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あぶ らむ通信 をお手 の皆様 には、寒中 お見舞申 し上げます といい
たいところですが、 この通信 が届 く頃 にはもうす っか り春 といった
ころと思 います。皆様 にはお元気 でお過 しの ことと思 います。 あぶ
らむの里で生活する者一同 も元気 に雪 と闘 っています。一月末 まで
は春 のよ うな陽気 で した。暮に大枚を はたいて除雪用 のホイール ロー ダーを購入 し雪
に備えま した。 しか しま った くの出番 な し、何 だか損 を したような気持 で したが、二
月 に入 った昨 日より大雪 とな り、 ロー ダーの面 目躍起 とい ったところです。 なに しろ
‐
晩に70〜80伽ほど降 るのですか ら、除雪作業は冬 の生活 の重要な一部なのです。腰
までの雪 をか きわけなが ら、Frを

うまな いニ ワ トリにエサをや りにい くllさんか除
雪作業中の私 に、 「■の苦労 もあ と カ
月、 もうす ぐ春です ヨJと 慰 めて くれま
｀
したが、γ く春が来て は しい r山iそれは
l11の
納 期かせ ま っ
現在 かかえている木 1ヽ
て くることで もあ り、思 うように木 li作
業がすす まな い私 にとっては痛 し,Vしと

L

いったところです。
除● に大活日 のホ イル ・ローダー

宿 がで きて丸 1年、おかげ様 で宿ll者

は 1標の千人イlを越 え1076人泊 とな りま した (一人が 311す れば 3人 ,自とい った￨1算
よ )お礼 中 し liげます。 日￨
と、
です)。こんな遺 い山里 までよ くお いで ドさいました。′
1事 や薪割1、木 工作 業など、 11の住人 と して を流す宿泊 イ、 これか ら求 め られる
畑イ
'「
長期休暇 の過 し方の一つのかたちのよ うに思 います。
また、隣村 の丹生川村 の福祉協議会か :いも用 いて ドさいま した。 ある時 は障害者
を もった ご家族 の ささやかな慰労会で した。1障害 を負 った人 々か ら学 ぶJと い うこ
とで私が沖縄 のハ ンセ ン病 の人達 の話 を し、その後 ささやかな料用1での憩 いの一 時で
‐
す。同様 の会が、富山 にある自閉症者 の施設 めひ野 の園Jの ll i会によって ももた
れま した。 どの人 も重荷を背負 っての人生旅路 です。 あぶ らむでの一 時、 ささやかな
リフ レッシュメ ン トになればあ りが たい限 りです。 このよ うなかたちであぶ らむの宿
を用 いて 下さる人 々に も感謝です。
しか し、何 とい って も昨年 の ビックイベ ン トは、沖縄愛楽日か らの訪問団を迎 えた
ことで した。前 号の別刷 りで佐藤―宏君か しっか りと書 いて くれたので詳細 は割愛 さ
せていただ きますが、彼 らの訪間 はこの地域 の人 々に も大 きなイ ンパ ク トを与 えま し
た。特 に、愛楽園 の皆 さんの老人 ホーム 「
和光園J慰 間 は圧巻で した。慰問 され るこ
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とがあ って も、他人を慰問す ることなど
あ りえなか った彼 らで した。 (社会 的 に
許 されなか ったといった方力工 しいで しょ
う)「一 日一 日、皆 さんか ら見 れば なん
だ ァーと思 われるよ うなささやかな 目標
を もって ここまで生 きて きま した」 と、
天さ
両手両足 を失 った玉城 さんが歌 う 「
ただいま木工作彙所増薇中
スミ付けだけはプロの大工さん 〈
片町勝朗さん)

ぐの花Jを きいていた ら、泣けて仕方が
あ りませんで した。時代 の変化 を しっか,
りと感 じま した。愛楽園に関わ って2 亀

もっとも嬉 しい一 コマで した。
10月中旬、今度 は飛騨 か らと、総勢 10名の 「
愛楽園訪問団」 め かけま した。宇津
'出
江熊野神社神主の洞 さん、真言宗飛騨千光寺住職大下大□ さん、参加者 は超教派で し
た。私 たち一同身 にあまる歓迎 を うけた数 日間で した。歓迎会 の席上、人園者の真栄
田さん大妻 と大回 さんの 「花」 は、やんやの喝采 をあびま した。今年六月には もう一
度愛楽日 の皆 さんをお迎 え し、 この地の多 くの人 々に彼 らの人生の歩 をみていただ こ
うと計画 しています。
昨年 も沢山の相談事が寄 せ られたあぶ らむで した。 その中で二人の若者 が私 たちと
生活を共 に しま した。相談内容等 はお伝 えす ることはで きませんが、だんだん私 の理
解を越 える内容 とな り、彼 らを通 して 日本社会がかかえ込む病巣 の一端 を垣間見 るよ
うに思えてな りません。
私 の聖書の裏表紙 に、父親 か らきた二十数年前 の手紙 が しっか りとはりつけてある。
他界 して もう十年近 くになるが、 たまにその手紙 を読む と今 も私 の側 にいて黙 つて励
ま して くれて いるよ うに思 う。 その中に、「あんたの手紙 の通 り、 若 い頃 の 明 日はど
んな人で も貞暗であると思 い ます。」 という一節 がある。忘 れ も しな い大学 浪人中 の
1月 15日、模擬試験 を終え重 い足取 りで駅 に出た。新宿駅 は晴れ着姿 の若者 で溢れて
いた。 どの顔 に も笑 いが満 ち、希望 に夢 ふ くらんでいるよ うだ った。 その 日は自分 も
成人式、本来 な らば私 の顔 に も彼 らと同様喜 びが溢れているはずなのに、 どのよ うに
人生 を生 きて行 けばよいかわか らず、大学合格などあ り得 ないような惨 めな状態 だ っ
た。 そのあま りもの コン トラス トに、私 は泣 きなが ら両親 に手紙 を書 いたことを今 も
はつきりと憶えて いる。「磨 けば磨 くほど光 ります。若 い時 は二 度 と無 いか ら命 をか
けて励む こと、後 はスムーズに進み ます。親達 も兄姉 もあんたの大人 を見守 っている
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か ら、何等心お きな く勉強 さえすればよ
いと思 います。J私 は父 の この 言葉 に励
まされ、支え られてあの暗か った 奇本時
代を乗 りきったよ うに思 うのです。
唐突 に もこのよ うな私 事を もち出 した
,1由、私 自身 もよ くわか らないのです力ヽ
相談を うけなか ら思 うことに、親 と rの
えず、 また、
関係 や刻んで きた年輪か ,こ
「分 の人41であ りなか ら他 人 ことのよ う

愛楽国 の皆 さん との島内観光

に感 じられ、悩 みを悩 み と して悩 み抜 くことに背 をむ ナて いるよ うな若者の 姿か うつ
るの です。 この よ うな ことを 1:くこと￨イ本、 F「 の ジェ ネ レー シ ョ ン ・ギ ャ ソプか も
しれ ません。 しか し、 1+代が どの よ うに移 り変わ ろ うと も、人‖‖の成 11は悩 みを￨ み
と して悩 み抜 くところに うまれて くるので はないて しょうか。 そ の意味 では、lXみ抜
くことは 「旅す る力 ￨の 大切 な部分 であ るよ うに思 tヽます。 私 t,含ああぶ ￨,こに 対わ
る者 ―同、 しっか り悩 み なか ら方rJを求 め、」1きて行 きた く思 い ます。

さて、 あぶ らむの会発足 して 今年 ま7年 日、 ラ ン+ セ

ブ ンの 句1です。 あ る程度11

動 の 基盤 も整 って きま tた .や ってみよ うとい う人が 1人集 まれは、 と って もお も し
Чこ祈 ります。
ろい活動 がで きるよ うに思 い ます。 今イ
「 よ 1人 ￨か 与え られ る ことを il力
の ない
私 11ですが、我家 は 1人の受験Jiをかか´ なか らt,緊jlk感

々で す。 大学受験

の長り]を トトカ ルチ ョの対象 に して楽 しん てい る始木で す。 1(論晰1■は私です。多分、
「サ クラチ ル :で しょう。 た った

つの試験 で 人■ か ′
,イ￨され る、 彼 ら も現 実 に足 を

入れ始 め たのです。 「分 の 人生 と して、 しぅか り悩 み 、 出 しんて生 きて い って は しく
願 って い ます。
人寒 、寒 さが厳 しいほどそ の中 にイヽが包 み込 まれて い るよ うに思 えてな りません。
持様 の ご健康 をお祈 りいた します。

1 9 9 3 4 1 2 月2 1 1
大 郷
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博

露 騨 ― 沖 腱 麗 議 日 彙 淀 田
「
飛騨 だよ り」 に もあ りま したよ うに、昨年 の 6月 、 沖縄愛
楽園 の方 々が飛騨 の地を訪問され、そして10月には、飛騨 の方々
が沖縄の地を訪問 され、 お互 いに深 い感動を覚え られたようで
す。 あぶ らむの里を仲人 と した、山国 に生 きる人 々 と海洋 の国
に生 きる人 々 との素晴 らしい交流 の始 まりです。 そ こで今回、
飛騨 の方 が愛 楽園 の人 々との出会 いをどのよ うに感 じられたか
ご紹介 させていただ くことに しました。

天

国

か

ら

の

小

包

高山市在住 伊

藤

由

里

愛楽園の皆様、私達 にとってこの数日間は夢の様なひとときで した。まるで天国か
ら小包が届いたよ うな……。
現実にこんなひとときを持てたなんて今でも信 じられない気持です。
私は今まで何の不幸 もなく、他人からは何て幸せな人なのといつ も言われ続けて生
きてきました。
でも心の中には、 いつ も死に対する恐怖を抱 き続けており、その他諸 々の困難に対
してびくびくおびえ続けて、又、自我が強 く他人 と接す るとす ぐ傷つ くため、自分の
殻 に閉 じこもる生活をず っと続けていました。
‑5‑

で も昨年来、 どういうわけか仏教 のお坊 さん の導 きによ り、私がず っと求 め続 けて
いたキ リス ト教的 な神 に心 をゆだね ることがで きた様 な気 が してお ります。
それ以来、例え困難 が来 よ うとも、神様 がそれに耐え る勇気 をお与 え下 さる様 な気
が しています し、実際今 日まで神様 はいろいろな形で、私 を導 いて下 さって いるのが
よ くわか ります。
私 の囲 りに起 こることなどたかが しれて い ます。 い くら神様 に心をゆだねることが
で きたと思 っていて も、実際、大 きな困難 にであ つた時、本当 に生 きて い く力を神様
が与 えて 下さるのだろ うか、不安 が残 っていま した。 で も神様 は、私達 の もとに天国
が現実 の世界 に存在す るとい うことを知 らせに、愛楽園 の方達 をつれて きて ドさいま
した。皆様 は、私達 のためにあの過酷な困難を耐え抜 いて、生 き続 けて きて下 さ った
のだとい う気 がす るのです。 そ して、今回、旅行 に来 ることがで きなか った大勢 の方
達、又、 まだ苦 しみ の途上 にい らつしゃる方達 の思 いをいっばいつめて、私達 の前 に
はるば る来て下 さった……。
この ことに対す る感謝 の思 いは、言葉 では言 い尽 くせ ません。 そ して、そのために
大郷先生 が歩 んでい らつしゃった茨 の道 は、私 の想像 の域 をはるか に越 えているもの
と思われます。本当 にあ りが とうございま した。
そ して私達 は、大下大回 さん のおかげて皆様 にお会 いす ることがで きたことを忘 れ
るわけにはい きません。大回 さんは今、死 に行 く人違 をどう支え見守 って行 くか とい
う問題 に力 を尽 くして いらっしゃいます。
先 日、私 は病院での一 日看護婦体験 をす る機会 を持 つ ことがで き、 この世 の地獄を
垣間見 たような気が しま した。死 の病 に倒 れ るまで毎 日、忙 しい生活 に追われ、死 の
の
準備をす る余裕がなか った方達 が大勢 い らっ しゃいま した。 なかにはやす らかにそ
時 を迎 えてい らっ しゃる方 もいますが、 ほとん どの方 は心 の準備 がで きて いないので
はないで しょうか。 で も私 にはどうして き じあげることもで きません。大回 さんは、
この ことに真正面か ら取 り組 んで下 さっています。 で も、歴史 上で作 られた仏教 に対
する偏見や、 日本人 の考え方等 が厚 い壁 になってお り、なか なか前 に進めません。私
の願 い も同 じところにあるのですが、何 せ私で は何 の助 けに もな らないのです。
どうか皆様、大郷先生 と同 じく、大回 さん の茨 の道 を も見守 り導 いて下 さいます よ
う心 か らお願 いいた します。
今回皆様 にお会 いで きた もの一同、 いつか沖縄 へ行 きたいという夢 を今、持 ち始 め
ま した。
その時果 た して、私 自身 に行 ける条件 が整 っているか どうかわか りませんが、夢 が
実現す る様努力す るつ もりです。 そ して愛楽国 の皆様、 これか らは全国で待 っている
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私 と同 じ様 な弱 い心 を持 った人 々へ 勇気
を 与え るた めに訪 ねて い って あげて ドさ
います様、心 か らお願 いいた します。
ど うか、日 の皆様 に も感謝 の気持 をお
伝 え 卜さい ませ。私連 も、今1 1 条件 が整
わず皆様 と会 うことがで きなか った人勢
の友達 に、 そ ち らの思 いを必ず伝えます。
で は X 会 え る日まで、 おプ
し気 で。

沖縄名物 カチ ャーシーできびを全身で表現

さんか らのお使 り
以 i 、あぶ らむ の 1 1 で交流 な さ った岐 1 り, 1 1騨
ヽ高 1 市の, 1 藤
"￨り
を ご紹 介 させて いただ きま した。

の

￨こ

い

飛騨国府町在住

野

村

晃

ll年の 6月 、沖縄愛楽園 より17名の方 々があぶ らむの11にお見えにな りま した。
人郷 さんより、前々か ら、沖縄 のハ ンセ ン病 者の方 々のお話 は聞いて い ま した。身
11か
杓や部落の人 々か らの偏見や■(■:解で大変 ご古労 された こと、同病 の青木恵 哉先′
ハ ンセ ン1高の人 々ヘ キ リス トの福 計の伝道 と療養所設置の実現 に死 力を尽 くし現
って
愛楽lelか
誕41したこと、日 の皆様 が命 を 尊びお 「いに助 け合 いなが ら楽 しく頑張̀:の
暮 らして こられた こと、 そ して人郷先生が立教時代 に学生 を伴 って訪問 されて いたこ
となどを聞 いて いま した。
愛楽日の皆様 があぶ らむのりに滞

は、毎晩皆様 と交流を深 め、本当に素晴 らし

̀:中 りを心 より鑑賞 させて いただ きま した。 安
い沖縄 の 1線 (さん じん)、人鼓、唄、踊
の乾杯 の発声を頼 まれた際、私 は、皆様 が これか らも元気で長生 きされ るよう、 そ し
て今度 は私達が飛騨か ら11向いて愛楽園 で乾杯出来 ることを祈念 いた しま した。
以来大郷 さんの ご努力 のお陰で、 10月14Hよ り3泊 4日 の 日程で、念願 を果 たせ る
ことが出来 ま した。
那覇空港 には、懐 か しい20名近 い人 々が 出向 いに見え られ、手を取 り合 って再開を
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喜 びあ いま した。愛楽園では新築間 もない立派 な宿舎 に泊 めていただ き、 その夜 は,
ヮ盛 りを頂戴 しなが ら夜遅 くまで歓談 しま した。
翌 日は国内見学 で した。青木先生 の慰霊碑参拝後、病院、公会堂、公園、皆様の住
居 を見学 させて いただ きま した。 そ して、重度 の後遺症 の方 々のお祈 りの会 に参加 さ
せていただき貴重 な体験 をす ることが出来 ま した。愛楽園で は戦中戦後 の物資 のない
時代、割合病気 の症状 の軽 い人達 はそれぞれに外部へ 出て行 き、苦労 を して食物や衣
類 などを入手 し、国の人達全員で分 け合 っていたそ うです。 その時身体 が不 自由で外
部へ 出て行 けなか った人達が集 まり、 自分達 は何 も出来 ないか ら皆 が少 しで も沢山物
資を入手出来 るよう、無事 に帰 って くるよ う皆 のためにお祈 りしようと言 うことで始
ま つた祈 りの会が、現在 まで続 いて行われているとのことで した。現在 は、人 々が幸
せに暮 らせ るよう、世界中に平和が訪れ るよ う祈 ってい らっしゃいます。両足義足 の
老婦人、耳 の聞 こえない方、 その他身体 の不 自由な方 々の熱心 な祈 りの姿に深 く感動
しま した。私 どもを代表 して大 ヽ大園和尚 さんが、宗 旨の違 いを越えて、 お祈 りの会
の皆様 に誠 に 立派 なお話 をされ、 日に涙 して聞 いてい らっ しゃいま した。
その 日の午後 は、日 のマ イクロバ スで沖縄 の人達 と観光地 め ぐりを しま した。 バ ス
の中で は沖縄民謡 を教 えて もらいなが ら、植物園や名護 パ ラダイスや海ll博,記
念公園
など、 ツアーの旅行 で は行 けな いような良 い所を親切 に案内 して いただ きま した。
夜 は、国内の公会堂で歓迎交流パ ーテ ィーが盛大 に行 われ、第 1部 、第 2部 と長時
間 にわた り楽 しく過 ごしま した。
琉球 の風Jの セ ット現場 の見学 を し、海岸 では 0ケ 風景 も
最終 日は、大河 ドラマ 「
見 ることが出来ま した。 その後 南部戦跡 に行 き、摩文仁 の Eや ひめゆりの塔、記念館
を見学 し、那覇空港 に向かいま した。
お別 れの際、愛楽園 の皆様 もまた飛騨 を訪ねたいとお っしゃり、来年 また、あぶ ら
むの里で再会す ることをお約束 しま した。
それぞれにお土産 も頂載 し、本当に皆様 との心豊かな触れ合 いに感謝 してお ります。
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お、

り

い
え

を

か

て
富 田

桂

「
畦で大に説教 して るJと ご近所 の方 々は、大郷 さんの ことを笑 うそ うです。 この
話 を きいて、育 さん と大笑 い しま した。「
実 に言 い得 て妙 だね」 と。「
犬だ って、 こち
らが真剣 な らわか るんだよ。 たとえ言葉 が通 じな くて も、我 々は言葉を使 うしか ない
じゃないか。J本 当にその とお りだ と思 いま した。
あぶ らむでの一年間、 どれ はど多 くの ものを私 はいただいて きたで しょうか。大郷
ご夫妻、私を精神年齢では 上回 る子供たち、 この宿 で時間 も場所 も共有す ることので
きた多 くの人 々、あたたか く受 け入れて ドさった飛騨 の方 々、 そ してあぶ らむの 里の
自然。台所 でのさ りげない一言 にハ ッとさせ られ、宿を訪れる様 々な方 の人生にお、
れ
ることで、今 まで日の向け方 を知 らなか った心の世界 への扉が、 ほんの少 しではある
けれど開かれたよな気が します。rtヽ
ろいろな、未知 なる体験」 に憧れ、「自分を成長
させて くれそ うな、 いい体験Jを し 『いい出会 いJを した くて仕方のなか った私です。
それがいつの間 にか、人智を超えた出会 いの不思議 を感 じるうちに、微妙 に変わ った
ようです。「tヽくら、 た くさんの素敵 な方 々と出会 いの機会 を持 った と して も自分 の
の世界を養 う努力を しなければ、真 の出会 いはあ り得な いだ
中 に、広 くこまやかな′
じ、
ろうし、今 あ る自分 自身 に足をつ けるように していれば、出会 いは支え られてゆ くの
ではなかろ うかJと 思 うよ うになりま した。
「あぶ らむ通信 に原稿 だよ。文 は心 です。」 などと唐突 に 言われて も、本当に困 って
しまいます。 「言 うは易 し」 の愚を繰 り返 した くないと思 う一方で、「いい文なんか書
けないJと 肩 に力が入 って しま うのですか ら。 ありの ままでいたいと願 っているくせ
に、 そ うはいか ない私 をまた見せつけ られ ます。 あぶ らむでの一年間を思 い起 こそ う
と して もごった煮状態で整理 がつ きませんが、一つ思 い浮 かぶ ことが あ ります。 それ
は、肯定的 にかかわろうとす るが故 に、Noを 言わなければな らなか った時 の ことで
す。彼 に対 して、Yesと 言 うことは容易 いことで した。そ うした方が、 こち ら側 も嫌
な思 いをせずにすむ し、何 か彼 にあ つたとき責任を問われ る リスクを負わず にすむの
です。 しか しその場面で Yesと 言 うことは、彼を深 いところで パ カにす ることであ
り、そ うす ることで自分 自身 を も見えないところで屈辱 し傷 つ けることで した。彼 は
こちら側 の気持が変わ らないのを知 ると、 それ こそ挨拶 もせずに怒 って出て行 って し
まい ま した。私の知 る中で、あの時 ほど宿全体 に、 どうしようもない疲労感 が漂 い沈
み こんだ 日はなか ったように思 います。 いまだに答えは出ていませんが、 それで も時
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は流れ彼 との新 たな関係 は始 ま っていま
す。他人 に対 して も自分 に対 して も誠実
であろ うとす ることは、時 に大 きな衝突
を伴 い、 しか もす ぐに答えの出 るもので
もない。 けれ ども最善を尽 くす しかない
のですね。私 は彼 の去 った後 ただそのや
りきれなさにど つぶ り呑 まれて いただ け
桂さんも木工所増集作業にはりきっています。

ですが、疲労 の中で大郷 さんは 「あの子
をお守 り下 さいJと お祈 りされて いたよ

うです。随分後 にな ってか らボツ リと洩 らされたことです。私 はただ疲労感 に押 しつ
ぶ されて、大郷 ご夫妻 の心 中を思 い図 ることなどで きようはず はあ りませんで した。
こまごまと具体的 な日常生活、現実生活 の中での大郷 さん、育 さんのあり方、 そ し
てあぶ らむの あ り様 は、今現在 の私 はもちろん、将来 の私を深 く支えてゆ くものにな
るであろうと思 います。将来、 この支 えを支え として本 当に生かす ことがで きるだろ
か という自分 に対す る不安 の方 は、明 日の私 に譲 りたいと思 います。 もう少 し腰を落
ち着 けて働かせて いただ きたい、 と心 の底 か ら思 うよ うにな ったので、昨年 の十一月
頃相談 にの っていただ きま した。学 び場 は、決 してあぶ らむだけにあるわけではあ り
ませんが、それが今許 されるのな らば、一 日一 日大事 に過 ご してゆきたいと思 います。
とりとめのない文で申 し訳あ りませんで した。今後 ともどうぞよろ しくお願 い致 しま
す。

事 務 局 だ よ り
日頃、

あぶ らむの里建設募金"に ご協力 いただ きあ りが とうございます。

昨年 6月 に会員 の募集を開始 しま したところ、 2月 20日現在、 正会員 は282人 (個
人会員が278人、法人会員が 4件 )の 方 々か らご応募 があ りま した。 また、 賛助会員
は103人の方 々か らご応募があ りま した。誠 にあ りが とうございま した。
1993年度総会 (あぶ らむの会第 1回 総会)は 、 3月 20日に東京の聖 パ ウロ教会 にお
いて開催す ることにな りま した。総会 の結果 については次号 のあぶ らむ通信 で ご報告
いた します。1992年度会費未納 の方 は、 出来 るだけ早 く納入下 さいますようよろ しく
賛助会員
お願 いいた しますo会 費振込 の場合 は、振込用紙 に 「正会員会費」 または 「
会費Jと お書 きください。
会員 の募集 は引 き続 き行 ってお ります ので、 よろ しくお願 いいた します。会員申込
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みハ ガキをお持 ちで ない方 は、会費振込 の 際 に振込 用紙 に 「正 会 員 申込 み」 また は
「賛助 会員 申込 みJと お書 き くだ さい。
なお、

あぶ らむ の里建設募金"は 引 き続 き行 って お ります ので、 よろ しくお願 い

いた します。
会費 お よび募金 の振込 口座 は次 の通 りです。
郵便振替

名古屋0‑88065

あぶ らむの会

正 会員 申込み者 (2月 20日現 在 ・敬称略)
新井信夫 安斉勇大 浅川英明 ・尚子 安保洋勝 Adi Yo88相

沢牧人 朝比奈饉 秋野京

子 有賀秀樹 新井省■ 新井睦子 青木信之 阿部潮音 穴井悦子 新城甚栄 新城月1 安
願iE和 荒屋光大 声沢弘道 味岡敏江 雨宮大朔 伊藤和男 岩間光雄 今関公雄
子 岩佐香代 F

岩坪哲哉 岩名佐智 F

飯田孝太郎 石井正郎 石丼光子 石神耕太郎

藤謙 ・由電 池田政章 磯員冷美子 岩崎正
「埜一樹 綺川久 鵜川貴子

井原洋
伊

二十嵐孝子 糸数宝帯 二十嵐iE人 内田誠―

「￨コ
弘 子 遠藤恵子 江田宣子 大橋弘子 大八木規夫 岡田

初子 尾形晴子 太田喜元 小野宏 大澪浅呑 小原孝子 大房健樹 大脇一生 大脇博 大
城松助 尾針息子 月 卓 大畑邦夫 大家俊夫 小野央嗣 大塚よう子 大條真奈美 鴨下
'‖
三治 川西重治 ・千枝子 風戸邦彦 ・修子 ・慎平 ・桃子 加納厚 ・美津子 甲藤薔彦 甲藤光
江 海宝道義 海宝静江 川又勝美 川合好子 川上詩郎 ・美砂 川口弘■ 蒲池和子 麟木
洋二 川 11玲F

上林真子 菊間みどり 菊澤満喜子 木島出 木村清一 木下春子

木 ノ内

二代治 木村網 i 喜多計世 樹 下健志 Jヒ山和民 木村晃男 倉持昌弘 倉辻明男 久保 田
ヤ 黒瀬腱子 黒木誠 子 後藤元杉 牛陽 とも 近藤真紀 輿石勇 小松英樹
淳 ―郎 黒
小泉恵 r 'Iミ
河野裕道 高坂征男 小谷光雄 小谷啓 子 4ヽ柳證 小林迪夫 小林美喜 座間
幹人 ・彩 r

佐藤節

佐藤裕 酒井忠彬 佐 々本国夫 ・IL久江 佐藤泰

佐藤哲典 佐t]̀

̀ 笹岡淳也 先日恭子 斎藤友子 佐 々木淳 ・美子 佐藤信康 佐藤六
人 斎藤″ 佐藤良徳
郎 清水■N14 清水孝郎 渋谷聖 ミカエル教会 志村弘子 周東一也 篠塚達 白神雄 渋沢
―郎

ドB英 ― ・由香 志賀治 島十二男 ・美紀子 鈴木康仁 鈴木博士 ・彰子 杉浦教 二郎

鈴木孝雄 鈴木芳子 杉村進 鈴木千絵 杉山格子 関正勝 千田好美 染谷孝章 外谷寿
人 口部勝 谷昌三 高田建夫 ・智子 武市悦子 竹田貴 た沢助蔵 谷腰明美 高浜匡
瀬留美 武丼秀雄 ・侑代 高柳真 田中誠 立花泉 高橋清子 竹中文男 口中雅子

高

高島光

江 ・富美江 田島昌子 高精章 田中―有 高精敦子 口中幸治 高野 アサノ 田口美乃里
高橋敏子 田坂昭範 谷市二 谷孝子 佃正泉 筒丼啓子 塚本信三 辻本秀子 寺本義男
い トピック 蒻村的子 富田高保 富永紀ir 富永興之介 鳥光健太郎 泊哲次 百 々洋子
冨安真理 名古屋学院大学 キ リス ト教 センター 中村iF実 名取麻子 中西庄之助 中野良春
中野えり子 長山治之 中村尊子 成田麻子 中島弘― 永井千技子 永井道子 西平則子
西平直 西村哲郎 西垣正子 新倉俊吾 ・久乃 西村正和 根岸秀行 根本通孝 林英夫 速
水敏彦 半田節夫 W・ F・ ハナマン 原真也 畑野榮 一 長谷川牧子 原亜紀子 平野淳 手
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平岡に 比嘉良侑
布施勇次郎

平野幸夫 平野愛子

藤本隆

古市進

深口淳夫 深口馨子

藤倉待子
堀 江 あつ

深野毅 堀内昭 星野―郎

布施敬子 深井薫 福島玲 子 福田詩郎

町野紘 松丸―夫 松居勲 松本不1勝 松山献 松 山美
津子 宮日晴匡 宮崎秀貴 宮嶋員 宮寄知子 二浦直子 道川佳代 宮本冬子 (母 と子を守
る会)二 原― 男 室岡鉄夫 ・恵 宗像和雄 森口利光 森川清 ― 諸橋保夫 ビ井幸 子 諸
み 本間格実 保坂正三

江和子

松浦修郎

矢後和彦 ・正子 八代崇 八代洋子

本井雄次

男 Jl崎 美貴子 八尾恵 子 吉岡邦英
渡辺隆司 渡辺洋一

若山房子

吉岡久美

西日邦昭

山 ド明

矢澤信夫

山崎豊

山田益

い レオイ

吉植 よ し子 古日太 古日立

西日賀端実

質 助 会 員 申 し込 み 者 (2月 20日現在 ・敬称略)
浅野登志恵

安藤希代絵

井田二郎

石丼允
部真理子

宇佐美慎吾

大城息子

江州良秀

押田修実

大城 ツル 大嶺佐智子
斎藤礼子 佐 々木庸

小野健一

大杉匡弘

子 嘉数弘子 鮨木武弥 京‖千香子 吉川仁
高坂昌代 功野裕子

人友正幸 小笠原 すわ

上村幸夫 神子沢新八郎

北野春 r

田島昌子

高田祐介

サ 戸塚恭子

田島義信

中尾喜久美 長坂尚

沼尾紀勝 橋本腱子
糸 子 松岡和夫

広瀬留雄

高橋秀夫 武井秀雄

中村聖子

長浜真次

瀬堀光江

中村綾

松村行雄

全 松本信代 =根 貝Ⅲ子 =村 正次

二原違也

水谷泉 村山千栄 F

山下佳 子 山本照子

前田員智子

山ロツル 山城 キク 山本 百 吉田修

大城美智 t城 豊 占

辺幸 渡井久美

興 よ堅興永
先 口泰 F

長崎典 r

に!場
瞳里マ

中西庄之助
本田 リン 堀 切

久田広子 東■子 広谷和文 八月朔 日浩
松島理恵

口孝

嘉手苅米

塚日明人 ,1「!真夏

松井明子

松尾素

木島浩

木村敦 F

押

佐 々木lV・英子 塩in純 「 島谷晴朗 塩川寛昇

鈴木佳子 鈴木希奈 鈴木啓 鈴木康邦 須具千世 子 瀬川信子
川陽子

糸数敦子 入川 ヨン

新垣 タケ 阿波野弘 子 岩波恒子 飯田麻 F

又tヽフ ミ 真栄 口後

村岡裕

森国 トミ 保

t代 r
吉河イ

吉川仁

渡

リチ ャー ド・メ リント

寡 金 申 し込 み者 (2月 20日 現 在 ・敬称 略 )
フランク リン夫妻 失後和彦 ・正子 浅

福富誠吾 福富誠
古田秀樹

高野山真言宗和歌山青年教師会

子 松岡和夫 大八木米子
'尚
の
り
五反田良蔵
祈
家教会
横浜新伝道 日本奉

仕協会 政ニ ス ミ 千場千恵子 小池義人 黒木誠子

下形基樹

ア教会 筒井啓手 大平真成

高槻 マ リア教会

古沢昭夫 永井千技子

宗像和雄 岩波恒子 綺川久 ・貴子

松戸集会伝道所
原すわ 高瀬留美

具志堅興永

吉田修

橋本蔵子

下畑幹

長坂尚
横地光子

市川 マ リ
溝際庸介

新田和子 瀬川信子 瀬堀光 江

小笠

萩原鷹宏 佐藤泰夫 戸塚恭子 渡辺幸

リチャー ド・メ リッ ト 平谷功 上村幸夫 松本信代 森田 トミ 大沢浅香 安斉勇夫 京都
復活教会 石井正郎 。光子 山田益男 木俣宣道 マ ッテヤ子供 の家 鬼本照男 テモテ教会
奉仕会 磯貝澄美子
昇

日下初子

八代学院宗教 セ ンター 木島出 石井秀夫

寺本康郎 小沢福夫
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中村洋

安藤希代絵

倉石

