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実践宗教学寄附講座の継続と今後の展開
東北大学文学研究科の実践宗教学寄附講座は2012年4月より、3年間の時限講座としてスタートしましたが、
2015年4月から2017年3月までの2年間の延長が決定いたしました。これはひとえに多くの方々のご理解とご
支援の賜物であり、この場を借りて感謝申し上げます。この3年間に６回の臨床宗教師研修を実施しましたが、
のべ95名の宗教者の方々が研修を受講され、全国のさまざまな場所で活動の可能性を模索しています。この模
様はたびたび新聞、雑誌、テレビ等のメディアでも好意的に報じられ、３年前には誰一人耳にしたことのなかっ
た「臨床宗教師」という言葉が、現在ではインターネットで検索すると20000件以上のヒットがあるほどに認
知されるようになってきています。現時点で医療・福祉の現場で臨床宗教師として雇用されている宗教者は5名
を数えますが、今後もそのようなケースは増えていくものと予想されます。
東日本大震災の被災地支援を契機に生まれた臨床宗教師ですが、ここまで注目が高まったのは、日本社会が直
面している超高齢多死社会と言われる状況に対する有効な打開策を求めて、宗教界、医療・福祉の世界の多くの
人々が敏感に反応した結果であると言えます。これを一過性のブームに終わらせないためには、臨床宗教師とし
て一線で活躍されている方々の地道な積み重ねはもとより、さまざまな現場と有機的に連動する人材養成と臨床
実践のサイクルを、東北大学を中心とする諸大学機関が主導して確立していくことが必要であると考えます。引
き続き、各方面の皆様からのご支援をよろしくお願い申し上げます。
2015年5月
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が全く変わらない、カタトニーの方で、全く言葉の反
応をいただけないことに苦しみました。何度も訪問を
断念したいと感じていましたが、ある日、昼食前の食

臨床牧会教育と私

堂のテーブルに一人で静かに座っている彼女を見て、
もう一度と彼女に向かい合って座り、挨拶をしまし
た。いつもの通り反応がなく、沈黙していましたが、

林

浩

司

焦り気味の私の眼に入ったのは、締麗なテーブルかけ
の上の四人分のフォークとスプーンでした。それで何
気なくスプーンを手に取り上げて、トントン、トンと
テーブルを軽く叩いて見ました。でも反応がありませ
ん。もう一度、もう一度と繰り返しておりましたら、

1. 臨床牧会教育訓練の遍歴

彼女はスプーンを取り上げて、トンとテーブルを叩き

教会の牧師となり人に接する牧会の深い真髄を心身

ました。それで私も彼女に合わせてトンと応えまし

体経験しようとした動機は、振り返ってみますと、心

た。すると彼女はトントンと叩いてくれました。私も

の奥底に眠っていて無意識でしたが、1957年、大学二

トントンと応えて、ニコッと笑みを見せましたら、彼

年の夏、群馬県渋川市子持山学園での一ヶ月ワークキ

女が“かすかに”微笑んだのが見えました。それが最後

ャンプに始まっていたと感じます。その秋、一年ほど

の訪問になってしまいましたが、“お互いに暖かく感

出席していた日本基督教団函館教会（ハリス牧師記念

じ合うことのできた瞬間”は忘れることのできない経

教会）で洗礼を受け、卒業後二年間会社勤めをしてか

験となりました。

ら、札幌市聖ミカエル教会で聖公会員となりました。

当時、精神病棟を訪問する時は、鍵を持ってドアを

北海道教区の神学生として、東京の聖公会神学校で三

自分で開けて訪問しました。ドアを開けると廊下の両

年間学び、卒業と同時に稚内市で開拓伝道を三年半経

側に椅子が置いてあり、病者の皆さんは病室よりも、

験中に、スイスに本部を置く世界基督教協議会の牧師

廊下で椅子に座ったり、壁に寄りかかったりして話し

奨学金により英国オックスフォード大学で一年間の神

合っているのが毎日の光景でした。病棟が混んでいる

学教育勉強の機会ができました。

ので、私はいつも喧しい騒音を感じて静かな訪問がで

しかし妻子あり、家庭の事情で交渉して、1967年、

きず、難しく感じておりました。ある日、同じ気持ち

妻の実家と陸続きのカナダ国トロント大学ウイクリフ

で病棟のドアに鍵を入れて開けた瞬間、私の耳に日本

カレッジとエキュメニカル・インスティチュートに留

語が聴こえてきたように感じ、半年以上も続けてきた

学し、在学中に週に一日、一年間のクイーンズ精神病

毎週一日の訪問で私の精神状態もおかしくなったので

院と、夏休み三ヶ月間のトロント総合病院心臓外科病

はと疑いながらも、病者で混雑している廊下を歩き始

棟で、臨床牧会教育の二単位を取り帰国しました。札

めましたら、確かに、日本語が耳に入ってきました。

幌市の聖ミカエル教会、北海道大学学生センターの牧

あたりを見回すと、背の低い日本人のお婆さんが、

師に任命されて二年半の勤務後、渡米してペンシルベ

背の高いカナダの婦人に日本語で話して、その婦人は

ニア州グリーンビル市ザイオン合同教会で一年間、ア

英語でお婆さんに話していたのです。二人の交わりは

ドバンス臨床牧会教育を受け、その後ケンタッキー州

全く自然で、お互いにいたわりを感じさせる、優しい

ハーラン市とウエスト・バージニア州ベックレイ市に

態度でした。久しぶりに日本語での訪問ができると感

ある、アパラチアン地区総合病院のハーラン市の病院

じましたが、私が飛び込んでいって二人の交わりを邪

のプログラムを担当する、長老派教会牧師とカトリッ

魔してはいけないと、そっと病棟を通り抜けました。

ク司祭の二人のスーパーバイザーの下で研修を受ける

帰りに病棟の社会福祉カウンセラーに尋ねましたら、

ことになりました。

お婆さんはカナダの女性と結婚した息子の家庭をたよ
りに移住して一緒に生活を始めたが、言語、習慣、生

2. Insights̶心に深く残っている牧会経験
クイーンズ精神病院での牧会訪問で、若く美しい女
性に面会しました。彼女は顔面が氷結したように表情

2

活様式、文化の違い、息子との問題等でこの病院に入
院していることを知りました。その後、時々お婆さん
を訪問して、仲良くお話しする機会ができました。
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お婆さんは病院の周りの人に私を“息子”だと紹介し

れた日本、便りも少ない家族、友もいない山奥、隣の

てくれて、私はすっかり病院で息子になってしまいま

家も遠く離れて孤立、アパラチア山の中で独り子を育

した。最初に話していたカナダの婦人を訪問する機会

てている婦人の姿を想うと、いかにもこの婦人の意思

もできました。婦人は日本語が解りませんが、お婆さ

の強さ、信念のある、「母の愛」を感じ、ギリシャ神

んは彼女の大好きな友達だと言って、可愛い人だと話

話の地の果てに住む雄女、アマゾネスの女性群の一人

してくれました。私はお婆さんの異国の精神病棟での

のように感じられました。

生活は淋しく、悲しく哀れなものだと感じていました
が、「今のお婆さんは言葉、文化、習慣、生活様式を
超えて友達を作って生活している。そうして病院の共
同体の施設がお婆さんを安全に護ろうとしている」。
その大切な働きを感じることができた経験でした。

毎年クリスマスが近くなると、全国の各教会の教派
から送られてくる日用品、クリスマスのプレゼントを
配布する手伝いをしました。私の班はカトリックの皆
さんとトラックで衣類／食料品を配布することになり
ました。急な山坂に建つ、ドアもない玄関口を入り、

アパラチアン地区総合病院では、病者の訪問診察治

挨拶をすると、汚れた衣服を着た二人の子供がおり、

療をする看護婦の運転するジープに乗って、一人住ま

まだ中年の両親は話すと歯が抜けているのが見え、狭

いの中年男性を山小屋に訪ねました。喧嘩をして妻に

い流しは汚れた食器の山。持ってきたプレゼントを、

銃で撃たれて半身不随になった彼の、離婚してからの

あちこち破れたソファーに座っている子供達に手渡し

寂しい話を聞きました。車椅子生活でお尻の褥瘡が悪

て、その他の品はベッドに置くようにと言われて、次

化して治療を受けながらの、障害者としての細々とし

の部屋に入ると、狭い歩く場所以外、衣類が床から、

た生活でした。楽しみは、飲んだ後のビール瓶の中

天井まで積まれていました。日本人の私を不思議そう

に、小さな木と糸と針金と糊を使って、木製のミニチ

に、珍しい人と眺めてくれている子供達を後に家を出

ュアの椅子を作ることでした。生まれて初めてその大

ると、数メートル離れた崖淵のトイレが見えました。

変な集中力と忍耐のいる作業で完成した三種類のビー

想像もしていなかったアメリカの貧困。この人々に必

ル瓶の中の椅子を見た私は、すっかり感心させられて

要な贈り物が本当に何であるか、よく調査もせずに送

しまいました。最悪の状況、経験に打ちのめされるこ

られてくる必要のないプレゼント。「牧会訪問の本当

となく、苦難生活の中、彼が創造した技術、精神力に

に必要な病める人への支援とは何か？」と改めて感

励まされました。私がボイセに移住することになった

じ、考えさせられました。

時、椅子の入ったビール瓶を贈って下さいました。

真夜中時、疲れた身体を床で休めていると、「至

ある時、「鉱夫と結婚した日本人女性がおり、彼女

急、病院の緊急治療室の待合室に来て」との電話が入

のダウン症の一歳半の幼児を診察訪問するので、その

りました。警官と鉱夫の撃ち合いで死傷者が出て、家

婦人と面会しては」と誘われ、出かけることになりま

族への支援が必要との伝言を聞き、車で二十分かかる

した。私にもダウン症の娘がいることを看護婦には話

病院に到着しました。待合室の片方に死者と負傷者を

していなかったので、この呼びかけにちょっと驚きな

出した鉱夫達の家族、もう一方には負傷した警察官の

がら同行しました。人里離れた、山奥深い鉱夫さんの

家族。両方の家族への自己紹介のために私が近づくと

家で幼児のお母さんにお会いした瞬間、ダウン症の我

担当医師と誤解され、チャプレンだと説明したら、

が娘との生活経験の感情が私の身体一杯になってしま

「私の夫が死亡したの？」と問いかけられました。

い、静かに接しても、聴く力が消えてゆくという経験

「ただ皆さんと一緒に、医師の治療が終わるまで、座

をしました。

って私も待ちます」と答え、待合室近くに、水、コー

しばらく看護婦と一緒に幼児と遊んでから、別の部

ヒー、コカコーラの機械がある事、トイレの場所等、

屋で、婦人の出身地九州の事、朝鮮戦争で知り合った

必要な事を伝え、椅子が足りずに狭い部屋の床に座っ

夫の事、家族の事を聞いたりした後、実は私も同年の

ている十数人の鉱夫の家族の皆さんの側に座る。入っ

ダウン症の娘を育てていることを伝えました。婦人

てすぐに、家族、特に男性の中には怒りの感情があ

の“そうですか”の後、無言がつづき、そんな沈黙の中

り、その感情が警察官の家族の方に向かって発散して

で慰めの言葉もなく、親としての我が子への“限りな

いると感じました。普通でしたらチャプレンはお祈り

い愛”と我が子の“成長に限りなく尽くす気持ち”を、

して下さいと頼まれるのですが、怒りと不安の真只中

お互いに目で、身体で感じ取った経験でした。遠く離

で、私は、誰か拳銃でも持っていたら、ここで撃ち合
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いが始まるのではとも感じました。警官の家族に近づ

高卒の就職、雇用企業が少なく、私の勤務当時、近

き座っていると、一人の女性が小声で、違法賭博をし

村の高校の二十数名の卒業生全員が、就職難で兵役を

ていた鉱夫の人々を捜査、逮捕に出かけて喧嘩が始ま

志願し、ベトナム戦争に従軍、全員戦死したという悲

った結果ですと話してくれました。家族は疲れた身体

惨な記事をニュースで読みました。高等教育を受けて

に鞭打って、多くは沈黙のまま、待つことの長さに耐

いる医師、家族は極度にアパラチアン地区を避けてお

えて座っている。四、五時間たち、夜明けが山の陰で

り医師が不足している。その補いとして海外からの留

動き始めたころ、担当医と看護婦が、鉱夫の家族全員

学医学生が多い事、特に私が在任中、若いレジデント

を呼び出して治療結果を説明し、負傷者を病室に移し

として、エクアドル、フィリピン、韓国、インドネシ

た後に訪問が可能になると伝える。死亡した鉱夫の家

ア、パキスタン、インド、イラン、エジプトからの医

族は、看護婦が屍体安置室に案内する。夫の死を悲し

師が働いていました。看護婦はペンシルベニア州から

み、泣き込む夫人を優しく抱擁して家族を病院玄関ま

のメノナイト〔質素な暮らしで知られるキリスト教の

で送り出し、私も家族について駐車場で別れを告げ

一派〕のボランティアが多く、二三年の計画で交代し

る。その後、警察官の家族に負傷治療を説明している

て、安い生活費だけで働いておりました。町のカトリ

医師と看護婦に追いつき、説明後駐車場まで一緒に歩

ックの司祭は毎春外国からの医師を司祭館に招待し

き別れました。

て、各自がそれぞれの国の料理を持ち合って、親睦会

帰宅途中、車の中での独り言は、「チャプレンの牧

を開き、私達も呼ばれて、皆さんと親睦を深めまし

会とは何だろう？」というものでした。澄んだ山の空

た。特にフィリピンの医師家族は私達と同年代の子供

気を吸い、朝日が美しい緑の山沿いを横切って家に着

がおり、ボイセに移転後も交わりをしていました。

き、しばらく休んで妻と三人の我が子と朝食をとり、

当地のキリスト教は山岳地帯独特の迷信混じりの

一年生の長女は学校、私は病院へと妻に車で送っても

「毒蛇に噛まれても信仰があれば死なない」と説く教

らい、新しい一日が始まりました。ムーンシャイン

会、南部の過酷な奴隷生活の歴史を持つ黒人教会、福

（密造酒）を飲み、厳しく、危険の伴う労働者の生

音派単立教会、南パプテスト教会、カトリック、会衆

活。アパラチア山脈の人々。そのような場での牧会で

の少ない聖公会、合同教会、長老派教会、メソジスト

した。

教会等は牧師支援でした。アパラチア山脈に住む多く
の人々の歴史は英国人の移民から始まり、デービー・

3. アパラチアン地区病院で具体化された知識と経験を

クロケットは指導開拓者として名が売れています。強

土台とした臨床牧会教育

い個人主義の性格が今も残り、外国人、他州の人々の

危機にある人々の多くは炭坑鉱山の労働者とその家

介入を嫌がり、好まず、地方新聞でよくその様な感情

族、塵肺患者が多い。山脈地帯の住民は米国で最も貧

を書いている記事を読みました。一度、日本人お断り

困家族が多く、住民の半数は国から生活保護を受けて

の記事も読みました。それは貧困と関係して多くの外

いる。生活条件が悪く、教育程度が低い。医療保険が

部、他州、他国民の各種の支援が生活の基本を支えて

なく、入院費支払い困難、処置として病院に隣接した

いるという矛盾した世界、辻棲の合わない世界とも感

附置施設を設けて老人看護への人件費節約対策、医師

じられる所でした。美しいアパラチアン山脈の自然と

看護婦の病者への家庭訪問で病院の医療費節約が行わ

対照的でもありました。

れている｡看護婦と同行する家庭訪問の新しい牧師の
プログラムが私のスーパーバイザーと病院の支援で始

4. 臨床牧会教育に必要な具体的プログラムの課題、内容

まり、私は一年間、週に一度家庭訪問に参加しまし

上に記述した経験、その他三年間の数え切れない、

た。坑夫の賭博問題、警官との争いと銃犯罪が多く、

臨床牧会教育訓練の中での人々との交わりから、生ま

病院の外来者受診所の牧会が必要で、病院の多額の赤

れてきた私の具体的なプログラムの要素を以下にまと

字決算は当時のニクソン大統領の政府資金の注入で救

めます。読者の皆様の参考になれば嬉しいことです。

われました。炭鉱は「血のハーラン」と呼ばれる、激
しい労使間の闘争があり、労働組合運動の発祥地の一
つでした。

ご存知の様に、キリスト教の働きの歴史的中心は、
病める人々、苦しむ人々、貧しい人々、虐げられた
人々への愛の行為です。その意味で、臨床牧会教育は

4
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新しい運動ではなく、どのような場所でするかという

せて実行すること。各自が評価をペーパーに記録して

問題です。牧会者の学びの場所として危機に直面する

グループやスーパーバイザーと評価を行なうこと。

人々、人的、社会的、政治的、経済的、心理的、身体
的危機の環境にある人々に面接訪問する多くの機会を

5. おわりに

作る作業です。牧会教育は牧会者自身と病者の心の動

一年間の臨床牧会教育訓練を終了、病院で副主事と

きの両方が良く見えるようになる経験で、特に牧会訪

して採用され、その間ACPEの国家試験を受け、スー

問者の人間としての備えは何かを問われる機会でもあ

パーバイザーになり、就職しましたが、独立希望で就

りました。ACPE*の創設者の一人アントン・ボイセン

職探し、幸いにも全く炭鉱病院とは環境の異なる、ア

(Anton Boisen, 1876-1965)博士は、「生きた人間の記録

イダホ州ボイセ市聖ルカ病院に採用されて、今まで学

から学ぶ」(“Learning from a Living Human Document”)

んできた私の臨床牧会教育を築き上げてゆく機会がで

という言葉を残しています。

きて、1973年秋より移住、最初のプログラムを開始、

*ACPE=Association for Clinical Pastoral Education（臨床
牧会教育協会）
危機は成長の機会でもあるという昔からの認識を基
に、学びに必要な人数を、一人のスーパーバイザーに
対して三名から十二名とする。メンバーが自由に、率
直で誠実な態度で評価し合うことができる必要があ
る。人間には生まれながらにして能力があり、力に溢
れ、愛すべき存在であり、価値があり、平等であると
いったことを参加者が理解する大人の教育であるこ

多くの教派の女性／男性牧師／司祭、修女、全国から
集まる神学生男女、州の各教派の信徒の皆さんと、と
もに学び、成長に繋がる経験を致しました。退職後も
ACPE退職スーパーバイザーとして、カウンセリン
グ、コンサルテーション、ボランティアを機会がある
と実施、参加しております。今では聖公会の司祭とし
てよりも、ACPEの一員として、教派、宗教を超え
て、エキュメニカルの実践運動員として生きておりま
す。（はやし・こうじ）

と。訪問記録(verbatim)を記録して（一単位十回）、
牧会訪問の自己理解とグループの批評を聞く訓練。経
験者であるスーパーバイザーとの個人的対話。ビデオ
を用いてのロールプレイ（一単位十回）、牧会教育に
関する読書。専門家との対話、批評。病院での出産、
心臓外科手術、屍体解剖見学等。危機に直面している
人々への働きをする他の専門家、病院事業関係者、社
会福祉事業関係者、法律家、警察官、末期癌患者、心
臓手術患者、精神病経験者、自殺未遂経験者、アルコ
ール中毒者、戦争被害者、不法移民者等々、直接危機
にある病者から学ぶこと。病院の位置する市内の宗教
者と個人的に交わりを進めること。病院の位置する地
域社会、生活態勢、教育、文化、歴史、政治、経済の

感謝祭の日、お孫さんと
（カリフォルニア州ピードモント市にて）

総対的理解。新聞、テレビ報道関係者を通しての臨床
牧会教育、プログラムの宣伝。臨床教育を維持してい
く資金獲得運動。スーパーバイザーの所属する病院で
構成した顧問理事会／委員会で、臨床牧会教育に関心
ある医師、看護婦長、市内の牧師、カウンセラー、大
学教授、事業家とのコンサルテーションの必要。
ACPEの本部職員、スーパーバイザー、地区の他の病
院でプログラムを持つスーパーバイザーとの密接なコ
ンサルテーション。一単位三ヶ月のプログラムで必要
な中間、最終評価をリトリート（黙想／静修）と合わ

Newsletter

寄附講座が始まった2012年4月、日本聖公会東北
教区教務所で川上直哉牧師と共に面談して以降、
林浩司師から日本の友人たちへ向けたメール配信
の輪に加えていただいています。師はわれわれの
活動に賛同され、アメリカの関連情報を随時お送
り下さいます。今号では、師が関わられてきた臨
床牧会教育についてお書きいただきました。
（鈴木岩弓）
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臨床宗教師への提言：
オーストラリアでの経験から

テリー・アイリング
(Terry Ayling)
(Rev) Terry Ayling, Uniting Church in Australia, Gold Coast Hospital
& Hospice Chaplain, Queensland, Australia
Email: terry.ayling@iinet.net.au;
Mobile: +61 407105071; Skype: terryjohnayling

テリー・アイリングさんは、オーストラリア在住で、チャ
プレンとしてさまざまな領域で経験を積まれて来た方で
す。たまたま来日中に、高橋悦堂さんが出演したＥＴＶ特
集の番組をご覧になり、臨床宗教師に興味を持たれたそう
で、私達に連絡をくださいました。そこで急遽、4月2日に
予定されていた心の相談室の実務者会議に合わせて、東北
大学への訪問が実現し、簡単なレクチャーをしていただき
ました。以下はその概要です。

本日、このような光栄な機会に恵まれることになり驚い
ています。神聖なことというのはいつもそうですが、思い
がけず訪れるものですね。
私は現在、オーストラリアのゴールドコースト・ヘルス
という医療機関で、多宗教チャプレン(Multifaith Chaplaincy)
部門のコーディネーターをしています。七つの宗教、十教
派のキリスト教の背景を持つ40人以上のチャプレン／スピ
リチュアルケア提供者がいて、彼らは、ゴールドコースト
大学病院（750床）、ロビーナ病院（350床）、カラーラ病
院（60床）という三つの場所でスタッフ、患者、その家族
のケアを行なっています。私はまた、クイーンズランド州
臨床牧会教育教会、マルチフェイスアカデミーという二つ
の機関と提携して、チャプレン／スピリチュアルケア提供
者の養成プログラムを運営しています。
日本にチャプレンを根付かせようとする皆さんの試みに
とても興味を持っています。教会やシナゴーグ、寺院の活
動のみが、チャプレンが文化に影響を与えていく道ではあ
りません。私がキリスト教の牧師になって25年くらいにな
りますが、ほとんどの期間チャプレンをしていました。牧
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師としての仕事というのは、人々をいかにして教会に招き
入れるかということになりますが、私は、いかにして教会
を世界のために開かれたものにするのかということを同じ
く大切にしてきました。
今日ここに来たご縁になったのは、三年前に日本人留学
生のホームステイを受け入れたことでした。彼のお父さん
が、富山県の曹洞宗真国寺の永田円了住職でした。円了さ
んとは、宗教についての進歩的な考え方で意気投合してい
ましたが、今回の来日の際に円了さんがＥＴＶ特集を見せ
てくれたことをきっかけに、東北大学の訪問を思いつきま
した。仙台に来る前には上智大学の伊藤高章教授にもお会
いしました。
谷山さんとの共通関心は、チャプレンの活動を通して、
宗教者のあり方を変えること、あらゆる慈悲深い人々の能
力を高めることです。もちろん、牧師としての心情は持ち
続けていて、いかにして人々を教会に呼ぶかということは
考えていますが、むしろ世の中への貢献を大切に考えてい
ます。
私が属しているユナイティングチャーチは長老派と会衆
派とメソジストが合同したオーストラリアで三番目の大き
な教会で、3000の地方教会からなります。ユナイティング
チャーチはNGOでの病院、学校、老人ホーム、福祉関係で
の地域貢献プログラムの実施でよく知られています。地域
の小さな教会の慈善奉仕から生まれた活動ですが、現在は
世俗的な性質の運動になっていて、諸機関が巨大化しても
ともと持っていた心がを失われてしまっているとも言えま
すね。教会が死んで、そこから離れた諸団体が生き残って
いるということです。
私は二つの教会の牧師を経験しましたが、チャプレンと
しては、新興の住宅開発地での経験があります。開発地に
人々を呼び込み、そこに共同体意識をつくるためにコミュ
ニティ・チャプレンとして雇われたのです。新しい住民を
受け入れるためのプログラムを作成し、コミュニティと開
発会社の担当部門をつなぐような仕事でした。住宅開発会
社は高層アパートを建設販売して利益を上げ、その一部を
チャプレンの雇用に充てたというわけです。
東北大学は新しいことを試みようとしているが、創造的
で機知に富んだ戦略がなければ、続けていくのは難しいと
思います。オーストラリアのチャプレンの歴史では、共同
体と教会の資金を当てにしてきており、多くはボランティ
ア頼みでした。チャプレン制度というのはお金を出すに値
するものだという、その価値を人々に伝える工夫が必要で
しょう。オーストラリアは広大な国土に2600万人が暮らし
ていますので、なかなか難しいのですが、仙台は100万人規
模なので、それに比べれば簡単なんじゃないでしょうか。
また、私は10年くらい、クイーンズランドのホテルやリ
ゾートで観光チャプレンをやっていました。観光チャプレ
ンの仕事は、儀式、とりわけ結婚式を頼まれることが多か
ったですが、飛行機事故の被害者のケアなどもおこなった
ことがあります。私はいま、観光客として日本に来てい
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て、寺社を回るときに拝観料などを払ったりしていますが、
そういうお金を、日本のスピリチュアリティを経験するため
に払ってもいいという外国人はいると思いますし、増えてい
くのではないでしょうか。観光チャプレンの仕事は、単なる
お金もうけではなく、世の中に働きかけ、変えていこうとす
る試みでもあります。
オーストラリアでは、2018年にゴールド・コーストでコ
モンウェルス・ゲームズ〔４年ごとに英連邦内で行われる総
合競技大会〕が開催されます。それに合わせてエキュメニカ
ルな目的での計画を立てています。2020年の東京五輪でも
何かやれるのではないでしょうか。

レンでしたが、現在は従業員支援プログラムという世俗的な
形態となっています。これは資金獲得を考えた戦略とも言え
ます。
チャプレンの仕事は、教会を大きくする方向には働いてき
ませんでしたが、共同体の中に信頼とリスペクトを築くこと
に貢献してきました。チャプレンは社会の中に霊的資本（ス
ピリチュアル・キャピタル）を作ってきたという言い方もで
きます。それはより深い仕事をするための足がかりとして重
要なことです。スピリチュアリティを宗教が阻害するような
ことではいけないと思います。たくさんの人々が宗教施設に
儀式をしてくれとやってきますが、私達がやっていること
は、人々が自分のスピリチュアリティに触れることができる
ようにすることです。それをしないと、いずれ宗教施設は不
要だと思われるようになってしまいます。チャプレンは普通
の牧師が入れないような場所、病院、観光地、博物館等に入
ることができる存在です。チャプレンの活動は、スピリチュ
アリティと人々をつなぐ可能性を持っています。その意味で
は、チャプレンは来たるべき新しい時代の預言者とも言って
よいのではないでしょうか。東北大学の臨床宗教師養成のプ
ロジェクトに期待します。本日はありがとうございました。
（当日通訳オリオン・クラウタウ、翻訳・構成 高橋原）

日本におけるチャプレン制度はまだ芽が出始めたばかりだ
と思いますので、さまざまな戦略を立てる可能性にあふれて
いると思います。オーストラリアは、歴史は古いですが問題
があります。教会が担ってきたチャプレンの役割を放棄し
て、さまざまな機関に譲り渡してきてしまったので、それを
取り戻すのは難しいです。
病院やホスピスでスピリチュアルケアを提供する時に、無
償であることを当然として自分たちをいわば安売りするばか
りで、それに価値があることを確かな根拠に基づいて主張し
ていかないと、10年先、20年先、有償にしようとしても難
しいでしょう。プロとしての養成課程、スーパーヴィジョン
のシステムなどの整備が必要ですね。もっとも、私たちの仕
事の価値は経済的なものというよりはスピリチュアルなもの
で、それには自信を持っていますし、世の中ににもだんだん
認められてきています。
病院では、患者と家族のケアのために過ごす時間はもちろ
ん大切なのですが、むしろスタッフへのケアの需要が増えて
います。スタッフのケアも重要だという文化を作っていける
のではないでしょうか。
私の部門では、病院に対して、4000人のスタッフに対し
て共感を養うトレーニングを施すプログラムを提案していま
す。スタッフと一緒に仕事をすることは、病院とのファンド
の交渉にも有利になります。企業に対しては、従業員支援プ
ログラムの提案をしています。たとえば家庭で問題などがあ
った場合に、従業員を個別に訪問し、守秘義務を守って相談
に応じ、料金は会社が持つという仕組みです。そもそもオー
ストラリア最初のチャプレンは、工場労働者のためのチャプ

2014年度後期授業「実践宗教学試論」の報告

Newsletter

昨年度後期は、実践宗教学寄附講座３年目の節目でもあ
り、臨床宗教師研修で学ぶ内容のエッセンスを一般学生にも
理解できるようにわかりやすく提示するという趣旨のオムニ
バス講義「実践宗教学試論」を開講しました。
現在、講義内容を一般の方々に
お届けするために出版を計画して
います。今年度後期もラインナッ
プを多少変更して同様の講義を開
講します（木曜日5限）。
（写真はノンフィクション作家の
奥野修司先生）
「実践宗教学試論」講義題目一覧
(1)鈴木岩弓「臨床宗教師の理念」
(2)奥野修司「岡部健医師と臨床宗教師構想」
(3)小西達也「臨床宗教師の倫理」
(4)谷山洋三「グリーフケアと宗教」
(5)金田諦應「カフェ・デ・モンク」
(6)鈴木岩弓「民間信仰論」
(7)木村敏明「東北大学教授」
(8)相ノ谷修通「臨床宗教師の活動と公共性」
(9)三浦紀夫「福祉施設におけるスピリチュアルケア」
(10)谷山洋三「宗教的ケア／スピリチュアルケア」
(11)高橋 原「被災地の幽霊と宗教者の対応について」
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イ ベ ン ト 報 告
第3回国連防災世界会議
パブリックフォーラム「震災と宗教者の役割」

の宗教にとらわれないマザーテレサの姿勢が臨床宗教
師の働きと共通するということなど
への気付きがあったとお話しされま

2015年3月14日〜18日にかけて仙台市で開催され
た第３回国連防災世界会議において、実践宗教学寄附
講座主催のパブリックフォーラム「震災と宗教者の役
割」が開催されました。会場は満席で120名以上の方
が来場されました。プログラムは次の通り。

した。細谷さんは最後に、自分の宗

2015年3月17日(火)13:30〜15:40
会場:東北大学川内北キャンパス C棟2階 C201教室
1. 挨拶・趣旨説明 高橋原 (東北大学)
2. 講演1 金田諦応(曹洞宗通大寺)「カフェ・デ・モンクの
活動について」
講演2 谷山洋三(東北大学)「臨床宗教師の意義について」
3. パネル報告:公共空間における宗教者の役割について
細谷朋子(オタワ愛徳修道女会)「カリタス石巻ベースの
活動から」
遠山玄秀(日蓮宗)「チームビハーラの活動から」
田中至道(浄土真宗本願寺派)「沼口医院での臨床宗教師
としての活動から」
コメント: 篠原鋭一(曹洞宗長寿院)

れました。

教宗派の神様仏様の名前を出さなく
ても、相手を大切にして接すること
で、それぞれの宗教宗派が持ってい
るメッセージは必ず伝わると述べら
遠山さんは、いわゆる葬式仏教に関わる中で、死後
にお坊さんが出ていってできることには限界があり、
生きているうちであれば、もっと色々なことができる
のではないか、バラバラになっているさまざまな専門
職をつなぐことが生活者のメリッ
トになるのではないかというチー
ムビハーラを始めた始めた思いを
語られました。お葬式の後でグリ
ーフケアを心がけることによっ
て、ご遺族が元気になっていく姿
を見て、宗教者が本当に関わって
いるのは死ではなく生なのだと感

このシンポジウムは「防災」をテーマとする会議の
一環として、被災地の支援を契機に生まれた臨床宗教
師が、震災後４年を経て、全国各地でどのように活動
を展開しているのか、その成果を見ていただくという
コンセプトで企画されました。その意味で、金田師と
谷山准教授の講演は、改めて紹介するまでもなく、臨
床宗教師というプロジェクトの原点であり、根幹を示
す内容でした。
パネル報告では、 遠山さん（3期）、細谷さん（6
期）、田中さん（5期）という三人の臨床宗教師研修
修了者にお話をいただきました。
細谷さんは、カトリックが運営
しているにもかかわらず、朝のミ
ーティングでの祈り以外はいっさ
い宗教色を出さず、修道女も私服
で加わった被災地支援活動につい
てご報告くださいました。ボラン
ティアの中継拠点を運営する中
で、自分たちに当たり前のことが相手にとってはそう
ではないということ、お世話する相手を尊重し、自分
8

じたとのことです。そして、宗教
者ならではの非合理の視点によって、目に見えない世
界からこの世への道しるべを示すことが宗教者の役割
なのではないかと、ご自身の体験を交えて語られまし
た。
田中さんは、終末期や慢性疾患の患者さんの自宅
を、最初は医療スタッフと一緒に、ワイシャツにスラ
ックス姿で訪問するという、在宅医療の現場での働き
ぶりを紹介してくださいました。興味深いことに、
「怖い顔をした菩薩みたいな顔が見える」というまさ
に宗教者向けの悩みを聴くだけではなく、身体の痛み
についても医療スタッフに言いにくい場合には臨床宗
教師が訴えを聴くことになるそうです。そのような場
合は、患者さんの訴えを医療スタッフにつなぐことが
臨床宗教師の役割となりますが、他にも、亡くなった
ご主人の納骨の相談を、自分とは違う宗派の寺院につ
ないだり、亡くなっていく方の想い、宗教観、人生観
をご家族に伝えるといった、「つなぎ役」「橋渡し
役」としての臨床宗教師の存在意義を紹介されまし
た。
Newsletter
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コメンテーターの篠原鋭一さん

第3回フォローアップ研修

は、震災直後ただちに、200人が三
日間過ごすことができる常備して
いた食料を４トントラックに積ん
で被災地に入った経験を話され、
宗教者に必要なのは行動すること
であり、現場の声が聞こえれば自
ずから次に何をすべきかわかる、苦の現場が答えを出
すのだと力強く語られました。「おまえひとりで生き
ていけ社会」ではなく、孤立する人のいない、みんな
の顔が見える社会を作るためにも、常日頃から宗教施
設を開放しておくべきだと提言さ
れました。仏教では慈悲という
が、慈悲は具体的に行動しなけれ
ば伝わらず、それには訓練が必要
なのだとも語られました。これに
対して、金田諦応さんは、慈悲と
は厳しい言葉であり、戒律を守っ
て心の平和を保ち、自分を整えな
いと慈悲に潰されてしまうと答えました。
会場からは臨床宗教師が社会に定着していくことは
夢物語に聞こえるが実現性はあるのかという質問があ
りました。これに対して谷山准教授は、臨床宗教師研
修開始からわずか三年だが、想像を超えるペースでニ
ーズが高まっており、現在雇用されている臨床宗教師
が5名、ボランティアであれば50名以上が活動してい
ること、とりわけ患者のニーズをケアに反映させやす
い在宅ケアの世界で関心が高まっていることを指摘し
ました。
なお、配布資料
等は実践宗教学寄
附講座のホームペ
ージにおいて公開
されていますが、
当日の充実した発
表をいずれ別の形
で多くの方々にお
届けしたいと考え
ております。

2015年3月16日〜17日、仙台市の浄土宗蓮光寺を会
場にお借りして、当講座主催第三回臨床宗教師フォロ
ーアップ研修が実施されました。（共催団体：高野山
大学、種智院大学、上智大学グリーフケア研究所、鶴
見大学先制医療研究センター、日本スピリチュアルケ
アワーカー協会、龍谷大学大学院実践真宗学研究科。
協力団体：愛知学院大学、いのち臨床仏教者の会、高
知がん患者支援推進協議会、大正大学宗教学会、東京
看取り人プロジェクト、臨床スピリチュアルケア協
会、臨床仏教研究所）。参加者は臨床宗教師研修修了
者約30名を含む約50名でした。
プログラム
3月16日(月) 第１部 13:30開始
開会挨拶 鈴木岩弓（東北大学）
趣旨説明 谷山洋三（東北大学）
教育講演1 大下大圓（飛騨千光寺）
「臨床における倫理とマナー」
活動報告ワークショップ
教育講演2 谷山洋三（東北大学）
「宗教的ケアのプロセス」
臨床宗教師会懇談会
懇親会
3月17日(火) 第２部 8:00-11:30
会話記録検討会
「課題設定」ワークショップ
総合コメント
窪寺俊之（聖学院大学）、鍋島直樹（龍谷大学）、他

フォローアップ研修は、臨床宗教師研修を修了した
後に現場で積んだ経験をもとに、ケアを行う専門的能
力を高めるための機会であり、また各地での活動を支
えるネットワーク作りの機会でもあります。研修の核
となるのは「会話記録」のセッションです。参加者が
活動する現場でケア対象者と交わした会話をもとに作
成した台本によるロールプレイを行ない、7、8人のグ
ループでワークを行います。それぞれの内面の動きを
見つめ、ケア提供者としての感性を養います。涙を流
す方もいるなど、皆さん真剣に取り組まれていまし
た。なお、今回熊本から立野泰博師と緒方宏明師がス
ーパーヴァイザーとして参加されました。

河北新報（3月18日）
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大下大圓師の講演では、実際に医療機関等の現場に入
った時に生じ得るさまざまな問題を想定して、契約、守
秘義務、法令遵守、医療者との協力
のあり方等、臨床宗教師が身に付け
ておかなければならないマナーや責
任についての自覚が促されました。
臨床宗教師、または所属教団の肩書
きを名乗って現場に入る以上、善意
に動かされて行動するだけではトラ
ブルの原因ともなり、自己満足に終
わり、対象者の思いに応えるケアにならないということ
です。
谷山准教授の講演では、宗教的ケアが提供できるこ
とが他の専門職と異なる臨床宗教師の特質であるとは
いえ、その提供には適切なプロセスを踏まなければな
らないということが確認されました。臨床宗教師研修
修了者は繰り返し聞かされている内容ですが、臨床宗
教師の基本は布教伝導を目的とせずに行う傾聴とスピ
リチュアルケアであり、性急な宗教的ケアは慎むべき
であるというのは、常に心に刻んでおくべき重要なポ
イントとなります。

座
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「各地で活動をスタートするために規約のようなもの
がほしい。」
「どのレベルまでを目標とするのかという設定が重要で
はないか。専門職としての臨床宗教師とやっていくの
か、宗教者としてやっていくのか、どちらの活動に軸足
をおいていくのか。一人一人がアイデンティティを作る
ときに重要。これによって、研究会へのコミットメント
が違ってくるのではないか。フォローアップ研修に参加
しない人たちは、コミットメント、モチベーションが明
確でなかったのかもしれない。したがって、指導者側
が、そのあたりの目標を明確にすることが必要なのでは
ないか。」（窪寺俊之・聖学院大学教授）

米国視察報告
̶̶病院におけるチャプレンの活動̶̶
2014年11月に、谷山、高橋の二人が米国出張を行な
った際に見学した二つの病院について報告する。

(1)ジョンズホプキンス病院(Johns Hopkins Hospital)
メリーランド州ボルティモアにあるこの病院は常に
《臨床宗教師連絡協議会の発足》
全米病院ランキングのトップを争っている有名巨大病
各地の臨床宗教師会の代表者から活動状況の報告が 院である。ここで、チャプレン・レジデント（研修
あり、北海道東北、中部、関西、九州に加えて、関東 生）として勤務している古村文伸さん（本誌第4号参
と中国四国でも活動の準備を始めることが報告されま 照）に院内を案内していただいた。
した。そして、2015年度以降は、各地の臨床宗教師会
スピリチュアルケア・チャプレンシー部門には、常
が回り持ちで、二ヶ月に一度程度のフォローアップ研 勤、パートタイマー、研修生等を合わせて20名以上の
修を行う体制を整え、そのうち年に一度は全国規模の スタッフがおり、キリスト教諸宗派が多数を占める
大きな研修にするという案が検討されました（「フォ が、部長がムスリムであるのをはじめ、ユダヤ教、ユ
ローアップ研修inくまもと」が5月16-17日に予定され ニヴァーサリスト、ヒンドゥー、仏教（古村氏）のチ
ています）。このような流れを定着させていくため ャプレンがおり、宗教的多様性が確保されている。彼
に、すでに各協賛団体から会場提供等の協力申し出が らは24時間365日、サービスに応じているが、院内の
来ています。ゆくゆくは臨床宗教師の全国組織を作る インターフェイス・チャペル(Interfaith Chapel)で
ための準備として、さしあたりは情報共有を行うため は、日曜日にチャプレンが待機する他、決まった曜日
の「臨床宗教師連絡協議会」の結成が提議され、全員 時間にカトリックやイスラームの礼拝も行われてい
一致で了承されました。
る。
会場からは次のような意見が出されました。
「龍谷大学実践真宗学科も、今後も東北大学と協力し
て臨床宗教師研修を進めていく」（龍谷大学・鍋島教
授）
「国立大学である東北大学という中心をはずさないで
ほしい。」（種智院大学・松本教授）
「鶴見大学では臨床宗教師を目指して、修行僧を中心
に26名がコミュニケーションを学んだが、これを続け
ていきたい。」（鶴見大学・前田伸子教授）
「臨床宗教師を説明するのに便利なリーフレットのよ
うなものを作成してほしい。」
Bunting Family Interfaith Chapel
10

Newsletter

実

践

宗

教

学

寄

附

写真を見るとわかる通り、チャペルには幾何学的
な模様の絵が掛けられている以外は宗教的な装飾は
なく、シンプルな集会所となっている。台上には花
が活けられガラス製の「チャペルボウル」が置かれ
ている。この中にメッセージを書いた紙を入れてお
けばチャプレンが読んで祈りを捧げてくれる。右手
奥の壁にはメッカの方角を示す“Qiblah”という表示
がある。
もう一つのチャペルが院内の小児病棟にあり（写
真下）、実はこちらの方が親しまれているという。
こちらは通路脇の小さな部屋で、10人も入れば窮屈
な大きさである。正面には旧約聖書の言葉（詩編
23「主はわたしの牧者であって、わたしには乏しい
ことがない」）が記されている。キリスト教徒専用
というわけではなく、ここにも“Qiblah”の表示があ
り、敷物が用意されている。祈りにふさわしい雰囲
気が醸し出されており我々の見学中にも、警備担当
らしい女性が一人祈りに来て、ひざまずいて手を合
わせていた。

チャプレンの控室では、各宗教の経典類、聖油、
ガンジス河の水等、チャプレンが求められた時に儀
式を行うためのグッズが備えてあるのが見られた。
古村さんは120床を担当している。チャプレンを
呼ぶのはほとんどキリスト教徒なので、話を聴く他
に、祈りを捧げたり、死産の赤ん坊の洗礼を頼まれ
ることもあるという。属する宗教に関わらず利用さ
れるのがチャプレンという存在だとわかる。
(2)ペンシルバニア大学病院 (HUP)
この病院も全米トップ10の評価を持つ伝統ある有
名病院である。パストラルケア部門のディレクター
であるジム・ブラウニング師（聖公会司祭）にお話
をうかがった。チャプレンはやはり研修生、ボラン
ティアも含めて、諸宗教にまたがる20人以上が働い
ている。右の写真は我々を招いてくれたランチにチ
ャプレンが集合した様子である。性別、人種のバラ
ンスにも配慮されていることがうかがわれる。
Newsletter
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この病院にもインターフェイス・チャペル
(Interfaith Chapel)が設けられている。30人ほどは
入ることができる小ホールで、毎日正午からチャプ
レンが日替わりで担当者して、宗派を超えた礼拝を
行っている。下の写真は正面の祭壇であるが、もと
はキリスト教用に作られていたものを特定宗教に偏
らないものに変更したという。十字架は現在、右の
壁面に移動されている。写真右手の小机には置かれ
ているのは仏像である。入院患者が亡くなった時
に、臨時の遺体安置所として、遺族とのお別れの場
所に用いられることもあるという。
一人の男性
チャプレンに
病院内を隅か
ら隅まで（霊
安室から新生
児集中治療室
まで）案内し
て い た だ い
た。印象的だ
ったのは、巨
大な施設のど
こ に 行 っ て
も、あらゆるスタッフが彼と顔見知りであり、親し
く言葉を交わしていたことである。病院内のすべて
の場所がチャプレンの仕事場なのである。病床訪問
の風景も見学することができた。入院患者の家族の
近況について話したり、寝たきりの老婦人の寝具を
直してあげたり、患者が治療台から落ちそうだと看
護師に知らせたりということを続けてから、オフィ
スに戻り、コンピュータの端末に向かう。自分のID
を入力し、担当患者のリストを開くと、その日に行
なった対応を記録する。「祈り」「塗油」といった
宗教儀礼に関する項目が並んでいるが、彼はすべて
の患者について、“Pastoral Conversation”のチェッ
クボックスをクリックし、ファイル閉じた。彼はス
ーツ姿で、一切の宗教的サインを身に付けていない
が、チャプレンとしての会話すべてがパストラル・
ケアなのである。
（高橋原）
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第６回臨床宗教師研修報告
研修データ
期間：2014/10/15-17, 11/ 17-18, 12/15-16
場所：石巻市曹洞宗法山寺、石巻市曹洞宗統禅寺、仙
台市浄土宗蓮光寺、東北大学、他
修了者：19名(うち女性6名)
宗派内訳：曹洞宗(5)、真宗大谷派(2)、浄土真宗本願
寺派、浄土真宗単立(2)、高野山真言宗(2)、真言宗豊
山派、真言宗御室派、天台宗、みんなの寺、カトリッ
ク、日本福音ルーテル教会、立正佼成会
地域：北海道、岩手、宮城、山形、新潟、東京、滋
賀、大阪、徳島、福岡、熊本
年齢：24才〜71才（平均45才）

の講義を受けた後、金田諦応師の指導の下、石巻市の
仮設住宅において開催されたカフェ・デ・モンクにお
ける傾聴実習を行なった。下の写真は二班に分かれた
傾聴実習を終えての集合写真である。

第6回臨床宗教師研修は、二泊三日1回、一泊二日2
回の合宿（全体会）と、その合間の各地での分散実習
という従来の形を踏襲して行なわれた。修了者は19名
で、これによって2012年から現在までの修了者数は累
計で95名となった。
今回は、臨床宗教師の実習受け入れを検討している
医療機関の緩和ケア病棟の担当看護師の方に研修を体
験受講していただくという試みがなされた（宗教者で
はないので、修了者数にはカウントしていない）。こ
の結果、第７回臨床宗教師研修から、実習先として上
尾中央総合病院緩和ケア病棟が加わることとなった。
今回新たに、グループワークのスーパーヴァイザー
として、これまでもお手伝いいただいてきた大村哲夫
さんが正式に加わった。大村さんは曹洞宗僧侶であ
り、臨床心理士としても活
動されており、今春からは
東北大学の宗教学研究室の
助教を務めておられる方で
ある。また、今回は環境社
会学の第一人者である東北
大学社会学研究室の長谷川
公一教授に「放射能の多面
的な影響」と題する講義を
行なっていただいた。

長谷川公一教授

10月の全体会１では、
初日に 石巻市曹洞宗法山
寺の北村暁秀副住職に先
達となっていただき、同
市湊地区において追悼巡
礼を行なった。また、二
日目には「地域と文化」

12

日常儀礼
合宿は曹洞宗統禅寺にて行なった。臨床宗教師研修
の一日は「日常儀礼」で始まり、終わる。決められた
担当者が、自宗教で日常行われる勤行、礼拝等を15分
程度で行ない、全員が参加する。自宗派の儀礼をさま
ざまな宗教者と共有できたことに感動する受講者は少
なくない。逆に心理的抵抗を覚える場合もあると思わ
れるが、公共空間においてさまざまな信仰を持つ人と
接し、他宗教の宗教者と協力して活動する臨床宗教師
にとって、これは重要な経験である。また、自分の信
仰についての洞察を深める機会ともなっている。食前
食後にも祈りの言葉等を唱和するが、宗派による違い
など毎回発見がある。な
お、他者の信仰を尊重す
ることは臨床宗教師とし
ての第一のモラルである
ので、これらの儀礼への
参加を受講者に強制する
ことはないが、その時間
と空間を皆と共有するこ
日常儀礼（立正佼成会）
とは求められている。
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合宿という形式
11月の全体会２、12月の全体会３は仙台市の浄土宗
蓮光寺を合宿会場として行われた。やはり日常儀礼に
始まり、初めて体験した医療機関等での実習の経験を
持ち寄っての「会話記録」のセッションを中心に、講
義、グループワーク、名取市における追悼巡礼と、ス
ケジュールは午後九時過ぎまで詰まっている。

名取市閖上に新しく作られた慰霊碑前で

一堂に会するのは二回目であり、同じ釜の飯を食っ
た者同士、気心も知れて、夜の時間帯は全国各地から
の差し入れもあり、自然発生的に懇親会となり話が弾
む。この時間こそが生きた宗教間対話の実践であり、
仲間作りという研修の目的が達成される時である。合
宿形式で行なう研修の最大のメリットはここにある。
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受講者像̶信徒の相談に応じる立場にある者 ̶
お寺の跡継ぎ副住職というのが、典型的な臨床宗教
師研修の受講者のイメージである。多くは30代、40代
の彼らは比較的時間に余裕があり、また寺院の現状と
将来を見つめて、新しい知見を吸収する意欲が旺盛で
ある。今回の研修にも４名の副住職が参加したが、そ
れ以外に、女性が７名、東北六県から８名というのが
いずれも過去最多であった。また、（仏教的に表現す
るならば）「在家出身者」が半数を占めたことも今回
の大きな特徴である。すなわち、聖職者を親として育
ったわけではないが、人生の歩みの中で岐路にさしか
かった時に宗教者となる決断をした人々である。
このような受講者構成は、臨床宗教師というものが
既存の宗教界の秩序に新しい風を吹き込むものである
ことを象徴しているように思われる。改めて確認する
と、臨床宗教師研修は「信徒の相談に応じる立場にあ
る者」を受講対象者としている。宗教界が男性社会で
あることは否定しがたいが、では実際に信徒に接し、
話に耳を傾けてケアを行なっているのは誰なのかとい
うと、寺族（寺庭婦人、坊守）、牧師夫人等と称され
る女性たちではないだろうか、という趣旨がこの規定
に込められている（聖職者と平信徒の区別がない宗教
への配慮でもある）。
このような人々は地域の中で宗教施設を中心に、聖
職者と協力しながら、人々の輪を作る要の役割を果た
している。臨床宗教師は今後の地域に根ざした介護や
看取り、「地域包括ケアシステム」の中でも重要な位
置を占めることができるのである。
第６回の臨床宗教師研修の修了者の方々は、現在、
それぞれのお寺や教会に戻り、または医療機関、福祉
施設等で、研修で学んだことを活かして人々のケアを
行なうさまざまな可能性を模索中である。

グループワーク

修了式を終えての集合写真（東北大学文学部大会議室）
Newsletter
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細谷朋子（オタワ愛徳修道女会）

研修受講者の声
（第6回臨床宗教師研修 ）

第６回臨床宗教師研修の最終日「研
修 振 り 返 り 」 に お ける ス ピー チ に 、
い た だ い た 近 況 報 告 を 加 えて ま と め
ました。

天野和公（みんなの寺）
私は、開講当時
から参加したか
ったのですが、
その間、自分の
色々な経験を経
て、このタイミ
ングで来れたこ
とが財産だなと思っています。先生
方、先輩方、同期の皆さんと会うこと
ができて、また、これから北海道東北
臨床宗教師会の中で、勉強を続けられ
ることをとてもありがたいと思ってい
ます。私のお寺は知らない方がよく相
談に訪ねていらっしゃるお寺なので、
たくさんの様々な方の相談に乗ってき
たという気持ちがあったのですが、ア
ウェイに出て行かないと会えない人が
いるということを強く思いました。き
ちんと時間をつくって、機会ある限
り、アウェイに出て、学んだことを生
かしながら、注意深く人の話に耳を傾
けていきたいな、と思っています。本
当にお世話になりました。
（近況）今年1月より特別養護老人ホ
ーム「泉陵虹の苑」の臨床宗教師とし
て活動しています。「アウェイに行か
なければ出会えない人」というのは
「アウェイでこそ明らかになる私自
身」も含まれることに気づきました。
自分の内なる課題にしっかりと向き合
いながら、誰かの側に行ける人になり
たいです。

14

私もたくさんの仲
間と出会ったこと
を感謝しておりま
す。グループワー
クを通じて色々な
気づきをいただい
たし、自分の傾向
にも気づかされました。また、どれだ
け甘やかされているかについても気づ
きました。これから、それと向かい合
っていくことも自分の課題だと思いま
す。これからは私も和公さんと同じ
く、北海道東北臨床宗教師会におりま
すので、みなさんとの出会いを大切に
して、自分の弱さと向き合い、学び続
けていきたいと思っています。ありが
とうございました。
（近況）ご無沙汰しております。4月か
ら病院で働いていますが、うろうろし
ています。学びを続けていくこと、同
じ志を持つ仲間の必要性を感じていま
す。今後ともよろしくお願いします。
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の奥野修司さんがいらっしゃって、被
災地での活動について取材を受けまし
た。あとは、地元での傾聴活動、月に
一度の仮設住宅での写経クラブ活動を
しております。臨床宗教師としての活
動は、模索中です。

三宅大哲（曹洞宗）
まず、皆様方と出
会えたことが一番
の財産だと思って
います。研修を通
して感じたことと
して、自分自身の
内面や性格を頭で
は理解しているつもりだったんです
が、内面の部分を頭ではなく、実感
で、感じたり見つめたりすることがで
きたと思います。自分自身を見つめる
ことを通して、地元やお寺での活動の
中で、人と接する際に、活かしていけ
たらと思っています。ありがとうござ
いました。

酒井禅悦（曹洞宗）
杉山真沙子（修真）（真言宗豊山派）
皆さん、お疲れ
様でした。私
も、テレビで岡
部先生を拝見し
て、それがきっ
かけだったんで
すけど、それか
ら悦堂先生と知り合いになり、今回の
震災もそうですが、すべての要因が重
なって、今の自分があると思います。
今後、自分が進むべき道というか、ど
のように今後の人生を歩んでいくべき
かという、岡部先生のおっしゃれた、
亡くなっていく方の道しるべという
か、今後の私の道しるべが、それに通
じるところじゃないかということに気
づかさせていただきました。私も、北
海道東北臨床宗教師会に、できる限り
参加させていただきたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたしま
す。どうもありがとうございました。
（近況）河北新報に「犠牲者の霊 時に
は癒しに」を書かれたジャーナリスト

さまざまなご縁の
中で、震災後の東
北の地において、
このような得難い
機会である研修を
受けさせていただ
いたことをとても
ありがたく感謝申し上げます。宗教者
という言葉が私にはとても重たく感じ
られまして、とてもつらい時間をいっ
ぱい過ごさせていただきました。
内なる自分、自分の内側を見つめると
いう行為が繰り返し求められたというこ
とを、これからのあらたな課題として自
分に課していきたい。私は、今、ボラン
ティアをさせていただいているんです
が、ボランティアとしての存在感と臨床
宗教師としての存在感は別のものがある
と思いますが、それらをいかに棲み分け
てやっていくか。また、相手と向き合う
ときに、言葉以前に、その人の醸し出す
存在感がとても大きなものだと感じられ
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ました。それは日々の精進によるものだ
と思われまして、日々精進を重ねること
が臨床宗教師に向かっていく道なのかな
と感じさせられました。3か月間、本当
にお世話になりました。ありがとうござ
いました。
（近況）相変わらずビハーラにてボラ
ンティアをさせて頂いております。
時折お見えになる研修生の方々とご一
緒させて頂くことは、とても勉強にな
ります。お会いできれば嬉しいです！

齋藤

勝（真宗大谷派）

お疲れ様でした。
久々に泣きまし
た。本当に楽にな
りました。自分で
はわかっていたん
ですが、どこかに
「閉じられた自
分」があって、それが開いたのは、自
分にとってはありがたいと思いまし
た。そして、そういうふうになりたい
なとも思いました。ありがとうござい
ました。ひとつ気づいたので、次はま
た違う形で自分でやっていきたいと思
います。これからですが、私の住んで
いる鶴岡市では、臨床宗教師と言って
もたぶん分からない、80％、90％分か
らないと思います。ですので、先日の
NHKの番組で悦堂先生が出演していた
ものをダビングして、ほかにA４版く
らいのパンフレットを作成して、病
院、施設に持って行って「営業」をや
ってみたいと思います。どうなるかわ
かりませんが、ともかくやってみて、
電話がかかってくればいいと思います
が、自分で動いてみたいと思います。
楽しい仲間とこういうことができて
ありがたいと思います。私がメールを
１通流しただけで、いっぱい集まって
くれてありがたかったです。ただ、ご
飯を一人で食べるのが淋しかっただけ
なんですけど（笑）。だったらみんな
で食べようぜと、大哲君と話をしてみ
んなを誘おうということになったんで
す。みんな賛同してくれてありがとう
ございました。楽しかったです。どう
もありがとうございました。
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山口達也（浄土真宗）
國友朋子（浄土真宗）
皆様に出会えて
本当によか った
です。宗教 者と
して自信が なく
て、この場 に来
られるかど うか
わからなかった
のがここまで来れたのは、皆様のお力
だと思います。ありがとうございまし
た。今からは、実践の場を自分なりに
作っていって、御門徒の方のいたると
ころに、許されれば、寄り添えればと
思っております。短いですが、ありが
とうございました。
（近況）庭のつつじが今、花盛りにな
っています。雪が降る中の研修を思い
出すと今でも気が引き締まる思いにな
ります。熊本カフェデモンクに参加さ
せて頂いて、悩みを抱えながら生活し
ておられる方々に出逢い寄り添うこと
で少しでもお役にたてればという気持
ちが益々大きくなったようです。
徐々にですが、臨床宗教師のお話を
認知症カフェや地元久留米を中心にさ
せて頂いております。

研修で、感情をす
ごく震わせるとい
う経験をしまし
て、それが印象に
残っています。も
っと残ったのは、
感情を震わせて、
最終的に行動しようと。行動が伴わな
ければ何もならないことを学びました
し、また、私は九州から来ましたが、
東日本という地で学ばせてもらったの
で、これを今後どのように返していけ
ばいいか。自分のまわりに返すのは当
たり前だが、東日本まで届くような返
し方ってあるんだろうかと。それを行
動するというところで何らか見つけて
いきたいと思っています。また、その
ことについての知恵をいだけるのが、
みなさんとの輪だと思いますので、今
後ともご指導のほどよろしくお願いい
たします。
（近況）九州臨床宗教師会は第二回の
カフェ・デ・モンクを開催。自身は所
属寺で東北大寄附講座および各地の臨
床宗教師会発足の動きなどを紹介する
などして寺での活動導入を視野に課題
共有化の試みを始めたばかりです。

信行一宏（曹洞宗）
ありがとうござ
いました。 私は
いろいろな 方に
可愛がって いた
だきました 。お
山から下り てき
たばかりで、ま
だ社会復帰ができていないのですが、
こっちはこっちで、いい勉強になった
と思います。正直、今回の学びをどう
活かすかという具体的な目標は模索中
ですが、とりあえず、来年、地元に帰
りまして、今回学んだことをもとにし
て、そこでの新たな出会いも大切にし
つつ、精進していきたいと思っており
ます。ありがとうございました。

松島龍戒（高野山真言宗）
皆さん、大変お世
話になりました。
ありがとうござい
ました。私は、臨
床宗教師研修3期
の先輩から聞いて
参加させていただ
きました。まず、臨
床宗教師というものを知ることができ
て財産になりました。そしてこの学び
の中で、いわゆる立場ですとか、肩書
きですとか、そういったものを超えた
ところで、みなさんからご指導いただ
いたり、言葉をいただく中で、いかに
今まで私が、高野山真言宗の寺の住職
であるという立場で、すごく甘やかさ
れたり、助けられたりしていたんだと
いうこと、それなりに人のためになっ
ているつもりでいたのが、何のことは
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ない、自分のほうが救われて、助けら
れていたんだということを、実に思い
知らされました。これから、アウェイ
に行ったときに人の役に立ちたいとい
う思いもさることながら、先ず、自分
の身の回りから、例えば、自分の家族
に対してですとか、寺の職員に対して
ですとか、自分の身近なところから、
自分の今まで悪かったところを反省し
て、対応を変えていって、それから次
に進みたいと思い抱いています。そし
て、余裕があったときに、臨床宗教師
というのがこんな素晴らしい考えのも
とにあるんだということを、まわりの
坊さんに伝えていくことをしていきた
いと思っています。大変、学び、気づ
きの場となりました。ありがとうござ
いました。

京井幹男（浄土真宗本願寺派）
私もほんまに、こ
こに来させても
らって、よかっ
たです。実習で
ホスピスに行か
せてもらったん
ですが、そこで
死に対するイメージがたいへん変わり
ました。今までは、亡くなった後、行
っていましたから、亡くなる前にご本
人たちに会うのは、どう対応したらい
いのかと自分の中では全くイメージが
できませんでした。行って大変緊張し
て、お会いさせてもらって、お話させ
てもらって、だんだんと、先生とか看
護師さんとかと話をさせてもらって、
そのことがいかに当たり前のことなの
か、頭ではわかっていたことですが、
実際に面と向かった、余命何日とか、
何週間とかの方と対面したとき、素直
に対面できていない緊張した自分がい
ました。ちょっとずつちょっとずつ、
それが普通に感覚できるところへ近づ
いているかな。結局、僕は、自分自身
がどれだけリラックスできるか、とい
うことではないのかな、という感じが
しています。どうもありがとうござい
ました。
（近況）「ビハーラ２１」パート、
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「松阪市民病院緩和ケア病棟」ボラン
ティア継続中。もっとも４月は体調不
良で動けず。歳です。松阪市民病院緩
和ケア病棟の「遺族会」に参加させて
もらいます。また『死の恐怖の解決』
をテーマにお話させていただける可能性
が出てきました。教義としては答えの出
ていることですが、血の通った話しとし
て、布教では無く話しが出来るか。臨床
宗教師としての力が試されそうです。

田野妙秀（高野山真言宗）
どうもありがとう
ございました。
5、6年前に偶
然、いっぱいい
ろんなことが重
なって高野山に
行って、行った後
でも徳島で、何も変わらずに生活でき
て、髪を剃ったのは、あの長い髪が重
かったから剃ったんでしょと言われる
くらいで、5年間過ぎてきて、また、65
歳になって全部閉じたときに、谷山先
生とかとお会いして、ふっと惹かれる
ようにこの研修に参加して、一番大き
かったのが、初日の行脚をさせていた
だいた時に、四国の人というか、徳島
のまわり人は、もう忘れているという
か、気づいてないことがいっぱいある
なということがすごくわかったのが、
この研修ですごく大きかったです。
これは忘れちゃいけないから、伝えて
いきたいなあという思いが一番です。
もう一つは、自分がこれから宗教者と
して生きていくのか、生きていかない
のかという原点が問われているので、
一回閉じてゆっくり考えたいと思いま
す。どうもありがとうございました。
（近況）現在は徳島で母（93歳）が、
熊本で義父（92歳）が居ますので、東
京・徳島・熊本をウロウロしていま
す。道子から妙秀への比率を少しずつ
でも増やすつもりで過ごしています。
お坊さんの仲間も増えつつあります。
「臨床宗教師」「カフェ・デ・モン
ク」の話も講演会等アチコチでさせて
もらっています。
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小笠圭順（天台宗）
ありがとうござい
ました。徳島から
ここまで来るま
で、半日がかりな
んですが、３か月
の間に、３回こち
らに来させていただいて、私の人生
も、通り返してきたように思います。
震災の被害にあったみなさんのこと
も、私自身の事故の体験と重なって、
とても苦しかったことを思い出しまし
た。でも、何度も往復しているうち
に、そのことを乗り越えてきている自
分がいて、きっと、被災されたみなさ
んも乗り越えていけるだろうと確信し
ております。研修、ロールプレイを通
じて、自分のぐらついている部分の発
見もありました。それは自分の中の大
きな課題ということに気づかされてあ
りがたいと思っております。まだまだ
未熟ですが、先ず自分の足元から見つ
め直して、新しい展開を考えていきた
いと思っています。ありがとうござい
ました。

宮澤由充（立正佼成会）
皆様、３か月間
大変お世話にな
りました。この3
か月間、あっと
いう間だったな
あと思います。
臨床宗教師研修
に参加することが夢でした。今日、東
北大学に足を運ばせていただき、ちょ
うど３年前、「心の相談室」の会議に
教団から派遣されて来た時に、岡部先
生が中心になって会議が進められてお
り、臨床宗教師研修を開講するという
話を初めて聞いて、心をわくわくさせ
たことを思い出しました。今、その時
と同じ、東北大学の同じ校舎で、自分
が臨床宗教師研修を終えようとしてい
ることに、深い感慨を覚えます。皆様
とこうして出会えたこと、送りだして
くれた教団のスタッフ、上司、家族な
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どいろいろな方々の支え、また、私た
ちを受け入れてくださった講師、スタ
ッフの皆様といった多くの方々のおか
げで、今日、研修修了の日を迎えるこ
とができたのだと心から感謝の気持ち
でいっぱいです。今回、スピリチュア
ルケア、宗教的ケアという今までまっ
たく知らなかったことを一端だけでも
学ばさせていただいたのは大きな収穫
でした。また、グループワークでは、
自分の心の動き、心のくせを学ぶこと
ができました。今後は、私の所属教団
が行なっている釜石の被災地支援や、
附属の病院ビハーラ病棟、そういうと
ころで、微力ではありますが、自分の
活躍の場を広げていけるように精進し
たいと思っています。ありがとうござ
いました。
（近況）私はいま高齢者を対象とした
傾聴活動や社会福祉の領域であるケー
スワークについての研究・開発や人材
育成に携わっています。臨床宗教師研
修で学ばせていただいたことを少しで
も活かそうと思いながら取り組んでい
ます。今後もご指導賜りたく存じま
す。よろしくお願い申し上げます。
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のことにまた感謝することができてい
ます。３か月間、最後までたどり着け
たことを私の信じる、主イエス・キリ
ストの導きが最後まであったことを確
信し、神において、皆様に出会えたこ
とを心から感謝して、私の信仰告白を
今、ここに述べさせていただいて、終
わりにしたいと思います。本当に皆さ
ん、ありがとうございました。
（近況）私は今も二足の草鞋をはいて
日々孤軍奮闘の毎日です。キリスト教
の教会での牧師夫人としての奉仕の働
き、そして障害を持つ方のグループホ
ームでのスタッフとしての働き、両方
とも「現場」は大変です。正直、心折
れる時が多々あります。
しかし、到底受け入れることのでき
ない絶望の中でも恵みに富みたもう神
が、必ず弱く欠け多い私たちを受け入
れて下さり、また導いて下さることを
強く信じています。神は私たち貧しい
ものと共にいて下さることを信じてい
ます。「まだまだ負けられない！」祈
りつつ歩む日々です。

仁（日本福音ルーテル教会）

３か月間本当にお
世話になりまし
た。3か月間、い
ろいろな気づき、
発見、自分の中に
あるものを気づか
せていただきまし
てありがとうございました。今日、会
話記録をやっていて、こんな話があり
ました。私の会話記録が終わった後
に、ある参加者の方から、「筑田さん
は、男性だけど、母性が強いよね」と
言われました。薄々は感じていたんで
すけど(笑)、やっぱりそうだったのかと
思いました。それは私の特徴で、いい
面、悪い面両方あると思いますが、反
面、父性に欠ける部分があると思うん
です。信念をもって行動するとか、決
断して行動するとかは、欠ける時があ
るのでないかと思います。そういう気
づきも今日、また与えられ、そしてそ
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からこそもう少しできるんではないかと
いうことを今日のグループワークで感じ
ました。だから、アウェイでのメリハリ
のついた臨床宗教師としての関わりがで
きるのはないか。その意味では、自分
も、宗教者として、真宗大谷派の僧侶と
しても学びをさらに深めることが、臨床
宗教師としてアウェイの場にあった時
に、役に立つのではないかと感じまし
た。同時に、自分が地元に帰って、まず
自分の家族、地域とのかかわりととも
に、寺と同時に、地域のアウェイの場と
どうかかわっていくか、待っていてくれ
る心強い仲間である友人と考えて、やっ
ていけたらなと思います。ありがとうご
ざいました。
（近況）九州臨床宗教師会のカフェ デ
モンクなどに参加しつつ、臨床宗教師と
して自坊のある地域との関わりを模索し
ています。また、真宗大谷派熊本教区に
おいて仲間を増やすことと活動を知って
もらう方法を友人と検討中です。

松本峰哲（真言宗御室派）
桑野賢瑞（真宗大谷派）

筑田

ス

研修冒頭の自己紹
介の時にも言いま
したが、先に参加
した友人からまだ
か、まだかと言わ
れ続けていまし
て、今回も来る前
にも、研修中にも電話がかかってきまし
た。いろいろなことを話してきた友人
が、自分が研修を終えることを待ってい
てくれている。その裏で、家族とか門徒
さんにいろいろ説明して、押し出しても
らえたおかげで、今自分がこうして研修
を受けに来られた。何でもっと早く来れ
んかったんやろうなという思いと、これ
でやっと友人とまたこれから一緒に活動
ができることが嬉しいです。参加させて
もらって、あらためて傾聴ということの
難しさ、聴くことで自分の内面を見つ
め、自分のことを考えることの大切さを
感じました。それと同時に、ホームで活
動していることのぬるさ、甘えがあった
んだなという気づきと、逆に、ホームだ

今回参加させてい
ただいて、３か月
間、あいだに実習
が入って、忙しく
て大変は大変でし
たが、また、実習
の現場で、傾聴の
中でショックを受けるようなこともあ
りました。研修に来て、いろんな立
場、いろんな宗教の人もそうですし、
病院関係者もそうですが、みなが、臨
床宗教師というひとつのものに対し
て、情熱をもっていろんな思いを持ち
ながら関わっていて、その一員とし
て、自分も関わることができて、うれ
しかったですし、また、エネルギーを
もらいました。どうかこれからもいろ
いろ助けていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
（近況）４月に種智院大学臨床密教セ
ンターがオープンし、センター長に就
任しました。秋からの臨床宗教師研修
実習を目指して準備を進めています。
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後藤泰彦（曹洞宗）
震災というのが、
やっぱりいちばん
自分を動かす原動
力だなと感じるん
です。死ぬとは何
だろうとすごく考
えて、そして死の
裏の生きるとは何だろうと考えていた
時期がありました。そんなときに、臨
床宗教師研修を知って、これしかない
と思って、もう震災から３年経ちまし
たが、ようやく余裕ができたので、参
加させていただきました。自分では、
生きるとか死ぬとかをもっとわかるよ
うな形で、被災者の方に伝えたいなと
の思いがあり、そのひとつが桜という
アイテムです。花が咲いたり散ったり
するのはまさに生き死にだと思うんで
す。今、被災地、仮設に桜の植樹をし
ていますが、お経を読んで贈っており
ます。そんな時に、あの時のことを思
い出したりしております。これからも
そういう活動を続けていきたいです
し、それからあと、中心というか、森
を整備中です。今度の日曜には、慰霊
碑の落成法要があり、そして、来年
は、森の山小屋なんかもオープン予定
です。子ども達を呼んで、そして、そ
こで、子ども達と一緒に、生きる死ぬ
ということを、悩みながら考え、伝え
られることになるのではないかと考え
ています。今、悩みながらやっている
ところです。ここで学んだことがそこ
で生かされていけばいいのかなと思っ
ています。みなさん、ありがとうござ
いました。

松山宏成（曹洞宗）
みなさん、ありが
とうございまし
た。自分では、自
分を見つめたり、
そういうことにつ
いて、修行期間が
ある宗派なんです
が、それとはまた全然違う形で、自分
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の内面ですとか、もしくは行うこと、
立ち居振る舞いみたいなものについて
考えさせていただいた、非常に貴重な
時間でした。その分、濃密で疲れてし
まったりするんですが。そういったも
のともつきあっていくやり方を垣間見
させていただいたと思います。今後
は、研修先のスタッフの方とご相談さ
せていただいて、当面、臨床宗教師と
しての活動の機会を持ちながら、もし
かしたら、別の場所でも活動させても
らえればいいですし、また、自分が為
せることを、宗教者としてでも臨床宗
教師としてでも、少しずつ広げていけ
ればいいのかなと考えています。とり
あえずは、一旦は、クールダウンをし
て、力を蓄えて進んでいけるのかなと
思います。ありがとうございました。
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（近況）緩和ケア病棟看護科長兼ボラ
ンティアコーディネーターの役割を担
っています。当院緩和ケア病棟では臨
床宗教師がボランティアとして活動し
て下さっています。また、今年度より
臨床宗教師臨地実習施設として実習生
を受け入れることになりました。実習
生が実習を通してより深い学びが得ら
れるよう支援してきます。そして、臨
床宗教師を必要とする方々に繋ぐこと
が出来るよう、ネットワークを広げて
ゆきたいと思います。今後とも宜しく
お願い致します。

《オブザーバー参加》

（近況）その後、実習にて訪問させて
頂いた場所に、1月1回程度継続して訪
れさせて頂いています。お寺、宗門
（自教団）、臨床宗教師と同じようで
違うあり方で日々を過ごしています。

大島英子（上尾中央総合病院）
お世話になりまし
た。今回初めて宗
教者ではなく医療
者として参加させ
て頂いたことに感
謝申し上げます。
相手の土俵に入る
という意味では、この場に参加させて
頂きいろんな宗教･宗派、信仰がある中
でも、人それぞれ違いがあることが分
かりました。実際に入ってみないと分
からないことがたくさんありました。
研修を終えてやはり、臨床の場には臨
床宗教師の存在は必要だと感じていま
す。医療の現場は様々な課題が山積し
ておりますが、それらを引き受ける覚
悟もあります。皆さまと思いを分かち
合え、また温かい言葉を頂き嬉しく感
じます。今後も自分自身を高め、自施
設以外に他施設、地域、あらゆる場に
おいて臨床宗教師の活躍の場が広がる
よう願っております。ありがとうござ
いました。

國枝欣一（東京新教会）
オブザーバーとい
う形でみなさんと
一緒いることを認
めていただきまし
て、まずそれをお
礼申し上げたいと
思います。私自身
はもう18年ぐいホライズンスピリチュア
ル研究所というのをやっていて、その中
で臨床宗教師研修の内容に該当すること
をずっと教えているんですけれども、ホ
ームで教えている時、自分がすごく不遜
になっていくような気がしており、皆さ
んと一緒に学んでいく姿勢をもう一度取
り戻さなければならないと感じて、参加
させていただきました。その中で、今ま
での17年間の間に、何人かお坊さんが来
てくださったんですが、クリスチャンの
教会の中に一人お坊さんが出てくださる
ということが、どんなに大変なことか、
それを私は逆の立場で体験させていただ
いたという感じがありました。本当に、
いろいろなお坊さんに出会えて嬉しかっ
たです。やっぱり一人一人と会ってみな
いと、頭の中で考えているだけではダメ
なんだな、とあらためて感じさせられま
した。本当にこの三ヶ月ありがとうござ
いました。
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各地の動き
各地の動向

臨床宗教師会活動報告

各地の臨床宗教師会の動向

各地域の臨床宗教師会の活動状況を紹介します。各臨床宗
教師会は東北大学の臨床宗教師研修を修了した宗教者の
方々が情報交換と継続的な学びあいの機会を確保するため
に結成している任意団体というのが現時点での位置づけで
す。これらを相互につなぐネットワークが臨床宗教師連絡協
議会（2015.3.16結成）であり、今後は東北大学の実践宗
教学寄附講座の指導を仰ぎながら各地でフォローアップ研修
を開催するなどして交流を続けていくことになります。な
お、関東と中国四国地域でも発足準備中です。

北海道東北臨床宗教師会
昨年の12月に北海道東北臨床宗教師会が誕生しました。
第６期までの修了生を迎え総勢24名が参加しております。地
域が広く、皆が参加しての活動は中々に困難でありますが東
北で始まった臨床宗教師ですので、おひざ元の会として頑張
りたく思います。現段階ではまだ組織体としても不完全では
ありますが、動きながら形を作っていこうと思っています。
《2014年度活動報告》
2014年
●10月1日 発足準備会（仙台、洞林寺）
●12月20日 北海道東北臨床宗教師会発足式（気仙沼市金
光教気仙沼教会）
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3月16〜17日 第三回ＦＵ研修参加（仙台市蓮光寺）
《2015年度活動計画》
・第7・8期臨床宗教師研
修、スタッフ、オブザーバ
ー参加または見学
・龍谷大学臨床宗教師研修
東北全体会にオブザーバー
参加または見学
・総会に合わせた北海道東
北臨床宗教師会のイベント
（年1回、日程未定）
・ 講 師 を 招 いて の 勉 強 会
（年1回、日程未定）
河北新報（12月22日）
・月一回の会話記録検討会
・メーリングリスト、Facebook等で外部勉強会などの情報
提供を行い、参加した会員から可能な限りフィードバック
をいただく。
（報告： 高橋悦堂）

中部臨床宗教師会
●2014年12月6日(土)
中部臨床宗教師会立ち上げ準備会（真宗大谷派徳養寺）
参加者：五辻文昭（第4期）・木下克俊（第4期）・野々目
整子（第5期）・田中至道（第5期）・松本峰哲（第6期）・
武藤隆広（龍谷大学）・三浦紀夫先生・伊藤文雄先生
中部臨床宗教師会立ち上げの目的として、臨床宗教師相互
の研鑽・情報交換・交流を目的とし、各地域の臨床宗教師
会とも連携を取り活動していく。

岐阜新聞（2015年3月9日）
岐阜新聞（2015年4月11日）
●2015年4月9日（木）
中部臨床宗教師会発足式、学び合いの会(真宗大谷派徳養寺)
参加者：五辻文昭（4期）・森田恭一郎（4期）・野々目整
子（5期）・田中至道（5期）・松本峰哲（6期）・武藤隆
弘（龍谷大学）
来賓：沼口諭院長、谷山洋三先生、高橋悦堂代表

●12月20日 カフェデモンク参加（気仙沼市五右衛門ケ原仮設）
2015年
●1月8日
第一回勉強会・懇親会
講師に三浦紀夫先生
（仙台市洞林寺）
●2月16日 運営会議（仙台市洞林寺）
Newsletter
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発足式に引き続き、勉強会が行われた。今回は、森田恭一郎
さんから緩和ケア病棟での日々の活動報告をしていただい
た。緩和ケア病棟での活動を通して見えてきた課題を報告す
る中で、参加者からも共通した課題もあった。宗教・宗派の
垣根を超えた臨床宗教師ならではの勉強会となり、中部臨床
宗教師会の活動の一つとしていきたい。（報告：田中至道）

関西臨床宗教師会
《2014年度活動報告》
毎月第４金曜日に自由参加型定例会を実施した。
●2014年10月24日（金）
10月定例会
場所 西栄寺 訪問介護事業 はい！にこ！ぽん！支縁サービ
ス事務所内
参加者：吉田敬一（1期）、宇崎大輔（1期）、清水正彦（4
期）、上田禮子（5期）、野之目整子（5期）、三浦紀夫、
打本弘祐、橋本仁美（仏教大学院大学院生）、日高悠登（大
阪大学大学院生）、中谷奉子（西栄寺 相談員）、西岡易子
（NPO法人ビハーラ21理事長）の合計11名
内容：
・参加者自己紹介
・事例報告 吉田敬一「臨床宗教師とお坊さんヘルパー」
宗教法人格で介護事業を行うまでの過程を説明した。特
に、収益事業を行うための文化庁への認可手続きが、大阪市
福祉局の手続きも含めて約４ヶ月で済んだことは、臨床宗教
師の注目度が後押しをしたと考えられる。宗教的な訪問介護
を模索しながら現場で活動中。宗教者ならではの生活支援は
実際にあるが、身体的な介護となると宗教者の特性が活かさ
れる場面はほぼ無い。実際の訪問介護の現場は生活支援が多
い。訪問介護の現場で、宗教者としての言動が元で利用者に
不快な思いをさせてしまった失敗例もある。
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・まとめ（スーパーバイザー）
三浦さん 社団法人臨床宗教師、ビハーラ協会の紹介と、
ビハーラ２１や臨床スピリチュアルケア協会が培ってきた土
台を活かして、関西地区から臨床宗教師の実際の活動を広げ
ていく。
打本さん それぞれの現場では臨床宗教師は一人出活動す
ることが多く、こうした活動報告の場で事例を紹介ることで
お互いの学びとなる。懇親を深めることによって互いを案じ
るケアの共同体となること。
《2015年度活動計画》
・関西臨床宗教師会の名簿作成
・関西臨床宗教師会の人事（代表 副代表 事務局 監査）選出
・関西臨床宗教師会連絡体制の強化
・毎月１回 自由参加型の活動報告定例会の実施
・１年に１回
スーパーバイザーや講師を招いての支部FU
を企画実施（合宿形式）
・スピリチュアル協会専門演習への参加呼びかけ
・大学の研修生との交流会企画
・医療や介護などの異業種交流会企画
・6月13日（土）大阪中津済生会病院年次総会での講演依頼
・その他、病院や介護施設での活動先を開拓
《その他 活動計画》
・それぞれの師が所属する教会や寺院への表敬訪問を企画
・法要やミサ、祈祷などの儀式儀礼体験会を企画
・臨床宗教師会雅楽部結成を模索(施設への演奏及び傾聴訪問)
・東北大学で、今後実施される研修を終えたタイミングで関
西臨床宗教師会への勧誘
・駅前や街頭にてのゲリラ傾聴（ゲリラ・モンク）企画
・関西支部主催の遺族会立ち上げ企画
（報告：吉田敬一）

九州臨床宗教師会

・事例報告 宇崎大輔「ある檀信徒とのかかわり」
すでに訪問介護サービスを受けている檀信徒へ、訪問介護
のルール上できない、してはいけない箇所があり、その所へ
の支援方法を模索している。
・ケーキタイム
・野々目整子 五期研修を終えての感想
・上田禮子 今後の活動として天理おさやと病院での活動を
検討中。
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《2014年度活動報告》
●10月4日（土）
くまもとカフェ・デ・モンク模擬開催（日本福音ルーテル大
江教会）
参加者約10名、スタッフ・臨床宗教師7名、サポーター約
10名
●11月8日（土）
熊本県訪問看護ステーション連絡協議会研修会（熊本県医師
会館）
講演：「心に寄り添う」（高橋悦堂師、糸山公照師）
●11月29日（土）
くまもとカフェ・デ・モンク模擬開催（日本福音ルーテル大
江教会）
参加者6名、スタッフ・臨床宗教師6名、サポーター約10名
●12月6日（土）
平穏な死を考える会くまもと講演会（熊本パレア）
講演：「臨床宗教師の役割とこれからの課題」（立野泰博
師、吉尾天声）
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2015年
●1月17日（土）九州臨床宗教師会発会・会議（ジャンジャ
ンゴー）
参加者：緒方宏明師（ＳＶ）、立野泰博師（ＳＶ）、山口達
也師（６期）、糸山公照師（３期）、吉尾天声（２期）
内容：九州臨床宗教師会の活動内容についての協議
●2月7日（土）くまもとカフェ・デ・モンク開店（日本福
音ルーテル大江教会）
参加者約35名、スタッフ・緒方宏明師（ＳＶ）、立野泰博
師（ＳＶ）、樋口泰巧師（５期）、篠由希子師（５期）、山
口達也師（６期）、糸山公照師（３期）、吉尾天声（２期）
サポーター約15名
（所感）熊本で初めてのカフェ・デ・モンクオープン。思っ
たよりも多くの方々にご来店頂き、九州でも開く意義を感じ
ました。
●4月11日（土） くまもとカフェ・デ・モンク準備会（日
本福音ルーテル大江教会）
内容：臨床宗教師とサポーターの連携についてと日程の確認等

●4月18日（土） くまもとカフェ・デ・モンク開店（日本
福音ルーテル大江教会）
参加者約10名、スタッフ・緒方宏明師（ＳＶ）、立野泰博
師（ＳＶ）、中森千惠師（４期）、樋口泰巧師（５期）、篠
由希子師（５期）、國友朋子師（６期）、信行一宏師（６
期）、 桑野賢瑞師（６期）、 糸山公照師（３期）、吉尾天
声（２期）、サポーター約10名
（所感）臨床宗教師にしか話せないと思われる内容の相談も
有り、ケアの質の向上に取り組みながら、これから定着出来
る様、地道な活動を行って参りたいと思います。
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《2015年度活動予定》
●5月16日（土）〜17日（日）
東北大学実践宗教学寄附講座共催フォーローアップ研修
（東本願寺熊本会館）
●5月16日（土）九州臨床宗教師会公開講座（東本願寺熊本
会館）
講演：「臨床宗教師と地域連携」（谷山洋三先生）
●6月20日（土）くまもとカフェ・デ・モンク開店（日本福
音ルーテル大江教会）
今後、くまもとカフェ・デ・モンクは偶数月の第３土曜日の
午後１時30分より定期的に開店する。
（報告：吉尾天声）

二つのテレビ報道について
この半年間に、臨床宗教師を扱ったテレビ番組が二回放映
されました。一つは、NHKのＥＴＶ特集「臨床宗教師〜限
られた命とともに」(2014.11.29)で、岡部医院で臨床宗教師
として働く高橋悦堂さんが登場しました。末期ガンや難病の
患者さんを前に、宗教家らしく器用に振る舞って救いをもた
らす、というのではなく、むしろ、かける言葉を探しあぐね
てただ寄り添いうしか
ない姿が丁寧に描かれ
ていました。
「このお坊さん、何
のためにここにいる
の？」と首を傾げた視
聴者もいたようです
が、患者さんが求めた
からこそそこにいるのであり、宗教者だからこそ真摯に向き
合うことができるのでしょう。悦堂さんは必要経費のみ病院
から支給されて訪問傾聴を行なっています。このような一見
わかりにくい臨床宗教師の活動を通して、従来の宗教（者）
のあり方に一石を投じる番組になっており、また患者さんが
主人公のドラマとしても見ごたえがありました。2013年か
ら熱心に臨床宗教師研修の取材を続けてこられた酒井庸一さ
ん（ドキュメンタリージャパン）に感謝します。
もう一つは、くまもと
県民テレビの「テレビタ
ミンnews every」
(2015.2.18)で、吉尾天
声さんを軸に第１回くま
もとカフェ・デ・モンク
の模様が報じられまし
た。被災地発の傾聴カフェを熊本で開いてどうなるのだろう
かという疑問がありましたが、さまざまな悩みを抱えた方が
訪ねてきて、中には涙を流されている方もおり、確かなニー
ズがあることが伝わってきました。立野牧師の日頃からの開
かれた教会運営に負うところも多いと思われます。この番組
についても、丁寧な取材をしていただき感謝しております。
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活動報告
《2015年度前期開講科目》※ 受講者数は未確定
授業名：臨床死生学
担当者：谷山洋三
内容：(1)医療・福祉の臨床における死に関する諸問題について考
える。(2)様々な死生観を通して自分自身の死生観を涵養する。
授業名：意識変容と宗教
担当者：高橋原
内容： 意識変容という観点から宗教を考える視点を学ぶ。
授業名：スピリチュアルケアと宗教者
担当者：谷山洋三・高橋原
内容：柴田実・深谷美枝著『病院チャプレンによるスピリチュア
ルケア』の講読

《発表・講演》
9月27日 谷山洋三「死生観とスピリチュアルケア」高知がん患者支援推
進協議会スピリチュアルケア・フォローアップ研修、こうち男女参画セン
ター
10月1日 谷山洋三「死生観とスピリチュアルケア〜宗教的資源の活
用〜」千葉大学医学部付属病院地域医療連携部医師のための在宅医療イ
ンテンシブコース 在宅医療各論９、千葉大学医学部
10月7日 鈴木岩弓「通過儀礼は何のため？―宗教民俗学的視座―」東北
大学全学教育科目「ライフ・キャリアデザイン」、東北大学
10月11日 谷山洋三「スピリチュアルケアの担い手 臨床宗教師とその
公共性」「医療看護とスピリチュアリティそして日本的“思いやり”倫理」
研究会、東京ガーデンパレス
10月11日 高橋原「臨床宗教師養成の試み̶宗教者による心のケアの可
能性̶」東北文化公開講演会 「東日本大震災、東北大学文学研究科発の
被災地支援活動」、東北大学川内キャンパス
10月18日 鈴木岩弓「現代日本人の信仰構造―スピリチュアルケアとの
関わりから―」臨床スピリチュアル協会専門演習第2回、大阪市立男女共
同参画センター
10月19日 谷山洋三「第1部
グリーフケアと宗教」「第2部
ビハー
ラ、チャプレンから臨床宗教師へ」チームビハーラ勉強会、田中八重洲
ビル
10月20日 谷山洋三「宗教的ケア（講義とグループワーク）」龍谷大学
大学院実践真宗学研究科臨床宗教師研修、龍谷大学
10月29日 鈴木岩弓「臨床宗教師誕生の経緯と今後の展望」みやぎ県南
中核病院緩和ケア部会主催研修会「終末期ケアにおける臨床宗教師の役
割」、みやぎ県南中核病院
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11月28日 鈴木岩弓「東日本大震災からの復興にみる民間芸能の力」
ASJI（インドネシア日本研究学会）National Symposium 2014、マト
ゥラム教育大学
11月30日 谷山洋三「死の体験を通して生を考える」曹洞宗宮城県17教
区住職・護持会役員一泊研究会、鳴子観光ホテル
12月08日 鈴木岩弓「イエ亡き時代の死者のゆくえ̶柳田國男の思索の
先に̶」モルガン・スタンレーMUFG証券勉強会、モルガン・スタンレ
ーMUFG証券株式会社
12月18日 鈴木岩弓「社会に求められる僧侶とは」日蓮宗宗務院伝道部
平成26年度次世代育成講習会「臨床仏教とは〜僧侶に必要なセカンドス
キルか？」、日蓮宗宗務院
12月20日 谷山洋三「問題提起 ターミナルケアと緩和ケア」医療の心
を考える会パート3 第4回例会、長永寺
12月22日 谷山洋三「心のケアと宗教者ボランティア」東北大学全学教
育科目「震災復興とボランティア」、東北大学川内北キャンパス
1月10日 谷山洋三「臨床宗教師の視点から見た人間の生と死 〜グリー
フケアをめぐって〜」仙台白百合女子大学「人間論Ⅰ・Ⅱ」合同授業
1月28日 谷山洋三「グリーフケア入門」薬師山病院グリーフケア委員会
1月29日 谷山洋三 アドバイザリー・ボード（コメント）、龍谷大学大学
院実践真宗学研究科新春シンポジウム「臨床宗教師研修の新たな展開」
2月7日 谷山洋三「日本的スピリチュアリティをケアに活かす：宗教的資
源の活用」臨床スピリチュアルケア協会専門演習第3回、サクラファミリ
ア
2月7日 高橋原「宗教者によるスピリチュアルケア：幽霊への対応をめぐ
って」 臨床スピリチュアルケア協会専門演習第3回、サクラファミリア
2月9日 谷山洋三「死生観とスピリチュアルケア」山形曹洞宗青年会最上
支部「傾聴講習」、瀬見温泉観松館
2月15日 鈴木岩弓「イエ亡き時代の死者のゆくえ」仙台仏教会会員研
修、林香院
2月19日 谷山洋三「臨床宗教師の視点から仏教者の姿勢を尋ねる」東本
願寺真宗会館「ココロ・ダイアル」スタッフ研修会、真宗大谷派首都圏
教化推進本部
2月22日
高橋原「幽霊を受けとめる器としての仏教文化」シンポジウ
ム「冥界からの声を聴く―現代社会における宗教の力―」、佛教大学紫
野キャンパス
3月17日 谷山洋三「臨床宗教師の意義について」（講演）第3回国連防
災世界会議パブリックフォーラム「震災と宗教者の役割」、東北大学川
内南キャンパス
3月18日 谷山洋三「看取りにおける臨床宗教師の役割」習志野医師会学
術講演会、ホテル/ザ･マンハッタン
3月26日 谷山洋三「震災後の心のケアと宗教者の役割」上智大学グリー
フケア研究所修了生の会第5回勉強会、サクラファミリア

11月1日 谷山洋三「自分自身をみつめる〜宗教者の立場から〜」第38回
日本死の臨床研究会年次大会
企画委員会主催シンポジウム「心の援助
者を目指して̶感性を磨く」、別府国際コンベンションセンター・ビーコ
ンプラザ

4月8日 谷山洋三「看取りにおける臨床宗教師の役割」ビハーラ大垣「生
と死を考える連続講座」第4回、真宗大谷派大垣別院

11月2日 谷山洋三「死後のことについて考えてみるために」第38回日本
死の臨床研究会年次大会
シンポジウム３「死んだらどうなると聞かれ
たら」、別府国際コンベンションセンター・ビーコンプラザ

4月18日 谷山洋三「生と死を見つめる 寄り添うための学び」光ヶ丘ス
ペルマン病院ボランティア養成講座（全体研修会）

11月2日 谷山洋三 ポスター演題Ｆ 宗教・倫理・哲学（座長）、第38
回日本死の臨床研究会年次大会、別府国際コンベンションセンター・ビ
ーコンプラザ
11月15日 高橋原「ユング心理学から見た宗教と心理療法̶東北被災地か
ら」早稲田大学オープンカレッジ「ユング心理学と現代」於早稲田大学
11月15日 谷山洋三「臨床宗教師の育成プログラムについて」（シンポ
ジウム）第17回日本在宅ホスピス協会全国大会in福井
分科会３「ひろ
げる〜スピリチュアルケアを拡大する〜」、福井県民ホール
11月26日 鈴木岩弓「東日本大震災と臨床宗教師」高野山大学密教文化
研究所講演会、高野山大学
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4月10日 高橋原「宗教者による「霊」の問題への対応と心のケア」全国
霊感商法対策弁護士連絡会仙台集会、於仙台弁護士会館

4月21日 谷山洋三「スピリチュアルケアと現代の宗教者の役割」立正佼
成会布教者養成塾Ⅱ、立正佼成会行学園
4月26日 谷山洋三「臨床宗教師の教育」第17回日本在宅医学会もりおか
大会シンポジウム「臨床宗教師とともに支える『生きかた＝逝きか
た』」、アイーナ いわて県民情報交流センター
4月27日 谷山洋三「臨床宗教師」金沢大学総合科目「生と死を見つめて
̶死生学入門̶」金沢大学

《論文・寄稿》
鈴木岩弓「死の認識の変遷―現代社会の死の文化―」国立歴史民俗博物
館・山田慎也・鈴木岩弓編『変容する死の文化―現代東アジアの葬送と
墓制―』東京大学出版会、2014年11月、3-29頁。
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鈴木岩弓「被災地における"祈りの場"の誕生−宮城県名取市閖上地区の日
和山−」『現代宗教2015』国際宗教研究所、2015年3月、153-177頁。
鈴木岩弓「震災被災地における怪異の場」『口承文芸研究』日本口承文
芸学会、第38号、2015年3月、28-41頁。
谷山洋三「『心の相談室』の活動と『臨床宗教師』の提唱」（シンポジウ
ム：災害支援と仏教社会福祉̶東日本大震災の経験を通して）『日本仏教
社会福祉学会年報』44・45号合併号、2014年9月、87-92頁。
谷山洋三「提言①
25日版。

スピリチュアルケアと宗教」『中外日報』2015年2月

谷山洋三「Ⅲ 宗教と現代 19．ケアと宗教 スピリチュアルケア」櫻井
義秀・平藤喜久子編著『やわらかアカデミズム・＜わかる＞シリーズ よ
くわかる宗教学』ミネルヴァ書房、2015年3月、184-185頁。
谷山洋三「提言②
日版。

臨床宗教師になるには」『中外日報』2015年3月11

谷山洋三「提言③
月25日版。

二つのケア、共通点と相違点」『中外日報』2015年3

鈴木岩弓・谷山洋三・鍋島直樹・トマス・ヘイスティングス・島薗進・高
木慶子・伊藤高章・高山貞美（計8名）（座談会）「臨床宗教教育と人材
養成の展望」『グリーフケア』3号、上智大学グリーフケア研究所、2015
年3月、89-114頁。
谷山洋三「提言④
日版。

宗教的資源、ケアに活用」『中外日報』2015年4月8

谷山洋三「12．ビハーラと仏教者」『ホスピス・緩和ケア白書2015 ホ
スピス緩和ケアを支える専門家・サポーター』志真泰夫・恒藤暁・森田達
也・宮下光令編、青海社、2015年4月、44-47頁。
谷山洋三「提言⑤
日版。

存在見直される宗教者」『中外日報』2015年4月22

高橋原「東日本大震災から4年、心の復興は今―宗教者の役割は」『仏教
タイムス』2015年3月12日号、1頁。

《新聞報道等》
仏教タイムス（2014年9月18日）日本宗教学会パネル 被災地の心霊体
験を討論
中外日報（2014年9月26日）真宗大谷派 ビハーラ大垣発足 生死考え
る講座
中日新聞（2014年9月29日） 「臨床宗教師」スタッフに 患者の心の
声聴き寄り添う
中外日報（2014年10月17日） 東北大の「臨床宗教師」養成講座
年３年目

今

河北新報（2014年10月25日） 話聞き 心の痛み緩和 ホスピスの癒し
中外日報（2014年11月12日）熊本 臨床宗教師会九州支部 カフェ・
デ・モンク始動
【TV】ＥＴＶ特集「臨床宗教師〜限られた命とともに」（2014年11
月29日）
The Japan Times（2014年11月27日）Hospice care providers
learn lessons from dying patients
河北新報（2014年12月29日） 北海道・東北臨床宗教師会が発足
中外日報（2014年12月19日）種智院大「臨床密教センター」新設
中外日報（2014年12月24日）修行僧25人に修了証 鶴見大と総持
寺、育成事業
中外日報（2015年1月1日）北海道東北臨床宗教師会 会員24人で発足
読売新聞大阪夕刊（2015年1月15日）悼む 悲しみと生きるため
朝日新聞大阪（2015年1月19日）心の復興

宗教者の模索

ニ

ュ

ー

ス

レ

タ

ー

仏教タイムス（2015年2月5日）龍谷大学臨床宗教師誕生
西日本新聞（2015年2月6日）熊本市で明日 僧、牧師が「傾聴カフ
ェ」 宗派超え悩み寄り添う
朝日新聞熊本（2015年2月7日）モンクに文句 安らぐ時間
みに寄り添うカフェ

僧侶ら悩

熊本日々新聞（2015年2月6日）宗派超えて心のケア 九州臨床宗教師
会が始動 第１弾は「傾聴カフェ」 あす、熊本市の教会
毎日新聞熊本版（2015年2月8日）「カフェ・デ・モンク」開催
の重荷下ろせる場に

心

カトリック新聞（2015年2月8日）東北被災地発「臨床宗教師」の養
成講座
熊本日々新聞（2015年2月10日）僧侶や牧師悩みに傾聴 熊本市で
「カフェ」
読売新聞東京夕刊（2015年2月12日）臨床宗教師 孤独や悲嘆
止める

受け

東京新聞（2015年2月16日）臨床宗教師が癒やす
【TV】くまもと県民テレビ、テレビタミンnews every「九州初！宗教
を超えた催しとは？」（2015年2月18日）（※再配信 NNNニュース
24、日テレNEWS24「宗教をこえた“心”への取り組み」（2015年3月
1日））
岐阜新聞（2015年3月2日）宗教者が寄り添う 生活の場、穏やか
とり
京都新聞夕刊（2015年3月7日） 臨床宗教師としての僧侶
師各地で養成講座 僧侶で医師 沼口諭さんに聞く
岐阜新聞（2015年3月9日）死への不安や苦悩、傾聴

み

臨床宗教

臨床宗教師

西日本新聞（2015年3月11日）「死」だけでなく「生」に寄りそい
九州の臨床宗教師たち
中外日報（2015年3月11日）<1>問われ続ける宗教の役割 「心の相談
室」の活動を語る
中外日報（2015年3月11日）<2>被災地望む「祈りと供養の標」石巻
市の観音寺「鎮魂の桜の森」
朝日新聞熊本版（2015年3月12日）東日本大震災４年 教会・寺で追
悼のつどい
産経新聞夕刊（2015年3月16日）悲しみに寄り添いたい 龍谷大学大
学院で学ぶ藤田さん 臨床宗教師、車いすアスリートとして
岐阜新聞（2015年3月16日）仏教の「ビハーラ活動」 終末期ケア
侶が担う

僧

河北新報（2015年3月18日）＜国連防災会議＞「臨床宗教師」可能性
探る
河北新報地域交流版（宮城沿岸・県北、岩手県南）（2015年3月19
日）復興に向けて 高橋悦堂さん
産経新聞（2015年3月25日） 宗教超え災害と向き合う 「臨床宗教
師」脚光
中外日報（2015年4月1日）臨床宗教師フォローアップ研修に50人
日本尊厳死協会会報Living Will 157号（2015年4月1日）臨床宗教師
が医師とチームを組む日
仏教タイムス（2015年4月2日） じわり浸透

臨床宗教師

岐阜新聞（2015年4月11日）被災者と患者の心ケア 「中部臨床宗教
師会」発足
中外日報（2015年4月15日）中部にも臨床宗教師会
朝日新聞熊本（2015年4月20日）終活ともに考える

宇城で23日講座

朝日新聞（2015年4月22日）臨床宗教師という仕事

金田諦応さん

中外日報（2015年4月29日）「あなたの駆け込み寺」設立

中外日報（2015年1月21日）東北大学実践宗教学寄附講座継続

熊本

クリスチャン新聞（2015年5月3日）第3回国連世界防災会議 in 仙台

中外日報（2015年1月28日）九州臨床宗教師会 実践活動を開始
朝日新聞（2015年1月30日）臨床宗教師講座社会人受け入れ

座

龍谷大

仙台経済界（2015年5-6月号）支える仕事ここにあり
宗教師

第６回

臨床

産経新聞（2015年1月31日）龍谷大学大学院 臨床宗教師に11人認証
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寄附者
東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座は宗教界など各方面からの寄附金によって維持運営
されています。寄附者の方々をここに記し感謝申し上げます。
日本基督教団

真如苑

公益財団法人世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会

宮城県宗教法人連絡協議会

真宗教団連合

立正佼成会一食平和基金

南西ドイツ宣教会

日蓮宗実相寺

一般財団法人ありがとうインターナショナル

(EMS: Evangelical Mission in Solidarity)

日蓮宗妙興寺

公益財団法人新日本宗教団体連合会

日本ナザレン教団

秩父神社

宗教法人みんなの寺

神習教

融通念佛宗音羽山観音寺

念法眞教

浄土真宗本願寺派真覚寺

日蓮宗立像寺

真宗大谷派常念寺

曹洞宗崇禅寺

天台真盛宗新光寺

聖観音宗浅草寺

天台真盛宗西念寺

日蓮宗法音寺

融通念佛宗西方寺

曹洞宗洞林寺

曹洞宗島田地蔵寺

匿名

日本キリスト教協議会エキュメニカル震災対策室
財団法人東北ディアコニア
特定非営利活動法人神道国際学会
特定非営利活動法人世界開発協力機構
当講座は、全日本仏教会の「推薦団体」、日本宗教連盟の「後援
団体」として認定を受けています。
ご寄附のお申し込みにつきましては下記までお問い合わせくださ
い。なお、寄附金には法人税法・所得税法による税制上の優遇措
置があります。
東北大学文学研究科内実践宗教学寄附講座

真言宗智山派大聖寺

TEL: 022-795-3831(FAX兼)
E-mail: j-shukyo@g-mail.tohoku-university.jp

編集後記

この半年間に臨床宗教師の認知度がさらに高まったと感じてお
ります。５月開始の第７回臨床宗教師研修にはかつてないほど
の応募がありました。医療関係者からの問い合わせも増えてい
ます。各臨床宗教師会の活動も充実してきて、このムーヴメン
トは新たな局面に入りつつあるようです。写真は寄附講座運営
委員会の後、仙台を離れることになった井形英絵牧師を囲んで
の１枚です。（た）

実践宗教学寄附講座運営委員会
学内委員
鈴木岩弓
谷山洋三

実践宗教学寄附講座教授（兼任）
実践宗教学寄附講座准教授

高橋

実践宗教学寄附講座准教授

原

学外委員
金田諦應

通大寺住職（委員長）

井形英絵
伊藤文雄
金沢 豊
川上直哉
小西達也
櫻井恭仁

日本バプテスト連盟宣教部国外伝道室室長
元ルーテル神学校教授
浄土真宗本願寺派総合研究所研究員
(財)東北ディアコニア理事長
武蔵野大学教授
心の相談室理事（財務担当）

佐藤央千
篠原祥哲

竹駒神社権禰宜
(公財)世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会
仙台事務所所長
昌林寺住職
仙台白百合女子大学教授
智山伝法院非常勤教授
長寿院住職（顧問）

松山宏佑
宮崎正美
伏見英俊
篠原鋭一

〔事務補佐員〕 加藤浩司
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022-795-3831(T/F)
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