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弁護士　佐々木 満男（ささき みつお）

１.幸福の指標
2018年8月の内閣府の調査発表によると、「日本人の
74.7%が生活に満足している」と知って驚いた。マスコミ
の悲観的なニュースや社会一般の否定的な論調から見
ると、日本人の生活満足度はもっともっと低いのではな
いかと思っていた。これは、現状の生活に満足している
かどうかという各人の主観的判断の集計である。 
同じ年の国連調査の発表によると、「世界幸福度ラン
キング」では、日本は156ヵ国中54位である。先進国の中
では最下位に近い。これは客観的な基準と指標をもと
に判定したものである。
でも、これらの主観的または客観的な統計は、本当に
その人の幸せの指標になるのだろうか。「生活満足度」
も「幸福度ランキング」も、個人個人の本当の幸せ感とは
違うのではないだろうか。
 
２.幸せは心が決める
「幸せはいつも自分の心が決める」。相田みつをさんの
書画の言葉のである。心の持ちよう、物事の考え方で、
幸せにもなり不幸にもなる。これは現代の心理学の常識
である。
そうは言っても、これを実行するは非常に難しい。大
なり小なりの喜怒哀楽を繰り返すのが、私たちの毎日の
人生である。幸せは心が決めると思っても、ちょっとでも
放っておくと、あっという間に、怒り、不平、不満、落胆、
悲しみ、絶望の比重が増してきて、愛、喜び、平安、希望
はどんどん減ってくる。 
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「幸せはあなたの信仰が決める」

「人々がクリスマスを祝えるように、
バプテスマのヨハネになろう！」
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 10月31日のハロウィンが終わると、翌11月1日から街はク
リスマスに変わります。闇から光にスイッチが切り替わるよ
うです。夜明け前は一番寒いと言われますが、ハロウィンで
闇が濃くなったその翌日に、「すべての人を照らすそのまこ
との光」（ヨハネ1:9参照）であるイエス・キリストを祝うクリ
スマスが祝われはじめるというのは、何かを象徴するように
感じます。旧約聖書のマラキ書から400年間は、暗黒時代
が続きました。そこに、突如、闇を切り裂くようにバプテスマ
のヨハネが登場しました。そしてヨハネは道備えをし、そこ
にイエス・キリストが登場しました。400年間続いた闇も、い
つまでも続くことはなく、イエス・キリストが来られて、聖書
の約束が成就しました。この時大切な働きをしたのが、バプ
テスマのヨハネです。「神から遣わされたヨハネという人が
現れた。この人はあかしのために来た。光についてあかしす
るためであり、すべての人が彼によって信じるためである。
彼は光ではなかった。ただ光についてあかしするために来
たのである。」（ヨハネ1:6-8）と聖書は語ります。まず、光に
ついて証をするバプテスマのヨハネが登場する必要があり
ました。それから2000年が経過しました。この今の時代に
も、日本のバプテスマのヨハネが必要です。ヨハネは、「キリ
ストが来られる。だから悔い改めなさい！」と語りました。私
たちは何を語るのでしょう。「キリストは来られている。あな
たは愛されている。だから悔い改めなさい！」と語るので
す。時に優しく、時に厳しく語らなければなりません。10月
31日に、渋谷のハチ公の広場で、イエス様の愛と悔い改めを
語りました。私は、今の時代にも、バプテスマのヨハネのよう
な強烈なメッセージが必要だと思います。ヨハネは、「まむ
しのすえたち。だれが必ず来る御怒りをのがれるように教

えたのか。」（ルカ3:7）と語りました。それは必要に迫られた
からです。「まむし」とは毒蛇です。人に噛みついたら、呼吸
器や血管などを破壊し、死に至らしめる恐ろしい存在です。
しかし、それは、人間の命を奪う蛇以上に、人間を滅ぼす
悪魔・サタンを指して、「あなたがたはサタンの子だ！」と
いっているのです。なぜでしょう。ユダヤ人たちは、「自分た
ちはアブラハムの子孫だから、救われているから大丈夫だ」
とたかをくくっていたのです。ヨハネは、それに対して、「だ
れが必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか！」と強
烈に語りました。「誰がそんなことを教えたのか！？私もそん
なことを教えていないし、聖書も語っていない！」それを教
えたのは、ユダヤの指導者たちでした。彼らは騙されて、嘘
の内容を信じていたのです。今の日本の人たちも同じです。
神を知らない。神を信じない理由は、間違ったことを伝え聞
き、学んでいるのです。だから、悔い改めを迫らなくてはい
けません。バプテスマのヨハネは、①聖霊に満たされていま
した。②明確な使命感を持っていました。③人を恐れず、神
を恐れていました。クリスチャンの皆さん、聖霊に満たされ
ましょう。そして、大宣教命令に従って、福音伝道という明
確な使命感を持ち、神を恐れ、人を愛して大胆に伝道しま
しょう。クリスマスは、一年で一番伝道しやすい季節と言っ
ても過言ではありません。クリスマス（Christmas）は、「キリ
ストのミサ」という意味です。キリストの誕生を祝い礼拝す
ることです。人々が本当のクリスマスを祝うためには、バプ
テスマのヨハネのように人々に伝道をする必要があります。
皆さん、伝道に立ち上がりましょう。路傍伝道ネットワーク
に参加して下さい。また、機会を生かして教会のみなさんと
一緒に伝道をしましょう。

久しぶりに、スリランカのコロンボを訪問して、知人と
面会した。彼は、日本の大学に留学後、日本に長期滞在
したが、帰国後その経験を生かして、両国のビジネス・コ
ンサルタントとして仕事をしている。日本滞在中、彼は妻
と3人の小さい子供を抱え、財布には千円札一枚しかな
く、途方に暮れたことも度々あったという。しかし、その
都度、必死に神に祈り、ピンチを乗り越えてきた。彼とは
日本では10年来のつきあいであったが、いつも明るく元
気で、笑顔が絶えない人だったので、そのような苦労をし
ていたとは知らなかった。 
しかし、事実、彼は本当に幸せな人だったのだと思う。
クリスチャンとしていつもキリストを第一にして生きてい
たからである。その証拠に、彼の笑顔は、日本にいた時
と、スリランカにいる今とで、まったく変わっていない。 
それに比べると、私が現地で出会った日本人の旅行
者や滞在者（ビジネスマンや外交官）は、一様にあまり元
気がなかった。
 
３.本当の幸せは信仰が決める
聖書によれば、誰でも、イエス・キリストを信じること
により、全知全能の父なる神の子どもとなり、永遠の命、
愛、希望、喜び、平安、知恵、力等のすべての良いものが、
無制限に与えられてくる。だから、本当の幸せは、キリス
トを信じる度合いによって決まるものであると思う。

ささき みつお（弁護士）

編集後記 参加される方へのお願い
　参加する皆様は、純粋に路傍伝道をする為に集まっていま
す。送り出して下さる教会の信頼の元に行っている活動ですの
で避けるべきこととして、ここで知り合った人同士の『お金の
貸し借り』『ナンパ』『ビジネスや投資の誘い』『他の集会や教会
への勧誘』等の行為は謹んで頂きたいと思います。自由な集ま
りですが、最低限の秩序を守る為にこの様なルールを決めさ
せて頂いています。

今回、新聞の制作者の交代があり、引継ぎに時間を要
し、発行が大幅に遅れてしまいました。参加者、執筆者、
制作者など、みんな超多忙の人ばかりです。継続できる
ことは、ひとえに神の恵みです。そして、祈り、支援して下
さるみなさんのおかげです。無事に編集を終えることが
できて、感謝で心がいっぱいです。引き続きよろしくお願
いします。
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10月5日（土） 「山手線祈祷会（内回り）」と「品川駅 路傍伝道」

天国について語り、一緒に「ふるさと」を歌った

10月7日（月）  「第一月曜日定例 川口駅 路傍伝道」

自然体で楽しそうにしていると人々が吸い寄せられた

路上で演奏するために使う楽器（ギター、ベース、アコーディオン、キーボー
ド、パーカッション、拡声器）など。
また、広報活動のために、パソコン、タブレット、プロジェクター、車、バ
イクなど、使わないで眠っているものなどがごさいましたら、ぜひ路傍
伝道のために活用させて下さい。

献品
献品のお願い
Request for 
Musical instruments donation

郵送先：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F
新宿福興教会内 　路傍伝道ネットワーク事務局

山手線品川駅内回りのホームに6人が集まり、3人ずつ2
つのグループに分かれて祈りました。まだ洗礼を受けてい
ない人も参加してくれました。人の前で声を出して祈ったこ
とはなかったそうですが、10回くらい祈りの番が回って来
るので、他の人の祈りを聞きながら、「天のお父様」と呼び
かけ、「イエス様のお名前によって祈ります。アーメン」と締
め括る形を学び、祈る内容、祈りのスピリットなどを学んで
いきました。祈りのお手本を示す側も、謙遜に、かつ、大胆

に、また、明快かつ、中身のある祈りをしないといけないた
め、双方が祈りを学びます。また、電車の中で私たちの祈り
を聞いている人たちもいますので、クリスチャンは、国のた
めに、世界のために、人々のために、愛を持って真剣に祈っ
ていることを知ってもらいたいので、どう聞こえるのかも意
識して祈ります。その点でも学びになります。昔、ある教会
で、「おお、かみさま（神様）」と何度も繰り返して祈っている
言葉を聞いた人が、教会のご本尊様は、「狼（おおかみ）様」
なのだと思ったというエピソードを聞いたことがあります。
伝道において、できる限りキリスト教用語を排して、一般社
会で通じる言葉を使うことが大切だと感じます。後半は、さ
らに7名が合流して、13人で横断歩道を渡った「ウィング高
輪」の前で伝道をしました。この場所は人も多く、目の前で
立ち止まってもらいやすいので、伝道に適した場所だと感
じます。また、外国人が多いので、日本語、韓国語、中国語、
英語の四か国語で短いメッセージを伝えました。最後は、
天国の話を短くして、数人の人たちと一緒に「ふるさと」を
歌って終わりました。伝道後は、マクドナルで軽食をしなが
ら、伝道について語り合い、楽しい時間を過ごしてから解
散しました。

今日は、雨の降る確率が50％以上だったため、雨に濡れ
てもいいように屋根のある1階で伝道をしました。12人が思
い思いに伝道しました。途中から、半分半分に分かれまし
た。1つは、フィリピンの女性4名と日本人で、日本語と英語の
歌詞を交互に歌いました。とても盛り上がりました。まるで
教会のようでした。もう1つは、ジャニーズのバックバンドをし
ていたという、プロのスタジオミュージシャンが立ち止まって
くれたので、その人を囲んで熱く語り合いました。もう伝道
そっちのけのようですが、そうではありません。もしかした
ら、一生懸命に伝道をしている時よりも、自然体で楽しそう
にしているからでしょうか、力みがない分神の力がダイレク
トに働いたからでしょうか、人々が吸い寄せられるように集
まって来るのです。立ち止まって歌を聞いてくれる人たち、
話を聞いてくれる人たち、チラシをもらいに来てくれる人た
ち、献金をしてくれる人たちなど、楽しくしているだけで人

が集まって来るということを体験しました。3時間ぶっ続け
で伝道をしたため、体が極限まで疲れましたが、心は熱く
燃えました。伝道後には、日高屋に行って、ラーメンや餃子
を食べてから解散しました。

10月14日（月・体育の日）「東京基督教大学 シオン祭 ブース出展」

心も体も使い尽くしました

一年に一度、東京基督
教大学の学園祭にブース
出展しています。今年で3
回目になります。ブースの
時間は、午前10時から午
後4時ですが、朝6時に大
久保駅で待ち合わせをし
て、午前8時に現地に到着し、片付けが終わったのが夕方5
時ころでした。この活動のために、群馬県や北海道から駆
けつけて下さったメンバーもいました。それぞれが一日がか
りの仕事になりました。与えられた「中４教室」で、ひたらす
来場者をもてなし、新聞を配布し、歌を歌い、語り、精一杯
働きました。気持ちは一日お店の店員になったような気持ち
でした。皆で力を合わせたので、連帯感が深まりました。台
風19号の襲来によって疲れ喉を枯らしてしまいました。喉
を休めたり、食事をするために、2～3回、路傍伝道ネット
ワークのドキュメンタリー番組のDVDをTVで流しました。
しかし、そうすると、来場者が帰ってしまいました。歌い続
けることで人がたくさん来場し、とどまってくれるので、歌と
語りを続けました。終わる頃には、声が出せないほどになり
ましたが、神様が守って下さいました。100名くらいの来場

者が来られました。熱いコーヒーを提供したこともあり、長
く滞在してくれました。一人ひとりの皆さんと深く心を通わ
すことができました。人数が少ない時には、各自に自己紹介
をしてもらいました。また、皆さんのリクエストに応えて一緒
に歌を歌いました。飛び入り参加で、前に来て歌ってくれた
人たちもいました。会場で配布した新聞の部数は300部で
した。600部用意して半分配れたので御の字です。チームの
皆さんが献身的に
協力して下さいまし
た。楽しみながら、
大船（おおぶね）に
乗ったような気持
ちでした。終了後に
は、千葉ニュータウ
ン駅のビルの中に
あるファミレスで食
事をしてから解散して、それぞれの帰路に就きました。皆さ
ん一人ひとりが、心も体も使い尽くしました。「そこでわたし
は、あなたがたの魂のためには、大いに喜んで費用を使い、
また、わたし自身をも使いつくそう。」（第二コリント12:15）

10月19日（土）  「松戸駅 路傍伝道」

広場のテントで伝道するお墨付きをいただいた

伝道する時間帯の天気予報は、雨の降る確率40％でし
た。ある程度雨を覚悟していました。始まる頃には霧雨が降
り始めました。そんな時、広場のスペースにテントが張ってあ
るのが目に入りました。近くでチラシを配っているお兄さん
たちに聞くと、「明日、ここでソフトバンクのイベントがありま
すが、今だけなら使ってもいいと思います」と、少し自信な
さそうに返事をしました。まぁ、「いい」といってくれたのだ
からいいだろうと思い、テントの中にステージを作り始めま
した。しばらくして、がっちりとした人が来ました。ソフトバ
ンクの店長さんで、「このテントは、町会から借りているの
で、壊さなければ使っていいですよ」と、いってくれました。

慣れない駅での伝道なので、何だかとてもありがたかった
です。この場所で路傍伝道をするお墨付きをもらったよう
なものです。雨を避けることができましたし、天幕の中にス
テージを作って、天幕で伝道集会をしているような気持ち
になりました。神様がそのように計らって下さったと思いま
す。活動にしている人の中に、「路傍伝道ネットワークの働き
は、とても成功していると思います。テクニックではなく、神
の力としか考えられません」といわれる人がいます。確か
に、神様が、毎回毎回、すべての必要を満たし、特別に守っ
て下さっていることを感じます。ただただ神の恵みです。約
2時間、ゴスペルを歌い、聖書を語り、チラシを配り続けまし
た。チラシは、150部以上手渡しで配りました。立ち止まって
聞いてくれる人もいましたし、好意的な反応はあっても、
ちょっかいを出してきたり、妨害して来る人は皆無でした。
これも、神様の守りだと思います。神様の愛が松戸に注が
れていることを感じました。祈り、集合写真を撮り、移動し
て、駅の中の立ち食いそばを食べてから解散しました。「そ
ば」もおいしかったですが、イエス様の「そば」は最高です。
ちなみに、このダジャレ的メッセージは、メンバーの鈴井君
創作のものです。



10月26日（土） 「山手線祈祷会（外回り）」と「大崎駅 路傍伝道」

神様が私たちを大崎に遣わされた

10月21日（月） 「第三月曜日定例 新宿駅 路傍伝道」

神の守りに感謝！

今日は、台風20号接近に伴って、雨の降る確率60％でし
た。台風は温帯低気圧に変わり、伝道の時間に雨が降るこ
とはありませんでした。14人が集まって、キーボードとアルト
サックス、アシストシンガー2人でバンド演奏をしていると、
一人の人が近づいて来て、伝道を妨害しました。腹を立てた
ら相手の思うつぼです。冷静に対応しました。音楽をストッ
プして、演説とチラシ配りに集中しました。音楽がなくなっ
たことで、チラシ配布が難しくなりましたが、神に祈りなが

ら伝道を続けまし
た。イエス様が語ら
れた言葉を思い出し
ました。「もし世があ
なたがたを憎むな
ら、世はあなたがた
よりもわたしを先に
憎んだことを知って

おきなさい。もしあなたがたがこの世のものであったなら、
世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなたがたは世
のものではなく、かえってわたしが世からあなたがたを選び
出したのです。それで世はあなたがたを憎むのです。しも

べはその主人にまさるも
のではない、とわたしが
あなたがたに言ったこと
ばを覚えておきなさい。も
し人々がわたしを迫害し
たなら、あなたがたをも
迫害します。もし彼らが
わたしのことばを守ったなら、あなたがたの
ことばをも守ります。しかし彼らは、わたし
の名のゆえに、あなたがたに対してそれらの
ことをみな行います。それは彼らがわたしを
遣わした方を知らないからです。」（ヨハネ１
5:18-21）またもう一つ、「義のために迫害さ
れている者は幸いです。天の御国はその
人たちのものだから。わたしのため
に人々があなたがたをののしり、
迫害し、ありもしないことで悪口
を浴びせるとき、あなたがたは
幸いです。喜びなさい。喜び
おどりなさい。天ではあなた

山手線祈祷会は、途中
合流を含めて5名が参加
しました。伝道するため
に集まる人も多くはない
ですが、祈祷会で祈るた
めだけのために集まる人
はさらに少ないのが現状

です。2人や3人での祈祷会になることもあり
ましたが、最近では、5～6人が祈祷会に参
加してくれるのがとてもうれしいです。祈り
を通して、思いが整えられ、力が与えられま
す。祈りを通して変えられる領域は、大きく
分けて2つあります。わたしたちの届かない
領域の変化、解決があります。もう1つ
は、私たちの考え方や内側の変化と
解決です。祈りを通して与えられる
力、そして、神の働きは人知では
到底はかり切れない素晴らし
いものです。路傍伝道ネット
ワークは、祈りを大切にして

がたの報いは大きいから。あなたがたより前にいた預言者
たちを、人々はそのように迫害したのです。」（マタイ 
5:10-12）という言葉の、特に、「迫害を喜びなさい！」という
言葉に心がとまりました。妨害されるということは、想像以
上に傷つくし、嫌な気持ちになるものです。聖書は、その時
に、「喜びなさい」と語るのです。すごい言葉です。先日の伝
道の時にも妨害が入りました。大人の私たちは気分を害して
いるのに、参加した小学生は違いました。「聖書の『使徒の
働き』に書かれている弟子たちが迫害されながらも伝道を
続けている姿を思い出し
て、心が燃えた」というの
です。励まされ、心を喜び
に切り替えました。先日
会ったシンガポールの牧
師は、「『偶像崇拝しては
いけません』と語ったら、
仏教徒に訴えられてしまって、逮捕されそうになった」と話
しました。国の法律が「多様性を重んじる」となり、「聖書に
は、『偶像を拝んではならない！』と書かれています」と語る
と、「仏教徒を侮辱した！？」と取られかねず、訴えられたら
逮捕されてしまうのだそうです。牧師たちは、仕方なく、仏
教徒たちに謝罪したそうです。「シンガポールの教会は、一
体何を語ったら良いのでしょうか！？」と嘆きました。そし
て、「菅野先生、日本では、福音を語る自由があります。日本

も、将来シンガポールと同じ
ように聖書を公に語れなく
なる日が来るかも知れませ
ん。今、大胆に語って下さ
い！！」とお願いされました。私
の心に火がつきました。伝道を
していると、妨害され、迫害される
こともあります。しかし、日本では信
教の自由が憲法で保障されています。
街角で政治演説ができるように、聖書を語
ることが認められています。そのことに感謝し、改
めて「伝道するぞ！」と心を新たにし
ました。今日は、音楽をストップす
ることになりましたが、先日の東京
基督教大学の学園祭で6時間も歌
い、声枯れが治っていないので、歌
わないことで声が守られました。さら
に、妨害する人とトラブルにならないで済みました。天候も
守られたし、妨害されましたが、このことで、かえって14名の
心が一つになり、伝道のために毎日祈る決意をしました。神
様がされることはいつも最高最善です。「神を愛する人々、
すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神
がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たち
は知っています。」（ローマ8:28） 

います。後半は、大崎駅の南改札口の近くの広場で伝道し
ました。チラシは、優に200枚を配り切りました。立ち止まっ
てくれる親子がいました。小さな小さな子供が手拍子をし
ながら音楽を聞いてくれました。お母さんは、子供が喜んで
音楽を聞いている姿を見て喜んでいました。その姿を見て、

私たちも喜びに満たされました。次に、中国人の若い女性
が立ち止まってくれました。クリスチャンではないし、教会に
行ったこともないのに、あのように立ち止まってくれるし、聖
書をあげたら、大喜びしてくれました。中国人の集まる教会

路傍伝道の活動の予定を知る方法

路傍伝道の活動予定は「路傍伝道ネットワーク」の
グループページを通して告知致します。

facebook環境をお持ちではない方、
定期購読のお申込みは
sgr_ch@ybb.ne.jp まで知らせて下さるか、
郵便番号・住所・氏名を事務局までお知らせ下さい。

新宿福興教会内　路傍伝道ネットワーク事務局：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F 

トップに予定を固定しています。
見られない場合は「アナウンス」をクリック。

QRコード
を載せる

を紹介してあげますと、一
度帰ったかと思ったら、もう
一度戻って来て、ペットボト
ルのお茶を買って来て、私た
ち一人ひとりに手渡してくれま
した。日本人と外国人の違いで
もありますが、私は、「今日、あなた

に会うために大崎に来たのだと思い
ます」と伝えました。4つ先の渋谷駅で

は、今日あたりからハロウィンの仮装した人
がいっぱい集まっているはずです。山手線29駅を

順番に回っているので大崎で伝道を
しましたが、この時期の渋谷に近
づきたくない気持ちと、こういう時
こそ渋谷でイエス様の愛を叫びた
い気持ちが入り混じっています。し

かし神様は、大崎に私たちを導いて
下さいました。そして、中国人の女性、親子、そして、出会っ
た人たちに伝道させるために私たちを遣わして下さったと
思います。路傍伝道は、毎回いろいろなことが起こります。
嫌なこともうれしいこともありますが、退屈などあり得ませ
ん。いつもエキサイティングです。すべてが喜びに変わりま
す。神様が生きておられることをはっきりと感じます。伝道
終了後には、マクドナルドに行って、軽食を食べながら、熱

わたしたち路傍伝道ネットワークはエリコの戦いの様に街
を一周し、祈りを捧げます。
そして賛美の角笛を携え、街頭で福音を述べ伝えてます。

く語り合いました。改札口を通り抜けて、山手線の外回りと
内回りに分かれてそれぞれの帰路に就きました。
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冠婚葬祭司式・説教・音楽奉仕

路傍伝道ネットワークは、2017年3月13日に原宿駅からスタートし、山手線外回り29駅を順番に伝道しています。また、
日本全国47都道府県を少しずつ巡回路傍伝道をしながら、日本全国に福音を満たしていきます。同時進行で、賜物発
掘や賛美チームのスキルアップ、メンバーの一致と霊的成長のために、月に一回賛美集会を行なっています。また、山手
線を東京のエリコの壁に見立てながら、電車の中で祈祷会を行なって、日本の中心である東京からリバイバルがはじ
まっていくように夢見ています。

『路傍伝道ネットワーク』のビジョン

『路傍伝道ネットワーク』の始まりの経緯
2016年９月に菅野代表が大阪の仲間たちと路傍伝道を始めた事がきっかけで、日本全国での路傍伝道を示され、
JSE(Japan Street Evangelism Ministry)を結成しました。その後東京各地で伝道をする間に、少しずつ仲間が加えら
れ、菅野直基代表とその仲間たちにより「路傍伝道ネットワーク」が結成されました。今では、日本全国に多くの仲間が
与えられて、共に力を合わせて路傍伝道を行っています。

「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫の
ために働き手を送ってくださるように祈りなさい。」

（マタイ9：37～38） 
路傍伝道ネットワーク

「急募！ 神の働き人」
神様のためにいのちを捧げて伝道したい人。

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp
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久しぶりの横浜駅伝道
でした。毎回エホバの証
人の人たちの布教活動と
重なるので、活動するエ
ホバの証人の信者向けの
メッセージを準備しまし
た。「ヨハネ1:12」や「ロー
マ8:14」などの聖句を引用して、「（エホバの証人の皆さん！）
イエス様を信じたら神の子供となります！」と伝える予定で
したが、今日は、エホバの証人の人たちは来ていませんでし
た。代わりに、両サイドにストリートミュージシャンたちがい
ました。片方はしっとりしたいやし系の音楽でしたが、もう片
方は、ボリューム全開で、エネルギッシュでした。あっという
間に警察が来て、すぐに解散させられました。あんまりうる
さいので、神様に、「何とかお願いします！」と祈った結果か
も知れません。今日の伝道には、13名が参加してくれました。
そのうちの4名は初参加でした。うち3名は、比較的横浜に
近い人たちですが、1名は、浜松市の天竜からでした。「路傍
伝道に参加して、『生きている！』って感じました。また参加
したいです！」と喜びに溢れた顔で語ってくれました。新幹

10月28日（月） 「横浜駅 路傍伝道」

路傍伝道でクリスチャンになり、信仰歴60年の大先輩たちも参戦

線で来て、新幹線で帰って行かれました。1名は、底なしの力
で元気に歌ってくれました。とても励まされました。2名は、信
仰歴60年以上の方々です。大先輩です。いぶし銀の貫禄を
感じさせてくれました。60年以上前に、路傍伝道がきっかけ
でクリスチャンになったそうです。こちらも、とても励まされ
ました。途中、トイレ休憩を入れましたが、2時間、ピアノ、ギ
ター、バイオリン、歌、そして、演説を続けました。時々立ち止
まってくれる人たちもいますが、歩く人の流れが早いので、
頭で考えているうちに通り過ぎてしいますので、目の前の人
に語りかけ、歌うという、即興ライブのような伝道をしまし

た。中身が濃く、あっという間
の2時間でした。祈ってから伝
道を終えると、遠方から来て
いる人たちはすぐに帰りまし
た。残った7名でうどんを食べ
に行きました。伝道の戦いで、
疲れ、ボロボロになった心と
体は、食事と語り合いによっ
ていやされて行きました。駅
の改札口で解散しました。

10月31日（木） 「渋谷駅 荒野の旅 ～ハロウィンに来た人向け路傍伝道～」

私には夢があります！渋谷の皆さんがイエス様を信じて幸せになることです！

ハロウィンの当日、渋谷ハチ公広場のステージのように
なっている看板の前に、呼びかけに応じてくれた16名が集
まりました。本当は20名が集まったのですが、混雑している
ため、4名の方とは合流できませんでした。残念でしたが、同
じ目的で集まり、同じ空間を共有できたのでうれしかった
です。ステージのようになった場所のため、人々の注目があ
るうちに最初の祈りをし、伝道をスタートしました。ハロウィ
ンと聖書とイエス・キリストをリンクさせて演説をはじめま
した。しばらくすると、右翼系政治家を自称する男性が、大

きなスピーカーを持って、交通整理をするような演説をス
タートしました。最初は、行政か警察関係の人だと思ってい
たら、「日本は天皇を中心とする神の国である」というフ
レーズを巧みに織り交ぜながら話すので、「なるほど」とわ
かりました。私たちが先に活動をしていたので、後からデカ
いスピーカーを持って来ていきなり演説しはじめるのはどう
かと思うので、話をしに行きますと、仲間の一人が勘違いし
て、「こちらは準備中なのでやっていいですよ」といったこ
とから、ちょっとした行き違いが起こりました。しかし、すぐ
に話の折り合いが付き、交代でやることになりました。しば
らくすると、警察から移動を命じられたので、ハチ公の銅像
の横にある花壇の前に移動しました。すでに、広場は、満員
電車に乗っているような混雑ぶりなので、多くの人に伝道す
るため、花壇の高台の上に登って演説をしました。先ほどの
自称政治家の手法を取り入れて、警察が語る内容を一部取
り入れながら、福音の演説をしました。名付けて、「DJ伝道
者」。2時間語り続けましたが、すぐ周りで仲間たちがチラシ
を配り、個人的に伝道をしました。混雑した中でも、チーム
で力を合わせて伝道しました。仮装をした人が多く、みん
な楽しんでいるという感じで、とてもノリが良く、チラシ配り

や、演説にも、良い反応を示してくれました。ハロウィンの話
をしているうちは、みなさんの注目が集まるのに、「キリスト
教」のレッテルを貼られた途端、興味を失って立ち去って
行ってしまうので、そのギリギリを狙って、わかりやすくイエ
ス様を伝えました。十字架を持って立っていると、とても目
立つようで、たまたまここに来たクリスチャンの仲間や宣教
師、友人知人、などに会いました。環境大臣の小泉進次郎
氏にも会いました。午後7時を過ぎて、暗くなってくると、ま

すます人で一杯になり、
交差点を暴走族のような
車やバイクが、エンジンを
空ぶかしし始めました。
そのエンジン音は、人間
の悪の本能を目覚めさせ
るようでした。しかし、警
察の数も半端なく多いので、何とかバランスを取っているよ
うに感じました。このすべての人がイエス様を信じたら素晴
らしいと夢を見ました。「私には夢があります！渋谷の皆さ
んがイエス様を信じて幸せになることです！」とキング牧師
のように夢を語りました。午後8時に円陣を組んで閉会式を
して、そのまま解散しました。


