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日本訪問日本訪問日本訪問日本訪問を振り返ってを振り返ってを振り返ってを振り返って 
 

元るつ記記念基金奨学生 

レア・ジョイ・D・フローラ 
 

日本は、世界でも最も美しい先進国のひと

つで、誰もが訪問したいと夢見ている国です。

私もその一人でした。日本は、最新技術を有

し、豊かで美しい文化と土地に恵まれ、きち

んとした人々、等々として良く知られた国で

す。私は、このような国を訪問したいと願っ

ていました。それは単にこの国の美しさを経

験したいというだけでなく、何よりもまず私

の生涯形成にとって非常に重要な役割を担っ

て下さった方々、特に私の大学卒業の夢を実

現してくださったるつ記記念基金の方々にお

会いしてお礼を申し上げる機会を得たいと願

っていたからです。この基金は、その背後に

いるるっちゃんの信仰に動かされた方々の愛

とお支えによって、私の人生を大きく変えて

下さいました。私は、神様がそのような方々

のご支援を受ける機会を私に与えて下さった

ことに本当に感謝しました。私はオランダで

勉強していた頃、インターンシップ(実務研

修)をこの日本で行いたいと実際に願っていま

した。でも、海外でのインターンシップは手

続きが複雑で、期限内にインターンシップを

完了できなかった場合を恐れて実行できませ

んでした。しかし、2013年に小林毅さんを通

して、るつ記記念基金が私を日本に招聘して

くださることを知り、非常に感激しました。

私にとって「夢が現実になった」からです。 

 

日本訪問の私の夢は、2014年11月6日に初

めて入国し11月19日までの14日間滞在という

形で実現しました。成田空港に到着した時、

日立教会の皆さんの温かい歓迎に圧倒されて

しまいました。まるで私が重要人物(VIP)のよ

うに大切に出迎えて下さったからです。私は

和田さんご夫妻、滝口さん、百瀬さんに温か

く迎えられ、日立市の東横インに着いた時に

は百瀬夫人にも歓迎して頂き、この時の幸せ

な思いは言い表せません。まるで日本にいる

ことが未だ夢を見ているようでした。私のお

会いした皆さんは素晴らしい方々でした。皆

さんは、私がこの国にいる間中ずっと親しい

仲間の一員として感じさせて下さり、気持ち

よく過ごさせて下さいました。皆さんから放

たれる歓迎の愛と温かみを感じることができ

ました。 

 

 

 
私が日本滞在の14日間を通してこの美しい国

で得た幸福と素晴らしい経験を、ここに分か

ち合いたいと思います。日本とそこに住む

人々に触れる機会を得たこと、とりわけるつ

記記念基金と日立教会の皆さんにお会いでき

たことは、私がとても恵まれていると言わな

ければなりません。ここでは、私がお会いし

た方々について、私が訪問して話した場所や

出来事について、そして私が食べた食事につ

いての３つについて私の体験したことを報告

したいと思います。これら３つの重要な事柄

は、いずれも私に多くの感動を与え、私の眼

を楽しませ、味覚を驚かせるものでした。私

が味わった日本の食事はとても美味しかった

ですから。 

 

お会いした人々お会いした人々お会いした人々お会いした人々についてについてについてについて 

 

多くの人々にお会いし、これらの方々の内

面的、外面的な美しさに触れる機会を得たこ

とは、私の日本訪問の最も重要な部分であり、

私のこれからの人生の大事な宝物になると思

います。私のキャリア形成に大きく貢献して

くださったるつ記記念基金および日立教会の

方々にお会いできたのは、非常に光栄なこと

でした。皆さんの何がすばらしいと感じたの

かおわかりですか？皆さんとのほんの短い出

会いの中で、本当に私は皆さんの愛を感じ、

私自身が皆さんの中に溶け込むことができま

した。私はいつも「私は家から遠く離れてい

るのに家族、クリスチャンファミリーを見つ

けた」と伝えました。私はこのような極めて

貴重な出会いができ、また皆さんがクリスチ

ャンとしてどのように生活し、るっちゃんの

成田空港到着時、出迎えの和田さん、

滝口さん、百瀬さんと共に 
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生涯によってどのように動かされたかを直に

感じ取ることができました。皆さんを通して、

私はるっちゃんについてもっと良く知ること

ができ、彼女によって皆さんがどのように鼓

舞されたかを知ることができました。更に、

るっちゃんが教会員や基金に賛同してくれて

いる人々や組織の生き方にどのように影響を

与えたかを理解することができました。フィ

リピンや他のアジアの貧しい国々の援助が必

要な子どもたちを助けたいという彼女の願い

の故に、皆さんがるっちゃんを如何に大切に

し、彼女の思いに敬意をもっているかを、も

っと良く知るようになりました。これらとは

別に、るっちゃんの父上の藤崎信牧師にお目

にかかったのはとても光栄なことで、るっち

ゃんに直接にお会いしたような思いにもなり

ました。藤崎信牧師が時を経て如何に強くな

られたかも非常に心を打たれました。80歳に

なられてなお、彼は神様に仕える信仰を維持

して未だに教会に奉仕しておられました。彼

はるっちゃんの生涯を映す鏡でもあり、また

幸福で明るいクリスチャンの本当の見本だと

思います。 

 

 

 
 

教会員の皆さんとの出会いは、とても心動

かされる忘れがたいものでした。光栄にも、

皆さんの前でお話しさせて頂き、るつ記記念

基金が私の人生をいかに変えて下さったかを

話させて頂きました。また、個人的に皆さん

と面談できたことも素晴らしい機会でした。

皆さんがどんなに親切で優しいかを感じるこ

とができて、とても感動しました。 皆さんは

素晴らしい人々で、このレポートを書いてい

る今も皆さんとのお交わりが懐かしく、涙ぐ

んでしまいます。私はこの教会に属している

ような感情にとらわれました。皆さんと一緒

にいる時にはいつも感情が高揚してしまった

のはなぜでしょう？それは多分、クリスチャ

ンファミリーの中にいるという、私にとって

初めての経験だったからだと思います。日立

教会では、他の教会や私の母教会ですらもこ

れまで感じたことのないような愛を強烈に感

じたからです。うまく説明できませんが、わ

かっていることは皆さんが教会の中で私を一

員として迎え入れて愛してくださったという

ことです。この教会の皆さんが私たち奨学生

に示して下さったこのような愛とご親切を、

私自身が直接に受けることができたことに非

常に感謝しています。この様なお心の皆さん

全員に心からの敬意を表します。 

 

スピーチスピーチスピーチスピーチについてについてについてについて 

 

大勢の日本の学生の皆さんの前でスピーチ

をしたのは、日本でのもっとも緊張した経験

でした。大勢の別の国の学生の皆さんの前で、

私のクリスチャン生活やるつ記記念基金が私

の人生をどのように変えてくださったかをお

話しするのは、私にとって初めてでした。最

初は学生の皆さんが私の話を聞いてくれない

のではないかと心配しましたが、幸いにも学

生の皆さんは立派でした。彼らは私の話に注

目して傾聴してくださいました。 

 

 

 
茨城キリスト教学園中学校、ルーテル学院大

学、桜美林中学校・高等学校の学生の皆さん

に聞いて頂く機会が与えられたことにとても

感謝しています。彼らが私の話に刺激を受け、

るつ記記念基金の一端を担って他の人の助け

島田牧師、金丸さん、藤崎牧師と共に 

藤崎牧師宅にて 

茨城キリスト教学園中学校の生徒の 

皆さんの前でのスピーチ  

通訳の金丸さんと共に 
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になること、とりわけフィリピンやアジアの

貧しい国々の志を持った貧しい学生の助けに

なることが如何に大切かに気付いてくれるこ

とを心から願っています。 

 

るっちゃんの人生の一部であった学校を訪

問できたことにとても感謝しています。るっ

ちゃんについて更に知ることができ、同時に

それぞれの学校が如何に彼女を一人の生徒と

して、また一人の人間として尊敬して大切に

しているかを知ることができました。ルーテ

ル学院大学では、学生の皆さんと直に話し合

うチャンスがありました。学生の皆さんは素

晴らしい方々でした！ 私は、フィリピンの

貧しい人々を助けようとする彼らの自発的な

思いに心から感謝します。彼らは、若い時か

ら自分たち自身の方法で他の人を助けること

を身に付けていました。これは、るっちゃん

の生涯がこれらの学生たちを鼓舞して、助け

を必要とする他人を助けたいという彼女の願

いを見習うようにと仕向けている表れだと思

います。うれしいことに、その時の何人かの

学生が研修旅行でチャイルド・ファンド・ジ

ャパンのセンターを訪問した折にギマラスで

再会することができました。 

 

訪問先訪問先訪問先訪問先についてについてについてについて 

 

日本国内のいろいろなところを訪問できた

のは素晴らしい経験でした。本当に素晴らし

い時を過ごしました。農業に関する新しいこ

とを学びました。特に日立市の農工業フェア、

加藤牧場、アジア学院、東京のあいのう消費

者の会訪問などです。農工業フェアの展示に

はとても感動しました。日立市では、とても

美味しくて見栄えの良いたくさんの食料品を

展示していました。わたしは、作物がどのよ

うにしていろいろな製品に加工されるかのプ

ロセスを知るのが好きで、それらの製品の展

示方法や包装方法も参考になりました。展示

会の中で行われた餅つきも目を引きました。

伝統的なやり方でしたので、その作り方にと

ても興味がありました。そこでは餅の作り方

を展示していて、興味深かったのは消費者が

どのように作られるのかを見ることができる

ようにしているという点でした。私はこの方

法が気に入りましたので、私の住む町で展示

会を行う時には同じようにやってみたいと思

っています。訪問した畜牛牧場も素晴らしか

ったです。有機農法を取り入れた畜牛の最新

設備を見るのは初めてでしたので、素晴らし

い経験でした。牧場の設備にも感心しました

し、牧場の従業員が実際に行っている方法に

も感心しました。私が本当に素晴らしいと思

ったのは、牧場の中で栄養分のリサイクルを

行い、自給自足する統合的牧場システムを採

用している点でした。 
 

アジア学院訪問は本当に素晴らしかったで

す。非常に短時間でしたが、学院内の実際の

作業を見ることができました。活動に参加し

て、豚や鶏の生産管理システムを学ぶことが

できました。研修生の皆さんの農作業に参加

し、アジア学院の研修生としての経験などを

伺うことができました。とても素晴らしいと

感じたことは、アジア学院では校長やスタッ

フの皆さんも例外なく公平に料理の当番を受

け持つという点です。また、ここでは将来の

地域リーダー養成の一環として、食と生活の

取り組みをも行っている点にも感心しました。 

研修内容の素晴らしい点は、農場の生産現場

から食卓までを網羅するように設計されてい

る点です。ここでは農業の手法に留まらず、

調理方法についても学ぶことができ、これは

農村での働きにはとても必要な点だと思いま

す。 

 

 
あいのう消費者の会の皆さんとの出会いも、

またとても実り多いものでした。このプロジ

ェクトに数年間たずさわってこられたメンバ

ーの方々に敬意を表します。彼らは、有機農

法の作物の流通市場を形成するために、消費

者団体にボランティアとして何１０年も働い

てこられたとのことでした。あいのう消費者

の会の素晴らしいと思った点は、生産者農家

アジア学院の研修生の皆さんと 

島田牧師と共に農作業体験 
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の団体との直接の協力関係を戦略としている

ことです。彼らの活動は生産者と消費者の真

のパートナーシップの例であり、これは有機

食物の市場を維持していく上で最も有効な方

法のひとつだと思います。私の地元で有機農

業プログラムを継続的に促進したいと願って

いる私にとって好適な方法例だと思います。 

 

農業関係以外ですが、東京ディズニーラン

ドに連れて行っていただき、素晴らしい時を

過ごしました。この旅行は農場訪問とは全く

違い、この様な娯楽施設に行ったのは私の人

生で初めてのことでしたので、私は童心に帰

って楽しむことができました。いくつかのデ

ィズニーキャラクターはテレビでしか見たこ

とが無かったので、直接に見ることができて

楽しかったです。また、彩良さんと長い行列

に並んで小屋の中のミッキーマウスに会って、

一緒に写真を撮ったことも素晴らしい経験で

した。ディズニーランドに行ってディズニー

ホテルで夕食をいただいたことは忘れること

のできない思い出でした。また、彩良さん、

菅原さん、お嬢さん、お孫さんとご一緒でき

たのも楽しかったです。 

 

食べ物と宿泊について食べ物と宿泊について食べ物と宿泊について食べ物と宿泊について 

 

私の友達は皆、「日本食は素晴らしい」と

いつも言っていました。私も、実際に日本食

を味わって、それが本当だったことが確認で

きました。私は日本食が大好きで、もう一度

味わいたいと思っています。日本滞在中いろ

いろな日本食をいただきましたが、中でも

「寿司」が大好きです。浜寿司での回転寿司 

 

 

 

は素晴らしい経験でした。本当に素晴らしか

ったです！それから鵜の岬のホテルでの食事

は、たくさんのお皿に盛りつけられた日本食

を選んでいただけたのも素晴らしい経験でし

た。この様な素晴らしい食事の中でも、和田

さんのお宅での夕食が最高でした。そこでは、

私の日本滞在中ずっと同行して下さったるつ

記記念基金の皆さんと一緒に本当に楽しい夕

食をいただくことができました。とても美味

しい料理を用意して下さり、お世話になった

皆さんと一緒にいただくことができて、とて

もうれしく心打たれました。 

 

食事もですが、宿泊についても本当に素敵

でした！私のためにすばらしい宿泊施設を用

意してくださいました。ホテル宿泊（東横イ

ンや鵜の岬のホテル）は全てハイテクで素晴

らしい経験でした。私の日本訪問のすべてを

整えて下さり、私に同行してくださった皆さ

んはとても親切でした。私が日本にいる間中

ずっと、私のために時間を割いて同行してく

ださった皆さんにとても感謝しています。本

当に皆さんのご尽力とご親切に感謝していま

す。皆さんは教会をあげて周到に準備して下

さり、私の日本滞在を快適で楽しいものにし

てくださいました。金丸さん、和田さんご夫

妻、百瀬さんご夫妻、滝口さん、青野さん、

大内田さん、彩良さん、菅原さんとお嬢さん、

佐藤さん、島田牧師ご夫妻、その他るつ記記

念基金、日立教会の皆さんにこのように日本

でお会いする機会を与えて下さり、心から感

謝します。また、チャイルド・ファンド・ジ

ャパンの小林さんやスタッフの皆様にも感謝

したいと思います。事務所に温かく歓迎して

下さり、日本滞在中時間を割いて支えてくだ

さいました。また、この機会に訪問させて頂

き、お話しさせて頂く機会を下さった各学校

の先生方、生徒の皆さんにも感謝します。 

 

私を支えて下さったすべての方々にお目に

かかり、恵まれた気持ちでいっぱいです。そ

して皆さんが私に示して下さった愛とおもて

なしをこれからの生活に大切にしていきたい

と思います。皆様に改めて感謝し、将来また

お会いできる機会を楽しみにしています。あ

りがとうございました。全能の神様の祝福が

変わらずに皆さま方にありますように。 

(訳：金丸公春) 

 

和田さんのお宅での素晴らしい夕食後に

百瀬さん他との記念写真 


