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も悩まされる。と言うのは「信仰」の

弟子たちには出来なかったことをイ

い出してくださいと頼まれたけれど、

に取りつかれた子どもから悪霊を追

思っていた。弟子たちは親から悪霊

が病を癒す奇跡を起こす「力」だと

からは、不信仰だから、祈りが足り

となる。あるいは、「信仰」ある人

か、何処にいるのかと神を呪うこと

見舞われると、神は何をしていたの

ないか。だから、人が理不尽な事に

械仕掛けの神」にしてしまうのでは

「信」と炊き出し

語が何を指すているのか分からないか

エスが嘆いたこと「なんと信仰のな

ないと非難される。

福音書の次の話しに会う度に、いつ

らだ。

い、よこしまな時代なのか。いつま

信仰があれば、桑の木を移すことがで

エスは答えた、
「からし種一粒ほどの

「信仰を増してください。
」すると、イ

突風が吹いて、舟が水を被ったのに

いのか。
」
（ルカ９・
-）あるいは、
湖をイエスと船で渡ろうとした時、

あなたがたに我慢しなければならな

でわたしは、あなたがたと共にいて、

は律法の遵守、つまり、自力では救

ない。一人もいない。と主張し、人

ところが、パウロは、正しい者はい

て神から恵みを引き出す力と考える

なら、いわゆる、「自力本願」となる。

ない。何故なら、弟子たちはイエス運

スの答えに弟子たちは戸惑ったに違い

数的に計れないと言っているか。イエ

め、評価されるものと考えていたの

権力のようなそれによって自己を高

仰」を「力」
、つまり、富・地位・名誉・

それらの例から、弟子たちは「信

て信頼した、意味。
（詳細

まり、イエスが神を誠実、真実とし

くは、『イエス・キリストの信』つ

われることになるから誤り。）正し

を信じると言う自力行為によって救

れているが、それでは人間がイエス

頁

』）

141

）と言う。また、
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ある時、弟子たちがイエスに願った、

「からし種一粒の信仰」とは何か。

弟子たちが怯えて、イエスに助けを

えない、ただ、イエス・キリストの

動に加わったものの、それは、出世し

ではないか。だから、あるファリサ

三『新約聖書

－

201 9 年 1 2 月 1 2 日発行
発行者 竹谷 基

福信館炊き出しＮＥＷＳ

弟子たちのように「信仰」によっ

「からし種」とは、吹けば飛ぶような微

求めた、すると、イエスは「あなた

「信」
（新共同訳では「イエス・キリ

楽な生活ができると思った節があるか

イ派の人が神殿で祈ったとき、とう

によってしか救われない、（参照

・５、６）

少な物を譬えているらしいから、ああ、

がたの信仰はどこにあるのか」と弟

らだ。弟子たちはイエスが捕らえられ

とうと信仰上の義務を果たしている

ローマ３・９

ストを信じることによって」と訳さ

たら、師を捨てて逃げて行ったしまっ

ことを述べて、それを守れない徴税

旧約聖書では人間はその背きを当

きる」と。
（新共同訳ルカ

取るに足らないことか、つまり、イエ

子たちを叱責した。
（ルカ８・

た。あるいは、弟子たちの誰が一番偉

人を見下した（ルカ ・
- ）こ
とも納得できる。しかし、それでは

然、神から告発される者と言う、で

14

田川健

弟子のヤコブ、ヨハネの厚かましい願

「信仰」とは、神から評価を得るた

は、神のゆるしはどうしたら得られ

9

訳と註４

い「栄光をお受けになるとき、わたし

めの業績とすると、人はその業績に

るか。それは、祭儀（律法の形式的

いのかの議論（ルカ９・

どもの一人をあなたの右に、もう一人

よって神を都合良く操作できるもの
）
。そして、
弟子たちは「信仰」
38

-）、また、

を左に座らせてください。」（マルコ
・
－
10 35

18

-１-

40

遵守）によってではなく、打ち砕か

26

37

に、つまり、人が神を支配する、「機

）

スは「信仰」とは目に見えるような量的、

22
－
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46
48
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巻 頭 言

委ねることだけだ。旧約聖書を残し

己を憐れみ救おうとする神の誠実に

詩
。
(編
)人間の有限性、不完全性、
罪業深重に恐れおののくしかない自

れ悔いる心を神は望まれると言う

さて、上記の「信仰」
（新共同訳）

「信頼」と訳されてなかったことだ。

即ち「信仰」と訳されていたことで、

を考えさせられる理由が分かった。

ようやく、私が「信仰」とは何か

なのだ。

まり、誰もがその人生を喜びと感謝

ホームレスへの炊き出しの道、つ

道を歩み、神を賛美した。

神を信頼し続けたゆえに、十字架の

必死に旧約聖書の言葉に耳を傾け、

財産、権力、魔術力もなく、ただ、

たヘブライの民（社会の最底辺層）
はカナンの地に定着後共同体の創出

と訳されている原語のギリシャ語は

のうちに生きられる道は、己の罪業
誠実さを信頼し、自己のためではな

深重にもかかわらず、神の憐れみ、

頼」と言われる。「神様を信仰します」

く神の賛美のため、この世的力にで

「ピスティス」で、基本的意味は「信

い、神から大事にされていることを
は「神様を信頼してぐらつかない」

にあたって、その神ヤーウエと出会
発見し、自分たちの生き方、社会の

はなく、神、イエスを寄り所にして

ラム人であり、わずかな人を伴って

血に苦しんでいた女性のイエスへの

り頼む美しい心」とある。また、長

出世のために奇跡を起こせる「力」

8

か。既述のように、パウロの「信仰」
も「神の信」
、
「イエスの信」であり、
「信頼」の意味であった。
ナザレのイエスは、家柄も地位、

歩んで行くことではないだろうか。

山浦玄嗣著

『イチジクの木の下で』上）
、上記の

の意味となる。（参照

神ヤーウエと交わしたのであった

ルカ ・５を山浦訳では「神様に寄

あり方の指針を示され、従う約束を
（わたし私の先祖は、滅びゆく一ア
エジプトに下り、そこに寄留しまし

必死な姿をイエスが「あなたの信仰」
（新共同訳）を「其方が俺を頼りに
してけでる。」と訳している。とす

ヤーウエ）に助けを求めると、主（ ※
ヤーウエ）はわたしたちの声を聞き、

を増してくださいではなく、「神は

た。わたしたちが先祖の神、主（

わたしたちの受けた苦しみと労苦と

誠実であって、偽ることがない、常

れば、弟子たちのイエスへの願いは、

虐げを御覧になり、力ある御手と御

に信頼に価する」（田川健三『新約
・

関係は「信仰」ではなく「契約」、
つまり、「信頼」による神への従順

なく、神を賛美することではないの

腕を伸ばし、大いなる恐るべきこと

原語
※

）新
…
( 共同訳

としるしと奇跡をもってわたしたち

※

た。 …
エジプト人はこのわたしたち
を虐げ、苦しめ、重労働を課しまし

17

聖書 訳と註３』頁 167
）から神の
働きを待ち望み、自己を誇るのでは

)

を導き出し、

-

26

-２-

51

それ故、聖書における神と人との
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２０１８年度福信館
炊き出し活動報告
Ⅰはじめに
戦争法の推進、兵器の爆買い、
原発推進、働き方改革、消費税増税、

〓炊き出し活動〓
炊き出しを必要としない社

人を訪問。出会ってから

第四月曜日、食料、衣類等を持っ

て

年目の方の一人、生活保護受給

目的
会、野宿生活を強いられない社会
〈生活相談〉

によりアパート生活へ。

活動

をつくろう。
１、炊き出し、等による野宿生活

〈交流会〉

支援活動。

１、衣類提供 ―
木曜日に開催。
２、 生活相談 ―
脱野宿のため、相談、

者との出会いと交流
２、生活保護、等による「自立」支援。

等々、国民の大多数の反対の声を
無視、弾圧して、独裁政治をして
３、野宿生活者問題の理解と協力

Ⅱ活動報告

根の栽培、収穫をした。

参加。玉ねぎ、ジャガイモ、大

を求める広報・宣伝活動

いる日本の現在、格差が拡大し、
貧困層の増加が進行中です。まる
行き着くところは、国家・企業の
〈炊き出し〉

１、多治見修道院での畑作業 ―
ダ
ルクとの協働。随時、３～４名

ため働けなくなった人々が使い捨

〈バザー〉

てられ、切り捨てられるのです。
「経済構造」の犠牲者であることを、

片付け）金担当。

木（調理、配食）
・金曜日（洗い、

所謂、「ホームレス」の人々が

１、年間炊き出し ―NPOささ
しま共生会の炊き出しに参加。

で、戦前の「忠君愛国」の復活です。

15

〈広報・宣伝〉

11
、

日

日。ミサ献金の寄付

３，布池教会でのミサ、説教。

ト』の開設、運営。

２、ホームページ『ももちゃんネッ

号』

月

１， 春祭りとして４月 23
日に開催。
２， 半田教会バザーにアヴァンギャ

福音書の『ぶどう園の労働者』の

協力教会、団体、個人でローテー

１、『ももちゃん便り
山、一宮、江南教会、聖霊会、

月

譬えから、キリスト者は教えられ

ションを組む。布池、南山、恵

日に発行、

の人々をはじめ貧困者が増大する

樹の会、AJU、神言新学院、

12

25

27

ルドが出店。

ています。

方町、城北橋、長浦、東海、東

でしょう。キリスト者の関心が、

南山大学アヴァンギャルド、金

月
あり。

15

16

-３-

8
15

12

今後、ますます、「ホームレス」

天国だけにではなく、犠牲者、貧

城学院大学、名古屋インターナ
ショナルスクール、他。
、 日

31

しい人々にも向けられるよう、教
区のみなさまと力を合わせて行き
たいと思います。

２、越冬炊き出し ―月
修女連を中心に担当。

30

３、天白川訪問 ―
月二回、第二、

12
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福信館炊き出しの会収支報告書（２０１８・４～２０１９・３）
項目
炊き出し活動費
図書/印刷費

支出金額

摘要

2,497,139
84,576

会議費

0

修繕費

0

消耗、備品費

470,883

水道光熱費

371,525

通信運搬費

235,798

慶弔費

11,970

管理費

120,000

車両費

273,638

通勤手当

240,000

交通費

240,000

保険料

60,640

租税公課
研修費
雑費

前年度繰越金
ももちゃん便り他

一般寄付金
受取利息

288,139
5,082,218
6

インターネット保守料他

0
冷蔵庫リース料他

4,929,017

合計

30,087

郵便貯金

411,259

特定預金

0

合計

備考

弁当用パック他

★次期繰越金
現金

収入金額

4,000

318,848

合計

項目

441,346

-４-

5,370,363

ももちゃん便り
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１９、ホームレス

越冬
炊き出し募金
19，12
カトリック福信館炊き出し
冬期は野宿生活を強いられた方に
は生命の危機の時です。
あなたの暖かい心、一食のパンと
一枚の毛布を、お分けください。
郵便振替 00870－4－93228
口座名 福信館炊き出用
ボランティア募集中
問合せ
電話０５２－９３５－７１８０
あなたの神、主が与えられる土地
で、どこかの町に貧しい同胞が一人
でもいるならば、その貧しい同胞に
対して心をかたくなにせず、手を閉
ざすことなく、彼に手を大きく開い
て、必要とするものを十分に貸し与
えなさい。（申１５・７，８）

-６-

