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鈴木のぞみさん（中央）と

　オプショナルツアー

私たち夫婦は、1995年から96年にか
けてロンドンに滞在し、ロンドンJCFで
盛永先生のもとで、たくさんの教えと恵
みをいただき、ロンドンJCFが母教会であ
るとさえ考えております。ロンドンが無牧
になり、昨年、一昨年は、短期のご奉仕をさ
せていただきました。
この「集い」には、96年のドイツムッフの集会がはじめてでした

が、その後、2007年ミラノでの集会の後は、マドリッドを除いてずっ
と出席させていただいています。今回でちょうど10回となります。私の
信仰生活にとって大変重要な集会でした。たくさんの恵みをいただき、
たくさんの方々とお交わりを持たせていただきました。そのことを心よ
りお礼を申し上げます。

今回が最後になるかもしれないと思って出席しまし
た。最後になるかも知れないと言いますのは、ロンドン
JCFも新任の牧師が決まり、私のロンドンでのお手伝いは
もうこれで十分だろうと考えたことが一つですが、もう一
つ、家内知恵子が２年半ほど前か
ら、認知症の治療を受けており、今
年に入り、物忘れが進み、緊張する
と大変疲れるようになりました。
これ以上10数時間をかけてのヨー

ロッパへの旅は困難ではないかと考
えるからです。今年も参加をどうし
ようかと考えましたが、今年が私た
ちの結婚50周年記念の年でもありま
すので、今回無理をしてでも、参加
して皆さんとお会いしたいと思ったか
らです。またスイスツアーで思い出の時を持ちたかったか
らです。
私にとって、知恵子は、本当に最高の助け手でありま

したし、文字通り「良い方の半分」でした。二人を合わ
せ、こうして50年という歳月を共に歩ませていただいた
神さまに感謝します。皆様に一つお願いしたいのは、彼女
のためにお祈りをして欲しいことです。認知症というの
は、「自己喪失の恐れ」だと言われますが、その不安と心
配は大きいものです。前に何でもなかったことが、目に見
えて出来なくなることが自分でも分かり、将来どうなるの

か、自分が自分でなくなってしまうのではないかという焦
燥感です。みなさんのお祈りで、平安が与えられるようお
祈りください。祈りを結集していただき、神さまの小指の
先でも動かしていただければ、彼女はいやされると確信し

ています。力ある義人の祈りを信じ
ています（ヤコブ5:15）。
　 皆様、長い間ありがとうございま
した。マイヤー先生、松林さん、ま
たスイスの皆様、本当にありがとう
ございました。ツアーでのおにぎり
の差し入れ、松林さんの追っかけ、
最後の夜までのお見送り、本当に感
謝でした。センティス山の斜面の大
きなスイス国旗、最後を飾る花火大
会は、金婚式前の思い出になりまし

た。ありがとうございました。集いのますますの発展を
祈っています。皆さんの祈りによっていやされ、元気にな
り、来年もライプチッ
ヒでお会いできるよう
になれば、この上ない
喜びです。期待しつ
つ、皆さんのお祈りを
心からお願い申し上げ
ます。 S e e y o u 
again! 

金婚式記念の年に
浜島敏

　　　　善通寺バプテスト教会
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「キリスト者の集い」そして「オプショナルツアー」のた
めに心血を注いで下さいましたことをスイス日本語福音キ
リスト教会の皆様に心より感謝申し上げます。私たちは
すっかり甘えてしまって、上げ膳、据え膳、行く先々での
歓迎に気持ちが緩んでしまいました。ガイドの花子さんの
後を付いて行くだけで面白いことが次々と、、、2,501m
のセンティス山頂で朝食を頂きながら六か国を見たり、牛
の後をノロノロ走ったり、ヨーロッパの不穏な出来事等ど
こ吹く風と、呑気で楽しい旅を満喫しました。
　 天使が私たちの前後左右を護ってくれたおかげでサタン
も手を出せず歯ぎしりしていたことと思います。道中では
心が通う仲間と一緒に食事をしたり、お喋りしたり、「ク
リスチャン」の醍醐味を思い切り味わいました。それを見
ていた花子さんは「こんなに心の優しい、明るいグループ

は初めてです。ハプニン
グにも皆さんが笑顔で
いてくれて、嬉しいで
す。」と感心していま
した。豪華なホテルと
ご馳走の4日間は4週間
にも思える程贅沢なツ
アーでした。

　 「おむすび」を作ってくれた節子さん、有難うございま
す。松林さんご夫妻と一緒にディナーができて嬉しかった
です（きっと疲れておられたことと、でも頼れるお兄さん
に会ったようで安心しました。）。JTBのご配慮で「貴重
な水」を頂き感謝しています。前日は水を探してスーパー
やホテルのバーに行きましたので、とても助かりました。
バスの中で集合写真を見たのは私たちが最初でしょうね。
嬉しいご配慮でした。こんなに沢山の予定外のサービスに
私たちは十分なお礼を言うことができませんでした。それ
を申し訳なく、とても残念に思っています。
　 私はビデオを見ながらツアーの楽しみを何度も味わって
います。記録ができましたら皆さんにもその楽しみをお分
けしたいと思います。最後の日、お別れした後は寂しくて
胸が苦しくなりました。またお目にかかる日が来るように
願っています。ツアーのために奉仕して下さった方々に心
からのお礼を申し上げます。

 この度は、「ヨーロッパキリスト者の集い」と、スイスへ
の「オプショナルツアー」での、スイス日本語福音キリス
ト教会の兄弟姉妹の献身的なお働きに、心からの敬意と感
謝を申し上げます。二年間に渡るご準備をなさったとのこ

と、誠にお疲れ様でございまし
た。主がスイスのみなさまのご
家庭、お仕事、お働きの上に、
溢れるばかりの祝福がございま
すように、心からお祈り申し上
げます。
 　
　 集いでは、学びとともに、多
くの兄弟姉妹との出会いと交わ
りが与えられ、たくさんの恵み
をいただきました。毎朝、若い
方々とラジオ体操のプログラム

をご一緒できましたことも楽しい思い出となりました。実
は、日本で私たちは、毎朝、近くの公園でプレヤーウォー
クをした後、ラジオ体操をして、その後、お仲間とお茶を
しながら福音を伝えることができるようにと祈っていま
す。また、スイスへのツアーでは、ご心配をおかけいたし
ましたが、本当に心に残る素晴らしい景色を満喫できたこ
とと共に、私共の結婚25周年の記念となりましたこと、う
れしく存じております。
 
　 スイスの建国記
念日と重なり、夜
には、部屋から花
火も見られて、感
動の時間をいただ
きました。何より
もスイス教会の兄
姉の心温まるご接
待と、お心配りに感
動と感謝の気持ちでいっぱいでございます。
 　どうか、スイス日本語福音キリスト教会のみなさまのご
健康が支えられて、スイスの地での安全と平安を心からお
祈り申し上げます。感謝を込めて。

 「クリスチャン」の醍醐味
稲美節子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロンドンJCF

銀婚式記念のスイス旅行
市村和夫・文子
久留米キリスト教会

東スイス最高峰、アッペンツェルに聳えるセンティス連邦
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鈴木のぞみさ

ん（中央）と

　 第３３回集いの役員の皆々様、どのような賛辞の言葉
と感謝の思いをあらわしたらよいでしょうか。参加され
た２８０余名のお一人お一人と共に、この素晴らしい、
決して忘れる事がないであろう恵みと幸ち多き楽しい集
い、全プログラムを通じて良き配慮の行き届いた皆様の
並々ならぬご尽力が
あったことは容易に
理解できました。
　そして、豊かな霊
的恵みを学びと交わ
りを頂きました後
に、今年も特段に嬉
しいおまけとも言う
べきオプショナルツ
アーを組んで下さり、今夏の集いがスイスの美しい自然
と共に一層豊かに彩られましたことも心より感謝申し上
げます。特に、申し込み時の送金トラブルから始まり、
最後まで綿密に、忍耐、配慮、そして愛を持って接して
下さった担当委員様に、心より敬意を表します。
　 今回のツアーでは、参加人数不足による催行の危機、
予期しない出来ごとや、変わり易い山の天気にまで一喜

一憂くださり、マイ
アー先生共々、最終日
のシュツットガルト空
港へ行く足までを気に
かけてくださいまし
た。全員が満足するツ
アーと言うものはなか
なか無いものです。私

は何度も出張などで海外や旅行をしてきた中で、自分も
含めて大きなヘマをやり、命さえ落としかけた経験を
持っています。出発が２時間遅れた、予定したスケ
ジュールが実施されなかった、もらった水が重たかっ
た、ああ、私には忘れ得ぬ旅の楽しい想い出語り草の一
つとなていますので、ご心配の必要は全くありません。

それ以上に、不満を
感じたとしても口に
なさらなかった参加
されたお一人お一人
の人格、品位、それ
は間違いなく主にあ
る信仰から出ている
ものと確信致します。
　 ツアー出発の前には、あの美しいザ―ベルシュタイン
の村での学びと交わりに浴し、難しいテーマにも講師陣
の準備された判り易い福音的解釈によって、霊の祝福に
大いに満たされていたことは、素晴らしいスイスツアー
に行く為の心の備えであったかもしれません。
　 個人的には、到着日が一日遅れることを事前にお伝え
してなかった為、多くの方にご心配おかけしました。マ
イヤー先生も、松林さんも、ホテルの支配人は私の名前
をイケヤーと覚えてしまい、嫌な顔一つせず、空港から
乗り継いで疲れて夜一人たどり着いた私を笑顔で迎えて
くれました。なんと素晴らしい体験でしょうか。数々の
貴重な学びや交わりにも増して大切で大事な体験でし
た。スイス日本語福音キリスト教会のみなさん、本当に
心よりありがとうございました。一言感謝と御礼の言葉
を感想に代えさせて頂きました。

 

忘れ得ぬ旅の想い出
池谷孝雄

日本福音ルーテル東京池袋教会

主の御名を賛美申し上げます。
「第33回ヨーロッパキリスト者の集い」およびツアー
に日本から参加させて頂き感謝申し上げます。2年の歳
月を掛けて準備された実行委員の皆さん本当にご苦労
様でした。準備された「キリスト者の集い」とオプ
ショナルツアーは綿密に計画されており、実に感動を
覚えるものでした。「集い」においては、在欧教職者
のメッセージを聞くことが出来、感謝致します。ま
た、「ツアー」においては、スイスの建国記念日に遭
遇し、建国を祝う仕方の違いを垣間見ることが出来ま
した。そして何よりもスイスの美しい風景を堪能出来
たことに感謝致します。
　 これからも「ヨーロッパキリスト者の集い」が続く
ようお祈り致します。本当に、ご苦労様でした

スイスの建国記念日に遭遇
並木久雄・貴美子
草加福音自由教会　

ボーデン湖に浮かぶ島、リンダウ（独）

世界遺産サンクトガーレン大聖堂前

世界遺産：修道院付属図書館

リンダウ Lindau(D)
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この度はスイス日本語福音キリスト教会の皆さまに大変
お世話になりました。キリスト者の集いの後でお疲れの
ところ、ツアーのご心配までしてくださって感謝しま

す。

   ザンクトガレンで節子さん
と脇山兄姉ご夫妻がバスの窓
から見えたときは、びっくり
するやら嬉しいやら。お握り
美味しかったです。ありがと
うございました。ご一緒した
方々とも更に個人的な交わり
ができて、本当に楽しい旅で
した。
　今回の集いはプログラムが

ゆったりしていてとても良かったと思います。み言葉に
学びつつ、ゆったりした時間の中で主との交わりを持つ
リトリートという面が生かされていたと思います。
　 集い、ツアーのために労してくださった皆々様に感謝
しつつ、主の豊かな祝福をお祈り申し上げます。

　 一日目、お城見学がキャンセルになりましたが、私は
特に問題ではありませんでした。ガイドさんは、とても
気もちのよいお話の仕方で、過不足のない説明が非常に
よかったです。
　 あのツアーの企画は素晴らしかったです。特に、船で
国境を越えるというアイディアがドラマティックでし
た。それと、たまたま建国記念日に当たっていて、
St.Gallenの町が国旗で飾られていたこと。（まるで私ど

もを歓迎するかのように）お山にも巨大な国旗が飾られ
ていたこと。とても印象深い光景を目におさめることが
できました。
　 一番うれし
かったのは、セ
ンティス山のホ
テルに着く途中
の道で、松林さ
んが手を振って
待っていてくだ
さったこと。　
もう一つ、St.Gallenに着いたとき、クスター・節子さん
が、路上で我々におにぎりを配ってくださったこと。船
の中で私が「何か軽食を注文しようかなぁ～」と言った
ら、ヒアット・明子さんが「上陸したら何か
Ueberraschungがありますよ！」と私の耳にささやい
てくださった意味がここで氷解！また、2日の夕食に、
松林さんご夫妻が飛び入り参加してくださったこと。ス
イスの役員の方々のホスピタリティあふれるお心遣いに
どんなに心がなごんだかわかりません。楽しい旅行を企
画してくださり、本当にありがとうございました

　 この度の集い、ツアーでは大変お世話になり、心より
御礼申し上げます。ザーベルシュタインの緑豊かな美し
い自然の中での学びや交り、賛美のひと時 、美味しいパ
ンやチーズ、、。霊肉共に満たされた4日間でした。神
様の素晴らしい恵みに感謝します。
　 ツアーでは、スイスの牧歌的な田園風景に魅せられ、
世界遺産の町に感銘を受けました。ご一緒した皆さんと
の楽しい交りも楽しいひと時でした。素敵なツアーを企
画して下さり、本当にありがとうご
ざいました。今回の集い、ツアー
に労して下さった皆様の暖かい
おもてなし、心遣いに心から感
謝し、神様の豊かな祝福を お祈
りいたします。

スイスでたべた 　　
おにぎりの味　
鈴木三枝子
オランダ南部キリスト教会

サプライズがありますよ！                                                                                                     
谷道まや                                                                                                                    

日本基督教団阿佐ヶ谷教会

魅せられた風景と世界遺産の街                                                                                                     
高田睦                                                                                                                  

芦屋福音教会

Speicher　シュパイヒャー　アッペンツェル地方の典型的な村

スイス国旗でお出迎え、トイフェンにて

おにぎりでお出迎え 　　　　　　　　　　　　
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鈴木のぞみさん（中央）と

 　キリスト者の集いのための準備だけでも計り知れない
ご苦労があったと思います。にも拘わらず更に続いての
心の籠ったオプショナルツアーを企画してくださったこ
とに、一言では語り尽くせない感謝の思いでいっぱいで
す。心からありがとうございました。
このツアーのご案内を頂いた時、私はまだ日本の教会

にお仕えしており、８月という時期は赴任したばかり
で、その上私にとっては贅沢なツアーだと思って躊躇し
ていました。しかし役員の方が「夏休みを利用すれ
ば・・・」と仰って頂いたことで思い切ることができ、
結果的には思いもよらな
い多くの恵みをいただ
くことができ感謝して
おります。

申し込み当初は単純
に久しぶりの旅を楽し
もうと思っていまし
た。いよいよツアーが
始まり、壮大な美しい
自然に触れ天地万物を
創造された主を、信仰
の友とご一緒に賛美で
きる恵みに感謝してい
ました。しかし、この
ツアーは単に旅を楽し
むことのみに留まりませ
んでした。
 
キリスト者の集いではお交わりをすることができな

かった方々と、この４日間でゆっくりと語らうことがで
き、それぞれの教会
の祈りの課題を共に
祈る幸いが与えられ
ました。そして更に
このツアーを企画・
協力してくださった
マイヤー先生を初
め、松林幸二郎兄、
スイス日本語福音キ

リスト教会の方々の心の籠ったホスピタリティーに触れ
させて頂きました。さりげなく様々な場面において
「お・も・て・な・
し」の日本の精神と共
に隣人に「仕える」こ
との素晴らしさを味わ
わせて頂き、心より感
謝しております。
 
私事ですが、こちら

に赴任して早々に日本
からお客様がお見えに
なり、そして今秋、来夏にも色々な方がおいでになる予
定です。お訪ねくださった方々が「来て良かった」と
思って頂けるようなホスト役を務めさせて頂きたいと
願っていましたが、私自身が先ず「心を尽くし、精神を

尽くし、思いを尽くして」の
おもてなしを受けたことは、
素晴らしい体験学習となりま
した。今回頂いた沢山の宝物
を独り占めすることなく、喜
んで分け与える者とさせて頂
きたいと願っています。今、
「人にしてもらいたいと思う
ことを、人にもしなさい」
（ルカ6:31）との御言葉が
私 の 頭 を よ ぎ っ て い ま
す・・・。

このツアーに関わってくだ
さった全ての方々の上に、豊
かな祝福がありますように心
からお祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

「お・も・て・な・し」　　　
佐々木良子

ケルン・ボン日本語キリスト教会

　その節はバスの遅れの為、出だしからご心配をおかけすることになり、
予定変更となってしまいましたが、皆様が文句もおっしゃらず、気持ちよ
くツアーを楽しんでくださったことがとても有り難く、感謝の気持ちで
いっぱいでした。
　本当に皆様、いつも笑顔で素晴らしいグループでした。　
　　　　　　　　公認ツアーガイド、ルドルフ花子　スイス・バーゼル在住

ホテル・センティスのベランダで、センティス山を背景に

ホテル・センティスではフルコース

ザンクトガレンの修道院を見て、バロック建築の巧
みさに感動しておりましたが、アルプス山脈Säntis
を見た時、この景色は創造主なる神にしかお出来に
ならないと思いました。主の臨在溢れる日々を過ごせ感
謝しております。

　　　　　　　　高見智佳子
　（ウィーン在住、工藤篤子ワーシップ・ミニストリー）


