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一昨年の夏より始めた資料整理も、スキャン作業の一部を残しほぼ

終了段階に入りました。完成された目録、スキャン画面等の見直しを

行っています。これら作業が完全に終わりましたら、資料検索等の実

演会も予定しています。その後別倉庫に保管されていた第 2資料の整

理も待たれています。

資料保管委員会では、こうした作業の他に、教会史に関わる諸施設

の見学会、「聖公会史談会」その他講演会にも出席を計画 しています。

委員会の中でも随時学習会開催を予定、7月 には山本元委員による

「初雁幼稚園・私立川越女学校の設立場所の変遷について」も実施

いたします。

私たちの教会の創立者、田井正一先生は 1848年

(嘉永元年)のお生まれ。明年が生誕 170年の記念の

年になります。市内三久保町には、先生の曾孫にあたる

田井欽一、満喜子さんご夫妻がお住まいです。

お宅にある先生の肖像画をこの程教会員の松村信兄に

撮影していただきました。先生のお姿が教会に飾られ

る日もまもなくです。

過日5月 17日 に宮代町コムニティセンターで開催された 「法とアー

カイブスー公文書・古文書の中の権利」と題された講演会に、資料委

員会の松川秀人兄が出席されました。「国際アーカイプスの日」に開催

されたこの会には、地域資料保存に関わる方々が集い、資料保存に関す

る法律的諸問題について学ぶ機会となりました。

今号は先に洋行された、資料委員会メンバーの ドウエル・ベーリ兄、

山口みどり姉の旅行記を掲載しました。それぞれ聖公会関係施設の

訪間の様子が記された興味ある文章です。お読みください。



米国聖公会探訪記 ―田井正一師の気持 ちになつて

パ ウロ・ ドゥエル・ベー リ

2017年 4月 23日 、礼拝後の昼食の後で、著者の故郷にあるアメリカ聖公会の教会について紹介 しまし

た。川越キリス ト教会の歴史資料を整理する中で、設立者である田井正一師のアメリカ観察の記事が刺激

になり、復活祭への参加を計画 したのです。田井師の明治 28(1895)年から明治 30(1897)年までの訪

問目的の 1つは、 「キリス ト教はアメリカの社会でどんな役 目があるのか」を観察することでしたδそれ

により幅広い地域の聖公会の教会訪問もできました。その頃からもう120年もの月日が経ちました。

著者の故郷はアメリカの西海岸にあるオレゴン州セーレム市で、現在、川越市の海外姉妹・友好都市の

1つです。幼い頃からジェイソン・ リー・メソジス ト教会 (lasOn Lee Methodist Church)へ 通いました。

けれども、 1昨年前の復活祭の時、娘と2人で聖公会 (川越)へ入 りましたので、今年の復活祭は故郷の

聖パウロ聖公会教会 (St.Paurs Episcopal Church)で 祝つてみたいと思いました。同教会への訪間は初めて

です。

出発する前に教会へ連絡し、復活祭参加の気持ちを知らせました。また、資料保管担当とのアポイン ト

もとりました。そのこともあつて、復活祭当日、知 り合いはまだ 1人もいなくても、皆に歓迎されました。

礼拝後のコーヒーブレークにも参力日し、信徒の方たちと話もできました。

特に期待 していたのは資料保管担当リチャー ド・バン・オルマン氏 (Richard Van Orman)に 会 うことで

した。 1人で教会の資料を整理、保管しているだけではなく、オレゴン教区の資料保管も 1人で担当して

います。同教区は太平洋に面しているオレゴン州の西 3分の 1(北海道 と四国位の広さ)で、70ほ どの教

会があり、信徒総数は 1万 5千人もいます。 リチャー ドさんによると、毎年教区内の教会は 2つほど閉鎖

されるそ うです。信徒減少が主な理由のようです。資料保管状況についても細かく説明を聞かせていただ

き、聖パウロ聖公会教会の 150年史などの貴重な資料もいただきました。川越キリス ト教会の英語版のパ

ンフレットもリチャー ドさんたちへ配 りまして、皆に興味を持つていただくことができました。

同教会は社会でも活躍 し、難民への英語教育やホームレス、ワーキングプアなどの方々への食料配 りや

生活指導を実施 し、社会的弱者への偏見を減 らす働きなどに力を出していることがわかりました。宗派と

関係なく、他の教会と組み、社会活動を実施することも多いようです。

川越の皆さんも、田井師のアメリカ訪間を思い起こしながら、日本国内でも聖公会などの教会訪間をし

てみてはいかがでしょうか。その地域でどんな役害1を果たしているのか、とい うことを観察することは、

川越での活動の参考になるかもしれません。

セーレム市を含み、川越市は 6つの国内外の姉妹・友好都市と提携を結んでいます。宗教とは無関係な

交流を実施 していますが、行き先にある教会訪間の有無は各自の自由です。それらの姉妹・友好都市の周

辺に、聖公会などの教会もあります。セーレム市の他、海外にある街は、 ドイツのオッフェンバッハ市や

フランスのオータン市があります。

国内の姉妹・友好都市周辺の聖公会は、福島県棚倉町の近くに郡山聖ペテロ聖パウロ教会があり、明治

36(1903)年にできました。セン トポール幼稚園もあります。福井県小浜市は小浜聖ルカ教会があり、明

治 30(1897)年 の煉瓦造 0木造の礼拝堂が川越 と同様、文化庁の登録有形文化財 (建造物)に なつてお り、

聖ルカ幼稚園もあります。北海道の中札内村は近くに帯広聖公会があり、明治 28(1895)年 にできてく

帯広聖公会幼稚園もあります。狭山市出身の方であれば、そちらの姉妹・友好都市交流先もあります。

最後になりましたが、4月 23日 当日は、私が幼い頃から通つていたジェイソン・ リー・メソジス ト教会

が偶然に閉鎖された日でした。原因は信徒減少や活気減少などです。社会弱者のためにも長年力を尽くし

た教会でした。けれども、そのような不幸な境遇に差す光明もあります。 1つ 日は、閉鎖する前に、教区

の資料保管担当に連絡 し、責任者が教会の明治 43(1910)年設立以降の資料を無事に片付けたので、以

後は教区が整理 し、保管することになりました。 2つ 日は、今まで予算の少ない 2つの少数民族の教会が、

ジェイソン・ リー・メソジス ト教会の空いている日時を利用 して長年教会を使用 してきましたが、今後も

メソジス ト教区から継続利用の許可がお りたことです。

2016年 5月 31日



著者の故郷アメリカのオレゴン州セーレム市は天保

13(1842)年設立。イラス トは明治 9(1876)年
の様子。その頃、セーレム市にある母校のウィラメ

ット大学 (現東京国際大学の姉妹校)で 日本人 1人

が留学。西海岸に大学はまだわずかの頃。Library

of Congress薄霙

アメリカ聖公会、聖パウロ教会、

2017年 4月 15日

セーレム市にて。

アメリカ聖公会、聖パウロ教会、セーレム市に

て。復活祭、楽団や聖歌隊によるメサイア (ヘ

ンデル作)が演奏された。2017年 4月 16日

アメリカ聖公会、聖パウロ教会、

子供の復活祭の卵探 し。2017年
セー レム市にて。

4月 16日

＼

アメリカ聖公会、聖パウロ教会隣の歴史公園

でチューリップも復活祭を迎える。セーレム

市にて。2017年 4月 16日



トラ ン ト・ プ ラム ス

トンか ら家 族 へ の 手

紙 。 監 督 生 に選 ばれ

た こ と を報 告 して い

る。 (1858年 )

史料収集報告記 山 口み ど り

3月 2日 か ら 2週 間 あま り、私 は二つ の 目的 をもつてイ ギ リスを訪 問 しま

した。一つ 日はある一族 に関す る文書 の収集 です。約 20年 前、私 は留学先

の大学院で 19世紀 の国教会聖職者 の娘 た ち とい うテー マで博 士論文 を書い

ていま した。 この とき、地域 の文書館 で出会 つたのが土地の 旧家ブ ラムス ト

ン家 。ル アー ド家 の家族文書 です。 ここには国教会聖職者 ジ ョン・ ブ ラムス

トン師 を中心 にその妻子、 さ らに近隣の牧 師ル アー

ド師 に嫁 いだ長女 クララー家 の 日記や大量 の書簡 、

覚書 、スケ ッチ、写真 、家族 に関す る新 聞の切 り抜

き、果 ては子 どもた ちの落書 きや学校 の教科書、成

績表 まで収 め られ てい ま した。 日本 で はなかなか考

え られ ない こ とです が、イ ギ リスの地方 の文書館 に

は、 この よ うな家族文書 が多数み られ 、社会史研 究

の重要 な史料 となってい るのです。(個 人情報満載 の

史料 です ので、寄贈後 も、一定期 間は非公 開 にす る

な どの決 ま りが あ ります。)少 女 の 日記や家族 間の

書簡 か らは、 当時の人 々の生 き生 き と した暮 らしが

蘇 ります。2001年 に提 出 した博 士論文では、終章が

この一族 を例 にケー ス・ スタデ ィだつたのです が、

数年前 、 クララの曾孫 にあた る女性 か ら突然 メール

をいただきま した。驚 いた こ とに、 どこか らか論文

が子孫 の手 に渡 り、一族 の間で回覧 され てい る とい うのです。 これ を機 に、

歴史 をまたいで一族 の子孫 との交流 も始 ま りま した。

さて、 田舎牧師だ つたブラムス トン師 は、首相 グラ ッ ドス トンに見 出 され

て大 出世 し、 ウィンチ ェスター大聖堂 の首席 司祭 にな ります。 また、息子 ト

ラン トはそれ に先立 ち ウィンチ ェスター にある名 門寄宿学校 に進学 してお り、

後年 は教員 として同校 に戻 りま した。 そ こで今 回はいつ もの資料館 のほかに

古都 ウィンチ ェスター にも足 を延 ば し、 ウィンチ ェスター にあるブ ラムス ト

ン家 の史料 を調 べてみ ることに しま した。

ウィンチ ェスター・ カ レッジは大聖堂のす ぐ

裏手 に位 置す る堂々た る石造 りの学校 で、創 立

は何 と 1382年。イ ギ リス最古 の男子 中等学校

です。歴史 ある学校 です ので、調査や 開覧希望

も多いので しょ う。複数 の専門ス タ ッフが史料

の管理や調査 を行 つていま した。訪 問時 には、

肖像画や古い書物が並ぶ厳 しい閲覧室 の大 きな

机 に トラン トの在学 中の 日記 、家族 か らの手紙

類 、学校誌 、課外活動 で行 つていたグ リー クラ

ブの記録、や は り卒業生であったジ ョン・ ブ ラ

ムス トン師の書簡等 、多数 の史料 が並べ られ ていま した。 これ まで研究 して

きた姉 クララー家 と同様 、 トラン トも面 白い研 究対象 にな りそ うです。滞在

中は、学校 か ら車で 30分 ほ どの場所 にある トラン トの曾孫ベ ロウ夫妻宅 に

泊 めていただきま した。一族 との繋が りが、 また深 ま りま した。

ベ ロウ夫妻。妻の ジェイン

さんは女性 司祭で した。



ふ たつ 目の 目的 は、合 同福 音伝道協会 (USPG)
での女性 宣教師 の史料 の収集 で した。 これ は昨年新

しく始 めた共 同研 究 の一環 で、 日本 、韓 国、 中国、

イ ン ドネ シア、エ ジプ トの近代史研 究者 と、欧米 か

らアジア各 国 に伝播 した 「新 しい女性 」現象 を比較

研究 してい るものです。川越基督教会 に来 たアメ リ

カ人宣教師の ミス・ ヘイ ウッ ドや ミス・ アプ タンも

そ うで したが、イ ギ リスの聖公会 (国 教会 )か らア

ジアに派遣 され た女性 宣教師 も、多 くは大卒 の教師

や 医師、いわゆ る 「新 しい女性 」で した。経済的 に

も一― そ して しば しば性 的 に も一一 自立 した 「新 し

い女性 」 は、イ ギ リス国内で は不安視 され る存在 で

もあつたのです が、女性 宣教 師 となれ ばお堅い国教

会 「お墨付 き」 の女性 た ちで あるはず です。 国教会

は どの よ うな観 点で ど うい う女性 を選 んだのか、誰

を どこに送 ろ うとしたのか。 国教会 の宣教戦略 を知

りたい と思 いま した。今 では同協会 の文書 のかな り

の部分が有料オ ンライ ン・ デー タ集 に収 め られ てお

り、 自宅か ら閲覧す ることもできます。 です が こ う

した情報 は、そ こには所収 され ていませ ん。そ こで、

19世 紀末 か ら 20世 紀初頭 に東京 、朝鮮 、イ ン ドに

派遣 され た約 140名 の女性 宣教師 の応募や選考 に関

わ る個人資料 にあた りま した。

実は USPGを 訪れ るのは、約 20年 ぶ り。 昔 と変

わ らぬ笑顔 で迎 えて くれ た学芸員 のキャサ リン さん

が、新 しくできた資料庫 に案 内 して くれ ま した。資

料庫 の ある ビル はサザー ク大

聖堂の近 くで、USPG本 部 か

ら 15分 ほ どの距離 だつたで

しょ うか。途 中には、不思議

な場所 もあ りま した。道端 の

柵 におびただ しい数 の リボ ン

や メ ッセー ジが結びつ け られ

てい るのです。 キャサ リン さ

んに よる と、そ こはク ロス・

墓 地 跡 の柵 に結 び つ

け られ た た くさん の

祈 り^

USPG本 部 に飾 られ た元

田作 之進 主教 の ス テ ン

ドグ ラ ス 。 か つ て は
USPGの チャペル にあつ

た 4名 の「現地人」主教
の ス テ ン ドグ ラスの ひ

とつ。

新 しい資料庫は昔の
「ホ ップ取引所」の

地下にありま した。

ボー ンズ と呼 ばれ る墓 地

跡 で、かつて教会墓地へ の埋葬 が許 され なか った娼婦

を葬 っていた場所 だ つた とか。調 べてみ る と、その後

もこの地 は恵 まれ ない人 々の埋葬 の場 だつた よ うです

が、1853年 に閉鎖。その後 は人 々か ら忘れ去 られ てい

ま した。 それが 1990年代 に地下鉄 工事 に伴 う調査 で

大量の人骨 が発 掘 され た こ とで、一躍話題 になったのです。今 では、不遇 の

うちに生涯 を閉 じた女性 たちに思い を馳せ る祈 りの場 となつています。

新 たな出会い と再会、そ して発 見に満 ちた旅 か ら 3か月。 シ ョッキ ングな
ニ ュースが届 きま した。USPG資 料庫 に隣接す る 「バ ラ市場」が過激派テ ロ

の現場 となったのです。幸い キャサ リン さんや周 囲の方 々は無事だ とい うこ

とで したが、人 々の偏見 と対立が生み続 ける惨事 に胸 が痛み ます。


