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一般社団法人

「心の貧しい人々は、幸いである。天の国は
その人たちのものである。」

（マタイによる福音書5章3節）

　「心の貧しい人々は、幸いである。天の国
はその人たちのものである。」これは、いわ
ゆる「山上の垂訓」の一節です。ある時、イ
エス様が、どこの山であるかは分かりません
が、弟子たちを小高い山に集めてお話をされ
た冒頭に出てくる言葉です。
　この言葉の意味をお話させていただく前に、
私の個人的なことを少しお話しさせてくださ
い。
　私が、40～45歳の頃というのは、私の人
生のどん底でありました。牧師を辞めなけれ
ばならないかも知れない、そんな大きな失敗
をしました。その心労がたたり、45歳の時、
救急車で病院に運ばれ、心筋梗塞と診断、3
週間の入院を余儀なくされました。
　そんな体験をした私は、ある方から、つぎ
のような励ましの言葉をいただきました。　
　「己の未熟を識ることの幸いよ。これより
人たる学びの道程（みちのり）はあらん。ひ
たむきにうむことなき歩みの日々を過ごされ
ますように。」
　「自分が未熟であったから、このような人
生の挫折と大病を患うことなったと認識でき
ることは幸せなことですよ。そこから、人と
してどう生きたら良いか、その学びが始まり
ます。私は、あなたのために、『ひたむきに
うむことなき日々を過ごされますように』祈
っています」ということだろうと思います。
　初めは、私は、自分が未熟であったから大
きな挫折を味わい、大病を患うことになった

という認識はありませんでした。そういう認
識よりも、「どうして、こんなことになって
しまったのか」その理由が分かりませんでし
た。そして、失敗したことにより、たくさん
の人々から批判され、責められました。私は、
その人たちを恨んだり、憎んだりしました。
そして、いつかは、成功して私にひどい言葉
を浴びせた人たちを見返してやりたいと考え
ていました。
　そんな思いを抱きながら、何年も月日が流
れました。そうした日々の中で、アッシジの
聖フランシコとその弟子レオーネの対話を知
りました。アッシジのフランチェスコは、フ
ランシスコ会の創設者として知られる有名な
カトリック修道士です。J.J. ヨルゲンセン著

『アシジの聖フランシスコ』（平凡社）の中に、
こんなお話が出てきます。
　寒い冬の日、二人は伝道に出かけ、フラン
シスコは弟子のレーネに、私たちが身体障害
者の障害を取り除くことができたとしても、
そこに完全な喜びはないことを肝に銘じなさ
い、と言います。さらに、しばらく歩くと、
不信仰な者がすべてキリスト教徒に改宗して
も、完全な喜びはそこにはないことを肝に銘
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じなさい、と言います。さらに、いろいろな
ケースを取り上げて、こういうことが起こっ
ても、そこには完全な喜びはない、そのこと
を肝に銘じなさい、と言います。すると、つ
いにレオーネは「完全な喜びはどこにあるの
かを、教えてください」と言います。すると、
フランシコは、このように答えます。
　「私たちはこうしてポルチウンクラヘ向か
っているが、雨にびしょ濡れになり、寒さに
かじかみ、道の泥にまみれ、飢えに苦しんで
おり、修道院の門をたたくと、門番が出てき
て、腹を立てて『だれだ』という。こちらは

『二人の修道士です』と答える。するとこう
だ。『うそをつけ、追い剥ぎだろう。うろつ
き回っては人のものをかすめ、貧しい者から
ほどこしをひったくる奴らだ。さっさと行っ
ちまえ！』門番はそう言って門もあけず、空
腹の私たちを外の雪と水と寒さの中に、ほっ
たらかしにしておく。日が暮れる。そんな時、
私たちはそんな悪口や悪意や取り扱いに耐え、
がまんして、怒ったり、不平をならしたりせ
ずに、この門番は私たちのことを見通してい
て、彼にそう言わせたのは神である、とへり
くだって愛情を持って思う時−おお、兄弟
レオーネよ、いいかね、これこそ完全な喜び
です。」
　私は、この物語と出会ってから、大きな挫
折をしたこと大病を患ったこと、それは神様
が私に自分の未熟に気づきなさい、と教えて
くださったメッセージであった、と思うよう
になりました。誰が悪いのでもない。私のこ
とを責めたり、悪く言う人たちもいましたが、
それも、そのように言わせたのは、神である
と思えるようになりました。つまり、それだ
け自分が未熟であることを自覚しなさい。そ
して、そこから人としてどう生きたら良いの
か学びなさい。つまり、そのような挫折をし
たとしても、気高い人間として生きる道は開
かれている。その道を探し出して、その道を
進むことではないか、そのことを神は求めて
おられるのではないか、そう言う気づきをい
ただきました。
　イエス・キリストは「心の貧しい人々は、
幸いである。天の国はその人たちのもので
ある。」と言いました。「心の貧しい人々」

と言うのは、自分の未熟を識る者である、
と私はこの言葉を理解しています。自分の
未熟を知るからこそ、精進して、少しはま
ともな人間になろうとするものであろうと
思います。
　少しはまともな人間になると言うことは、
高貴な心をもって、一瞬一瞬を生きてゆくこ
と、常にそのように生きることができるよう
に努めてゆくことでもあろうと理解していま
す。
　己の未熟を知っているからこそ、高貴な心
を育てる。天国とは、そうした高貴な心を育
てた人のものである、と言うことをイエス様
は教えてくださったのではないか、と言うこ
とです。そして、高貴な心を育てることを、
別の言葉に言い換えるならば、「天に宝を積
む」と言うことです。試練が過酷なものであ
ればあるほど、高貴な心を育てることは難し
くなります。しかし、過酷であるからこそ、
より一層高貴な心を育むことができるもので
もあります。
　ロゴスの笑いは、低俗なものであっては
ならない、ことをイチロー師匠から教わっ
てきました。品のある笑い、多くの人を癒
したり、励ましたり、希望を与えることの
できるような笑いは、高貴な心を育む日々
の努力なくしては生まれないように思いま
す。
　「心の貧しい人々は、幸いである。天の国
はその人たちのものである。」
　この主イエスの言葉が、ロゴス腹話術の道
に励まれる皆様にとって一つの指針を示すも
のとなりましたら、本日の礼拝のお役を務め
させていただいた私の大きな喜びです。

日本ｷﾘｽﾄ教団島之内教会牧師 木戸定
（ロゴス腹話指導者術研修会・技術認定会開会礼拝説教より）
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2月11日研修会を振り返って
理事 春風とんぼ

　ロゴスが誕生して実に五十二年。イチロー師匠が残して
くれたロゴスの腹話術が生き続けていることは不思議でな
りません。
　唯なんとなく生きているのではなく『腹話術のすべて』
が表紙から最終の頁、つまり「イクテュス（ギリシャ語で
魚の意味：注）」のマーク迄、『くせになりそう』の研修項
目に要望されてきたことが最大の喜びです。
　「なぜ魚らしきマークですか？」と質問されたのです。ま
た「師匠のイラストで眼はヨコがつり上がっているはず、 腹
話術伝承への執念にもえております。このイラストの作者

は今どうしていますか？」この急襲には、目を白黒しました。かくの如く『腹話術のすべて』を
徹底的に学び直したいと言う申し出があったことです。
　師匠が「クセになりそう」と言われた事は「何」だ
と思うか？と言う質問には百人百様、こんなにも気に
していることが多かったのだと思わされました。
　一級挑戦の三人は、真剣勝負でぶつかって来ました。
台本の扱い方、台本に記されたルビが忠実に演技に反
映されていました。近い将来、指導者に立ってくれる
にふさわしい人材であったことが最大の収穫でした。
　さあ、中部地方に偏在している会員をもう少し広げ
たいと言う祈りがあります。
　真のロゴス腹話術を掘りおこして行きたいと思いま
すがだんだんと時間がなくなって来ました。神さまの
お導きがなければ、進む路は見えません。時間をもう
少し残してくださいと願いつつ、心を1つにした仲間が
頼もしい。このことも大きな喜びです。

注：イクテュスはギリシャ語でイエス、キリスト、神の、子、救世主の頭　　　　　
文字を並べた単語でもあります。本会報の 1 面左上の魚のマークです。

研修会・技術認定会感想
会員

　いろいろな内容はとても参考になりました。発声練習では、頭音の出し方。「手のひらをたい
ように」では、手話による声の表現の仕方を学習しました。技術認定（1級）では、台本、しゃ
べり方、発音、間の取り方、人形の表情等よかったです。『腹話術のすべて』の「イチローの腹
話術　ズバリひとこと」では、声を出して読んだことは久しぶりだったので、音読、群読の素晴
らしさを体験しました。交流会は、とてもおいしい昼食とコーヒーで交流を深めることができま
した。「いなむらの火」の春風ひすい先生の紙芝居は、声、絵、物語の進行がとても素晴らしく
感動しました。また「たたくとポン」もたいへん面白く、近々地元でペーパークラフトがありま
すので参考にします。「くせになりそう」と「台本の書き方」の春風とんぼ先生は、毎日コツコ
ツとくせになるくらいの練習の大切さを学習しました。また「台本の書き方」では、物をつくり
あげふくらませる（民話等）台本にルビにて感情や演出を記入して内容を楽しく展開することを
学び、生かしていきたいと思います。

台本の書き方
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楽しみは、母が買って来た丸ごとの魚や大根、
かぼちゃ等の素材が、見る見るうちに変化し、
庭の青葉等で彩どり良く盛り付けられること
です。完成した料理に乾杯ではなく拍手をし
ないわけにはいきません。他の兄姉は調理に
興味はなく、出来上がりの料理を喜んでむしゃ
むしゃ食べるだけでした。でも私にはこの母
が心を込めて作ってくれた料理は、まるで兄
のマジックのように映りました。5歳にして、
私は日本一の料理人になると決心したのでした。

　私が義務教育を終え念願の料理人になろう
とすると、10歳年長の兄から「健一、社会は
甘くない。今の社会は教育が第一。学問なく
ては社会に通用しないから、上の学校に行く
ように」と言われました。兄は進学の用意も
してくれたのですが、親戚が推薦する料理屋
から早く来るように言われ、兄に断り念願の
料理の道に入りました。

　さて、「包丁一本 さらしに巻いて、 旅へ出る
のも 板場の修業…」と演歌にあるように料理
人は料理屋、ホテル、旅館等、変化をつけて
修業して腕を磨いて行くのが習いでした。そ
れは、一人ひとりの板長の長所を学び、腕を
磨いてゆくためです。私は色々な場所で修業
して歩き、頼まれて板長として戻った湯河原
温泉老舗の翠明館で働いている時、女将から
英子を紹介され結婚しました。私26歳、英子
25歳。それから54年間、お互い愛し合い、祈
り合い、助け合い、励まし合い、譲り合いな
がらの楽しい思い出多き人生でした。

兄野田市朗と料理人の私の歩み
－「ケンちゃん」は私の名前に由来します

ロゴス腹話術研究会アメリカ会員
野田健一

　主の御名を心から賛美いたします。

　今日も神様の豊かなお恵みにより、清めら
れ、強められ、祝福され、聖霊の御技の中で
生かされていることに感謝いたします。

　日本のロゴス腹話術研究会会員の皆さま、
初めまして。野田市朗（春風イチロー）の弟
の野田健一です。アメリカ在住のロゴス会員
として初めて会報に寄稿させていただきます。
今回は兄市朗とこれまでの私の料理人として
の歩みを紹介させていただきます。

　東京生まれ、4人兄弟の末子です。兄市朗と
の間に姉が二人いて末子が美男子の私？健一
です。父の日本一健康に育って欲しいとの願
いで、健康第一から健一と名付けられました。
その親の願いがかない、85歳の現在までお医
者様の薬は飲んだこともなく、血圧、コレス
テロール等検診でも正常と診断されています。

　私の市朗兄の記憶は、何時も机に向かい勉
強していたことです。そして夕食後は必ず家
族を前にして、得意のマジック劇場をしてい
ました。兄は色々な手品で家族を楽しませ、
落語家の物まね等で笑わせてくれました。娯
楽のない時代でしたが、私たち家族は何時も
笑いに満ちていました。そんな市朗兄は、腹
話術の人形に、響きが良く可愛い弟の名であ
る「ケンちゃん」と名付け活躍してゆくのです。

　一方、私が日本料理の板前を目指したのは、
母の存在が大きいです。幼い頃、いつも母の
作る料理に興味津々でその傍に座り込み、料
理の仕方、仕込み方、盛り付け、煮方、焼き
方等々を見て楽しんでいました。

　コンピューターもテレビもなく、頼るのは、
感ピューターとういう古き良き時代、唯一の

（2017年新丸子教会墓地にて野田めぐみ理事長と）
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　1961年2月結婚式の日、外務省より公用の
パスポートを頂くと、若き2人は胸を躍らせオー
ストラリア、シドニーの総領事館付き料理人
として働き始めました。当時のオーストラリ
アはのんびりとして、慌ただしい東京から来
た私はびっくり、しゃくりでした。だって海
の桟橋に行き、釣り糸に海老を付け垂らすと
小鯛がぼんぼん釣れるのですから。また潮が
引くと岩場にアワビがあちこちにいて手づか
みで取れました。岩の間には、ウニの大きい
のが山といます。サザエもなまこも、日本で
あれば高級食材のこれらを、総領事館の VIP
のパーテーに使いました。小鯛は姿焼きでサ
ザエもつぼ焼き等でお客様をもてなしました。

　2年8カ月の総領事館勤務の後帰国すると、
今度はブリジストンタイヤ経営のホテルで料
理長として迎えられました。しかし間もなく、
アメリカ西海岸のバヨラ大学神学校に通い、
リバーサイドの教会で牧師をしている市朗兄
から、「健一、アメリカは素敵な国だから来な
いか？」と誘いがあり、後先考えない若い私
達は、ホテルを退社して何の保証もないアメ
リカに旅立ちました。

　当地に着くとすぐ、映画の都ハリウッドの
老舗料亭のインペリアルガーデンに招聘され、
料理長として勤務しました。3年目には、映画
俳優の住む高級住宅地ビバリーヒルズに新し
くオープンした、センチュリープラザホテル
の大和レストランに料理長として迎えられま
した。そんな折、地元のロサンゼルスタイム
ス新聞社主催で、各一流ホテルの料理長が料
理講習する機会があり私もホテル代表で出場
しました。日本の芸術である剥きもの大根や
ニンジン、胡瓜、芋等で鳥、舞鶴、孔雀等を
剥き、料理も作りました。当時和食は一般的
ではなく、それを見た人々は芸術的な美しい
日本料理に感動して下さいました。そして次
の日の新聞に私の写真記事が載り大反響があ
りました。それまで500人程度だった店のお客
様は、その日から一晩700人も来るようになり
多忙になりました。特に毎晩のように来てく
れたのは、フランク・シナトラ、サミー・デ
イヴィスJr.、ディーン・マーティン、ザ・ロー
リング・ストーンズ等、著名な歌手、映画俳

優で、私の店はその社交場になっていました。

　このホテルに7年勤め、私は自分の店を持ち
たくなり独立しました。自分で店を始めて約
28年。全てとんとん拍子で健康にも恵まれ、
神様に何時も守られ感謝で祝福されての人生
でした。

　市朗兄は日本に帰国しましたが、度々アメ
リカの地に来ては当地の日系人教会でケンちゃ
んの腹話術を使い、各地を回り伝道集会を開
きました。当時はアメリカにも春風イチロー
師匠の弟子もおりましたので、その人達も教
会で交流していました。

　一番思い出に残るのは、私の通うフリーメ
ソジスト教会の会員の34歳の女性ハドレーさ
んです。教会で兄の説教を聞き、悔い改め洗
礼を受けられ、私の家での家庭集会でも一生
懸命聖書を学んでいました。残念ながらお子
さんを残し癌で昇天されましたが、痛みもな
く、平安の内に喜びに満ち溢れた最期でした。
市朗兄が昔アメリカの各地で行った伝道集会
で蒔いた一粒の種は、今は大きく花開き大輪
の花となっています。種も落ち又次の世代に
と永遠に続くことを祈っています。

　私の料理人人生を振り返る時、夢のような
人生でした。神様は何時も私達の背後にいて
下さり、進むべき指針を示して下さいます。
特に思い出に残るのは、昭和34年4月10日の
皇太子殿下、美智子妃殿下のご成婚のことで
す。何日か前から式典の宮内庁皇居に入り、
ご成婚の料理に力一杯携わりました。そして
この記事を書いている時、元号は「令和」に
変わり一つの時代が終わったことを感じます。
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介護から学んだ三つの事（前号のつづき）

テレサ・コースケ

〇　コースケ君
×　ナアニ
〇　あのねぇ
×　ウン

〇　�今日のお話しはね、介護から学んだ三つ
の事

×　ドンナコト
〇　どんなことでしょうね
×　ヒトツ
〇　ひとつは、整理整頓
×　アンタノコトヨ
〇　私の家、散らかってるね！
×　フタツ
〇　二つは
×　ウン
〇　感動すること
×　カンドウデスヨ
〇　そう感動することね。そして三つめは
×　ナーニ
〇　三つめは、感謝する事
×　アリガトー
〇　そうそう。　お客さま　来ていただいて
×　アリガトー
〇　じゃ　お話を始めましょうねぇ

〇　おばあちゃんの介護で一番困ったのはね
×　ウン
〇　�おむつの中に手を入れて粘土をこねるよ
うに手をすり合わせているの

×　ウウ～ン　汚イ
〇　�どうしてこういうことするのかなって考
えたらね

×　ウン
〇　�年をとって認知がくると、匂いがわから
ない、目も見えなくなる

×　ハクナイショウ　ヨ
〇　�そう白内障もあって、　耳も遠くなり人の
話も聞き取れないのよ

×　タイヘンダ
〇　�出来るだけゆっくり、聞き取りにくい言
葉は使わないようにしたのよ

×　フーン
〇　�オムツの中に手を入れるのを防ぐには、

オムツの上にはく、短いパンツとシャツ
をオープンファスナーでつなぐの

×　�ウン
〇　�オムツの交換は、ファスナーを外して体
を横にして、身体をゴロゴロ動かして

×　�運動スルノ
〇　そう運動するのよ
×　ウン
〇　�その時、お腹を左から右に押したりして
ね

×　ウン
〇　手袋をして肛門をほじったり
×　キタネエナ
〇　出なかったら困るんだから
×　ソウネ
〇　扇風機を自分の後ろにおいてね
×　ウン
〇　�おばあちゃんの方には向けないようにして、
匂いを外に出すようにしたの

×　フーン、
〇　�介護はね、ある程度自分のために工夫を
して、出来るだけ仕事を楽にするのよ

×　ウン
〇　�おばあちゃんも気持ちの良い生活をした
いでしょ

×　ソウネ
〇　�食事をする時　おばあちゃんは「おいし
いね」って言うのよ

×　フーン
〇　�「生まれて初めて食べた」って言うのよ。
それを聞いた時ね

×　ウン
〇　�私思ったの。贅沢になって、一番初めに食
べたもの、一番初めに触れたものに感動
する事を忘れていたの

×　カンドウスルネ
〇　�感動するってことをおばあちゃんは教え
てくれたのよ

×　ヨカッタネ
〇　�おばあちゃんはね、亡くなるその日まで　
「静子さんありがとう」って

×　アリガトウ、ダケナライエルヨ
〇　�「あなたのおかげよ」って言ってね、亡く
なった

×　アリガタイネ�
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〈事務局だより〉

【初心者研修会】
2019年5月、豊田腹話術の赤とんぼさんが研修会を実施しました。
新しい腹話術の仲間を歓迎いたします。

【今後の予定】
運営委員会：6月7日。
総会・第６回技術認定会：2019年6月21日10時から名古屋駅近く

「百楽」にて。
第７回技術認定交流会：2019年11月23日。

〇振込用紙を同封させていただきました。
　年会費5000円、寄附をどうぞよろしくお願いいたします。

【会費・寄付金振込先】（名義はともに、“一般社団法人ロゴス腹話術研究会”です）
ゆうちょ銀行：振替口座番号 00240-2-103127
ゆうちょ銀行：店名：〇二八（読み ゼロニハチ） 店番：028 普通預金８８５９０５２
みずほ 銀行：武蔵小杉支店 店番３７８ 普通預金 口座番号２８５３７６６

発行：一般社団法人 ロゴス腹話術研究会 事務局
〒211-0005　神奈川県川崎市中原区新丸子町734-1
アベニオ新丸子ビル402号
TEL/FAX：044-733-6650　　
メールアドレス：harukaze@logos.or.jp
ホームページ：https://logos.or.jp

〈編集後記〉
野田健一さんは1960年代、まだ西洋人が生で魚を食べることに強い抵抗があった時代から、今の和食ブームの先駆けとして奮闘されました。
多くのご苦労があったことは疑い得ないのですが、ご夫妻は明るく前向きな姿勢でその地に根付いていかれたと感じます。また添付の賞状
に名が記されている、宮内省主厨長（料理長）秋山徳蔵氏は、その半生が2015年にドラマ『天皇の料理番』で、若手人気俳優の佐藤健によ
り演じられました。この皇室の慶事に野田さんも一緒に働いており、ドラマと重なって当時の料理人さんたちの奮闘が目に浮かぶようでした。

◉ホームページ更新中！
春風とんぼさんのコラムも更新しています。

URL：https://logos.or.jp

保育園でのボランティア活動
2019年3月20日、都内の保育園で春風テレサさん、春風ウータンさんによる腹話術のボランティアが行われま
した。6歳までの80人の子ども達が食い入るように演技に見入っていました。ウータンさんが「質問がある人？」
と問いかけると、たくさんの手が挙がりお人形への素朴な疑問が寄せられました。またテレサさんが「イツツ」
の台本で語りかけると、大うけしていました。「幸せなら手をたたこう」などの歌も一緒に歌いました。最後に「ま
た来て良いかな？」には、「いいよ。だって大好きだもん」「だって面白いんだもん」との声が飛んでおり、素
晴らしい会となりました。たいへんお疲れさまでした。

2018年度 ご寄付いただいた皆様
ご寄付をいただきました皆様には、
心より御礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、
当研究会の運営等のために役立たせていただきます。
誠にありがとうございました。

春風とんぼ、春風テレサ、春風ひすい、春風ウータン、春風テッテル、
春風赤とんぼ、春風イチゴ、春風福笑、春風つばめ、野田めぐみ、
伊東ゆたか、匿名３名
総計818,500円

春風赤とんぼ 作


