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＜聖書の神が紡ぐ物語：「声なき者の友」たちと被造物ケア＞
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だ。地球環境を支える自然農法
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の S 姉夫妻から始まり、福島の

を推進し、そこから始まる環境

ための着地点を模索する時代を

原発事故でつながった「声なき

保全と教育、また地球を支える

生きているのだ。

者の友」たち。彼らに起こされ

農法を支援する地域の人々によ

5 年前に訪れたバングラデシ

た思いは、効率と経済指標だけ

る先行投資の購入と貧困家族へ

ュの農村の激変を思い出す。20

を優先した 20 世紀の生き方で見

の野菜の分かち合いを推進して

年前は牛での農耕だったが、ト

失われていた「被造物ケア」に

いた。ここでは 3 か月のインタ

ラクターで耕し、養鶏場や魚の

つながっていた。イエス様が十

ーン実習があり、世界中から若

養殖場が激増した。農薬散布、

字架と復活で人々と地球全体が

者が集まっていた。聖書から

鶏や魚が病気にならないように

回復される「神の国」を成就さ

「被造物ケア」を学び、実践す

抗生物質の大量投与で、味はす

れ、その完全な表れまでの歴史
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っかりまずくなり、体に悪いと

を紡いでおられる 21 世紀という

ウスに宿泊し、ここで作られた
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時代の物語に、S 姉夫妻に起こ

自然農法の野菜を昼も夜も食べ

になった農業、水産業が途上国

された思いと失望する出来事を
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通して、私も参加させていただ
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を確保するバランスの取れた生

お祈りご支援くださる「声な

で自然農法だと地球にいいし、

き方は、先進国と言われた国々

き者の友」の皆さまも、神様が
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で後回しにされ、途上国に伝え

紡ぐ大切な物語にそれぞれの場

も高い！手間暇かかる自然農法
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は、消費至上社会への挑戦だ。

スが伝えた「神の国」の実践か

ます。皆さまの貴いお働きの上

機械化・大量生産で作った安い

らみれば、これこそ伝えるべき

に、主の恵みが豊かであります

商品を消費する仕組みの社会。

ものだったのに。先進国も発展

ように心からお祈りいたします。

土と太陽という完全には取り換

途上に過ぎない。
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