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パリサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄って来て、イエスをため
そうとして、天からのしるしを見せてくださいと頼んだ。

しかし、イエスは彼らに答えて言われた。「あなたがたは、夕方には、
『夕焼けだから晴れる』と言うし、朝には、『朝焼けでどんよりしてい
るから、きょうは荒れ模様だ』と言う。そんなによく、空模様の見分
け方を知っていながら、なぜ時のしるしを見分けることができないの
ですか。悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナの
しるしのほかには、しるしは与えられません。」そう言って、イエスは
彼らを残して去って行かれた。

マタイによる福音書16章1～4節

ポイント１ イエスがここで言っておられること：
「今がどんな時代なのかを、見分けなさい」
→「私達は世界に無関心でいてはいけない。」
→「反知性主義」への警鐘



☑中東情勢の混乱
☑中国・ロシアの帝国主義
☑相次ぐ大災害
☑ISと「テロとの戦い」
☑貧富の格差拡大
☑EUの危機
☑新興国の原発輸入と核保有
☑資源の枯渇と水問題
☑コミュニティの崩壊
☑アメリカの衰退と、
見えない新秩序
☑地球温暖化問題
☑パンデミックの脅威
☑トランプ大統領の誕生
☑不安定きわまる東アジア情勢

2017年 現在の世界



1945年～1991年 東西冷戦構造
ふたつの「大きな物語」の対立
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フランシス・フクヤマ 「歴史の終わり」
（1992年初版）



フランシス・フクヤマ 「歴史の終わり」
（1992年初版）

冷戦が終わった世界は、
「資本主義と民主主義」という、

アメリカを中心とする西側が掲げた理想に向かって、
「歴史が終焉」していくであろう、とフクヤマは予言した。



2001年 9.11同時多発テロ

・・・その「予言」は外れた。
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☑「言葉」を重視
☑意志の力の過信
☑問題解決志向
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のではないか？



パリサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄って来て、イエスをため
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マタイによる福音書16章1～4節

ポイント１ イエスがここで言っておられること：
「今がどんな時代なのかを、見分けなさい」
→「私達は世界に無関心でいてはいけない。」
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本日の内容
１．東側からの物語（ウクライナの歴史）
２．行き詰まりに対するひとつの提案（KMJCの実践）
３．では、私達はどのように生きれば良いのか？

ウクライナ正教会の会堂「聖ミハイル修道院」



田舎で食べた「ボルシチ」→めちゃくちゃ美味しい！

本日の内容
１．東側からの物語（ウクライナの歴史）
２．行き詰まりに対するひとつの提案（KMJCの実践）
３．では、私達はどのように生きれば良いのか？







人口： 4,549万人

面積： 603,600km2 ＊日本は378,000km2

通貨： フリヴニャ（１フリヴニャ≓4円）

食文化：

言語： ロシア語とウクライナ語の併用
（法律ではウクライナ語が公用語）

ボルシチの発祥地

産業： 農業→ヨーロッパの穀倉地帯

世界で上位のユダヤ人が多い国（40万～100万人）



☑1932年～1933年、スターリンによって起こされた飢餓
☑ウクライナを「反ソビエト勢力の巣窟」と見、警戒。
☑工業化のためにソ連は外貨獲得のため「飢餓輸出」
☑餓死者の数は400万人～1400万人までの説がある。
☑20世紀最大の虐殺事件に数えられる。

ウクライナの苦難の歴史：①ホロドモール



ウクライナの苦難の歴史：②ポグロム（ロシア語で虐殺）とホロコースト

☑13世紀以降ロシアで何度も繰り返されたユダヤ人虐殺
☑1941年、ナチスドイツとソ連が交戦状態になる。
☑スターリンの圧政におびえるウクライナはドイツを英雄視
☑ポーランドから侵攻したドイツはウクライナを弾圧
☑ナチスによりユダヤ人がウクライナでも大勢殺された。



ウクライナの苦難の歴史：③1986年チェルノブイリ原発事故
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☑ソ連時代、ウクライナは「穀物庫」と同時に電力源だった
☑事故発生から2日後、スウェーデンの原発の、
放射線探知機が警報をならしたことで発覚。
☑ソ連邦崩壊の遠因となる「グラスノスチ」につながる。
☑事故後30年経つ今も、毎日3000名が働いている。
☑チェルノブイリは、ウクライナ語で「黒い草」という意味。
☑「黒い草」はこの地方に自生する「苦よもぎ」から来ている。
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第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、たいまつの

ように燃えている大きな星が天から落ちて来て、川々の三分
の一とその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、
川の水の三分の一は苦よもぎのようになった。水が苦くなっ
たので、その水のために多くの人が死んだ。
黙示録8：10～11
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ウクライナの苦難の歴史：④2014年の動乱とロシアのクリミア併合



ウクライナの苦難の歴史：④2014年の動乱とロシアのクリミア併合

☑2014年2月のデモを恐れヤヌコヴィッチ大統領は国外逃亡
☑2014年3月、ロシアがクリミアに侵攻、併合
☑2014年6月～現在 親米・新欧州のポロシェンコ大統領
☑チェルノブイリのことを話題にする人はもう殆どいない。



本日の内容
１．東側からの物語（ウクライナの歴史）
２．行き詰まりに対するひとつの提案（KMJCの実践）
３．では、私達はどのように生きれば良いのか？

KMJC（キエフメシアニックジューの会衆）の「犯罪者の社会復帰」プログラム
農場でニンニクの種を植える、元囚人



2012年 福島未来会議２

ボリス・グリシェンコ師
☑キエフに生まれたユダヤ系ウクライナ人
☑チェルノブイリ事故の影響で身体を病み、神の癒しを経験
☑KMJC（キエフメシアニックジューコングレス
＝キエフユダヤ人キリスト者の集い）の牧師・ラビ
☑KMJCはソ連邦崩壊後の90年代に始まり、現在2,000名が集う



2016年4月 「キエフユダヤ人キリスト者の会衆」
における「過越のシャバット（安息日の集い）」







出エジプト記12章の「過越の食事」と、
キリスト教の「聖餐式」が融合した食事



大切にされていたもの
☑共同体（家族単位で参加）
☑象徴（過越の食事、トーラー、角笛）
☑物語とストーリー（旧約の物語と人々の証し）
☑身体性と「宗教的熱狂」 汗をかき、大声で叫ぶ























毎月、「戦地」である東部に通い救援物資を届ける、
KMJCのメンバーたち。

地雷を踏まないように祈りながらの、
「命がけ」の人道支援



FVIの働き karashi.net



FVIの働き karashi.net

☑現在プロジェクトを支援している国々（と地域）
☑インド、ガーナ、エチオピア、バングラデシュ、ウクライナ
☑国内各地の教会の働きと、福島での放置牛の働き
☑FVIの働きのため、お祈りとご支援をよろしくお願いします。
☑karashi.net もしくは「陣内俊」で検索
☑先週までフィリピンの団体（CRFV）を訪ねていました。









忙しい現代人が「世界の見方を学べる」無料メルマガ
、、、FVIの活動の報告もいたします。
陣内俊の「読むラジオ」絶賛配信中！

ぜひご登録を！



本日の内容
１．東側からの物語（ウクライナの歴史）
２．行き詰まりに対するひとつの提案（KMJCの実践）
３．では、私達はどのように生きれば良いのか？

KMJCのメンバーたちと 最終日に



パリサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄って来て、イエスをため
そうとして、天からのしるしを見せてくださいと頼んだ。

しかし、イエスは彼らに答えて言われた。「あなたがたは、夕方には、
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ですか。悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナの
しるしのほかには、しるしは与えられません。」そう言って、イエスは
彼らを残して去って行かれた。

マタイによる福音書16章1～4節

ポイント１ イエスがここで言っておられること：
「今がどんな時代なのかを、見分けなさい」
→「私達は世界に無関心でいてはいけない。」

ポイント２ ひとつの疑問：
→「ヨナのしるし」って、いったい何なの？



3日間の後ヨナは吐き出された。→十字架の死と復活
その後、ヨナの宣教によってニネベは神と和解した。
つまり、「十字架による和解と回復」が「ヨナのしるし」である

主は大きな魚を備えて、ヨナをのみこませた。
ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。 ヨナ書1章17節

「ヨナのしるし」とは、、、
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KMJCの実践にみる「行き詰まりの先にあるもの」
☑自然界との調和：被造物とともに生きる
☑社会の中で弱く困窮している人に寄り添う
☑労働と人間性の回復
☑共同生活にみる「共同体と家族の回復」
☑旧約の歴史と有機的につらなる「物語の回復」
☑象徴や証にみる「言葉（合理性）を越えたもの」の回復

、、、、人が生きるということの「全体性」を回復する働き
↓

イエスの十字架と復活（ヨナのしるし）によって可能に。
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神

人

「二分法の近代」が行き詰まり、物語を喪失した21世紀
→「全体としての人間性」（Wholeness）の回復が必要

家族

自然

歴史と物語



神

人

「二分法の近代」が行き詰まり、物語を喪失した21世紀
→「全体としての人間性」（Wholeness）の回復が必要

家族 労働の意味

自然

歴史と物語



神

人

「二分法の近代」が行き詰まり、物語を喪失した21世紀
→「全体としての人間性」（Wholeness）の回復が必要

家族 労働の意味

苦難の価値

虐げられた者自然

歴史と物語



神

人

「二分法の近代」が行き詰まり、物語を喪失した21世紀
→「全体としての人間性」（Wholeness）の回復が必要

家族 労働の意味

苦難の価値

虐げられた者自然

歴史と物語

まとめ：行き詰まりの先にある「ヨナのしるし」とは、、、

コロサイ1章19～20節

なぜなら、神はみこころによって、満ち満ちた神の本質
を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を
つくり、御子によって万物を、御子のために和解させてく
ださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ
御子によって和解させてくださったのです。


