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日本宣教論序説（第 11 回）
第二部 キリスト教の土着化
第二章 秦氏のキリスト教の土着化
皆川

尚一

西暦紀元（ＡＤ）第１世紀に原始キリスト
教はユダヤ人キリスト教徒らによって東方へ
宣べ伝えられました。その経路は、シリヤ→
アッシリヤ→シルクロードを経て、ＡＤ５２
年にインドに入り、ＡＤ６４年支那に入りま
した。従ってＡＤ７０年頃には日本に入って
来た可能性があります。
（１）彼らは何と呼ばれたか
彼らはユダヤ人であってナザレのイエスを
メシアと信じた人たちでしたから、まだキリ
スト教とかキリスト教徒とか名乗っていませ
んでしたし、他の人々からそう呼ばれてもい
ませんでした。聖書にはシリアのアンテオケ
で初めてキリストの弟子たちが「クリスティ
アノス」と呼ばれるようになったと記されて
います（使徒１１：２６）。しかし、まだそ
れは仇名（あだな）のようなもので一般的で
はなかったのです。
現在の日本ではＡＤ第２世紀から第５世紀
にかけて日本に渡来した原始キリスト教を

「景教」と呼ぶ人たちがおりますが、時代錯
誤をもたらす恐れがありますので、「景教」
の用語は避けたほうが賢明であると思います。
なぜなら「景教」とはＡＤ６３５年に支那の
長安にもたらされたキリスト教で、その宣教
師は初めは自ら「波斯（ペルシャ）教」と唱
え、次に「弥師訶（メシア）教」と変え、更
に支那人に理解できるように「景教（けいき
ょう）」と唱えるように変えたと言われます。
有名な景教の研究家・佐伯好郎（さえきよし
ろう）氏の説によれば、景という漢字を「日」
と「京」（大きい、高いの意）に分解して「大
日教（だいにちきょう）」を意味するとして
います。「景」という漢字は既にＢＣ３世紀
の詩経の中にも度々出てくるもので「大きい」
という意味と「光明」という意味があります
から、宣教師は「景教」と名乗ることにした
のでしょう。
なぜこのように厳密に名称のことを取り上
げるのかと言いますと、キリスト教の土着化
において、自らどう名乗るかというのは大変
重要なことだからです。
＊ 例えば後世１５４９年日本に渡来した
ローマ・カトリック教会の宣教師フラン
シスコ・ザビエルはデウスを大日（だい
にち）と訳して説教したために仏教の大
日如来を説く僧侶と間違えられました。
そのためザビエルはデウスを「天道（て
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んどう）」、「天尊（てんそん）」、「天
帝（てんてい）」などと訳し変えて行き、
「天主（てんしゅ）」に到達しました。
その後、今日に至るまでローマ・カトリ
ック教会のことを日本では「天主公教
会」と呼びます。
さて、では秦氏は自分たちの神様の御名を
何と唱えたでしょうか？ 伝説によれば、秦
氏の首長・秦河勝（はたのかわかつ）は聖徳
太子から「あなたの信ずる神の名は何か」と
尋ねられて、「天之御中主神（あめのみなか
ぬしのかみ）」と答えたといいます。ユダヤ
人キリスト教徒であった秦河勝が自分の信ず
る神の御名をヘブライ語で「エロヒーム」と
か「ヤーウェ」とか「イエス」とか言わない
で、「天之御中主神」と日本人の信じる神名
で言ったということはなぜか。私は秦氏には
次の三重の意図があったと考えるのです。そ
れは、
①キリスト教の土着化をはかるため。
②「隠れキリシタン」となって、秦一族の安
全をはかるため。
③神宝を護り抜くため。
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皇を動かして、旧い歴史を廃して新しい歴史
書「古事記」（ＡＤ７１２）と日本書紀（Ａ
Ｄ７２０）の編集に貢献します。この両書の
編纂実務にたずさわったのが太安万侶（おお
のやすまろ）です。彼は秦の始皇帝の子孫だ
と伝えられていますから、秦氏の直系だと言
えるでしょう。彼は４０年の歳月をかけて、
日本最古の歴史書「竹内文書」を改ざんした
「古事記」を作ります。
＊ 竹内文書には、三一神という思想や信仰
がなく、天神７代のうち、トップが根源
の唯一神で「元無極身本主王大御神（モ
トフミクライノミノヌシオオミカミ）」
と言います。その後に上古朝２５代の天
皇（スメラミコト）が続きますが、その
うちの第４代が天之御中主天皇、第１０
代が高御産巣日（タカミムスビ）天皇、
そして第１１代が神産巣日（カミムス
ビ）天皇です。
従って、太安万侶は竹内文書の上古朝の３
人の天皇名をアレンジして日本神話におけ
る天地万物造化の根源的な三一神を作り出
したことが分かります。
日本に渡来したこの時代の原始キリスト教
（２）日本神話の形成
には、まだ三位一体の神という神学は確立し
秦氏が日本に渡来して来た時代には、天皇
ていません。ただ、父・子・聖霊なる唯一の
家と神道の物部（もののべ）氏とが強く結び
神という意味での三一神を崇める信仰であっ
ついていました。そして秦氏は当然のように
たと考えられます。そこで次の関係図のよう
神道を奉じて日本人の中にとけこんで行きま
になります。
した。その頃の神道は「かんながらの道」と
父＝エロヒーム＝天之御中主（アメノミナカ
呼ばれる古神道であって、日本の超古代から
ヌシ）
伝承されてきた天地造化（創造）の神を祀る
子＝ヤーウェ＝高御産巣日（タカミムスビ）
神社にシュメール文化、ユダヤ文化（旧約聖
聖霊＝ルーア＝神産巣日（カミムスビ）
書）などの影響が加味されたものでしょうか
これを具体的に表現したのが三柱鳥居（ミ
ら、ユダヤ人キリスト教徒には溶け込みやす
ハシラトリイ）であって、京都の太秦（ウズ
かったのでしょう。秦氏は産業・土木工業等
マサ）にある蚕の社（カイコノヤシロ）の三
のハイテク集団でしたから、その面で天皇家
柱鳥居が典型的なものです。
の日本統治に大層功績がありましたけれども、
今一つ、心御柱（シンノミハシラ）が三本
政治権力の表舞台には出ることなく、常に隠
一束であることがキリスト教の影響と解釈さ
れた勢力として大きな影響を日本社会に及ぼ
れるのは誤りではないかと思います。むしろ
していました。やがて、仏教徒の蘇我氏が神
それは秦氏渡来以前に日本に渡来した「天孫
道派の物部氏を滅ぼすと、秦氏は蘇我氏を通
族（てんそんぞく）」すなわちシュメール人
して皇室を動かします。即ちＡＤ６７２年の
の影響ではないかと考えられます。（これは
壬申（じんしん）の乱の後に即位した天武天
第１章（３）に記したスメル族ですが、ここ
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では一般になじまれている英語名シュメール
を使っておきます）。
シュメール人はアン、エンリル、エンキの
三神を宇宙神として崇めました。アンは天の
主、エンリルは地の主、エンキは、深淵の主
です。
それだけでなく、天孫族渡来以前の縄文人
の中に、似たような神話がありました。例え
ば、「東日流（ツガル）六郡誌」という古文
書の中に東日流（津軽）の阿蘇部族（アソベ
ゾク）と津保化族（ツボケゾク）を生み出し
たのが天の神、地の神、水の神という三神で
あると記されています。天の神はイシカカム
イ、地の神はホノリカムイ、水の神はガコカ
ムイです。そしてそれら三神が混合して唯一
神となったものが荒覇神（アラハバキガミ）
です。今から４８００年ほど前の岩木山大噴
火によって、ツボケ族は全滅し、残ったアソ
ベ族が大いに繁栄しました。今から４５００
年前に建てられた集落の後といわれる青森県
の三内丸山遺跡（サンナイマルヤマイセキ）
には、すでに直系１メートル、高さ２３メー
トルの巨大な心御柱をもつ神社の跡が見られ
ますけれども、それが三本一束であったかど
うかは確認されていません。しかし、伊勢神
宮や出雲大社には三本一束の心御柱が用いら
れており、それらは秦氏渡来のはるか以前か
らのものだと考えられます。従って、キリス
ト教渡来以前から三一神の思想や信仰が縄文
人や弥生人の中にあったので、秦氏が日本神
話の作成にあたり造化の神を三一神とするこ
とに抵抗が少なかったと言えるでしょう。
（３）天照大御神（アマテラスオオミカミ）
秦氏は日本神話の中で天照大御神を万物を
照らす太陽として救世主（メシア）の位置に
置きました。前述の三一神の関係図の中で見
ると御子が高御産巣日神ですが「神々の系図」
（東京美術刊）の中で見ると５５番目の神で
ある天照大御神（アマテラスオオミカミ）が
高御産巣日神（タカミムスビノカミ）の化身
として生まれいでました。つまり、アマテラ
スは、御子の受肉したイエスに等しいのです。
旧約聖書マラキ書では、メシアは義の太陽（マ
ラキ４：２）であり、新約聖書ヨハネ福音書
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では、「もろもろの人を照らすまことの光」
（ヨハネ１：９）であります。
神話の中で、アマテラスは高天の原（タカ
マノハラ）の服殿（ハタドノ）で服織をして
いますと、弟の須佐之男命（スサノウノミコ
ト）が高天の原を汚し、暴力を振るって産業
破壊活動を行い、ついに皮を逆剥（サカハギ）
にした馬を服殿の屋根を壊して投げ込みまし
たのでアマテラスは傷ついて天石屋戸（アメ
ノイワヤト）の中に隠れてしまいました。「お
かくれになった」という言葉は貴人の死を意
味するものです。日神の死によって天界も下
界も暗闇になり、邪神・百鬼が群がり出て世
の中は大混乱になりました。そこで八百万の
神々が集まって大きな石のふたで閉じられた
岩屋の墓の前の空き地に真賢木（マサカキ）
を根こぎしたものを立てました。その木の上
段の枝に八尺勾玉（ヤサカニノマガタマ）を
掛け、中段の枝に八咫鏡（ヤタノカガミ）を
かけ、下段の枝に白と青のニギテ（汚れをは
らう布）をかけました。そして、天宇受売命
（アメノウズメノミコト）が木の前に桶を伏
せたものの上に乗って、衣の前をはだけ、神
がかりして踊りました。それを見て八百万の
神々がドッと笑い興じたので、日神は「何事
がおこったか」と怪しんで墓石の大ぶたを細
目に開いてのぞかれ、ウズメに尋ねると、「あ
なた様より尊い神がおいでになるので、皆喜
び歌っているのです」と答えて鏡を指します
と日神の御顔が映っていました。日神は、ま
すます怪しんで岩戸を開いてちょっと出られ
たので、手力男尊（タヂカラオノミコト）が
御手をとって先導し、布土玉命（フトダマノ
ミコト）が墓穴の前に〆縄（しめなわ）をは
って後戻りされないようにしました。こうし
て天上天下すべてあかるく輝き渡ったという
のです。
この神話の中の真賢木（マサカキ）が十字
架で、中段の枝にかけた鏡にうつる日神の顔
がイエス様を象徴しています。しかし、この
神話の中には十字架による贖罪の信仰や思想
は見られません。
むしろここで強調されているのは、御子イ
エス・キリストの死によって天地万物は暗闇
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にとざされたが、復活のイエス様が墓の中か
ら現れて万物を照らす義の太陽となり、イエ
スを仰ぎ見る者は永遠の命を受けて救われる
ようになったという信仰です。ここにこそ、
まさしく、ギリシャ正教を含む東方キリスト
教の福音の強調点がはっきり打ち出されてい
ると言えるでしょう。
西方キリスト教の特徴はカトリックもプロ
テスタントもみなイエス・キリストの苦難と
十字架の血による贖罪死を特別に強調して来
ました。最近上映中のメル・ギブソン監督の
映画「パッション」にそれが良く現れていま
す。イエスの苦難と自分との同一化を求め、
復活はわずかに暗示的に示すのです。
興味深いことには、ペンテコステ的、カリ
スマ的信仰が神社の中に見られます。それは
拝殿の前方上部に見られる「しめ縄」が雷雲
を表し、しめ縄から等間隔に垂れているジグ
ザグの紙垂（カミシデ）が稲光、鈴は雷鳴、
鈴に結ばれ下がっている綱は雲の柱を表して
います。人が祈って綱を振ると雷鳴がとどろ
き、稲妻が光り、雲の柱・火の柱の中に神霊
が降臨することを求める拝礼の形式です。神
霊の光に打たれて、人は一瞬のうちに悔い改
め、きよめられ、新しくされ、神と一体化し、
啓示と霊力とを受けたカリスマ的人間になる。
ここにも東方キリスト教の信仰の強調点が見
られます。
＊ 神の幕屋運動の手島郁郎の唱導した原
始福音は、ここに焦点をあてたものでし
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ょう。彼は十字架による罪の赦しよりも、
神霊を叫び求め、聖霊の光に打たれてコ
ンバージョン（回心）するところにこそ
救いがあることを強調しました。
しかし、これはキリスト教以前から旧約聖
書とカバラ（ユダヤ神秘主義）の中にある信
仰思想だとも考えられます。ある人はカバラ
を１４世紀以降の思想だと言いますが、旧約
の中に含まれていますし、イエス様の中に、
また原始キリスト教の中に生きている信仰で
す。カバラの示す生命の樹は三本の柱（心御
柱）から成っていて、至高の絶対神から下界
（マルクト）に住む生まれながらの人に聖霊
の稲妻が送られます。その電撃の閃光を受け
た人は神に向かって上昇を始めす。その人は
ジグザグの道をたどって霊の成長を続け、途
中で高慢になるとマルクトより下に転落する
のです。この生命の樹には、縦三本の柱と横
三本の区分がありそれが日本の神社にある
「心御柱」に表現されているのです。何と驚
くべきことではありませんか。
（以下、次号へ続く）
[註]
以上述べた事柄は、十字架の贖罪の信仰が
間違いだというのではありません。ただ、東
方キリスト教の強調点が復活・昇天・聖霊降
臨・再臨にあるといいたいのです。念のため
付け加えておきます。
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地域別とりなし祈祷会
1．北海道
★札幌市 ：キリスト公会 札幌グレイス教会 皆川尚一牧師
〒001-0032
札幌市北区北 32 条西 5-3-27
TEL 011-717-1801
2.岩手県
★水沢市 ：ザ･リバイバル･東北祈りの家 高橋範明
〒023-0813 水沢市中町 26 レストラン･プレイズ
TEL 0134-62-3561
毎月第 3 日曜日 午前 7 時 00 分
3．埼玉県
★蕨市

：蕨とりなし祈祷会 鷺谷世嗣兄
〒335-0003 蕨市南町 3-3-12
TEL0484-42-0967

毎月祝祭日午後 2 時

4．東京都
★東京都内：東京中央とりなし祈祷会 皆川尚一牧師
＊会場 早稲田奉仕園セミナーハウス(東京都新宿区西早稲田 2-3-1)
＊連絡先 〒228-0802 神奈川県相模原市上鶴間 6-1-17 皆川尚一牧師
TEL042-747-5703、FAX042-746-2119 毎月第 4 月曜日午後 6 時 30 分〜9 時
東京祈祷会 山浦もと姉
＊会場 キリスト教婦人矯風会館Ｂ−1(新宿区百人町 2-23-5)
＊連絡先 〒350-0812 埼玉県川越市下小坂 612 主の園 3-25 山浦もと姉
TEL0492-34-7049,FAX0429-31-5552 毎月第 1 月曜日午後 1 時 30 分
5．神奈川県
★横浜市：聖書とお茶の会 吉田久子姉
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原 8-9 吉田方
TEL 045-363-5657
毎週金曜日午後 2 時
★相模原市：キリスト公会相模大野教会 皆川尚一牧師
〒228-0802 相模原市上鶴間 6-1-17
TEL 042-747-5726,747-5703 FAX 746-2119
URL http://www.Christ-ch.or.jp/
毎月第 2 木曜日午前 10 時 15 分

6．長野県
★小県郡 ：丸子町キリスト教会 松吉理枝子牧師
〒386-0404 長野県小県郡丸子町上丸子川原 1710−1
TEL 02684-2-5264
毎週水曜日午後 7 時 30 分
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7．静岡県
★静岡市 ：リビングウエイ・チャーチ リッキー・ゴードン師
〒420-0841 静岡市上足洗 4 丁目 6-16-7
TEL 054-248-4058
毎月第 1 日曜日午後 2 時
8．京都府
★京都市 ：キョート・プレイヤーグループ
シスター・ローズマリー・バス
〒604-8006 京都市中京区河原町三条上ル カトリック会館 3Ｆ
TEL 075-781-3330
毎週火曜日午後 7 時 英語の祈祷会
9.兵庫県
★高砂市 ：日本キリスト教団 高砂教会 手束正昭牧師
〒676-0015 高砂市荒井町紙町 1-34
TEL 0794-42-4854 FAX 42-4878 毎月第 4 水曜日午後 9 時 30 分〜12 時
10．福岡県
★福岡市内：伊都キリスト教会 友納徳治牧師
〒819-0167 福岡市西区今宿井尻 12-4-1
TEL 092-807-9080､FAX 807-2298 毎月第 3 水曜日 7 時 30 分
11．大分県
★別府市：フルゴスペル イエスキリスト教会 永野誠治牧師
〒874-0933 別府市野口元町 10-1
TEL & FAX 0977-26-3692
e-mail:fg.jesus@poppy.ocn.ne.jp
毎週金曜日午後 7 時 30 分
12．沖縄県
★那覇市 ： ホサナキリスト伝道所 喜瀬慎秀牧師
〒900-0031 那覇市若狭 2 丁目 9-5 毎週土曜日午後 6 時
TEL 098 ｰ 868 ｰ 5641
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札幌グレイス教会

丸子町キリスト教会
ザ･リバイバル･東北祈りの家

キョート・プレイヤーグループ
高砂教会

蕨とりなし祈祷会

伊都キリスト教会

東京中央とりなし祈祷会
東京祈祷会

聖書とお茶の会

相模大野教会
リビングウエイ・チャーチ

フルゴスペル イエス・キリスト教会

ホサナキリスト伝道所
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2004 年 6 月号祈りの焦点
(1)継続的課題
1)公明党が連立政権から外され、政界におけるその勢力が著しく減退するように。
又、自民党が見識を取り戻して創価学会に頼らなくなるように祈りましょう。
〔解説〕
＊自民党・公明党の賛成多数によって国民年金改悪法案が５月１１日に衆議院を通過しました。
するとその翌日１２日に神崎武法公明党代表と冬柴鉄三幹事長とが記者会見を行い、自分た
ちに国民年金未納の期間があったことを公表しました。彼らは民主党の菅直人代表の年金未
納に対して「責任を取れ」と激しく迫って菅氏を代表辞任に追い込んだ張本人たちです。し
かも、この二人の他に公明党国会議員５７名中１１名が未納であったと発表しました。又、
坂口力厚生労働大臣も未納だったことが分かりました。公明党を代表して年金法案の可決を
推進して来た執行部に対して各地の創価学会員たちから三役の即刻辞任を迫る声が押し寄せ
ているようです。神崎代表が辞任しなければ、７月の参議院議員選挙は戦えないという反発
が強くなっています。しかし、もし今神崎代表が辞めれば、最近、年金未納が発覚した小泉
首相の責任論にも発展するだろうというので神崎氏は苦慮しており、「年金未納ドミノ倒し
論」で責任のがれを謀ろうと模索しているようです。又、小泉首相は、「自分は未納ではな
く、未加入だったから罪には問われない」と言っていますが、国民年金法第１２条によれば、
未加入の方が１０万円以下の罰金を科せられることになっており、より罪が重いのです（週
刊ポスト２００４年６月４日号参照）。
2)カルト集団からの脱会者がキリスト教会に来て救われるように。
〔解説〕
＊東京のあるキリスト教会では、牧師がカルト集団脱会者救出に熱心だったため、統一教会か
らの脱会者が沢山救われて教会の青年会に加入しました。しかし、彼らのマインド・コント
ロールが完全に解けていなかったので、従来の青年たちと調和せず、旧い人たちが教会から
出て行き、やがて新しい青年たちも出て行き、残ったのは年配者ばかりで、牧師も代わった
そうです。札幌のある教会のように、牧師も教会員もカルト脱会者という方が安定するのか
もしれません。
3)天皇陛下が主イエス・キリストに在って救われ、大いに祝福され、その祝福が遍く日本国民
の上に及びますように。また、天皇陛下が世界の諸国民の中にあって、祝福の基として用いら
れますように。そして、国民が天皇陛下を先達として理解し、尊敬して、国際平和のためにつ
くすように祈りましょう。
〔解説〕
＊平成１６年歌会始（うたかいはじめ）、お題「幸（さち）」
天皇陛下御製（ぎょせい）
人々の幸願いつつ国の内 めぐりきたりて十五年経つ
皇后陛下お歌
幸（さき）くませ

真幸（まさき）くませと人々の声渡りゆく御幸（みゆき）の町に

4)互いに批判し合い、反目し合ってきたキリスト教会とユダヤ人、カトリック、プロテスタン

日本のためのとりなしニュースレター

2004 年 6 月号

9

ト、そしてペンテコステ、および各教派･各教会の間に、悔い改めと和解が起るように。
５)キリスト教の文書伝道が進展するように祈りましょう。
〔解説〕
＊先日のとりなし委員会では、青少年の精神年齢が低くなっているようだという話が出ました。
６０年前では２０歳で成人になると考えられていましたが、現代では３０歳で成人になると
見られ、１２・３歳は幼児と見ていいのではないか。従って出版される本もそれに対応した
ものが必要だと思うという点で一致しました。
＊昔集英社から出た世界の名作シリーズ、例えば、「少女パレアナ」Ｅ・ポーター著 谷村ま
ち子訳は、どんな逆境の中にも「よろこびを見つけるゲーム」で自分をも周囲の人をも明る
くする本です。又、１９８６年女子パウロ会から出た絵本「こどものＡＢＣ」絵：いのうえ
きよみ、文：いのうえ まみ、英訳：ファザー・フィルは、絵も文も優れて美しく心の情操
を養うのに最適です。こうした本の再刊を望みたいと思います。
６)ＴＶ・ラジオ・新聞・雑誌関係者たちがおごりと偏った報道や人権無視の取材を止め、神を
畏れたフェアーな在り方をするように。これらに気付いた人が抗議や訂正の声をあげ、日本の
見張り人の役を果たすように祈りましょう。
〔解説〕
＊テレビ朝日は昨年９月放送の番組「たけしのＴＶタックル」と１１月の同「ニュースステー
ション」で誤った編集や配慮に欠けた構成があったとして、早河洋常務取締役編成製作局長
を減俸、中井靖治同報道局長を譴責とする等計７人の処分を行いました。自民党は両番組に
ついて民主党偏重の不適切な編集と報道が行われたとして同局に抗議、ＢＲＣ（放送と人権
等権利に関する委員会）に審査を申し立てた。
テレ朝は平成５年椿貞良報道局長が非自民政権が誕生するように指示した「椿発言問題」以
来、度々批判と謝罪を繰り返してきましたが、今回の抗議に併せて自民党議員の同局出演自
粛にまで発展していました。自民党は同社が役員らを処分したことに伴い、２月２９日党役
員の同局出演自粛を解除しました。しかし安倍幹事長は「偏向的、不公正な報道が今後行わ
れれば、再度の出演自粛もあり得る」と強調しました（國民新聞３月２５日号記事参照）。
＊創価学会が広告を餌（えさ）にマスコミを蹂躙（じゅうりん）し、全国紙が今や公明党・創
価学会の検証を放棄しています。特に部数激減で経営が苦境に陥っている朝日新聞と同系列
に的を絞った学会の攻勢は、例えば「アエラ」（２月２日号）掲載の「イラクと『自公』創
価学会の本音」に顕著に表れています。テレ朝のキャスター田原総一郎も既に学会に取り込
まれたようです（國民新聞３月２５日号記事参照）。
＊田原総一郎（７０歳）が５月２８日、司会をつとめるテレ朝「朝まで生テレビ」の出演を取
りやめました。去る２３日のサンデープロジェクトで小泉首相訪朝に対する批判に「待て！
そんなにバカにする必要があるのか！」と突如逆上、ゲストの意見を封殺したり、怒鳴り散
らしたりの醜態ぶりで、番組終了後に抗議が殺到しました（日刊ゲンダイ５月３１日号記事
参照）
７)日本に亡国の危機をもたらす少子化傾向がくいとめられ、神の御心にかなった増子化対策が
社会全体の祝福によって実施されるように祈りましょう。
「神は彼らを祝福して言われた、《生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ》」(創世記 1:28)。
〔解説〕
＊日本の人口は、２００６年の１億２７７４万人をピークに減り続けることが予想され、２０
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５０年には１億人を割り込み、２１００年には６０００万人にまで減少すると予想されてい
ます。日本人の平均寿命はどんどん延びているのにどうしてでしょうか？ それは私たちの
予想以上に少子化が進んでいるからです。
＊増子化のための新エンゼルプランというのを厚生労働省が進めていて、２００４年末までの
目標は、次のようになっています。
①０〜２歳児の保育所受け入れ ６８万人
②１１時間を超える延長保育所 １万箇所
③多機能保育所など ２０００箇所
④休日・祝日保育所 ３０００箇所
⑤地域子育て支援センター ３０００箇所
⑥一時預かり保育 ３０００箇所
⑦放課後児童クラブ １万１５００箇所
(2)時宜的(タイムリーな)課題
1)今年７月の参議院議員選挙の投票率が著しく上昇するように祈りましょう。
〔解説〕
＊自民・公明両党の連立政権が解体されるためには、７月参院選での国民の投票率が著しく上
昇する必要があります。もし、投票率が低いと公明党＝創価学会の組織票が力を発揮するこ
とになります。この所連立政権の政策が多数の力をたのんでゴリ押しに可決され、実施され
て行くのを見て、国民全体の中に政治不信がひろがっており、「投票なんかしたくない」と
いう気持ちの人が多いようです。しかし、それでは投票率が下がって、公明党が当選する率
が増加するのです。連立政権を倒すために投票する自覚を持つ有権者が増えるように祈りま
しょう。
2) 日本国民全体の中にキリストの福音が広く深く受け入れられて行くように祈りましょう。
〔解説〕
＊「大切なのは、赦し合うこと、そして迷った元の地点に戻ることです。みんなが悪かった。
だから今まで来た道を振り返り、ルーツに帰る。多様性と自由を認める精神に立ち帰る。そ
れが聖徳太子が私たちに教えてくれたルールです。責め合うのじゃない。「和をもって尊し
となす」、しかし、事実は大切にする。すり替えない。そして多様性の中に互いを受け入れ
ながら、刺激し合って、新しいものを創造していく。「みんな仏教徒でなければならない」
「神道信者でなければならない」「キリスト教徒でなければならない」といった独裁、専制
の時代はいいものをつくり出しません」（ケン・ジョセフ・シニア＆ジュニア著 「十字架
の国・日本」徳間書店Ｐ．２４０−２４１より）。
３）北朝鮮による拉致問題の解決があくまでも外交上の最優先課題とされ、拉致被害者の家族
が日本に帰って来るように。又、北朝鮮の核準備が取り除かれるように。
〔解説〕
＊小泉首相は５月２２日北朝鮮を再度訪問し、金正日総書記と会談しました。その最優先の目
的は、日朝国交正常化であって、拉致問題の解決ではなかったことが分かりました。拉致に
ついては、前に帰国した蓮池さんと地村（ちむら）さんの子供たち５人だけを返してもらっ
ただけです。金総書記がジェンキンス氏に訪日を許可すると言わず、「ただ本人の判断に任
せる。自分は家族離散を望まない」と言っただけにもかかわらず、訪日の希望があるかのよ
うに首相が１時間も彼を説得したと聞いていますが、北朝鮮では個人の自由意志など認めら
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れていないのですから、日本国民を欺くためのパフォーマンスとしか言えません。韓国大統
領から「よくやった」とおほめの言葉をもらうために川口外相をソウルに派遣した事にも政
府の姿勢が現われています。私たちは、せめて「特定船舶入港禁止法」の成立とその厳正な
実施のために祈りたいと思います。拉致被害者家族会は「もはや今の日本政府には信頼も希
望も持てない。いつか別の政府によって恐らく４００人以上にも及ぶと思われる日本人の拉
致被害者を奪還できるように」と願っています。
4)日本における教育が健全な方向に導かれるように。
〔解説〕
＊文部科学省のパンフレットに「男らしさ、女らしさを押し付けるような教育をしてはいませ
んか」と書かれています。男児に男らしい名を、女児に女らしい名をつけるのはいけない。
ひな祭り、鯉のぼりさえも批判する。「男女」という言い方は駄目。「女男」と言えとあり
ます。日教組は男女混合名簿を実施したり、インターセックス（両性具有）教えて、男（お
とこ）、女（おんな）という意識を壊して行きます。性的欲望は人為的、社会的に作られた
ものだとか、家族と生殖に直結する男女の性愛は正常ではなく権力によって作られたものだ
として、生殖否定の性的欲望こそが正常であり、従ってゲイ、レズ、ホモこそが正常だとす
るのです。こうしてフリーセックスは当然であり、妊娠しては困るから避妊を教える。小学
生に男女の人形を使って性交を教え「この授業のことは親に言うな」と子供たちに口封じを
しています。
５)日本に良い家族制度が回復されるように祈りましょう。
〔解説〕
＊聖書に基づく良い家族制度は、夫権、及び父権を家族の柱として明確にしていることです。
この柱に支えられて、妻の権利、子の権利も認められているのです。権利と同時に、義務も
明確です。夫や父には家族を愛し、保護し、養う義務があり、妻や母には夫を助けて夫の任
務をまっとうさせ、夫と共に家族を世話する義務があります。夫唱婦随。子が父を敬愛して、
両親の教に従順であること。これらは「神道」「儒教」においても美徳です。
６)沖縄の与那国島の海底にある古代遺跡の発掘調査を日本政府が国家的大事業として行うよ
うに祈りましょう。
〔解説〕
＊琉球大学理学部物質地球科学科教授 木村政昭氏は、かつて中国大陸と琉球列島がつながっ
ていた時代（約１万年前）の南西諸島の地質調査を進めていくうちに、失われた古代文明遺
跡のようなものが海底に眠っているのを発見しました。1992 年と 1994 年の予備調査を経て、
1997 年 3 月には琉球大学海底調査団を結成、有人潜水船「しんかい 2000」を用いるなど本
格的な調査をして来ました。その結果、シュメールの神殿やエジプトのピラミッドを凌ぐ「世
界最古の巨石建造物」とそれをめぐる都市の存在が次第に見えるようになってきました。こ
れは偉大な世界的な発見とも言うべきものと考えられますので、琉球大学の事業としてより
も日本の国家的大事業として予算を組んで実施されるべきものではないかと思われます。
（木村政昭著「沖縄海底遺跡の謎」第三文明社刊）。
７)悪法「裁判員制度」が導入されないように祈りましょう。
〔解説〕
*この悪法は衆議院を通過して参議院に送られました。参議院で可決されたのかどうかマスコミ
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の報道でははっきりしません。たとい可決成立したとしても裁判員制度の廃止と、信頼できる
裁判官の育成のために祈り続けたいと思います。
8) 日本の経済が上向くように。又、中国経済のバブル崩壊前に日本の銀行と企業が中国から手
を引くように祈りましょう。
〔解説〕
＊かつて日本の恒常的貿易黒字で増え続けた余剰資金が銀行に蓄積された１９９８年４月、ア
メリカの圧力で橋本内閣は金融ビックバンを実施。その結果、外貨預金ブームが起きて、毎
月兆円単位で日本から資金がアメリカに流れました。又、１９９１年のアメリカの株価と不
動産の大暴落により、日本の銀行は海外と国内合わせて約３００兆円の不良債権を背負いこ
みました。日本の銀行が不良債権で国際金融が制限されている間に、アメリカの金融機関は
中国投資を拡大し、中国経済の成長と共に多大の利益を得てきました。現在、中国経済はオ
リンピック需要で過熱気味ですが、２００６年をピークに落ち着きをとりもどし、２００８
年のオリンピック以後は次第に下降線を辿り、２０１０年の上海万博で完全にバブル崩壊す
ると予想されます。
ところが国際ＢＩＳ（自己資本比率８％以上）を達成した日本の銀行は、今、競って中国進
出を急いでいるのです。アメリカの銀行から中国債権を買って、中国国立銀行保証の新規プ
ロジェクト融資を拡大しています。しかし、やがてアメリカ銀行からの債権は紙くずになり、
新規融資先も返済不可能に陥るのは決定的だと見られます。４０％以上の潜在的不良債権を
抱えている中国国立銀行の保証など百害あって一利なし。２０１０年までに間違いなく日本
の銀行は、またも数百兆円の不良債権を抱えることになるでしょう。先のバブルではアメリ
カに、今度は中国にジャパン・マネーが奪われることになります。日本国民にわなをかけて
いるのはアメリカだけでなく、日本政府も共犯だったのです（以上、２００４年５月３１日
号「増田俊男の時事直言」Ｎｏ．２５２号より要約）。
9)核エネルギーに替わるクリーンエネルギーが開発されるように祈りましょう。
〔解説〕
＊石炭、石油、天然ガス、核燃料などには酸性雨、地球温暖化、窒素化合物、放射性廃棄物な
どによる環境汚染が大変な問題になり、以上のような資源エネルギーに替わるクリーンな環
境エネルギーの開発が行われて来ました。例えば、水力発電、風力発電、太陽光発電、地熱
発電、永久磁石発電、その他です。このうち風力発電に焦点をあててみましょう。白く光る
大きなプロペラを持つ風車による発電で、全国の設置台数は北海道１３９台、東北１８０台、
北陸２１台、関東２２台、中部１１台、関西３１台、山陰６台、中国４台、四国９台、九州
６９台、沖縄３１台、計５２３台です。トラブルの問題点①バードストライク（風車が渡り
鳥の通路にあるため）②稀少動物の棲息地の破壊、③住宅地区に対する騒音です。特に①の
バードストライクの問題への対策は北海道で急務となっています。
10)外国人地方参政権付与法案が否決されるように祈りましょう。
〔解説〕
＊公明党は、昨年 10 月の衆院解散で廃案となった「外国人地方参政権付与法案」を今回単独で
衆院に改めて提出しています。これは主として在日韓国人を対象としたものであり、在日朝
鮮人にも韓国籍をとらせて勢力の増大を図るなどしているようです。それは公明党の支持層
を増やすための党利党略に基づいたものですから衆院で否決されるように祈りましょう。
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11)イスラエルの平和のために祈りましょう。
「見よ、イスラエルを守る者は、まどろむこともなく、眠ることもない」（詩篇 121:4）
〔解説〕
＊インターネットで「シオンの架け橋 イスラエル・ニュース」http://www.zion-jpn.or.jp を見
ることを読者の皆様にお勧めします。週２回の発行ですが、毎日の出来事が報道されている
ので、出来事を断片的にではなく、流れとして総括的に把握できるからです。
＊例えば、５月１６日のガザのラフィアで起こった紛争ですが、
・５月１５日 パレスチナ人のナクバ（イスラエル建国を呪う破局の日）でアラファト議長
がコーランを引用して「神の敵をテロで脅せ」と演説した。
・５月１６日 ラフィアで遺体回収作業にあたっていたイスラエル軍にアルアクサ殉教団が
爆弾・ミサイル砲などで激しい攻撃を加え、イスラエル兵士２名が死亡した。
・イ軍は、武力勢力が攻撃用に使用した家屋約１００戸を破壊した。国連アナン事務総長は
「民家を破壊するな」とイスラエルに呼びかけた。
・５月１７日 英国のアラブ紙が「アラファト議長の辞任を促す公開書簡」を発表した。
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＊《会計報告》(2004 年 2 月 1 日〜2004 年 3 月 31 日)
収
献

入
金

金

96,700
123,266
0
15,700
0
35,474
271,140

小
計
前月繰越
国内活動基金 収入
前月繰越金
国際会議参加基金 収入
前月繰越金
合
計

【献金者芳名】（順不同）
高砂教会（兵庫）
相模大野教会（神奈川）
札幌グレイス教会（北海道）
林田 金弥（神奈川）
坂倉 豊子・大介（東京）
赤羽根 恵吉（神奈川）

額
96,700

1回
2回
2回
1回
1回
1回

(単位＝円)
金
額
2,920
2,620
53,550
31,770
0
470
13,731
11,550
116,611
103,355
0
15,700
0
35,474
271,140

支
出
交 通 費
印 刷 費
資 料 費
郵 送 費
事 務 費
振替手数料
電 話 料
会 場 費
小
計
翌月繰越
国内活動基金 支出
翌月繰越金
国際会議参加基金 支出
翌月繰越金
合
計

1回
1回
2回
1回
1回

広瀬 幸司（千葉）
佐藤節代（神奈川）
東京中央とりなし祈祷会席上献金

高橋 美子（茨城）
匿名（東京）

【編集後記】
＊2004 年 6 月号のニュースレターをお送りします。今

もや「政府のやり方を批判するのはけしからん」と

回は、「秦氏のキリスト教の土着化」をテーマにし

いう非難・脅迫の電話・ファックス・Ｅメールが洪

ました。

水のように横田氏らリーダー宅に押し寄せました。

＊原始キリスト教は、縄文文化、弥生文化という自然
との共生を特徴とした古代日本文化の中にとけこん
で「かんながらの道」という信仰・思想・生活様式

こうした現象はカルト集団と結びついた政権の危険
性を感じさせてくれます。

＊しかし、御言は私たちに希望と勇気を与えて下さい

を生み出し、それに共鳴する外来文化をとり入れて

ます。

同化して来たと考えられます。次号では、今少し紙

「悪をなす者のゆえに、心を悩ますな。

面をさいてその点を考察して見たいと思います。

不義を行う者のゆえに、ねたみを起こすな。

＊今、日本社会には自公連立政権の独裁的な政局運営

彼らはやがて草のように衰え、

によって、自由な言論を封殺する流れが作り出され

青菜のようにしおかれるからである。

ているようです。例えば①先日、イラクのバグダッ

主に信頼して善を行え

ト近郊で拉致された３人の日本人の家族が、政府に

そうすればあなたはこの国に住んで、安きを得る」

自衛隊のイラクからの撤退を求めた時、北海道の家

（詩篇３７；１〜３）

族に対する非難・脅迫電話・ファックス・Ｅメール

（ヨハネ 皆川尚一記）

が毎日、毎夜洪水のように押し寄せました。
被害者の子供たちを連れ帰った時、横田氏を会長と

《次回日本のとりなし委員会予告》
日時：2004 年 7 月 19 日（月）12 時

する拉致被害者の会が首相を批判した時にも、また

場所：キリスト公会

②更に５月２２日小泉首相が北朝鮮から５名の拉 致

相模大野教会
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