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てし まっ た︒ 私た ち もシビ レが切れ そう にな ったとき

に︑この 物件が現 れた︒当 初は︑ 約一八〇坪 を約一億

八千万円 で︑とい う話だったから︑ 私たちには﹁高嶺

の花﹂と いうこと で︑見送 った︒い い場所だから︑す

売れない ままで︑ 値段 も坪 あたり九 〇万円と なったの

牧師
同様 に︑ 〝霊 〟も 弱い わたし た ちを 助け てく ださい

で︑ 思い 切 って︑ 百 坪だけ 買う が残 りを 貸し てくれな

ぐ売れる だろうと あきらめ てい た︒ ところ が︑数ヶ月
ます︒わ たしたち はどう祈るべきか を知りま せんが︑

いか︑と 提案し て みた︒す ると急に幾つかの 買い手が

こうな ると︑不 思議なもので︑この場所が どうし て

〝霊〟自らが︑言 葉に表せ ないうめ きをもっ て執り成

の御 心に 従 って︑ 聖 なる者 たちの た め に執り 成し てく

も欲しい という願い が出てきた︒な んとかし て一八〇

現れた︒まとめて全 部買いたいというマンション業者︑

ださるか らです︒ 神を愛す る者たち︑つまり︑御計画

坪全部を 使うよう に出来ないか︑と 交 渉を進 めてみた

し てくださるから です︒人の心を見 抜く方は︑〝霊〟

に従って 召された 者たちに は︑ 万事 が益とな るように

が︑地主さんには︑貸す余 裕がない ことが分かった︒

一部分を買いたい という建売業者な どである︒

共に働く というこ とを︑わ たし たち は知 ってい ます︒

結局 ︑八 〇 坪を 建売 業者が ︑一〇〇 坪を永山 教会 で︑

の思い が 何であるかを知 っ ておられ ます︒〝 霊〟は神

︵ローマ の信 徒へ の手紙 六 ・二 六︱ 二八︶

思わない ではおれ ない︒私 たちが会 堂建築の 決意をし

る︒考え てみれば︑みるほ ど︑これ は大変な ことだと

いよい よ具 体的 に大きな冒 険に踏 み出そう とし てい

い て︑手 付 金九 〇 〇 万円を 支払 って 契 約に入 ることを

会で︑ 購 入の決断 をし︑七 月の臨時 総会の承 認に基づ

の定例役 員会直前だったの で︑建築小委員同 席の役員

車場を借 りる努力 をすることとして︑ちょう ど︑九月

ということに落ち着いた︒ 駐車場の 問題は︑近隣の駐

て十年以 上経過し てい る︒ 検討し た 物件は︑ 五十を超

決定し た︒

時︑あ たか も一 九九九年 九月九 日 ︑ 唐木田 の 和光 ハ

えた︒何 度か 購入 を決断し たときも あったが︑先に買
われたり ︑契 約を 拒否され たりで︑ ズル ズル と長引い

さんと乞田一二二 五番地の 一〇〇坪を九〇〇 〇万円で

久二さ ん立会いの もと︑地 主の全 権委任者︑ 馬場恒和

聖霊の不 思議な御 導きがあ ったこと を信じないではお

である︒しかし︑ この決定 に至る経 過をふりかえると

これは ︑今の私 たちにと って可能 性ギリギ リの数字

た︒

購入する 契 約書を 交わし た ︒その折 ︑地主さ んから 新

れない︒当初︑﹁高 嶺の花﹂ として見送った物件が今︑

ウジング︒ビル五 階応接室 で︑武田 勝雄さ ん︑鈴木喜

たな提案 が出され ︑ 建売業 者が八〇 坪ではな く︑六〇

私たちの もの にな ろうとし てい る︒ しかし︑ これは私

冒頭の パウロの 言葉に︑﹁同様に︑〝 霊〟も弱いわた

坪を買う ことにな ったので︑残り約二〇坪を一〇〇〇
は︑十月 末に七〇 〇〇万円︑十二月 末に残額二一〇〇

したちを 助けてく ださいます︒﹂とある︒元バー ゼル大

たち にと って大冒 険への出 発を意味 し ている︒

万円とす るという 条件 でよ ければ考 慮し まし ょう︑と

学神 学部 教授のヤ ン・ミリ チ・ロ ッ ホマン氏 は︑この

万円で買 ってくれ ないか︑ との提案 を受けた︒支払い

返答した︒

て︑地主 の提案を 受け入れ ることを 役員会に 提案する

の際︑ま ず土 地の 確保を優 先する︑ という考 えに立 っ

に向けて鋭い仕方 で語られ ます︒つ まり︑﹃同様 に﹄と ︑

に証言し た狼狽と 希望は︑ 今や私た ちの個人的な危急

﹁万物のうめきと不安を思いながらパウロが勇敢

こと につ い て︑次 のよう に語 ってい る︒

ことに決 定︑九月 一九日の臨 時役員会 で︑これ を承認︑

パウロは 語 ってお ります︒ 神の創造 的な霊が虚無に脅

九月一 七日の会 堂建築小 委 員会 で 協議し た 結果︑こ

臨時総会 に提案す ることと なって︑ 今日に至 った︒
三五〇〇 万円しか なくなる が︑これ は︑ もう 少し 時間

ます﹄︒神 の霊は︑被 造物の只 中で︑また被造物と 共に︑

様に︑し かし︑〝 霊〟は弱い 私たち も助けてください

かされている被造 物を希望 に向けて 輝かせるのと﹃同

をかけ て みんなでよく話し 合いながら︑ 結論 を見つけ

と同時に 私たち人 間と共に︑いや︱ ︱このよ うに言う

現在の 建築総予 算一億五 千万円では︑建築の 予算は︑

たい︒今 年の定期 総会では ︑坪八十 五万円で百坪︑八

︑り
︑わ
︑け
︑私たち人間
こと が許 されると 思い ます が︱︱と

と共に︑ 歩んでく ださい ます︒こうし て︑このテキス

五〇〇万 円︑永山 周辺で︑ というこ とを決め たが︑ 結
局︑坪八 十四万円︑約一二 〇坪︑一 億円とい うことに
なり︑予 想以上の 好条件の土地を入手することになっ

トは︑私たち人間のことを考慮しているのです︒﹂
この ﹃し かし ﹄と いう 一つ の小 さな 言葉 によ って︑
福音 が想 起され ま す︒それ は︑ナザ レのイエ ス におけ
る︑隣人への志向という根本性質を もった︑ 人間へと
向かう神 の道への 福音です︒しかも︑それは︑﹃もし ﹄
とか﹃だ が︑しか し﹄とい った留保 を抜きにし た︑弱
い者たち・頼りない者たち︑つまり失われた者たちへ
の神の道の福音でありまし た︒﹃人の 子は︑失われたも
の を 捜 し て 救 う た め に 来 た の で あ る ﹄︵ ル カ 福 音 書 一
九章一〇節︶︒﹂
これ から ︑ど んな 困難 や障 害が 待ち 受け てい るか 分
からない ︒ でも︑ この聖霊 の﹁しか し﹂を信 じて常に
前向き に問題 に取 り組みたいと 願っ てい る︒

