独などで傷を持って

います。 その傷により、 犯罪に走ることもあります。 加害者で

ありながら、被害者の体験をした方が多くいると私は思います。

自分を理解してもらいたい、 分かってもらいたい、 そう思う人

が多いのではないでしょうか。 そういった人に関わる中で、 一

番大切だと思うのは、 目の前の人を愛し、 赦し合うことだと思

います。 家族の中でも様々な問題があると思いますが、 お互

いが腹を割って本音で語り合うことが大切ではないでしょうか。

　クリスマスを迎えるにあたって、 イエス様が聖書の中で語っ

た言葉が強く胸に響きます。 「私が来たのは、 罪人を招くため

である」 （マタイ 9：13 等）。 なぜ、 イエス様は 「罪人を招く」

と言ったのでしょうか。 特に、 受刑者の皆さんに、 この罪人と

はどういう人か、 その罪人のためにイエス ・ キリストが十字架

にかかったのは何故か、 ということを深く考えていただきたいで

す。 それはあなたのためであり、 大きな大きな愛であると思い

ます。 このことを、 クリスマスを迎えるにあたって、 しっかりと

考えていただきたいと願っております。

　そして、 キリストと結ばれた者として、 そのキリストの愛と赦し

を実践していくことが、 私が生きていくための道だと感じていま

す。 その道は、 厳しく、 苦しいものですが、 いつも母であるマ

リア様が助けてくださり、 信仰の母であるマザー・テレサが 「愛

は待ってくれない」 と語りかけて励ましてくださるのです。 その

大きな力をいただきながら、 来年も受刑者の回復と福音宣教

のために全力を尽くしていきます。

　私は大きな声で言いたいです。 教会に行っているクリスチャ

ンの方たちへ、 「言葉や口先だけではなく、 行いを通して互い

に愛し合いなさい」 （１ヨハネ 3 ： 18） というキリストのみ言葉

を実践してほしいです。 神様は、 小さい小さい人をとても大切

にしてくださいます。 このみ言葉は、 クリスマスに重なると思い

ます。

　メリークリスマス！おめでとうございます。

　まもなくクリスマスです。 この日は、 私にとって結婚記念日

であり、 信じるイエス ・ キリストの誕生日です。

　今年は、 小 ・ 中 ・ 高 ・ 大学生が、 受刑者の皆さん一人ひ

とりに贈るために、 思いを込めてクリスマスカードを作ってくださ

いました。 受刑者の皆さんにとって、 このクリスマスカードがキ

リストの愛と赦しのカードとなるとともに、 光と希望のカードにな

ることを願っています。

　少し驚いた出来事がありました。 社会復帰した受刑者が、

当法人と私の名前を使い、マザーハウスの関係者と名乗って、

刑務所内にハガキを送ったようです。 そのハガキを受け取っ

た方が、事務所を訪ねてきました。 その方の話では、「マザー

ハウスが様々なことの面倒をみてあげる」と言われたそうです。

その後、 お金を貸してくれるように頼まれ、 そのハガキの主に

1 万円を渡してしまったそうです。

　これは、 当法人と私の名前を利用した詐欺行為のように感

じます。 ハガキの主を信じて事務所を訪ねてきた方は、 「マ

ザーハウスと五十嵐弘志と書いてあるじゃないか」 と証拠を

突きつけ、 激しく支援をしてくれるよう迫ってきたので、 深い事

情を聴くため、 知り合いの警察官に介入していただきました。

　私は、 その方やハガキの主のことは全く知りませんし、 皆さ

んにもぜひ気を付けていただきたいです。 私自身が受刑者の

皆さんにお手紙を出すときは、 パソコンで書いてあります。 そ

して、 「出所後のサポートをする」 といったことをスタッフが書

くことはありません。 必ず、 法人の理事長である私を通して、

引き受けやサポートのお話をさせていただいております。 また、

スタッフが 「お金を貸してくれ」 と言うことは絶対にあり得ませ

ん。

　お金を得るために色々な方法を考える人がいるなあと思い

ます。 その悪いことを考える時間と知恵を、 良いことを考える

ことに使ってほしいと切に願っています。

理事長挨拶
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社会の声

監督 ： チョウ ・ ウクフィ

＊赦しを選ぶか選ばないか―――遺族の声を赤裸々に撮っ

たドキュメンタリー映画です。 ナレーションと、 実際の人物に

密着したビデオで構成されています。

＊前後のつながりが分かるよう、 一部編集させていただきまし

た。

はじめに

―――手紙が届いた。 連続殺人犯、 ユ ・ ヨンチョルからの

手紙。

ユ 「貴方様が私を赦すなんて私には不相応なお心遣いです」

　コ・ジョンウォンさんは、 ユ・ヨンチョルによって家族を失った。

そして、 辛い歳月を乗り越えた末に、 殺人犯を赦す気持ちに

なった。 しかし、 赦されるとは、 殺人犯にとっても思いもよら

ないことだ。

　生きるということと、 生き残るということは、 決して同じことで

はない。 残忍な殺人の現場に居合わせず、 それゆえに生き

残った。 傷は深く、 癒しがなかった。

コ 「私も （天国に） 連れてってくれ。 …本当は八つ裂きにし

てやりたかった。 赦した後も心はちっとも晴れません」

―――素朴だが普通の日常を奪われたアン ・ ジェサムさん。

救いは遠く、 怒りは身近にあった。

ジ 「現場検証へ行ったんだ。 さしみ包丁を新聞で包んで刺し

殺してやろうと…」

父 「心を入れかえて世の中のために死ぬまで奉仕活動して

真人間になってくれたら…」

ジ 「何言ってるんだ。 あんなヤツ。 家族が 3 人も殺されたと

いうのに。 しっかりしてくれよ。 家族が 3 人も…あいつは八つ

裂きにしないと。 みんな （天国から） 見てるじゃないか。 兄

貴たちがみんな。 今さら何でそんな…。 奉仕活動？あいつが

ボランティア？あんなに人をずたずたになるまで…あいつは人

間じゃない」

ケース１：

母、妻、息子を殺された

コ・ジョンウォンさん

　赦すということ。 それは一体、 何を意味するのか。

　生き残り、 遠い道をたどる者。 愛する家族を殺人者に奪わ

れ、 1 人残った彼が、 神の前にひれ伏し、 心から求めるもの

は何なのか。

　2003 年 10 月 9 日、 ソウルの住宅街で一家 3 人が鈍器

で惨殺された。 残忍な現場を最初に発見したのは、 仕事帰

りのコ ・ ジョンウォンさんだった。

コ 「チャイムを鳴らしても返事がない。 外から家の中は見えな

いし、 明かりもついてなく、 静まりかえっていた。 真っ暗でした。

リビングに入りました。 暖炉の前に妻がうつむいて、 ひどい姿

でした。 ぼう然として降りてきたら…玄関の方に行くと、 今度

は母まで…」

　想像もしなかったことが目の前にあった。 妻と 80 歳の老母、

そして一人息子が、 何者かに無残に殺されていた。 愛する

家族をいっぺんに 3 人も失ったのだ。

　一生懸命生きて、 それなりに満ち足りて仲の良い家族だっ

た。

　警察が怨恨事件だと断定するほど、 犯行は残忍だった。 し

かし、 事件は 1 年近く解決されなかった。

赦し
～その遥かなる道～

Y ・ K さん

死刑囚
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コ 「犯人がいたら、 八つ裂きにしてやりたいけど、 家族はみん

な死にました。なぜ私たちが…？人に怨まれたこともないのに。

あんなむごいことが…いくら探しても犯人の手がかりはなかっ

た。 唯一の目撃者は、 飼っていた金魚たちだけ。 金魚たち

は犯人を見ています。 見たんなら、 どうか教えてくれと言って

も、 尻尾を振りながら泳ぐだけ…。 何度嘆いたことか…」

　10 ヶ月後、 犯人は捕まった。 稀代の連続殺人犯、 ユ ・ ヨ

ンチョル。 彼がコさん一家殺害を自白した。 理由はなかった。

怨みも。 金目当てでもなく、 動機の無い殺人だった。

　犯人は分かったが、 昔の幸せだった時間は戻ってこない。

ひとかけらの希望もなかった。

コ 「私にはこの世にいる理由がありません。 すぐにでも、 去っ

た人を追いかけたい…気が抜け、 もう死にたいとだけ思ってい

た。 私に何の希望があるのか…。 生きる理由がありません」

　絶望のトンネルは暗く、 長かった。 コ ・ ジョンウォンさんがで

きることと言えば、 生きていた頃の妻と家族の姿を思い浮か

べることだけだった。

コ 「これがハワイ旅行の記念ビデオです」

　仲むつまじい夫婦だった。

　ある日、 コさんは、 漢江 （河川） に行った。 それまで何度

も心に決めていたことを実行するために。

コ 「犯人は見つかり、 私がするべきことはした。 今は家族の

後を追うしかない。 それしか残されていない。 60 を過ぎた私

に何が残っていますか？このまま生きても…。 前だけを向い

て一生懸命生きてきました。 今はもう家族もいません。 お金

を稼いでどうしますか？だから、 私はもういいから、 犯人を赦

して整理したかった。 それ以上の意味はありませんでした」

　全てを失い、 絶望の果てに、 最後に彼は殺人者を赦すこと

で、 自らの人生を整理したかった。

コ 「犯人にも幼い子供がいます。 あいつは自分の罪に相応の

償いはするでしょう。 しかし子供には、 私の孫のような歳の子

供たちには罪がない。 親のせいで幼い子供たちまで、 一生、

汚名が付きまとう」

　身を投じるつもりで来た漢江。しかし、赦すことを決めた瞬間、

突然全てが変わり始めた。

コ「ここから飛び降りようと思ったんです。 しかし、赦してみると、

神のご意志なのか、 “死” が去っていきました。 最初は死ぬ

つもりだったのに、 赦してみると、 その思いが消えました。 残

された娘たちのためにも、 もっと生きねばならないと。 事件以

来、 眠れなくて、 寝ても１、 ２時間ほど…。 でもその日は不

思議なほど無我夢中に眠りました。 ただ眠りました」

　赦しを思い浮かべたとき、 あきらめていた人生が再び動き出

したのだ。

　その後、 コ ・ ジョンウォンさんは、 殺人犯ユ ・ ヨンチョルが

死刑だけは免れるようにと、 嘆願書を書いた。

　忘れることも、 癒えることもない傷。 地獄のような時間の中

で、コ・ジョンウォンさんは、自ら命を絶つことさえできなかった。

殺人犯ユ ・ ヨンチョルを赦すことが、 彼が唯一選択できたこと

であり、 彼が生きる道であった。

　そして人生はまた続いた。 以前のように、 毎朝の運動も始

めた。 しかし、 世界は昔のように、 楽しくも美しくもなかった。

死の誘惑が全て消えたわけでもなかった。 生きていても、 彼

の心は別の監獄に閉じ込められていた。

コ 「今でも、 アパートの窓から、 10 階から飛び降りたくなる。

川に飛び込んで、 溺れ死ぬことさえできれば…。 私たちを一

晩でばらばらにしたのは、 誰の意思でしょうか…」

　事件後、 1 人小さな部屋を借りたコさんは、 娘の部屋から

家族の写真を持って来た。

コ 「持ってくるのがつらかった。 末っ子の娘が最近またつらい

みたいだ。 私のことにも責任を感じてるようで、 今日精神科で

薬をもらってきたけど、 本当にげっそりとしてしまった」

　嫁いでいた 2 人の娘は、 災いを免れた。 しかし、 衝撃と苦

痛は娘たちを直撃した。 彼女たちは、 殺人者を赦した父を受

け入れることができなかった。

コ 「娘たちには、 私が理解できません。 よりによって自分の

父が…。 誰に聞いても、 赦すなんてありえないと言うのに、

何でお父さんは赦すのかと。 私はバカだからこんなことをして

るんです。 でも、 だから、 私はまだ生きていられる。 娘たちは

私をこう思っています。 お父さんは気が狂ったと。 本当に狂っ

てしまったと。 理解してもらえません」
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　久しぶりに、 コさんは自宅のあった路地へ入った。 二度と来

ないと考えた昔の家。 ここで２０年間、 平和に暮らしていた。

コ 「あそこが息子の部屋です」

　今は高い鉄の塀に囲まれているが、昔は低かった。 それは、

コさんのプライドでもあった。

コ 「家を建てるとしたら、 高い塀は嫌でした。 まるで刑務所み

たいな気がして…。 塀は嫌いでしたが、 作らないわけにもい

かない。 低い塀にしましたが、 犯人はそれを越えて入ったん

です」

　向かいの家に住む弁護士のファンさんは、 親しくお付き合い

していた隣人だった。

フ 「ご自分から赦したと？」

コ 「ええ…」

フ 「信仰から？」

コ 「はい」

　事件当時、 コさんは、 一番にファンさんに助けを求めた。

フ 「本当に怖かったわ。 夜中にインターフォンが鳴って、 一

体どこの誰だろう？と。無視はできないし、恐る恐る出てみると、

あごがガクガクと震える音がして、 イタズラかと思いました。 ど

なたですかと何度も尋ねました。 見てみると、 本当に震えて

いるのです。 あの時、 何も履かずに素足でしたね」

コ 「はい。 本当に驚いて慌てていたから。 玄関も２階もみん

な…」

フ 「あの犯人のユ ・ ヨンチョルは、 最初はうちを狙っていたの

はご存知でしたか？」

コ 「知りませんでした」

フ 「警察の調書に書かれていました。 その時、 家の修理で

業者が出入りしていたので、 入れなかったらしいです。 ここで

40 分粘ってから、 お宅の方に入ったらしいの。 あなたは私の

身代わりになったみたいで申し訳ないです…。 あんな恐ろしい

殺人鬼を生かしておいて何になりますか」

コ 「実は私は今、 死刑に反対しています…」

フ 「やめてください。 私は同意できません。 …神のご加護が

ありますように」

　被害者遺族であるコさんが、 犯人を赦すとは、 世間の人々

には理解しがたいことだ。 訪れた昔の町で、 彼はもう一度、

そのことを確認するだけだった。

　10 月 9 日の夜明け、 コさんは朝早く家を出た。 家族の墓

地に向かう道。 今日は、 惨劇からちょうど 4 年目の日である。

家族 4 人を一度に失った 4 年前の今日、 その時以来、 たと

え一瞬でも、 幸せというものが訪れたことはない。

コ 「母さん、 おまえ、 愛する息子よ。 もう 4 年が経った。 私

も早くそっちへ行きたい」

　火葬をして、 墓地の横の空き地に遺灰を撒いた。

コ 「ここに 3 人の骨を…撒きました…。 一人で生きていけな

いよ… （嗚咽）」

コ 「私の家族がこんなふうになって…気が滅入ると、 夜遅くま

で眠れません。夜中の 1 時でも２時でもここに来ます。ある日、

夜中にお焼香して、 帰る途中、 ふと見ると、 ヒキガエルが歩

いてくるんです。のしのしと階段を這い降りて…それで、亡くなっ

たみんなが私を見送りに来たのだと思いました」

　今日のように辛い日こそ、 残った２人の娘と一緒に来れば

良かったのだが、 今日も彼は一人だった。

（娘への電話）

コ 「お墓に行って、 墓参りをして、 お焼香を捧げてきたよ。

わた雲が本当にきれいだったよ。 …犯人のためではなく、 私

のためだと思ってくれ。 亡くなった３人のために、 お父さんは

すべてを受け入れているだけだよ。 みんなが望まないことをし

ているわけじゃない」

　殺された家族と生き残った自分。 みんなのために殺人者を

赦したかったのだが…

コ 「父さんの人生は父さんの。 私の人生は私の… （と言わ

れてしまった）」

　赦した時から遠ざかった娘たちとの距離は、 なかなか縮まら

ない。

コ 「これで良かったのか分からない…」

一兵さん
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　その日の夜、 教会で知り合った人たちと小さな集まりがあっ

た。 その場でコさんは正直な思いを打ち明ける。

コ「４年が経ちましたが、辛いです。犯人を赦してはみたけれど、

それが心の傷を癒すのに何の助けになるのか。 疑問です」

　事件直後、 苦痛に耐えきれず、 やみくもに訪ねて行った教

会で、 初めて出会ったキムさん。 彼は後に、 コさんを神に導

いた。

キ「彼の思い悩む姿に、私は一目で気づきました。コさんは今、

こんなにも辛い状況なのに、 誰にも迎えてもらえない。 苦しん

でいる彼に、 私が先に声をおかけしました。 コさん、 私で良け

ればお話ししませんかと。 カトリックにお誘いしました。 私たち

は共に語り、 一緒に泣きました。 どれだけ辛く苦しんだか、 二

人の親交を深め、 多くの涙を流しました」

　神に出会わなければ、 彼の残された人生は、 怒りと憎しみ

で打ちひしがれたものになっていただろう。 それでも、 残され

た娘たちとは心を通い合わせて生きられたはずだ。

キ 「コさん、 私も同じように辛い。 もう泣かないで。 辛いのは

分かります。 勇気を出して頑張りましょう。 一生懸命に生きま

しょう」

　神がお導きくださった赦しは、 残酷にも安らぎだけはもたらし

てくれなかった。 それさえも神の御心なのか。 今、 コさんは

認めることのできない現実の中に一人だけ取り残されている。

コ 「こんなに愛していたのに、 なぜ先に逝ったんだ。 私を愛し

ていたのなら、 連れて行ってくれ。 私も行きたい。 母には申

し訳ない事ばかり…。 夫らしいことも父らしいこともできなかっ

た。 本当にすまない。 この私が…。 末の娘はかわいいですよ。

目に入れても痛くないくらい。 優しくてかわいくて。 あの子も、

お父さんはやりすぎだって…。 本当に気が狂いそうです、 この

思いを誰に訴えたらいいのか」

　生きていること自体が罪深く、 娘たちの傷を押し広げただけ

のようですまないと言う彼に、 今はどんな言葉も慰めにならな

い。

ケース２：

４人兄弟でただ１人生き残った

アン・ジェサムさん

　連続殺人犯ユ ・ ヨンチョルに殺された 21 人の中には、 道

端で屋台を引いていたアン ・ ジェサムさんの兄もいた。

　現場検証の日、 被害者の遺族たちは絶叫した。 パトカーに

乗っている犯人に向かって怒鳴りつける人々と、 それを制す

る警察官たちで、 道端はごった返していた。

「主人の顔を見分けがつかないくらい目から何から突き刺して

…顔が分からないように…。 あいつをもっとむごく殺してやる」

「出て来い！この野郎！」

　3 年の月日が流れる間、 市場に密集していた屋台は全て

撤去され、別の場所に移された。 長男を失った父、アン・ジャ

ンスンさんは、 そこで 1 人、 屋台を営んでいた。

　4 人兄弟の長男は、 屋台を引いていた。 働き者で、 一家

の大黒柱だった。 少しずつお金を貯めて、 少しずつ暮らしが

楽になっていった。 その頃、 父は幸せだった。 しかし、 穏や

かな余生を過ごすというささやかな願いは、 一晩にして崩れ

去った。

　父は、 現在、 三男のジェサムさんと 2 人で暮らしている。

現場検証当時、 殺人犯に対して激しい怒りを見せたジェサム

さんは、 未だに感情を整理できていない。

ジ 「残酷に殺されました。 兄をあれほど残忍に殺した殺人者

が、 同じ空の下に生きていることを、 彼は許すことができない。

あいつを早く忘れないと…俺が生きるためにも忘れたい。 でも

いつも、 今も目の前に見えるんです。 早く消えてほしい」

　長男の突然の死に衝撃を受けた家族に、 次々と悲劇が襲っ

てきた。

ジ 「次男は長男と一緒に商売をしていました。 弟も一緒だっ

たけど。 撤去されました。 屋台を移動したあとは、 商売も上

手くいかず、 生活も苦しく、 すごく悩みました。 兄貴のことが

頭から離れず、 アパートで自殺しました」

　事件直後からうつ病で苦しんでいた次男は、 6 ヵ月後、 自

ら命を絶った。 それから 1 年も過ぎないうちに、 今度は末の

弟が世を去った。 薬を飲んで死んでいた彼を発見したのは、

父だった。
F ・ K さん
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父 「あの朝、 ノックしても静かでした。 持っていた鍵で開けて

中に入ると倒れていて…。 息をしているか確認したけど、 ダメ

でした」

　長男が殺された後、 2 人の弟は相次いで自殺した。 長男

の嫁も家を出て、 アンさんの家族はばらばらになってしまった。

1 年も経たないうちに、息子 3 人と家族の幸せ、すべてを失っ

た父は、 生きる希望がないという。

　次々と押し寄せる不幸のなかで、 １人生き残ったジェサムさ

んも、 不眠症と頭痛に悩まされ、 薬に依存している。

ジ 「兄貴と弟がいつも夢に出てきます。 薬で忘れたかった。

眠れないから、 毎晩眠れずそのまま夜が明けるんです」

　心の中に、 怒りと復讐心を抱いたまま生きるのは、 彼にとっ

ては仕方のないことかもしれない。 いや、 復讐心こそが、 今

彼に生きる力を与えているのだろうか。

ジ 「殺された兄貴たちの代わりに、 俺が復讐してやるんです。

（兄弟たちが） 毎晩夢に出てきて、 復讐してくれと…。 正直

に言うと、 俺も法に従って生きたいが、 ダメなんです。 何も悪

いことしてないのに、 こんな目に遭う。 頭がおかしくなりそうで

す。 殺人鬼は今もあの中でのほほんと生きている。 息子が殺

された父親の気持ちが分かりますか？息子たちが 1 年間で 3

人も死んだ…」

　1 人残った息子は、 日々つのる憎しみを糧に生き、 老いた

父は、 愛する家族の喪失に立ち直る術を持たない。

ケース３：

娘を彼氏に殺された両親

（犯人は殺人の直後に自殺）

　毎日娘のために祈るとき、 親は、 娘を殺した男のための祈り

も忘れない。 2 人は、 彼を赦したかった。

――娘を殺した男のために祈るんですか？

母 「ええ、 毎日…」

――何と祈るんですか？

母 「娘を殺した男にも、 神さまのお救いをと。 よくしてくれた

時もあったから、 救われますように、 安らかになれるよう、 毎

日祈ります。 娘のことと一緒に」

父 「彼は悪人ではない。 会ったこともあるし、 いい人だと思っ

ていました。 娘が戻るなら、 私の命を捨ててもいい。 娘は本

当に…。 あんないい子が…。 何と言えばいいのか…。 あの子

がこんなことになるとは想像もしなかった」

　しかし、 赦そうと思うまでの道のりは簡単ではなかった。

母 「部屋にあったマリア像を窓から投げ捨てようとしました。 こ

れだけ神を信じているのに、 こんなことが起きるとは。 なぜ神

を信じるのか。 応えてもくれないのに…」

　酒が入ると、 父親はずっと押し殺してきた思いを打ち明ける。

父 「復讐できなかったのが悔しい。 だから…」

母 「そんな話しないで」 

父 「黙ってろ。 私はあいつの家に火をつけてやりたい。 息子

があんなことをしたのに謝罪ひとつもない」

母 「赦したんでしょ？」

父「いいや、赦してない。 私はできない。 土下座して謝っても、

赦すことはできない。私が生きている間は赦さない。赦せない。

絶対に…。 毎日教会に行きますが、 ダメです。 赦せない…」

　娘の死後、時間も、記憶も、人生までもが止まってしまった。

どこに行くべきか、 何をすべきか、 夫婦は道を失ってしまった。

F ・ K さん

光りんさん 「耳をすませば②」
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死刑囚たち

―――29 歳で死刑を宣告され、 13 年間、 死刑囚として生

きてきたジョン ・ ビョングン。

ジョ 「今日死刑が執行されても、 死ぬことを嘆きはしません。

自分の犯した罪のむごさ、 また自分の立場も、 そして現実と

いうものをよく分かっているからです。 今私が望むことはたった

一つだけ。 何かというと、 あの時と違う今の自分を見てほしい

んです。 死ぬ前に、一度だけでも。 遺族の方に知ってほしい。

それが私の望みです」

　彼は、 1994 年、 暴力団の同僚とその恋人を殺害した。

ジョ「被害者とご遺族の方には、死ぬ前に赦しを請いたいです。

安らかに死を迎えたいし、 私が赦しを請う本心を分かっていた

だきたいのですが、それはまだ叶っていません。 この 10 年間、

一日も欠かさず、 償いの祈りだけを捧げました。 遺族の方の

苦痛、 そして傷を、 祈りで少しでも和らげたい。 この私の思い

が伝わればと、 いつもそう思っています」

―――チェ ・ ジョンス。 11 年前、 死刑宣告当時、 彼はわ

ずか 21 歳であり、 暴力団組織の一員だった。 彼らは、 40

代のスナックの女主人を生き埋めにする猟奇的な犯罪を犯し

た。 捕まった後も、 全く反省のそぶりを見せず、 人々を戦慄

させた。

チ 「思い出したくありません」

――なぜあんなことをしたか自分でも理解できないと？

チ 「後悔ばかりです。 なぜあんなことをしたのかと。 後悔に後

悔を重ねて、 それでも答えが見えないから、 今はただ受け入

れています。 私が被害者の方を殺したのだから、 当然のこと

ですが、法の審判を受けます。 甘んじて罰を受けるつもりです」

　信仰を得て、 彼は、 不遇な少年時代、 ひねくれた怒りだけ

で生きてきた過去の人生を振り返るようになった。

チ 「赦してくださいとは言えません。 一生懸命生きている姿を

一度だけでもお見せできれば…。 昔の私とは変わった、 改心

した今の姿を見せて謝罪したいです」

　若い日、 残忍な殺人で死刑囚となった彼らは、 出遅れと知

りながらも、 被害者の家族に赦しを請うていた。

死刑廃止国家宣言式

　母親と妻、 息子を奪われたコさんは、 人権団体が主催する

死刑廃止国家宣言式に出席した。 この 10 年間、 死刑執行

が一度もなかったので、 実質的な死刑廃止国家になったこと

を知らせるイベントであった。 この場には、 キム ・ デジュン元

大統領も出席した。

司会 「ここに来られること自体が誰よりもつらかったと思われ

る方をご紹介します。 まことの “赦し” の主人公、コ・ジョンウォ

ンさんです」

コ 「2003 年 10 月９日、 私の人生はこの日から止まったまま

です。 あの恐ろしい事件現場が寝ても覚めても思い浮かび、

気が狂いそうでした。 いいえ、 実際に気が狂っていたのかも

しれません。 私はこれまで、 死刑制度について深く考えたこ

とはありませんでした。 死刑という言葉さえ、 思い浮かべたこ

ともありません。 なぜなら、 死刑とはテレビや映画の中での出

来事で、 平凡に暮らす人には無関係なことだからです」

　遺族の中でただ一人参加したコ ・ ジョンウォンさんに、 取材

陣が集まった。 催しの後、 シスターが静かに一人の老人を紹

介した。

シスター 「この方は死刑囚の父親です」

コ 「…おつらいでしょう」

死刑囚の父 「ありがとうございます…」

　しかし、出会いは短く、二人の会話はそれ以上続かなかった。

取材陣 「今のご心情は？」

コ 「…複雑です」

　一方、 アン ・ ジェサムさんは翌日、 死刑廃止国家宣言式

の記事を見て、 表情が硬くなった。

ジ 「これを見ると頭にくる」

父 「どうして？」

ジ「死刑を廃止しようって。人を殺しても死刑にならないってさ。

何百人殺しても死刑をやめようって」

F ・ K さん
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父 「一体どこの国の話だ？…韓国？この国の話なのか？」

ジ 「むかつくし反吐が出る。 頭にきて死にそうだ。 勝手すぎる

よ。 遺族に相談もしないで。 死刑廃止しろなんて…同じ痛み

を味わってみればいい。 親兄弟を殺された痛みを」

　そして、 コ・ジョンウォンさんに対しても、 怒りを隠さなかった。

ジ 「自分の妻を無残に殺されながら、 赦すだって？それでい

て愛していたと？どうかしてるよ。 それが父親の言うセリフか？

娘たちが納得するか？人でなしって言うだろうよ。 この人は誰

かにそそのかされて死刑廃止を叫んでるんだよ。 誰かに洗脳

されて利用されているだけだ。 そうに違いない。 赦しは神の

思し召しだと？神様が何を赦してくれるんだ？言ってみろよ」

　殺人者を赦すという、 遺された遺族の言葉を、 彼は到底認

めることはできない。

――犯人が処刑されたら心が晴れますか？

ジ 「もちろん晴れますよ。 あいつが消えたら忘れられます」

――気持ちを楽にするために犯人のことを忘れてしまおうと

は？

ジ 「それは無理です。 死ぬまで忘れられない。 絶対にね。

国がやらないんなら俺が殺してやりたいよ」

・ ・ ・ （１月号に続く）

　主人が、 お風呂上りに 「背中にクリームを塗ってくれ」

と言ったので、 裸で正座をしている主人の背中に、 クリー

ムで 「罪人」 と書いた。

　お尻が出ているその姿を、 携帯の写真におさめた。

Lovely　DAYs

理事長の奥さんＡさんによる

信仰とは・・
（へブル 11：1）

ささきみつおコーナー

＊ささきみつお ブログ ： http://ixsasaki.ti-da.net/

・・望んでいる事柄を確信する

　「一生懸命頑張ったけど、 もう君とはやっていけない。 僕に

は新しい彼女ができたんだ。 彼女と一緒に暮らすから、 二度

と戻って来ないよ。 さようなら」。

　こう置き手紙を残し、 ある日突然、 妻の留守中に、 夫は自

分の荷物を車に積んで家を出て行った。

　数年前に愛し合って結婚した共働きの夫婦の間には、 次第

にすきま風が吹くようになり、 最近では喧嘩が絶えなかった。

　一人になって事態の重大性に気づいた妻は、 心から自分の

非を悔いた。 四方八方、 手を尽くしたが、 夫の行方は分から

ず、 絶望のうちに過ごした。

　それでも、 気を取り直して、 天の父に必死に祈った。 「主よ、

私の罪を悔い改めます。 家を出て行った夫を赦します。 どう

しても、 もう一度やり直したいです。 どうか、 夫を私の元へ戻

してください！」。

　毎日真剣に祈っているうちに、 妻は夫が戻ってくることを確

信するようになった。

・・まだ見ていない事実を確認する

　寂しさに耐えかねた妻は、 朝晩二人分の食事を作り、 食卓

に自分の分と夫の分を置いて、二人でいるつもりで食事をした。

こうして、 夫がいつ戻って来ても良いように準備をした。

　ひと月経ってもふた月経っても夫は戻って来ない。 それを

知った妻の知り合いたちは、 あきれて、 「毎日二人分の食事

を作るなんて、 もったいないからやめなさいよ」 と、 口をそろ

えて忠告した。 しかし、 夫が必ず戻ってくると信じた妻は、 二

人分の食事を作り続けた。 でも、 一年経っても二年経っても

夫は戻らない。

K さん
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　「どうせ戻って来るはずないから、 あきらめて再婚相手を探

したらどうなの」。夫の帰りを待ち焦がれるあまり、気が変になっ

てしまったのではないかと心配して、 周囲の人たちは優しくさと

してくれた。

　けれども妻はあきらめなかった。 逆に、 あたかも夫と一緒に

暮らしているように、 目に見えない夫に対して家の中で話しか

けるようにした。 その日の出来事を語ったり、 決断に迷ったこ

とを相談したり。。。 もちろん答えは返ってこなかったが。。。

　ある晩、 いつものように一人で食事をしていると、 誰かがドア

をノックする音が聞こえた。 その瞬間、 妻は、 夫が戻って来

た！と直感。 ドアを開けると、 げっそりやつれた夫が、 みすぼ

らしい姿でうなだれて立っていた。

　「あら、 あなた。 今日は遅かったわね。 夕ご飯冷めてしまう

わよ」。 そう言って、 妻は夫を食卓につけた。 夫が無事に帰

宅した感謝の祈りをささげた妻は、 いつものように、 その日の

出来事を楽しそうに夫に語りながら、 一緒に食事をした。 その

自然な雰囲気の中で、 夫は出張から帰ってきたような気分で

会話をしていた。

　なんと、 夫が戻って来た日は、 家を出ていった日のちょうど

三年目であった。

・・疑いに打ち勝つ信仰

　私は、 この証を聞いて非常に感動した。 周りの人たちの常

識的な見方もさることながら、 実際には、 妻本人にも内心の

激しい戦いがあったのではないだろうか。 「二人分の食事を毎

日作るなんて、自分はなんと無駄なことをしているのだろう」「い

つまで経っても戻って来ない夫を待ち続けるなんて、 自分は

なんと愚かなことをしているのだろう」。。。

　けれども、 その都度、 信じる意志の力で、 様々な疑いに打

ち勝ったのだと思う。 そして、 願っていることを本当の事実とし

て信じ、 それを心にリアルに描き続けたのである。

　「なんでも祈り求めたことはすでにかなえられたと信じなさい。

そうすれば、 そのとおりになるであろう」 （マルコ 11:24）

　A 君は、 「おなかのあかちゃん、 だいじょうぶ？」 と心配

をしてくれるのに、 仮面ライダーになりきって飛びかかってき

ます （汗）。 大きくなったら仮面ライダーになりたいそうです。

　この間、 A 君が主人と出かけて帰宅した時、 「きょうね、

くるまにのったらママがいなくてすこしさびしかったの、 あいた

かったよー！」 と抱きついてくれました。 隣で見ていた妹の

K ちゃんも抱きついてくれて、 至福の時を感じました。

　一番嬉しいのは、 二人が仲良くしている時です。 A 君が、

「ママーうんちとこしっこ （おしっこ） でたからアイシュたべ

ていい？」 と聞いてきたので、 「人生そんなに甘くない」 と

言ったら、 「うん♪ A くんあまいのだいしゅき」 と言って、 冷

蔵庫からアイスを出して勝手に食べていたけど、 ちゃんと K

ちゃんと分け合って食べていました。 お互い泣かせてしまっ

た時は、 「ごめんね」 といい子いい子して、 最後に仲直りの

チューをします。

　K ちゃんは A 君のことを名前で呼び捨てにしています。

言葉を話せるようになったら、 どんな会話をするのか楽しみ

です♪

育児日記

理事長の奥さんＡさんによる

なかよし♡

Y ・ K さんF ・ K さん
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家族が逮捕されたら、
子どもに伝えるべきか

心の相談室

カウンセラーの岩崎さんによる

　「もし、 配偶者が服役したら、 子どもにはどこまで伝えるべき

か？」 との質問をよく受けます。 今日は、 これについての私

の意見です。

　支援団体の中には、 「正直に話すことが一番いい」 と言う

人がいます。 私の答えは、 事件の内容、 子どもの年齢、 現

在の家族関係などを考えると、 やはり、 一概には言えないの

です。

　一つの事例です。

　父親が罪を犯して服役することになり、 家を空けた。 子ども

は、 「父は家族を大切にせず、 家を捨てた」 と思った。 大切

にされない家族として存在している、 と思い込んだその子ども

は、 自分を大切にすることができなくなり、 問題行動を多く起

こすようになった。

　これは、 よくある負の連鎖です。 「片親の家庭は、 子ども

が問題行動を起こしやすい」 という統計は、 確かにあります。

それは、 その家族が子どもに対して、 サポート、 思いやり、

受容などを欠きやすい状態に置かれるからです。

　私は、 「服役を子どもに伝えるべきか？」 という議論をこれ

までも度々してきました。 親が服役中の子ども達と関わってき

ていますが、「嘘をついてもらって良かった」 と言った子どもは、

一人もいませんでした （後述しますが、 言えない期間というの

はあってもいいです）。

　真実を伝えないということは、 「伝えない人自身が、 事件に

対して、 偏見ややましさを持っている」 ということです。 私は、

この話をするたび、 「それは誰の問題なの？」 と、 何度も自

身への気づきへと立ち戻されるのです。 そして、 親の問題か、

子どもの問題か、 境界線を確認します。

　「父親が犯罪者であることを、 子どもに伝えない ・ 伝えるこ

とができない」 のは、 誰の問題なのでしょうか？ 「子どもの問

題だ！」 と大人は考えがちです。 しかし実際は、 伝えること

に躊躇している、その人自身 （この場合は大人） の問題です。

　では、 どのように伝えれば良いのでしょうか。

　幼少の子どもには、 その子の理解可能な簡単な言葉で、

手短かに、 事実の情報を伝えます。 「先月、 この家に警察

の人がおとうさんを逮捕しに来たよ」 といった具合です。 さら

に子どもが尋ねるときは、 子どもに知る準備ができたと思えた

ときには、 情報を共有します。

　マスメディアの報道記事ではなく、親として子どもと向き合い、

何が起きたかを共有します。 教えるというよりは、 知っている

こと、 感じたことを共有するのです。 これは、 とても貴重な機

会となります。 社会一般のマスメディアよりも、 家族の気持ち

の方に子どもが向いてくれる、 かけがえのない機会となります。

　また、 就学前の小さな子どもの場合、 比較的大きなショック

を受けますが、 子どもゆえの回復力があります。 常識という社

会的偏見に染まっていない分、 事実を事実として受け入れら

れるようです。 そして、 正直にこちらが伝えた分、 子どもの無

垢な部分が、 それを受け取り、 家族間の対話による和解が

進みます。

　ただ、 時と場合による例外もあります。 事件直後など、 ど

うしても 「今言うべきではない」 と判断した場合は、 どうして

そのときに言えなかったのかも含めて、 後で充分な説明をし、

共有します。

　家族が服役するということについて、 注意点が幾つかありま

す。

　まず、 事件が起きて服役するということは、 「本人が望んだ

結果ではない」 ということです。 よく、 常識のある人は、 刑務

所に入るということを、「犯罪をしたから、当然の報いを受ける。

本人はそれを分かっていて犯罪し、 服役している」 というよう

な言い方をします。 しかし、 事件を起こし、 服役に至るまでに

は、 本人にしか知りえない事情があります。 そして、 その報い

の範囲を、 家族にまで及ばせる必要はありません。

　常識は偏見を助長します。 私は、 カウンセリングでは、 向

かい合っているクライエントに対する、 そういった常識から抱く

偏見を少しでも減らせるように、 気をつけています。

　次に、 「事件に至るまで、 家族だけではそれを防げない」 と

いうことです。 家族内の愛や思いだけでは、 犯罪は防げない

のです。

　よく、家族 （特に配偶者） は、「なぜ気づいてあげられなかっ

たのだろう？」「思いやりや気遣いが足りなかったのだろうか？」

という自責の念に駆られます。 確かに、 愛や思いやりという目

に見えないものは、 人を助ける大きな力となります。 しかし、

家族間の愛や思いやりだけでは、 限界があります。
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塀の中のたより

N ・ M さん

　６月号の G 刑 G ・ H さんの文章を読みまして、 私の心に重

く刺さりました。 まさに今の私の立場と同じです。 私も班長や

舎房配食をやらせて頂いておりますが、 今、 人間関係で悩

んでいます。

　G ・ H さんの文章を読んでいますと、 今、 私が悩んでいるの

は小さい事だなと思うのです。 今まで私は、 この悩みを、 安

全な方に逃げる方法ばかり考えていました。 相手に対して私

が言葉を発すれば、 すぐに喧嘩になる事ばかり考えていまし

たので、 工場担当に 「班長を下ろしてください」 とお願いした

ところ、 「そこはお前の試練だ。 話して分かってもらう事はでき

ないのか。 もしその結果が悪い方に出たとしても、心配するな」

と言われました。 私は、 どのような意味なのかと思い、 考え

ていました。

　今回の G ・ H さんの文を読んで、 これは私にとって良いアド

バイスだと感じました。 ネガティブに考えないで、 ポジティブに

考えれば、 これもまた自分自身にプラスになる事だと思うよう

になりました。 これが、 工場担当の言う 「心配するな」 という

事なのかもしれませんね。

　G ・ H さんの言葉を胸に、 明日、 相手に私の心の内を話し

てみるつもりです。 このようにして人は学び、 大きくなっていく

のですね。 この試練を乗り越えられるように神に祈っておりま

す。 どうか皆さんも、 こんな私のために祈ってくだされば幸い

です。

　絵を描いてみましたが、 A くんに似てますかね。

　子どもたちは、 「どうして刑務所に入ってしまったのだろう？」

などの 「どうして？」 を抱き、 親たちに質問をします。 子ども

の発言で、 近所の人たちに家族が刑務所に入っている事実

がバレるのではないか、 と不安に思い、 多くの家族 ・ 親戚が、

刑務所に身内がいることを隠したがります。 子どもには、 「尋

ねるのをやめなさい！」 と言います （これも、 やめさせたいの

は誰の問題なのか？ということに繋がります）。

　私は子どもに、 「あなたはなぜ家族が事件を起こし、 服役し

たと思う？」 と聞きます。 そうすると、 子どもたちは子どもたち

なりに考えて、 「父さんは家族を想って、 辛いけどこうするしか

無かったんだ」 「仕事をなくしてつらかったんだ」 「こころの病

気がどんどん悪くなっていったんだ」 と、 彼らなりのきちんとし

た理由に行き着きます。

　子どもが悲観にくれていても、 それも自然で健康的な反応

であり、 生命力の証しです。 一人ひとりに異なる独自の悲嘆

があります。 大人にも子どもにも、 それを乗り越える自然治癒

力が備わっています。 身体に自然に怪我を治す力があるよう

に、 心にも自然治癒する力があるのです。 子どもたちに必要

なのは、 思いやりと受容であると私は信じています。

　私は、 これまで通り、 これからも、 クライアント中心のカウン

セリングを続けていきます。 子どもや家族の悩み、 人間関係

の悩み、 恋愛の悩み、 仕事や職場関係の悩み、 体調や健

康に関する悩み、 誰にも言えない事など、 身近な困り事から

深刻な悩みまでお受けします。

ポジティブに考えれば

まさひろさん
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　これまでの私は、 「誰も認めてくれない」 「誰も待っていてく

れない」 と嘆いてばかりでした。 犯罪者であることは変えられ

ないことですが、 「考え方」 を変えることはできます。 自分の

態度を変えることで、 自然とまわりへの対応も変わると思うの

です。 これ以上、 家族へ迷惑を掛けない為にも、 実践して

いきたいと思います。

　これは、 出所してみないと実際のところ分かりませんが、 今

回は、 更生することができるように強く思うのです。 作業をし

ていても、 生活していても、 他の同囚からの雑音がない分、

自分のことだけを考える時間がたっぷりとあり、 とてもありがた

いです。

　決して、 この処遇上が楽だというのではありません。 残刑は

８月となりましたが、 今からでも工場へ下ろしてもらえるのなら

ば、 行きたい気持ちでいっぱいです。 然し、 そんな話はありま

せん。 諦めました。 もうこんな思いは本当に懲り懲りです。 二

度としたくありません。 その為には、 自分が変わらなくてはい

けません。

　人は、 どんな時でも、 何かしら目標を立て、 それを目指し

て生活していると思います。 でも、 あんまり大き過ぎて実現さ

せられない目標では、 意味がありません。 まずは、 きちんと

達成できそうなことを立て、 ひとつずつ達成し、 自分に自信を

つけることが大事なのではないかと思います。 きっと、 そういう

ことの積み重ねが、 社会に出て何かの役に立つことが必ずあ

ると信じています。

　過去を振り返ってみると、 合計 17 年もの受刑生活です。

逮捕からだと、 20 年以上になります。 その長い時間を、 ただ

無駄にするのではなく、 何かの形に生かさなければいけないと

思います。 私が生きているのは、 刑務所へ入る為ではありま

せん。 その意味を知る為にも、 社会で生活しなければいけな

いと思います。

　ですから、 今の目標は、 「これまでの縁を切り、 定住し、 定

職に就くこと」。 そして、 「社会復帰に向けて、 一日一日を無

駄にせず、 少しでも多くの知識を身につけること」 です。

　最後に、 「ベンガルの祈り」 と呼ばれる詩があり、 心に残っ

たので記します。

　危険から私を守ってくださいと祈るのではありません。

　危険の中にあっても恐れることのないようにと祈るのです。

　悲しみや心の痛みの最中にある私を慰めてくださいとは

　願っていません。

　悲しみから立ち上がる力をくださいとお願いしているのです。

S ・ N さん

　毎月のたよりを読み、 決して孤独ではなく、 つながっている

んだと実感することができ、 心の支えとなっております。 （略）

　私の目標について記したいと思います。 今の私の一番の目

標は、 「出所後、 必ず更生すること」 です。 この目標というも

のは、 一人にひとつではなくて、 その時々で違うと思います。

ゆえに、 この刑務所へ来た当時の目標はというと、 「最後の

受刑生活とする為にも、 大人としての務め方をする」 …すな

わち、 無事故で務めようと考えていたのです。

　然しながら、 結果として現在、 処遇上扱いとなり、 ２年１０

月になります。 結局のところ、 これまでの受刑生活と何ら変わ

らず、同じことの繰り返しになってしまいました。本来ならば、ガッ

カリしなくてはいけないことなのでしょうけども、 考えようによっ

ては、 とてもプラスにもなったように感じており、 感謝しなけれ

ばいけないと思います。 何故なら、 自分自身と向き合う時間

を頂いたからです。

　これまでの受刑生活でも、 処遇上になったことはありました

が、 今回のように長期に渡るものではありませんでした。 です

から、 辛く、 苦しい時間でしたが、 少しの辛抱でした。 工場

へ下りれば、 犯罪の方法を覚えたり、 悪へのつながりが増え

たりして、 決してプラスになる善いことはありませんでした。 だ

けど今回は、 同囚と接触する機会がほとんどなかったので、

それらの 「悪」 と出会うことがなく、 更生へ向けた善の道を

考える時間がたくさんありました。 結果的に、 過去との縁を切

る勇気を与えられ、 本気で更生する決意ができました。

　ある本に記してありました。

　主よ、 変えられないものを受け入れる心の静けさと

　変えられるものを変える勇気と

　その両者を見分ける英知を与え給え。

（ラインホールド ・ ニーバーの祈り）

　私たちが遭遇する、 いろいろな迷いや悩みの中には、 どん

なに苦しみ、 嘆き悲しんでも変えられないものと、 勇気を持て

ば変えられるものとがあります。 大切なのは、 何が変えられな

いことで、 何が変えられることなのかを見極める英知です。

試練を乗り越える



14

No.36

　追いつめられた時にも崩れおれることのないように、

　世間的な失敗、 挫折を繰り返しても、

　それらが取り返しのつかないものだと考えることがない

　ように助けてください。

　私を救いに来てくださいと祈っているのではありません。

　打ち克つ力が欲しいのです。

　私の荷を軽くして楽にしてくださらなくてもいいのです。

　重荷を担う強さをお与えください。

　インドのタゴールという人の詩です。 私たち一人ひとりが、 心

の中に唱えてよい祈りではないでしょうか。 人間としてこの世に

生きていく限り、 試練は必ずあります。 だからこそ、 この 「ベ

ンガルの祈り」 にあるように、 試練の前に立ちすくむことなく、

それら一つひとつをしっかりと受け止め、 耐え忍び、 乗り越え

る 「力」 を願い求めることが大切なのだと思います。

　これから受刑者にとって厳しい冬が来ますが、 風邪など引

かず、 頑張りましょう！！

　「たより」 を読んでいる人は独りじゃないですよ！マザーハウ

スとつながっている人は、 皆、 仲間です。 皆で今ある試練を

乗り越えましょう。

一兵さん

言葉は両刃の剣

　刃物で切った肉体の傷からは　必ず血が出るが

　言葉で斬った心の傷からは　血が出ない

　多くの場合、 これを見過ごしてしまう

　言葉は言刃に通ずることを　常に心にしていてほしい

日頃、感じること

　刃物は肉を切り、 言葉は心を斬る。 このことは、 日常生活

を振り返ると分かるでしょう。 しかし、 私たちは案外、 心の傷

を見過ごしてしまいます。言葉とは、心の端のことです。だから、

言葉を通して、 相手はこちらの心や温もりを感じるもの。 ところ

が、この言葉が、油断すると、言葉という刃物 「言刃」 になっ

てしまうことがよくある。 言葉は両刃の剣です。

　相手に対する愛情の欠如は、 予想もしない心の傷を負わ

せてしまう。 心の荒みから出てくる言刃で斬られた心の傷は、

なかなか治り難い。 ひと言の重みを、 常々考えて生活してみ

ませんか。 そうすれば、 皆が笑顔になれるでしょう。

受け止め方で人生が変わる

　突然、 事件がふりかかってくる

　嫌いな人と一緒に仕事をすることもある

　生きていく上で、 何かが起こる

　これらを血肉にし、 磨き砂 （みがきずな） にする人もいる

　何かが起こるのが人生だ。 嫌いな人と出会ったり、 肌の合

わない上司に仕えたりすることもある。 わがままが目について

しょうがない、 という人も周りにはたくさんいる。 それまで平穏

無事だった生活が、 根底から覆されるような大事件に遭遇

することだってある。 突然、 何かの犯罪の被害者になったり、

火事、 交通事故に見舞われたりする。 自ら求めたものではな

い。 最善の努力をして尚、 予想どおりの成果があがらない場

合もある。

　しかし、 これを血肉にし、 磨き砂にする人もいる。 あったこと

をどう受け止めるかによって、 その人の人生が大きく変わるの

です。 我々受刑者にも、 同じ姿勢が求められているのではな

いでしょうか。
K ・ S さん

おたふくさん
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N ・ Y さん

　只今、 チラッと窓外を見ますと、 中庭の草木たちが青々と、

すっごくピカ～っと輝いていて美しいんです。 雨による天からの

恩恵に、 私たちと同じ命である草木たちがすこぶる大喜びして

いるんでしょうか。 「自然って本当にすごいなあ～偉大やなあ

～」 って実感しとります。

　そこへ小鳥たちがどこからともなく飛んで来て、 チュンチュン

ピピピッなんてめっちゃ可愛く鳴いていて、 何だか 「おはよう、

今日も楽しいなあ～」 なんて声を掛けてくれているみたいで、

朝からむっちゃ心和んでおりますが…私もいよいよ鳥たちの声

が聞き取れるようになったんかと、 「すごいぜ」 って思う反面、

いやはや、これってシャブの後遺症なのかしらんと、少々ショッ

クも受けておる次第にて…。 （略）

　少年の頃から一緒にずっとシャブを打っていた友達って、 私

にはたくさんおったんですが、 でも、 私以外みんなシャブとは

きっぱり縁を切ってはります。 何故か私一人だけが、 いつま

でもシャブと縁が切れず…。 では、 友達はいかにして、 一体

どんな理由でシャブをやめはったんやろうかと、 ふと昨晩、 思

考してみたんですよね。

　結論から先に申し上げますと、 シャブより良いものを見つけ

たんです。

　友達の一人いわくは、 「仕事や。 シャブなんかやってられっ

かいな。 あほらしい」 ということでして。

　あと何人かの友達は、 以下のとおりです。

　「実はオカンが、 布団の下に隠してたシャブを見つけよって

なあ、 でも何にも俺に言わんと、 そのまんまにしてなあ。 ほん

で俺がまたシャブやるやろ、 ほな、 飯も食わんと笑いもせんと

…そしたらオカン、 そんな俺の姿見て、 むっちゃ淋しそうに泣

きよんねんけぇ。 あんなオカンの淋しそうな姿見たん、 俺生

まれて初めてやってなあ。 ああ、 こらシャブなんかやってられ

へんわ。 オカンすまんなって、 ほんま思ったわけや。 せやさ

かい、 俺もうシャブせえへんわ。 すまんな」。

　この友達、 今ではラーメン屋を何店舗か経営するに至って

います。

K ・ T さん

　先日、 年中行事の一つであります秋季大運動会が、 多数

の来賓の方々をお迎えして、 盛大に行われました。 その日だ

けは、外で日頃溜まっていましたストレスを、大きな声を出して、

思う存分、 発散することができましたよ （笑）。

　また、 ソフトボールで連覇することができなかったのですが、

日頃の練習の賜物のお陰で優勝となり、 連覇することができ

ました。 夢のようです。 お陰さまで、 とても楽しい運動会がで

きて、 感謝しています。

樹

　たれさがる樹々の枝

　わたしを祝福してくださる　あなたのみ手を感じます

　そびえ立つ樹々

　のびあがる枝は　わたしのための祈りのみ手

　夜の樹々

　暗闇のしじま （静寂） に立つ樹々のように

　わたしのこころも願いと望みを　秘めてたたずんでいます

太陽

　陽のひかり

　あなたの栄光のシンボル太陽が

　わたしのこころに輝きますように

　日の出

　わたしの魂をあなたへ向かわせてください

　のぼりくる太陽とともに

　日没

　あなたとひとつに溶け合えますように　日没とともに

詩 仲間が薬物を止めた理由
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　「この間な、 女と二人でシャブをやってたんじゃ。 ほなな、

急に女がえらいボケよったんじゃ。 挙句の果てに、 裸で外に

出て行きよるんじゃ。 まあなんとかかんとか収まってんけど、

その時の恥ずかしいやら情けないやら、 上手いこと言われへ

んけども、 こらシャブはアカンって思ったわけや。 せやさかい、

もう俺にシャブ勧めんとってくれや。 な、 頼むわ」。

　この友達、それから一念発起して、そのボケはった女と二人、

一生懸命、 美容師の道を進み、 今じゃ地元で 3 店舗を経営

する先生になってはります。 （略）

　私の友達は、 はっきり言って私以上に中毒やったのに、 今

では皆しっかりして、本当に偉いやっちゃなあと感心しとります。

尊敬の一念であります。 私もめっちゃ遅れてしまいましたが、

ここらでシャブをやめにして、 人間らしく真っ当に働いて生きて

いこう、 生きなくっちゃアカンと考えました。 できるやろか、 と

不安もあります。 でも、 やらんとまたム所暮らしですしね。 そ

れに、 人に迷惑を掛けたら、 結局、 自他ともに不幸ですしね。

　まだまだ私は自分との出会いには程遠いとは思いますが、

千里の道も一歩からやと古人は教えてくれてはります。 ではま

ずその一歩、 すなわち真面目になろうという思いから出発で

あります。

　神様、 どうか神様の御心にかなうような人間になれますよう

に。 世のため人のために生きていけますように。 心柔和に過

ごせますように、 力を与え給え。 我は神の子なり。 故に神と

共にあり。

you すず me さん

　先日、 家族から 「税金の手続きをしようと思う」 と手紙が

届きました。 そのためには、 在所証明等書類を揃えなくては

なりません。 今いる刑務所でまとめて発送できるそうで、 法務

省はすぐ発行してくださいました。

　警察署へも、 証明の発行を申請する手紙を出しました。 後

日、 返信が届くと、 「本人が来署しなければ発行できません」

と書かれていました。 刑務所にいる人間に、 なんて無茶ぶり

をするんだ！と思いました。 同じように手紙で申請して発行し

てくれている署もあり、各署の対応の違いにあきれます。 （略）

　皆さんも、 証明の手続きは、 気をつけて。

I ・ N さん

　私は 8 度目の服役で、 人生の半分以上が塀の中での生活

です。 たよりに書かれている悩み苦しみは、 ほとんど経験して

きたつもりです。 （略）

　矛盾は確かにあります。 ですが、見ていてくださる方、分かっ

てくださる方はちゃんとおります。 チャンスは必ず来ます。 そ

れまでは、自分を殺して、ばかになることです。ばかになっても、

嫌な思いや現実が消えるわけではありません。 でも、 時間こ

そかかるかもしれませんが、 チャンスを待つことも、 自分の罪

の償いであり、 修行でもあるかと私は思います。

不親切な対応

チャンスを待つ

ボンさん

まさひろさん
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T ・ K さん

　たより7月号のsweet苺さんの投稿を読んで感じたことです。

　私も苺さんとは違いはありますが、 同じような苦しみに遭いま

した。男女の世界の違いはあります。私も罰明けし、約 2 か月、

舎掃工場で務めています。 それまでの私は、 1 週間も工場

にいないで、 喧嘩や暴行などで 3 回懲罰に行きました。

　自分自身を見つめ直している内に、 違う想いも生まれてき

ました。 一時は 「どうでもいい」 などと考えていましたが、 今

は 「頑張ろう」 と思えるようになりました。 「頑張ろう」 と思え

るようになったのは、 ペンフレンドの病気でした。 残刑少なくな

りましたが、 無事故で務めたいと思います。

　sweet 苺さん、 一時の感情に流されることなく頑張ってほし

いです、 というのが、 私が思ったことです。

S ・ S さん

　私は今の工場に配役になり、 半年が経ちました。 私が今日

までどうにかこうにか無事故並びに頑健で来れましたのは、 本

当に素晴らしい人間性の担当さん、 そして非常に心温かなる

同囚方のご厚志のお陰と、 感謝の一念であります。

　朝一番に出房して、 工場まで行進して行きます。 そして、

検身場で着替え、 工場内に各自整列し、 全員参加の大声で

の挨拶より、 安全訓練等をし、 ラジオ体操まで一貫して、 皆

が速やかに且つ礼節ある動作で行われるのには、 並々なら

ぬ個々の自覚をひしひしと感じるのです。

　そして、 作業に入り、 皆一人ひとりが真剣に取り組んでいる

ことは言うまでもなく、 少しでも良い製品を仕上げようとするプ

ロ意識には、 ただただ脱帽するばかりで、 甘えや中途半端な

思考を吹き飛ばしてくださいます。

　最後に一つ、 刑務所では、 決して悪感情を表に出さず、

何事も冷静に対処し、 そして 「すみません」 「ありがとう」 と

気配りや親切を忘れずに、 人と接する事が第一と思います。

　改めまして、 私はすごい集団の中にいるんだと思うと同時に、

「人生とは、 我以外皆、 師なのだ」 という言葉が心に響いて

やまないのであります。

Y ・ T さん

　教皇フランシスコの言葉より…

　人々と出会い、 耳を傾け、 見聞を広めることが大切です。

この世では、 道がひとつになったり分かれたりと、 様々に交錯

していますが、 重要なのは、 どの道も善なるものにつながって

いるということです。

　

　孝愛の賜物とは、 喜んでいる人とともに喜び、 泣いている人

とともに泣き、孤独や不安に苛まれている人のそばに寄り添い、

誤った行いをしている人を正し、 傷ついた人を慰め、 困って

いる人に手を差し伸べることができることです。

我以外皆、師である

教皇の言葉

一時の感情に流されることなく

Y ・ K さん
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光りん （ぴかりん） さん

　ナマケモノは、 一生のほとんどを樹上で暮らし、 行動範囲は

狭く、 動きもスローモーです。 人間から見れば、 ノロマで怠け

者。 でも、 本人にとっては、 それが生きていく上で最適のこと

かもしれません。

　価値観はそれぞれ。 モノサシもそれぞれでしょう。 自分がそ

の身になってみれば （社会的弱者などに）、 分かるかもしれ

ませんね。

　長期累犯獄中の朝、 夕、 眠りにつく前、 ただ 「ありがとうご

ざいます」、 感謝しています。

　嘘をつき続け、 偽りの自分で、 絶えず人が自分をどう思っ

ているかにとらわれ、 挙げ句、 自暴自棄、 投げやり、 無気力

で囚人生活トータル 20 年以上。 厳しい社会へ戻ってから、

どれだけ有言実行できるのか、残 242 日の真の反省にかかっ

ています。

　物心ついた時、 私の父と母は大量の薬を飲み続けていまし

た。 週 1 度、 園、 小学校を休み、 母と電車で片道 2 時間、

精神病院へ、 父と母の分の服用薬を処方してもらう為に。 薬

を飲み過ぎては、 母は発狂して天ぷら油の鍋をひっくり返した

り、 薬を飲み忘れてイラついた父が母へ暴力をふるったりする

日常。

　兄も虐待され、 小学生の私はいつもビクビクしていて、 祖母

に引き取られた兄とは他人のような関係になり、 前刑を務め

終えて十年ぶりにその兄へ会いに行ったとき、 薬を常用して

いる父母と同様、 精神分裂病 （統合失調症） に侵されてい

ました。

　おかしくなった父と母は醜い姿だ。 とても他人には見せられ

ない、 知られたくない。 学校の友達を家へ来させることは絶

対できない。 自分の親が恥ずかしい。 その父母の子である自

分の存在も恥ずかしい。 私が醜悪だと見ている自分の親と同

じく、 私もきっと外に一歩出れば、 他人の目に触れれば、 醜

く汚く映っているに違いない。 自分は恥ずべき、 笑われる存

在なんだ。 こんな自分にした父と母が憎い。

　「なんで俺の両親だけが、 二人とも薬漬けなんだ。 まわりの

親は皆まともじゃないか。 せめて片親だけでも普通の親であっ

てくれたら…父も母も精神病、 その子どもである俺ほど不幸で

醜く絶望的な人間はいない…俺だけが…」。

　まわりが自分をどう見ているのか気になって仕方ない、 とい

う心に支配され続け、 生きてきた自分の心の原因 （憎悪、

怒り、 闇） が、 19 才から堕ち続けた獄中人生 20 年以上と

いう 「結果」 に現れたのは必然だったと、 さすがに 3 度目の

懲役生活で悟りました。

　醜い存在と思い続けてきた、 逃げ続けてきた愚かな自分と

向き合わざるを得なかったのです。

　理事長の 「逃げるな」 「心底の悔い改めが本人次第ででき

るはずだ」 という訴えと、 著書にもすべてさらけ出した、 誠実

に生き直しを必死に～という姿が教えをくれました。 これから

の幸 or 不幸の人生、 毎日を選択していくのは、 今の己の生

き方１つだという気づきを与えてくれたのです。 （略）

ひろ大豆メキシコさん

　逮捕されてから丸 13 年経ちました。 両手錠に 1 つバッグ

持ち、 人生初の飛行機が移送…。 （略） 残 200 日あまり、

ここまで 4300 日以上、 麦飯をいただき、 大罪悪行を犯し続

けてきた私は生かされてきました。

　私の手元に 「回復プログラム」 が何故あるのか？何故、 現

在、 自分は独居でこうしてペンを握っているのか？自分と向

き合い、 見つめること。 逮捕されるまでの人生、 いかに生き

てきたのか？今の自分が不自由な塀の中に居続けなければ

いけないのは何故か？

価値観はそれぞれ

光りんさん

本気になれ
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　父は 7 年前に急死し、 その知らせをハガキに乱れた文字で

書き送ってくれた病の母は倒れ、 自立生活は困難と市に判

断され、 介護施設に入所、 ベッド生活の日々です。

　私は出所後、 すぐ母の元へすっ飛んで行って、 手を握り、

抱きしめたい、 何とかその 1 日まで命だけは命だけはと、 祈り

込める毎日でもあります。 （略）

　マザーとつながる以前の 8 年間、 私がキリスト、 神と触れ

合い、 こうして弱き己を見つめ、 出会うこと、 毎日祈ること、

こんな生活習慣の流れに身を置くこととなろうとは、 露も思わ

ず。 自らを変えるには出逢いの力が…。 （略）

　私は生かされ、 恵みを受け、 独りじゃないんだよ、 常に神

にマザーに支えてもらって、 「本気になれ、 目覚めてくれ、 死

ぬ気になって一度きりの人生取り戻してくれ」 と悟って、 生き

直すパワーを与えられています。

　この数日で冬が近づいてきたようで、 窓外の木々の葉も、

赤や黄に色づいてきています。 私は今、 上着を一枚羽織り

ながら、 あなたへの手紙を書いています。

　人間には、 身にまとう上着もあれば、 〈心の上着〉 もあるの

でしょう。 〈心の上着〉 を羽織ると、 人間の心の奥にある暖炉

に、一つの炎が宿ります――それはもしかすると、「ひとりの火」

と言った方がふさわしいのかもしれません。

　今、 この手紙を読んでくださっている、 あなたの心の中の暖

炉にある命の炎こそ、 主イエス ・ キリストの愛の生ける炎です

（あなたの瞳に視えることを、 私は切に祈っています）。

　小さく弱い私自身も、 心の重たい日があります。 そのような

時こそ、 暗がりに踊る 「愛の生ける炎」 をまっすぐに見つめた

い、と思います。 ＜神様、あなたを必要とする人の心の目に、

温かに〝何か〟を囁く炎が視えますように…＞

　やがて静かな内面の歓びに至るように、 願いを込めて、 神

のひとり子の降誕を密かに告げる詩を送ります。

風の配達する手紙（５）

聖夜ノ火

服部　剛

　聖夜、 互いに灯す 

　蝋燭 ( ろうそく ) の火をみつめ、 私は想う 

　日々出逢う人々と織り成す

　唯一の時を生きようと

　あなたの何気ない指先に

　あなたの語る素朴な言葉に 

　あなたが注ぐまなざしの中に 

　あの方はいる

　聖夜、 互いに集う 

　心の馬屋に 

　幼子の産声は…響き

　育まれてゆくもの 

　あの方と共に

　これから始まる 

　日々の巡礼N ・ M さん

O ・ R さん
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　私はキリスト教系の幼稚園に通っていたので、 聖書や神様

のことは聞いてはいましたが、イエス様の十字架にかかるストー

リーの刺激が強すぎ、 血だらけの怖い印象しかありませんでし

た。 イエス様がどうして殺されたのか、 その当時は分かりませ

んでした。 「イエス様はきっと悪いことをしたに違いない！自分

はこうならないように生きよう！」 と思っていました。

　幼い頃のある日、 雲に乗ったイエス様が何人かの天使とと

もに、 私をいつも遊んでいた公園から何処かに連れて行こうと

するとても怖い夢を見ました。その時は、「連れ去られたくない」

という気持ちで、 私は必死で逃げました。 その夢はとても強烈

で、 18 歳くらいまで覚えていました。

２．教会に誘われて

　大人になるにつれ、 学校や社会での経験を通して、 「人間

の心には底知れない悪と闇が存在するのではないか」 という

疑問を持ち始めました。 「他の人だけが持っているのではなく、

何よりも自分が持っているのではないか」 と、 自分のことが嫌

いになっていきました。

　そして、 どんなに悪いことを重ねても、 死んだら崇高な存在

になると教える宗教に対しても、 疑問を持つようになりました。

　そのように心に引っかかりを持っていたある時、 アメリカ人の

宣教師が、 私をキリストの教会に誘ってくれました。 そのアメリ

カ人は、 楽しいイベントに招いてくれたり、 時々悩みの相談に

のってくれたりして、親切な人でした。教会や彼の主催するパー

ティはとても居心地が良かったです。 その都度聞く聖書の言

葉は、 自分の気分を鎮め、 穏やかな気持ちにしてくれること

もあり、 耳心地も良かったです。

　けれども、 日本文化に根付く先祖を崇拝してきた私は、 「ひ

とつの神様ではなく、 この世界にある多くの “恩恵をもたらす

もの” が神である」 と教えられてきたので、 「イエス ・ キリスト

だけが唯一の神である」 とするキリスト教を受け入れることは

できませんでした。

　ある時、 教会で、 ユース集会 （若い人たちが集まる会） に

参加する人を募集していました。 私はそのような集いにはあま

り興味はなかったですし、 「勧誘活動だったら嫌だな」 という

思いもありましたが、 特に予定がなかったので、 参加してみる

ことにしました。

　参加者の多くはイエス様が大好きな人達で、 「場違いだな」

と、 来たことを少し後悔しました。

証

S ・ H さん

１．幼い頃の私

　私は、 警察官の長男として生まれ育ちました。 父は優しい

人でしたが、 職業柄もあり、 私と弟を厳しくしつけてくれました。

母も保育士として働いていて、 とても愛情に溢れた恵まれた

環境で育ちました。

　両親や親戚一同は、 とても信心深い一族で、 特に、 「ご先

祖を大切にする畏敬の心を、 決してないがしろにしてはいけな

い」 と子供の頃から教わり、 正月とお盆には家族が集まって

先祖に感謝する、 というのがあたりまえの家でした。 その教育

は、 子供の私にとって全く疑いのない正しいものでした。 ずっ

と私は、 自分の命は先祖から受け継いだ尊いものとして、 先

祖に感謝する気持ちを持ち、 先祖を崇め奉る存在と考えてい

ました。

私とイエスとの出会い

死刑囚
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　その集会の夜の部で、メッセンジャーがみんなに言いました。

「神様に自分の心のすべてを知ってもらいたいと思う人は、 頭

で考えずに神様に叫び声を上げてください」。 すると、 そこに

いた多くの人は、 その指示に従ってシャウトし始めました。

　その時の私の思いは、 「やっぱり、 ヤバイところに来ちゃった

な～」 という感じでした。 しかし、私は日本人にありがちな、「み

んながやっているからやるしかない」 という、 脅迫観念のよう

なものに駆られて、 同じようにやってみました。

３．イエスとの出会い

　当時、 私は物事がうまく行っていなかったので、 最初は、

神様に対する文句を言いたい気持ちを叫んで声にしました。

そうして心の底から叫んだとき、 私はのけぞるようにして、 上

を見上げて目をつぶっていました。 その叫びを終えて目を開

けたとき、 一番初めに見えたものは、 「教会堂の天井から吊り

下げられていた十字架」 でした。

　それを見たときに、 「イエス ・ キリストが十字架にかけられた

のは、 私の罪や人間の罪のためなんだ！」 と、 私の霊で理

解することができました。 その瞬間、 私は、 言葉では言い表

すことのできない感謝の気持ちと、 長年持ち続けた疑問の答

えをもらいました。 その時から、イエス様は私にとって「救い主」

になりました。

　ちなみに、その瞬間は、信じられないくらいの涙を流しました。

しばらくの間、あまりにも私がむせび泣き続けたので、私をユー

ス集会に誘った教会員がとても驚いていました。

　前述した、 幼い日に私が見た夢は、 「イエス様が私を救おう

としていたのだ」 と分かりました。 こうして、 以前は逃げ出した

くなるような恐ろしい夢でしたが、 今はとても嬉しく喜ばしい夢

になりました。

健康相談窓口

看護師の中谷さんによる

　10 月下旬に、 たよりに添えさせていただいた健康アンケート

調査にご協力くださり、 ありがとうございました。

　まだ、 受け付けております。 是非、 皆様の声をお聞かせく

ださい。

　いただいたデータは、 1 人で入力をしながら、 皆様の声に

耳を傾けました。 その中で、共通項も見えてきています。 個々

の身体状況のつらさも伝わって来ます。

　お手紙を付けてくださった方へは、 その回答をお送り致しま

した。 限られた施設の中でできる範囲の生活方法を、 アドバ

イスさせていただいております。 十分な返答でないこともある

かもしれませんが、 ご容赦ください。

　集計をしている中で特に気になった事は、 医務とは表してい

ても、 実際の内容が伴っていない場合が多いことや、 早期治

療が受けられないために悪化していることです。

　水虫に関しても、 靴や入浴後のマット管理、 通常部屋での

生活用の靴 ・ 靴下の清潔が、 大変気になるところであります。

歯科治療では、 抜歯する事が前提で進められている現状も

書かれていました。

　確かに、 刑務所は矯正第一の施設であるかもしれません。

けれど、 受刑者の人権や健康を守らなくて、 どうやって社会

復帰をしていくのか、 という思いを抱きました。

　医療が普通に受けられない事による不安も、 多くの方が訴

えておられました。

　中間ではありますが、 アンケート調査結果の一部をご紹介

致します。

＊アンケート配布数 ： 725 名 （男性 708 名、 女性 17 名）

＊ 11 月 17 日現在の回収数 ： 111 名 （男性 108 名、 女

性 3 名）

矯正施設における健康実態と
その意識へのアンケート

中間結果

おたふくさん

F ・ K さん
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　図２は、 皆様からいただいた意見から、 共通項を単語で拾

い集めて、 関係性の高いものを矢印で表現しました。

　刑務所では、 身体の調子が悪いと感じて担当職員に申し出

ると、 診察が受けられるか判断されます。 そして、 診察を待

つのですが…

・ 歯科治療では 6 ヶ月以上待つことが通常であり、 なかなか

順番が回ってこない。

・ 入れ歯や差し歯を作りたくても、 自費扱いで金額も高額な

ため、 なかなか作成することができない。

・ 薬を処方されても、 施設によって置いてある薬が限られて

おり、 完治することはできない。

・ 診察時に医師と一対一で話すことは許されず、 必ず看護師

や他の職員が口出しをして、 処方薬もその人が決めているこ

とが多い。

・ 診察後、 病名や薬に関する説明がないため、 不安が強い。

・ 一般社会同様の医療が受けられるようにしてもらいたい。

…以上の内容が、 共通項として抽出されました。 今後、 さら

に詳細を分析していく予定です。 例えば、 年代や既往歴との

関連、 精神的健康度や生きがいが日常生活にどのような影

響を与えているのか、 などについてです。

　今月は、 呼吸器の内容を追加して説明する予定でしたが、

アンケート調査にご協力いただいた皆様に、 御礼と中間報告

をさせていただくため、 内容を変更いたしました。

▼ 12/20　13 ： 00 ～

　当事者ミーティング

▼ 12/21　18 ： 00 ～

　立正大学にて、

　APS （アフター ・ プリズン ・ サポート） 研究会

▼ 1/10　14 ： 40 ～

　社会事業大学にて、 講義

行事予定

図１　ご自身の歯の数 （グラフは人数比 （％） です）

表１　属性における平均値

表２　活動に関する内容

図２　

言葉ネットワークを用

いた医務受診におけ

る自由記述のまとめ

例
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36

16

グラフタイトル

0本 ３～５本 ６～１０本 １１～１５本
１６～２０本 ２１～２５本 ２６～３０本 ３１～３２本
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10 月 16 日～ 11 月 15 日の寄付金

合計： 278,367 円

（内　愛のプリズム宣教基金：7,000 円

住宅支援基金：50,000 円）

ご寄付ありがとうございます！

　いつもありがとうございます！あっという間に 12 月ですね！

　今月号は、 今年 1 年のたくさんの感謝を込めて、 4 ページ

増量版です！また、 証コーナーを設けましたので、 受刑者 ・

支援者かかわらず、 ご投稿お待ちしております。

　私事ですが、 クリスマスの祝福ムードに乗っかり、 この場を

お借りして短い証をさせていただきます。

　11 月に洗礼を受けました。 受洗前から、 たより編集をはじ

めマザーハウスの活動では、 聖霊に力強く押し出されて働い

ている感覚でしたが、洗礼を受けて、さらに 「恐れないで行う」

勇気の賜物をいただいたように感じます！

　これまで、 人の波に流されている目の不自由な方など、 た

くさんの困っている方に出会いながら、 勇気を出せず、 通り過

ごしてきました。 そのたびに後悔するものの今度も通り過ごし

…を繰り返してきましたが、 最近は自分から話しかけることが

できて、自分でびっくりです。 今は、「（困り事に）飛び込むぞ！」

と決心して、いつでも飛び込めるように準備しています。これが、

私にとっての 「いつも目を覚ましていなさい」 ということなのだ

と感じます。 特に、 疲れてイライラしているときは余裕がない

ので、 まだまだ訓練が必要です。

編集後記 　また、 「謙遜にしてください」 と祈っているのですが、 自分の

無力さを痛感する出来事が次々と起こり、 「私はこんなに傲

慢だったのか…」 と日々打ち砕かれているのを感じます。 で

も落ち込むことはありません。 無力だから、 神様に心を向け

て、より頼むことができるようになり、結果、苦手だった 「祈り」

を進んで行うことのできる賜物を与えられました。 感謝感激で

す！

　ということで、 生まれ変わった心でこれからも頑張っていくの

で、 よろしくお願いいたします！

　毎月毎月たよりを作れるのは、 本当に聖霊の働きによるも

のです。

　皆さまにいつでもどこでも喜びと平安がありますよう、 スタッフ

一同、 お祈りしております。

　「出所者の声」 の質問、 まだまだ募集中です。

　それでは、 良いお年を！

マザーハウスたより 編集局

おたふくさん

一兵さん

F ・ K さん
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NPO 法人マザーハウス

☆ルワンダの祈り☆

　ルワンダでは、1994 年、フツ族によるツチ族の大虐殺がありました。

史上稀に見る残虐な内戦によって、 ルワンダの人々は心身ともに非

常に深い傷を負います。 しかし内戦終了後、 恨みや憎しみから、 復

讐が復讐を呼ぶ状況に陥りかねない中、 ツチ族の人々は、 復讐で

はなく、 和解と共生を選択しました。 マリア ・ コーヒーは、 この和解と

共生の地から届けられた生豆を使用しております。

マリア・コーヒーを継続して

購入・販売してくださっている皆さま

いつもありがとうございます（順不同）

カトリック茅ヶ崎教会／カトリック北仙台教会／カトリック所沢教会／カトリック中和

田教会／カトリック布池教会／カトリック東山教会／カトリック浜松教会／カトリック

新子安教会／カトリック菊名教会／カトリック碑文谷教会／カトリック東仙台教会

／カトリック春日部教会／クリスト ・ ロア宣教修道女会／カトリック足利教会／カト

リック神田教会／カトリック松戸教会／カトリック戸塚教会／カトリック桃山教会 （平

和環境部） ／カトリック大分教会／カトリック西千葉教会／カトリック下井草教会

／カトリック新潟教会／日本カトリック神学院／ドン ・ ボスコ社

古本募金

書籍や DVDを寄付していただくと、マザーハウスに還元されます。

送り先 ： 〒 358-0053 埼玉県入間市仏子 916

　 TEL ： 0120-29-7000

ラウレンシオ（便利屋サービス）

　不用品処理、 遺品整理、 掃除など、 真心を込めてさせてい

ただきます。 お見積もりは無料です。

　この事業は、 元受刑者の就労支援の一環として行わせていた

だいております。 収益は、 元受刑者の社会復帰支援に充てら

れます。

  TEL ： 080-4614-8508

  FAX ： 03-6659-5270

メール ： lawrance@motherhouse-jp.org

マリアコーヒー（ルワンダ・コーヒー）

製造から販売まで、 元受刑者が携わっています。

収益は、 当事者の更生 ・ 社会復帰支援に充てられます。

　　　　 200g ［粉／豆］ ： 900 円

カフェドリップ （1 回分） 10g ： 100 円

価格 （税込み、 送料別）

  FAX ： 03-6659-5270

メール ： maria_coffee@motherhouse-jp.org

お申込み、 お問い合わせ

お問合せ

  TEL ： 03-6659-5260

メール ： info@motherhouse-jp.org

　HP ： 「NPO  マザーハウス」 でご検索ください。

ご支援 受付

いつも本当にありがとうございます。

正会員 （年会費） ： 5000 円× 1 口

　　　     賛助会員 ： 3000 円× 1 口

     社会復帰支援 ： ご寄付

郵便振替口座 ： 00170-0-586722

　   みずほ銀行 ： 新宿支店　普通口座　2376980

         口座名 ： 特定非営利活動法人 マザーハウス

　　　           　トクヒ） マザーハウス

ボランティア募集中

☆受刑者との文通 （ペンネームを使用し、 事務所の住所を介

して文通します）

☆事務局宛に届いた相談のお手紙への返信

☆獄中ボランティア （当事者のみ。 獄中 POST シリーズのイラ

ストを描いてくださる方）

獄中 POST シリーズ

　獄中ボランティア （受刑者 ・ 出所者） に描いていただいたイ

ラストを印刷したポストカード等を販売いたします。

　2018 年より始動！の予定です。


