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禍福一如

２月

災いも幸せも表裏一体、

んで す 」とか っこち ゃん（山

心 を揺 さぶり 続け てく れる

「その約束が毎日、私の

。そし て、これ だった
･･･
らで きる と手 で描く パス テ

何 かで きるこ とが ある はず

１年 半あ る。 こんな 私に も

書を 描く よう になっ た。

独 学で 書画の 勉強 に励 み、

るこ とを 思い つき、 以後 、

ん の弥 生さん は語 る。

サポ ート を続 けてき た奥 さ

そ の晩 年の 順教尼 のも と

口で 筆をと り見 事な絵 画・

心の持ちようで

元 先 生 ）。 以 来 、 そ の 「 本

ル 画に 毎日夢 中に 向き 合っ

歳で弟 子入 りした 南正

絵 」。 雪 絵 ち ゃ ん も 伝 え た

し い修 行を続 けた 。

文さ んは 、口 で筆を とる 厳

へ

か った であろ う、 どん な状

その後 、の り子さ んは 、

日、

ふ く い ち に よ

がら せてい たの であろ う。

の こう した内 発力 を湧 き上

う自 覚こ そが 、順教 尼先生

きな 力に守 られて いる とい

つ きる とこ ろ、ご 縁の大

き止 めな さい 」と 論され た 。

ちが 生かさ れてい るか を突

し て、何 の力 によ って私 た

こと もで きな い状態 で暮ら

い。 自分の 力では どう する

を縛って過ごしてみなさ

し 先 生 は 、「 あ な た の 両 手

りた いと言 ってき た人 に対

人 生に 絶望 して弟 子にな

歩み 続け た順教 尼先 生。

ば成る と自 分を変 えな がら

う とする ので はな く、為 せ

え。 理不 尽な環 境を 変えよ

如」と は、 大石順 教尼 の教

今 号の タイト ル「 禍福一

か

禍福 一如

いかようにも転じる

当 のこ と」を 映画 と講 演で

じゆんきよう に

（ 大 石 順 教 尼 の教え ）

た 。 表 現 す る の は 、「 光 の

感謝が生んだ奇跡

ずっ と伝え 続け てきた 。
日付 特別 号外 にて 、入 江富 美子監 督のド キュメン タリ

ー映 画３作 品の 無料 配信 をご 紹介 しま した 。この度 、東日本大

順教 尼先生 の 「人 の見て

くしな さい」 という 教えに

況で も〝ひ かり 〟を忘 れて
入 江監 督の２ 作目 の作品

従い 、針金 を使 ってボ タン

年 を迎 えるこ のタ イミ ング で、 改めてそ の感動作 を

有難 く視 聴さ せて いた だき 、そ れぞれ に与 えられ たいのち 、そ

をか ける こと を思い つき 挑

間で できる よう になっ た。

その 後正 文さん は、 先生

し あ わ せ

入 江監 督作品 ３作 目 、『天

の 勧めで 様々 な事に 挑戦 、

て

残り １年 半、苦 悩の なか、

から見 れば 』 は、少 年時 代

いつし か少年 時代 の好 奇心

む

その 後練 習を 続け、 数分 で

つまり、人間がマラリアと

ふ と目に した かっ こちゃ ん

に父 親の 経営す る木 工所で

旺盛 な心 を取り 戻して いっ

無手の法悦

いな いと ころ に、真 心を 尽

し て、 それぞ れに 違う 使命 につ いて 、あ らため て深く考 えさせ

の主 人公 は 、がん を克服 後 、 天然 塩によ る〝 塩絵〟 の開

『光彩 （ひ かり） の奇 跡』

発、 独自 の色 彩療法 など 、

あらためまして亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、

え て共に 歩ん だ天 使河 原紫

はい けな いと いうこ と。

られました。 年という節目とはいえ、復興はまだまだ道半ば。

今 度は糖 尿病 で突 然右目 を

戦。数 ヶ月毎 日練 習、 数時

御 遺族 の 皆 様 に 心 より の お 悔 や み を 申し 上 げ ま す 。
今号 では 、映 画か らの 学びを 少し です がお 届けいたし ます。
明日からの生きる力の糧にしていただけましたら幸いです。

の生存競争に勝つには、マラ

の講 演会の 案内。 そし て、

機 械のベ ルト に巻 き込ま れ

できる ように なっ た。

リアに強い遺伝子のほかに、

雪絵 ちゃ んの詩 に出 会う。

翠さん 。５年 の余 命宣告 も

特別号外で感動溢れる詩を

病気や障害を持つ遺伝子も必

～本当のことだから

ご紹介した難病ＭＳ（多発性

要だった、ということ。病気

弟子だ ったよ うで ある 。

年４ 月

本 人が普 段か らそ の日に 死

９００ 点もの 作品 を残 した

歳で永 眠。

南正 文さ んは、 ２０１ ２年

月、

乗り 越え させた のは 、ご恩

もあっ た。 しかし 、そ れを

体 調不良 で筆 が止 まるこ と

う重 圧、 さらに 持病 による

んだが 、順 教尼の 弟子 とい

品 づくり に没 頭し た正文 さ

く画 家と して、 ひた すら作

かの 上映会 にて 、また はネ

☆ 感動 映画３ 作品 、ど ちら

使命 に向 き合 いまし ょう 。

今を 生かさ れて いる自 身の

震 災か ら

でき るこ とは ？

ろがありますか？ 自分に

☆ 何か 身体に 不自 由な とこ

＝ ＝＝＝ ＝＝ ＝＝ ＝＝＝ ＝

を かえさ なけ れば という 強

ット 配信 にて ぜひど うぞ 。

年 。あ らた めて 、

東 日本大

い思い だっ た と、精 力的 に

そして 、口 で日 本画を 描

だ った。

て自 分が 両手を 切ら れた日

ぬんだ と言 ってい た、 かつ

順教尼 は眠 るよう に天 に召
海外 でも 講演活 動す るな
され た 。奇し くもそ の日 は 、 ど 多方面 に活 躍し、 生涯 約

２ 年、昭 和

正文 さん が弟子 にな って

た 。先生 にと って も特別 な

硬化症）で亡くなった雪絵ち

か っこ ちゃ んが朗 読した る不慮 の事 故で両 手を 失っ
まさのり
雪絵 ちゃん の「あり がとう 」 た南 正文 さんの 物語 。
しあ わ せ

や障害を「引き受ける人」が

「無手の法悦」とは、

て

ゃん。生前入院中、養護学校

の詩 を聴 いて 涙が止 まらな

歳の時 、養 父の狂 乱に より

教 尼の感動の生涯を綴っ

た、 と語 る入 江監督 。
大 石よ ね（ 順教） は、

23

む

のかっこちゃんこと、山元加

い のり こさん 。

両腕 を切 り落と され たが、

津子先生は「何かうれしくな

「人 に喜ん でもら える こと

ないい話を知っているのはも

日本 のマザ ー・テ レサ と言

これを聴いて雪絵ちゃんは

昔、マラリアの伝染病が猛

ったいないよ。病気や障害が

ば 、人 のため に役 立つ こと

われた口筆画家、大石 順

るような話をして」という雪

威を振るったアフリカの村の

とても大切だ、ということ。

なん てとて もで きない んじ

そ の絶望 を乗 り越 え、画 家

ことを調べて分かった事実。

みんながすばらしい役割を持

た 書 籍 。「 生 ま れ 変 わ っ て

をし なき ゃい けない って思

それはマラリアが多く発生

っていること。それが、科学

ゃな いか なっ て ･･･
」
「 ずっ といじ めて いた 、感

もま た手 のな い私で ありた

しばらく考え込んだ後、こう

する地域では、ある一定割合

的に証明されていること。す

謝が なくて 本当 にごめ んな

い 」と いう 順教尼 の生 きざ

絵ちゃんに、前日見たという

で伝染病に強い突然変異遺伝

べての人が、この宇宙から必

さい 」と 自分 自身に 手を 合

まに 心をわ しづか みに され

話 し た 。「 私 た ちだ け で 、こ ん

子を持つ人がいるということ 。

要とされていること。そんな

わ せて 心から 詫び た。

科 学 番 組の お 話 を し た 。

そして、伝染病に強い遺伝子

ことを当たり前に知っている

見え ない目 、動 かな い足

い なが ら、私 は自 分に 対し との 結婚、 二児の 出産 、離
て感 謝が足 りなか った ･･･
。 婚な どを 経て、 出家 得度。
まず ここ から 出発し なけれ 身 体障害 者の 救済 に捧げ た

を持つ人が生まれる時、高い

世の中に、かっこちゃんがし

歳の 時、カ ナリ ヤが雛 を育

じゆん

確率で、そのきょうだいに重

感 謝し て頑張 った 雪絵 ちゃ

きよう に

い障害を持つ人が現れるとい

て ほし い 」 そ して 続け た ･･･
。
「何も言わないで約束して、

にも 最後 にあ りがと うっ て
うこと。その重い障害を持つ

てる のを 見て 、口に 筆をと

てい た こ と に な る 。

いなければ、その村は絶滅し

１／４の奇跡

寺田 のり 子さ ん、そ して支

他機に 活躍し てい る。

震災 から

14

失明、 足の 自由も 奪わ れた

10

ん。 同じよ うな 私には まだ

43
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かっ こ ち ゃん 、 お 願い ー ー 」。
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コロナ禍の学び
そ して 停電 の中、 店に ろ

料 だ け で や っ て い こ う 」。
の経 験は、 自分 にとっ て悪

た 。つ まり、 この 人は「 こ

「なるほど」と私は思っ

いこ とだ けで はなか った 。

うそ くを立 て、 何事も なか
った かの よう に営業 を再 開
本 当は 〝何ら かの 気づ き〟

２ ０１ １年の 東日 本大震
災のと き、東 京で は計 画停
さ せた という 。店 のス タッ
をも たらす ため に起き た」
で ある 。そし て、 そう いう

と解 釈を 付け 直した わ けで

お 客さ んたち は大 きな 安心
人の ところ には 、本当 にお

てい るの で、 この店 に来 た

フが いつも の調 子で営 業し

電が 行わ れた。 そして 、社
会 全体が 滞っ て、 スーパ ー
やコン ビニ から食 材が 一気
にな くな った。
感を 得たこ とだ ろう。

足を運 んだ 。どこ の飲 食店

た ４月中 旬、 私は その店 に

がい た。 首都圏 が落 ち着い

内で中 華料 理店を 営む 店長

を見せ てほし い 」と頼 んだ 。 れるの が難し い。 それ でも

上が 見た いの で、売 上日 報

に 、「 震 災 後 １ ヶ 月 間 の 売

ンとき た。す ぐに 経理 の人

そ の話 を聞い て、私 はピ

立ち 止まり 、そ の現実 から

して 当事 者は 誰しも 受け 入

不幸 な出来 事、 災い に対

私 のク ライア ント に、都

も売 上は 落ちて いた ので、
そし て、私 の予 想通り この
逃げ ずに 向き 合う。

客さ んも 戻っ てくる 。

こ の人の 店も 例外 ではな い
店の 売上 は前 年の売 上を 超
どんな 出来 事に も、意 味

￤￤￤ ￤￤￤ ￤

だろう 。内 心そう 思い なが
えてい た。

いのちのつながり
自 分の 両親、 二組 の祖父
母 、 そ の 親 た ち ･･･
。何十
代、 何百 代、今 の自分 へと
つ ながっ てい る奇 跡。宇 宙
の始ま りか ら、こ の〝 いの
ち〟 はず っと途 切れず に続
い ている 。数 え切 れない ご
先祖様 の誰 一人欠 けて も自
分は 存在 しない 。自 分の身
体 の中に たく さん のご先 祖
様のＤ ＮＡ が刻み 込ま れて
いる 。ご 先祖様 を悲 しませ
る ような こと をし てはい け
ない。 喜ん でもら える よう

はな く〝 この 人が儲 ける こ
と によ って町 全体 が儲 けて
みん なが幸 せに なれる 〟。
こ の母の 教え がその 後の

はしかみ

気仙沼市立階上中学校の卒業式における

卒業生代表 梶原裕太君の答辞

本 日は 未曽 有の 大震 災の 傷も 癒え ない さな か、私 たちの

ために卒業式を挙行していただき、ありがとうございます。

胸 を膨 らま せ、 通い 慣れ たこ の学 舎を 、五 十七 名揃って 巣

した 。私 たち は、 その キラ キラ 光る 日差 しの 中を、 希望に

栄 一の 原点だ とい う。
亡 くなっ て長 い時を 経て

立つはずでした。

ち ょう ど十 日前 の三 月十 二日 。春 を思 わせ る暖か な日で

も 、私 たちに その 大事 な教

天 が与 えた 試練 とい うに は、 むご すぎ るも のでし た。つら

力で 、私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました 。

し かし 、自 然の 猛威 の前 には 、人 間の 力は あまりに も無

く評価され、十分な訓練もしていた私たちでした。

階 上中 学校 とい えば 「防 災教 育」 とい われ 、内外か ら高

変地異が起こるとも知らずに…。

友もいたことでしょう。
「東日本大震災」と名付けられる天

った アル バム を開 き、 十数 時間 後の 卒業 式に 思いを 馳せた

前 日の 十一 日。 一足 早く 渡さ れた 思い 出の たくさ ん詰ま

えを 伝え続 け 、ココ（左 胸 ）
に生 き続 けて いる〝 いの ち
〟があ る。そ れは 、誰 もが
知る 偉人た ちば かりで はな
い。 それ ぞれ の胸に 、そ れ
ぞれに 違う〝 いの ち〟 が生
き続 けてい る。 あなた にと
って 思い 浮か ぶ〝い のち 〟
は誰だ ろうか 。

残っ た。そ して、 こん な意

番 若いス タッ フが １人だ け

で下 っ端 扱いさ れて いた一

という 。と ころが 、こ れま

員 が本国 に帰 って しまっ た

ほと んど 中国人 で、 ほぼ全

この人 の店 のス タッフ は

キと 頭角 を現し 始め たんで

た一人 のス タッフ がメ キメ

今 まで幹 部の 影に 隠れて い

くな りま した。 その結 果、

うよう な幹 部がす べて いな

ざ という とき に逃 げてし ま

は偉 そう にして いるの にい

たんで すよ。 まず 、ふ だん

た ような 変化 が店 に起こ っ

自分 が想 像もし ていな かっ

い。震 災が起 きた こと で、

「 梯谷さ ん、 聞いて くだ さ

ス をする ので はな く、起 こ

う ！ 」。 型 に は ま っ た ダ ン

「人生とダンスをしよ

し い自分 をつ くっ ていく 。

つけ て自 ら新し い時代 、新

そこか ら「 よかっ た」 を見

コロナ 前に はも う戻る こ

問 い続け るこ と。

んな 学び がある のか」 そう

が あ る の か 」「 そ こ に は ど

は 、自分 にと って何 の意 味

奥底だって分かってんだ

るん だよ 。コ コ（左 胸）の

いろ んなも のと つなが って

か ら一 人じゃ ない んだ よ。

「人 は生 まれ てきた その時

当て てこう 伝える 母親 。

変 化を受 け入 れる 。そ して 、 一 に対 して、 右手 を左 胸に

とは でき ない。 その 大き な

よ、 一人じ ゃな いこと を。

の物 語で のワ ンシー ン、栄

れる 渋沢 栄一。そ の幼 少期

本 資本 主義の 父」 とも称 さ

マ 『 青 天 を 衝 け 』 は 、「 日

れた 本年の ＮＨＫ 大河 ドラ

コ ロナ 禍で 放送開 始が遅

ため て向 き合っ てほ しい。

前の今 、自 分の使 命に あら

迎 える。 だか らこ そ、目 の

私た ちは 誰しも 必ず 死を

た に有難 くコ コに 刻もう 。

正文 さん の〝い のち〟 も新

雪絵ち ゃん や順 教尼、 南

〝 いのち 〟は つな がった 。

順教 尼、 南正文 さん、 その

て恨ま ず赦し た。 萬次 郎、

た 。順教 尼は 萬次 郎を決 し

からずっと見守ると告げ

地獄へ 落ちて も、 草葉 の陰

に 面会し た義 父、萬 次郎 は

う ござ いま した 。先 生方 が、 いか に私 たち を思 ってくだ さ

んで 過ご して くだ さい 。先 生方 、親 身の ご指 導、あ りがと

え る日 々や 友達 が、 いか に貴 重な もの かを 考え 、いとお し

と共有した時を忘れず、宝物として生きていきます。

す。 どこ にい ても 、何 をし てい よう とも 、こ の地で 、仲間

私たちは今、それぞれの新しい人生の一歩を踏み出しま

きていくことが、これからの私たちの使命です。

苦境 にあ って も、 天を 恨ま ず、運 命に 耐え 、助 け合っ て生

な行 動を してい く。

外な こと を言っ たそ うだ。

す 。 彼 は 、「 こ ん な と き だ

る出来 事と ダンス をし てい

ココ に聞 きな 。それ が本 当

くて、悔しくてたまりません。

「 こんな とき だか らこそ 、

からこ そ通 常通り の営 業を

く。 つま り、相手 （現 実）

に 正し いか 、正 しくな いか 。

かった たく さんの 命、 その

大石 順教 尼と死 刑執 行前

あた たかい 食事で 地元 の人

しま しょ う」と 他の スタッ

が 動きを 変え たら 、こち ら

あん たが嬉 しい だけじ ゃな

すざ まし い魂が 今を 生きる

が あ る と い わ れ る 。「 こ れ

たち を元 気づ けまし ょう。

フ たちを 説得 して まわっ て

もそれ に合 わせて ダン スを

くて 、み んな が嬉し いの が

私 たちを 後押 しし ている 。

はしがい

ら、 私は 彼にこ う尋 ねた。
「 この震 災で 、ど ういう 影

今 は利益 のこ とは 考えず 、

くれま した 。今で は、 彼が

続け てい く。梯 谷さ んは、

一 番な んだで 」

話 を聞く こと がで きた。

店 長は 驚い たが、 すぐに

みん なが 幸せ なのが 一番 と

一人 が幸せ じゃ なく て、

ち の笑顔 へつ なぐ 「責任 」

く「 覚悟 」と、 未来 の人た

その多 くの 命を背 負っ てい

生 きた くても 生き られな

い うこ と。目 先の 〝自 分が

を、 ココに 刻んで 全力 で。

ございました。
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を誇 りに 思い ます 。最 後に 、本 当に 、本 当に 、ありが とう

になります。 私は、この階上中学校の生徒でいられたこと

歩ん でい く姿 を見 守っ てい てく ださ い。 必ず 、よき社 会人

お 父さ ん、 お母 さん 、家 族の 皆さ ん、 これ から私 たちが

た。これからもよろしくお願いいたします。

こ れま で様 々な ご支 援を いた だき 、あ りが とう ございま し

って いた か、 今に なっ てよ く分 かり ます 。地 域の皆 さん、

後輩 の皆 さん 、階 上中 学校で 過ごす「 あたり まえ」に 思

命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし、

いかなければなりません。

に 思い やり の心 を持 ち、 強く 、正 しく 、た くまし く生きて

確実 に流 れて いま す。 生か され た者 とし て、 顔を上げ 、常

時 計の 針は 十四 時四 十六 分を 指し たま まで す。でも 時は

残っ た僕た ちだけ で何 とか

立派 な幹 部です よ。 つまり

今 こそガ ラリ と現 実を、 そ

響があ りま したか ？」

店を まわ しま しょう 」。

震 災のお かげ で、 うちの 店

して人 生を 変える 絶好 のチ

す ると、 こんな 興味 深い

納得 した。

は本当 にや る気の ある 人だ

ャン スだ とい う。
無意識の法則 』

儲け たいか らこ うする 〟で

つ

「そ れも そう だな、 ただで

け残 って もらう こと ができ

『突き抜ける

梯谷幸 司 著 より

ゆる

さ え世 の中が 不安 なん だ。

た 。僕は 、そ んな ふうに 考

は し がい

この 際利益 は度 外視し て、

えるよ うに なった んで す」

はしがいこうじ

今い るス タッ フと今 ある材

