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１．宗教的文脈での傾聴者養成

　人生はさまざまな苦難があるいっぽうで、もろもろの災害や事故や事件を通して、
多くの方の亡くなるような状況にも、私たちは出会う。このような事柄と向きあうに
あたり「一人ではないこと」が力になるのはいうまでもない。この、もう一人の人を、
私たちはしばしば、傾聴者と呼ぶ。
　日常語としての「傾聴」は、たとえば『広辞苑』第４版では、「耳を傾けてきくこ
と。熱心にきくこと。『――に値する意見』」とある。ヒューマンケアの文脈に近いと
ころでは、相手に「寄り添い」、無条件に純粋な気持ちでひたすらに聞く、というイ
メージもあるだろう。だが、日常語となった「傾聴」のこのようなイメージは、傾聴
者の養成という観点から見るとやや理想主義的ではないかと筆者は感じる。傾聴者は
実際には、人としての有形無形のしがらみを抱えて、さまざまな価値観のフィルター
を通して聴くことを避けられない。また、「聞く」という能動的行為にのみ焦点が当た
っているが、一面的な捉え方だと感じる。「語る」相方の能動的行為や、「語る」相方
が傾聴者を受容することも同時に起こっていて、とても複雑な過程がそこにはあるは
ずだ。
　傾聴者にとって、傾聴の相手は、最終的には完全な理解をすることができない他者
であるという点で、「寄り添い」や「無条件」「純粋」を求めると、逆に傾聴者を縛る
こともあると感じられる。筆者はどう捉えるか、改めて定義をしておきたい。

　　 　さまざまな困難を抱える人の声を聴き、そこにある客観的な問題・課題のみな
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らず、その人の苦悩や痛みをその人の主観に近づいて理解する試み。傾聴には限
界があり、どこまで近づこうとしても理解は不完全で、最終的にはその人は他者
なのだと認めざるをえず、なんらかの回答や解決策さえ提示できないことも少な
くない。けれども、近づくことで、必要に応じてさまざまな他職種と連携もし、
その人の意思決定を支援する可能性も、その人がその人らしくあることを同伴者
として手伝う可能性も開かれる。傾聴とは、これらの可能性に懸ける姿勢である。
いっけん矛盾するようだが、その人の声だけでなく、傾聴する自分自身の心の声
を聴くことが、傾聴の姿勢をととのえると考えられる。傾聴する者のありかたは、
傾聴やその果実に影響せずにはいないからである。

　苦しみや痛みを語る言葉は、宗教や哲学や文学などに源泉を見いだしてきた。とこ
ろが、阿満利麿がいうように、日本人は「創唱宗教に無関心」とみえる状況にある（阿
満1996）。苦しみや痛みに出会う人のためになんらかの手当を行う場合、宗教者の場合
は、宗教的な方法が用いられないかと考えるのが自然だろう。だが、「創唱宗教に無関
心」な日本人のなかでは、なんらかの創唱宗教をよりどころとしてきた宗教者は、ど
のようなかかわりをすればよいのか。これは、その創唱宗教教団への問いであるとと
もに、そのような現場に置かれる個々の宗教者への問い１でもある。日本国内のさまざ
まな宗教者による傾聴の現場では、どのようなかかわりがなされているのか？　また
そこで、宗教色の濃い「宗教的ケア」と宗教色を抑えた「スピリチュアルケア」とは
どのように配置されているのか。そこから現代日本人の「人生の深淵を覗き見る」あ
り方について掘り下げられないか。なんらかの宗教的背景をもった医療施設で、その
宗教的背景をもつ傾聴者が、無宗教や他宗教の患者や家族の話を傾聴するときに、ど
のような配慮や注意を行っているか。これが、天理医療大学の山本佳世子が立てた問
いであり、筆者も共同研究者のひとりとしてこの研究にかかわることとなった２。
　傾聴や心のケアが重要であるということが語られすぎて、いまや、言葉がすり切れ
てしまった感さえある。だが、こうした言葉がいまほど語られていなかった48年前か
ら、傾聴者の養成に取り組んできたのが、佼成カウンセリング研究所（http://www.

１ 　同じ宗教・宗派に属していれば、物理的な苦難や実存的な問いと、それへの対応とが、いわば需
要と供給の内容が一致するというわけではない。たとえ同一家族間であっても、その立ち位置によ
って、価値観によって、求めるもの、与えられるものは異なるだろう。同一教派内であっても「あ
わない」傾聴者に出会ってしまって残念な思いをする例をとりあげ、David O. Moberg（2001）は注
意を促している。同一宗教・宗派や、同一家族に属する場合は、むしろその不一致への異議申し立
てがより難しくなるであろうと想像される。宗教的な他者（あるいは非宗教的な他者）にたいして
どのようなスピリチュアルケアを提供するかという問いは、他者一般に対してどう向きあうかとい
う問いに置き換えうるとともに、いっぽうで、個別の事例をより深く調査する必要があろうと考え
られる（葛西・板井2013）。
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kosei-counseling.net/）であった。
　立正佼成会は、法華経への信仰を基盤とする在家仏教教団で、日本国内における宗
教間対話や宗教協力を精力的に牽引してきた教団であり、無宗教者や他宗教者にたい
する配慮を教団のあり方として長年にわたり重視してきた。筆者がユニークだと感じ
られるのは、一つはケアの現場でのそのような配慮を当然のこととする「心の相談員
（スピリチュアルケアワーカー）」（以下、「心の相談員」とする）たちの姿勢であり、
もう一つは、教団の人材育成のために設置されたカウンセリング研究所でありながら、
他宗教者や無宗教者が受講生として受け入れられ、「有資格者」として「心の相談員」
の活動を一緒にしている、ケア者の共同体としての姿勢である。
　佼成カウンセリング研究所という事例でも、宗教者と非宗教者への対応の違いはも
ちろんあるだろうが、境界線は複数あり、かんたんに論じることができない。創唱宗
教あるいはなんらかの教団への所属という形には抵抗があっても、霊魂や神仏の存在
などをうっすらと「信じている」あるいは「感じている」人は少なくない。医療者と、
医療者ではない「心の相談員」とは、病棟での責任や権限ももちろん異なり、患者や
家族の世界にかかわるあり方も異なっている。
　以上から、本共同研究の問題意識は、「他者理解や他者との対話の困難さ」という問
題に一般化することも可能だ。その一般性の問いを、病院ごと病棟ごと専門職ごと個
人ごとの個別性と突き合わせ、一般化と個別化の往還の中でみいだせるものを、まず
は整理不十分でも拾い上げたい。このような観点から、立正佼成会が「カウンセリン
グ」という「世俗的な」選択肢をその宗教活動に組み込んだ意味を考えてみたい。

２．佼成カウンセリング研究所とは

　自教団の教説を崇高で卓越した真理として取り扱い、他宗教に対して寛容でないと

２ 　山本佳世子を代表者とする共同研究は、科学研究費補助金（基盤研究（C）　課題番号18K00093）
によるものである。天理よろず相談所病院、長岡西病院、あそかビハーラ病院、栄光病院、ガラシ
ア病院とあわせ、筆者は立正佼成会附属佼成病院にて奉仕する、佼成カウンセリング研究所からの
「心の相談員（スピリチュアルケアワーカー）」７人への調査を行う機会をいただいた。後述するよ
うに、佼成カウンセリング研究所は、立正佼成会会員でない人にも開かれた傾聴者養成機関であり、
今回のインタビューでも会員と非会員両方の「心の相談員」にもインタビューすることができた。
なお、７人のインタビューのうち、３回は筆者葛西に山本が同行している。

  　筆者は、佼成カウンセリング研究所のほんの一端に触れたのみである。述べられるのは立正佼成
会や佼成カウンセリング研究所の公式見解ではなく、偏りや誤解を多く含んだ筆者の理解である。
ただ、筆者は上智大学グリーフケア研究所で傾聴者の養成に携わっており、傾聴者養成のあり方・
目標設定を考え、また関心をもっている。そのため、まず現時点での筆者の理解を言葉にしておく
ことが有意義と思われた。筆者には、両者のプログラムを詳細に比較する準備がなく、また、優劣
を論じる意図もないことを強調しておきたい。
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感じられる教団もあるなかで、立正佼成会は、世界宗教者平和会議などを通じて国際
的な宗教間の対話や宗教の相互協力を説いてきた。法華経の理念を信仰の中核に置き
ながら、その一方で、仏教史の中に広く信仰の典拠を求める研究・出版活動を行って
きた（中央学術研究所、佼成図書館、佼成出版社はその例）。また、さまざまな社会貢
献事業を展開してきた。1952年に設立された立正佼成会附属佼成病院もそのひとつで、
佼成会の本部に隣接しながらも、杉並区を中心とした地域の人びとに利用されている。
　同じヒューマンケアにかかわる事業ながら、1972年に設立された佼成カウンセリン
グ研究所は、佼成病院とはすこし位置づけが異なるようにみえる。「仏教精神を基盤と
した教育をとおし、多くの人びとの役に立てる人材の育成機関と立正佼成会の社会奉
仕活動援助のための教育を主な目的として」「旧布教本部教育課内に設立」された。設
立後すぐに、全日本カウンセリング協議会に加盟し、同協議会規定のカリキュラム
（http://www.zenzen101.info/shikaku.html）に準拠３したカウンセラー養成講座を開講し、
「カウンセラー養成機関として社会的に認知される研究所とな」ったという。同協議会
には現在18の加盟団体があり、キリスト教系の団体と思われるカリスや、仏教系と考
えられる真宗カウンセリング４も、その中にある。そして1975年には、「佼成カウンセ
リング相談室」が開かれた。興味深いのは、教団の人材養成を意図していながら、教
団にとっては外部の全日本カウンセリング協議会のカリキュラムを採用し、教団外部
の非会員にも講座を開いていたことだ。非会員の Pさんの以下の語りは、教団人材養
成の制度でありながら、会員以外の人と一緒にまったく平等に課題に取り組む環境が
用意されていたことを物語る。

　　 P：特に、導かれたとかうちの教会来ないとか、そういうことは一切ないので。普
通にその人の人柄として、その信仰が生きてる感じを味わわせてもらって。ほん
とに、いいかかわりをたくさん頂きました。……一人一人、みんなそれなりに悩
みを抱えてて。苦しみながら参加してる方が多かったかなと思うんですけど。そ
れに対する、何ていうか、やっぱし信仰もたれてる方の、何ていうんだろ。きっ
と、それは意味のあることとして捉えて、じゃあこうしなさいこうしなさいじゃ
なくて。一緒にそこに心配しながら案じながら、寄り添う姿がずいぶん見られた
ように思います。〔壁も〕全然ないです。シスターの方も、一時、来てらしたし。
全然、信仰のない人もいましたし。

３ 　担当講師の個性はもちろん出るだろうが、カール・ロジャーズの理論、フォーカシング、箱庭療
法など、広汎に心理療法全体を取り扱っていると推測されるカリキュラムであった。
４ 　真宗カウンセリングは、1961年、浄土真宗本願寺派の僧侶、龍谷大学や平安高校の教員たちを中
心として、カウンセリングを学ぶ研究会から始まっているという。（http://dbpca.web.fc2.com/what_is. 
htm、2020年９月９日アクセス）



心の声に従う　―佼成カウンセリング研究所における傾聴者養成―

131

　　葛西：どのぐらいの比率でいらしたんですか。

　　 P：いや、最初は割と多かったです。社会に還元するという意味で、信仰のない
者も受け入れてくれた。だけどだんだん、各教会でうちの会員をぜひぜひってい
うふうに、要望が強くなってきて。今は少ないんじゃないかなって。

　心の相談員スピリチュアルケアワーカーをつとめる Pさんは非会員。月１回、土日
１泊２日の２日間の学びを四年間という講座が、しかも無料という『佼成新聞』の告
知を見て参加した。会員に限定されないさまざまな無宗教や他宗教の人が受講したと
いう。また、一時は Pさんも研究所の職員としてつとめたこともあったと語る。二年
を終えたところで絞り込まれ、受講生は半分になるという四年間は、傾聴する自分自
身を見つめることを求める、きびしいものだ。
　現在の佼成カウンセリング研究所の活動は、講座生のさまざまな声や講座の記録で
ある『所報　佼成カウンセリング』（2018a、b）に詳しい。公式ウェブサイトのほか、
最近『ニューズレター』（2018c）も刊行されるようになった。それによると、研究所
での直接のカウンセリングと電話相談がいずれも無償で提供されている。電話相談（佼
成心の電話相談室）は、東京都杉並区の教団本部近くにある研究所だけでなく、大阪、
埼玉、神奈川、千葉でも行っている。地域の相談室における相談員やスーパーバイザー
を対象とした教育と相談室開設援助などを行っているとも。
　研究所での学びを終えた「有資格者」には、全国各地の教会で「お役」を担う会員
も多い。そのため、開祖への率直な敬意の表現や、会員としての内省も『佼成カウン
セリング』では見られる。いっぽう、カウンセラーとして著名な講師たちの語りや、
被災地で社会活動を行った外部の人を招いての研修も、また、佼成病院で患者の生き
方を気づかいながら傾聴する「心の相談員」の声も収録される。佼成会会員というよ
り、カウンセラーとしての自身の掘り下げも見られる。人間としての苦しみと痛みを
語るのに、複数の回路が用意されているのだと考えられる。
　48年の歴史をもつ佼成カウンセラー養成講座を卒業した「有資格者」は全国で1000
名を超え、「相談室のみならず、地域社会や日常生活のなかでの人とのふれあいにおい
て、カウンセリングの学びを生かしている人が大勢」あり、「有資格者」の継続研修や
情報提供や交流の場（佼成カウンセラー有資格者全国大会）や、よりよい人間関係づ
くりのための体験学習としての「カウンセリング・ワークショップ」を会員や職員に
提供している。「卒業し、有資格者となったカウンセラーは、主な活動として地域のさ
まざまな場で学びを活かし地域の課題に応じた自助グループや相談室の立ち上げ、あ
るいは教会、支教区、地域社会の要請を受けた学習会を実施」しているという。ここ
でいう「地域」は、研究所の刊行物に載っている公式の行事としては地域の信者の支
援（教会を通じて）が多いが、地域の非会員住民の支援（公民館や学校などを通じて）
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も活動の中で重要であることが、インタビューからもうかがわれた。
　佼成病院では、2004年に緩和ケア病棟（ビハーラ病棟）が開設５されることになり、
佼成カウンセリング研究所で学んだ「心の相談員」が傾聴活動を行うようになった。
以下では、その「心の相談員」を通して筆者が理解したかぎりで、佼成病院での活動
と、佼成カウンセリング研究所での学びについて検討する。

３．佼成病院での「心の相談員」活動

　立正佼成会附属佼成病院（https://kosei-hp.or.jp/）は1952年設立。2004年に、林茂一
郎医師６らが中心となり、緩和ケア・ビハーラ病棟７を開設した。2014年に340床の新病
院が完成し、移転している。
　現在の病院は、一階の「観音ホール」の吹き抜けの白地の壁にレリーフの大きな観
音８像が配されていて、教会堂のように礼拝にも、遺族の交流会のような行事も行える
ようになっている。10階のビハーラ病棟には旧病院からの釈迦如来像と、目立たない
が旧病院からの菩提樹のステンドグラスがある。また１階の受付背後の壁には、病院
設立の理念として、庭野日敬開祖の揮毫となる「真観」が掲げられている。
　これらを除いては、医学部・看護学部及び附属病院をもつ杏林学園との提携がある
佼成病院は、仏教教団を設立母体とするとはあまり感じられない病院で、医療テレビ
ドラマの撮影ロケ地としても使われたという。クリーム色の地に各階が鮮やかなテー
マカラーで彩られていて心地よい。地域密着型の総合病院といえる。
　現在は、環状七号線沿いに立つ新病院で、10階の緩和ケア・ビハーラ病棟と観音ホー

５ 　世界保健機関（WHO）が緩和ケアの定義を以下のように改めたのが2002年である。「緩和ケアと
は、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族の QOLを、痛みやその他の身
体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛
を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである」。生命を脅かす病気の末期ではなく
その診断の直後から、患者本人及び家族が医療者とともに取り組むことを明記している。これを受
けて日本国内でも医療者の研修と緩和ケア病棟の設置が進んだ。

６　林茂一郎医師は、2019年８月に、緩和ケア・ビハーラ病棟を担当する現役のまま、急逝された。
７ 　欧米、とくに中世におけるキリスト教の聖地巡礼のための宿泊施設としての「ホスピス」の歴史
に敬意を払いつつも、田宮仁は、「仏教ホスピス」という呼び方ではなく、仏教ならではの主体性
と独自性を重視して、仏教用語としての「ビハーラ」を用いることを提唱した。林茂一郎は、立正
佼成会が緩和ケアの病棟を開設するにあたって、田宮の理念を受けて、仏教系病院として「ビハー
ラ病棟」の名称を使用したと述懐する。
８ 　病院設立の理念として掲げられる「真観」は、妙法蓮華経（法華経）の一章、「観世音菩薩普門
品」の「真観清浄観　広大智慧観　悲観及慈観」がよりどころで、人の世の苦しみを知り尽くすと
ともに観通す菩薩の智慧を指すものという。生きとし生けるものの苦しみの「声」を「観る」とさ
れる観世音菩薩が病院に置かれていることは、傾聴の共通感覚性という観点から見て興味深いと筆
者には感じられる。
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ルが、心の相談員スピリチュアルケアワーカーたちの主として活動する場所になって
いる。ただし、緩和ケア・ビハーラ病棟の開設された2004年には、地下鉄の中野富士
見町駅前に病院があり、ビハーラ病棟は扶友センターという別棟に置かれていたとい
う。当時すでにカウンセリング研究所は30年の歴史を重ねていた。どのようにして「心
の相談員」が活動するようになったのだろうか。これについて、開設の中心となった
林茂一郎医師は、次のように述懐している。

　　 　キリスト教立系病院にみられる「チャプレン」的な存在について、傾聴という
ことに重きを置いて、開設当時からその有り様が検討されてきた。

　　 　開設当時は「チャプレン」的な存在意義を文章化しようとしてきたが、「チャプ
レン」の意味するところが日本においてはまだまだ一般の方には受け入れられて
いないように思われる中で、当院でも、開設当初、意気込みの割には相談員との
会話を希望される方は非常に少なく、中には「心の相談員」という名前に「心を
見透かされるようで自分には必要ない」という方もいた。それでも、相談員の方々
の地道な努力で…〔さまざまな〕催し物が毎年行われてきた。いくらホスピスが
一般病棟に比べ開放的と言っても、ある意味で閉鎖社会であるので、それぞれの
催し物は日常を取り戻すよい機会になっている。（林2014）

　近年「心のケア」という語は、「傾聴」の語と並んで、万人にかかわるものとして、
好意的に受けとめられるようになったが、かつては、精神疾患と結びつけられ「自分
には不要」と拒絶されたり、心の奥底まで探られるのではという不安を抱かれたりし
た。林の述懐からは、他者のプライバシーにそっと入り、他者のプライバシーをてい
ねいにお預かりする専門職がそれとして認知されるようになってきたことをうかがわ
せる。同時に、プライバシーをあずけるためのステップとして、催し物で相手を相互
に確認するというプロセスが欠かせないであろうとも想像できる。
　昨今の世相もあり、新病院は21世紀的なセキュリティが確保されているが、旧病院
はもう少し「開放的」だったらしい。そして、「心の相談員」とともに、緩和ケア・ビ
ハーラ病棟で患者のお世話をするボランティアたちがおり、お世話を通じた緊密な接
触を持っていたことが伝えられる。このボランティアをへて後に「心の相談員」にな
った者もある。また、ナースステーション前に患者が居場所を陣取って一日を過ごす
などといった日常があったらしい。旧病院でのボランティア経験もあった「心の相談
員」のQさんの以下の話からは、きびしい機能評価にさらされる現代の病院管理体制
では難しいようなことが、旧病院では許容されていたことがうかがわれる。

　　 Q：ベッドの、何か粗相しちゃったり、いろいろして、ベッドメーキングをし直
すときとか、また何か困ったときに衣類をお着替えをお手伝いするとか、そうい
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うふうなことをしてるときに、ふと漏らす言葉というのは家族にも言えない、看
護師さんにもなかなか言えない、そういう自分だけの気持ちを発露するものだと。
それを拾っていただけたらいいですねというのが学びでした。

　　 　病院ボランティアに入ったときに、それが私たちの役目みたいなことを言って
くださったので。確かにその部屋に長く入ってると、引き出しの中から何々が取
れないわとか、ちょっと整理、ごちゃごちゃしてるから畳んでくれるかなとか、
そういうときに畳んでいろいろしてるうちに、何かきっかけがあるんですね。そ
の中に入っていた１つのものから、「何か珍しいものが入ってますね。懐かしいも
のですね」なんて話をすると、「いや、実はね、それはね」って話してくださる。
そういうものをご一緒さしていただくというボランティアでしたね。

　　 　だからスピリチュアルケアワーカーのときよりも、その病院ボランティアで入
っていたそのときのほうがもっと患者さまと身近にいましたし、お話も聞くこと
ができました。「この後、あなたお時間あるの」「はい大丈夫ですよ」っていう。
「じゃあ一緒にお茶しましょうよ。実はね」ってガサガサガサってお茶菓子か何か
を出してくださって。ここでもし一緒にお茶飲んで食べましょうよって。じゃあ
ご一緒さしていただいていいかしらって言って、その方の分と自分の分を持って
お部屋でお菓子をいただきながら、お茶をする。

　旧病院では、このような環境の中で、患者の話を聞き、患者本人とも家族とも長い
付き合いになる流れがあったようだ。お看取りに居合わせてしまうこともあっただろ
う。いっぽう、現在は、患者との接点は限られ、医療者ではないためカンファレンス
などに入ることもないので、患者さんの詳しい状況は、担当看護師や病棟師長などか
らの共有によって知るようだ。翌週訪問したらすでにお亡くなりになられていたとい
う状況が多いので、お看取りやお見送りの機会に居合わせることは難しい。
　ところで、新病院では、患者さんのご家族との接点は増えた、という「心の相談員」
もある。10階のラウンジにはキッチンがあり、患者のために家族がちょっとした調理
ができるようになっている。ラウンジをホームとする「心の相談員」がそのような家
族の語りを聞くこと――患者の死への予期悲嘆に家族が向きあうためのグリーフケア
をしている、そのように話される。
　「心の相談員」の訪問のスケジュールは、午後１時に入り、終了は４時と決まってい
る。なにもなくても10階のラウンジ（談話室とかデイルームなどとも呼ばれる。釈迦
如来像はこのラウンジにある）のお花の水を替えてととのえ、周辺をかんたんに掃除
させてもらって、看護師に「今日お話聞かせていただく方ありますか」などと尋ねる
という。具体的な患者さんに看護師が引き合わせてくれることもあれば、緩和ケア・
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ビハーラ病棟であるから、体調の比較的よい患者さんはどなたもおられない日もある。
事前の打合せはない。回数が多い「心の相談員」でも週一回程度なので、そして緩和
ケア病棟であるから、患者さんとは文字通り一期一会、次の訪問の際にはすでに亡く
なられているということも多いという。交通費は病院から支給されるがそれ以外は無
給のボランティアである。
　「心の相談員」は、月一回・年一回の年中行事的なイベントの際には、病棟スタッフ
を応援する重要な担い手として活躍しているようだ。たとえば、後述する釈迦の誕生
を祝う４月の降誕会のおりには、甘茶供養で供される甘茶に触れられるよう、病室を
廻るという９。
　年に１度の慰霊祭は、佼成病院で身内を看取った家族などが集まる。その前一年間
に亡くなった患者の家族に病院から手紙を送って招待する。まず10階の緩和ケア・ビ
ハーラ病棟のラウンジに椅子をならべるが、筆者がインタビューをした2018年は参加
者がとくに多く、70名ほどいたという。そこでは医師が話し、看護師が話し、患者の
家族同士が話したりするのだが、お一人の遺族もいるので、看護師や「心の相談員」
が声をかけたりする。その後は１階の観音ホールにエレベータで順次移動して慰霊祭
の「ご供養」をする。「心の相談員」の Rさんは、相談員や看護師がつきそって、ビ
ハーラ病棟を訪れたほぼ全員が慰霊祭にも参加しただろうと述べながら、慰霊祭の意
義について以下のように語る。

　　 R：10階〔緩和ケア・ビハーラ病棟ラウンジ〕の集まりだけでは、何かちょっと
中途半端な気持ちがしました。何か語り合いの時間持ったんですけれども、その
後またそこ〔１階の観音ホール〕へ行くことで佼成会の方でない方はどうなのか
は分かりませんけれど、何かすごく厳かなやっぱり雰囲気の中でそういう時間を
持って、何か本当にこれからじゃあ前を向いて生きていきましょうみたいな気持
ちになれるんじゃないかなって。

病院の中で行われる、なんらかの宗教色を帯びた諸行事のひとつとして、慰霊祭や年
中行事は、厳かな雰囲気の中で患者の遺族をエンパワメントする意味を持っていると、
Rさんは考える。10階ラウンジでの傾聴（これも釈迦如来像の前ではあるのだが）で
は物足りず、１階の観音ホールでの「ご供養」が意味を持っているのだと。
　では、「心の相談員」たちは、患者や家族の宗教についてどう考えているのだろうか。

９ 　これを宗教儀式とみるかどうかは解釈によるだろう。ラウンジには釈迦如来像（公式には佼成会
のご本尊「久遠実成大恩教主釈迦牟尼世尊像」）がある。降誕会の甘茶供養でサリーを着るのは村
の鎮守の祭で法被や浴衣をまとうようなものと思えなくもないが、クリスマスにサンタクロースの
衣装を着るよりは、降誕会への参加自体が宗教的だ。地鎮祭などを宗教儀式とみなした判例になら
うなら、サリーも宗教行事のカテゴリに入るかもしれない。
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　「心の相談員」たちは、患者や家族の宗教について、自分から聞くことはない、とい
う。そして、患者がどのような宗教をしていても佼成会は寛容に構えているという。
患者の宗教の高位職能者が病者祈念などに緩和ケア・ビハーラ病棟を訪れる場面に居
合わせた経験を Sさんは語ってくれた。病棟で配慮して、１時間ほどはスタッフによ
る病室の出入りを止めて、お祈りの時間の静謐を確保するよう努めていたという。林
医師も、病棟でのそのような配慮を重んじる。とはいえ、前述したように、週１回程
度訪問する「心の相談員」と、緩和ケア・ビハーラ病棟の患者との出会いは多くない。
限られた時間と機会の中で、異なる見解同士の詳細な対話はそもそも成立しにくいか
もしれない。
　病棟が諸宗教に対して配慮している背景には、現在、病院が、杏林学園と提携して
おり、杏林大学附属病院などと人材の往来が行われていることも関係しているだろう。
宗教系大学の教員が必ずしも宗教者ではないのと同様、病院のスタッフも、特定の信
仰をもたない者がすくなくなく、病院の設立理念は受けとめつつ、スタッフそれぞれ
の価値観を保っているということでもあろう。Sさんの以下の語りは、その辺の配慮
をうかがわせる例である。

　　 S：病院のほうが、そういう宗教色を出さないようにって配慮が何かされてるな
って思いますね。佼成会の３大行事、降誕会っていう、その時にお花祭りはやる
んです。よく佼成会の行事のときはサリー着た子どもたちが〔誕生したばかりの
釈迦の像に〕甘茶掛けたりとかするんで、そのサリーの生地を持ってるボランテ
ィアの人がいたので、看護師さん着て、それ着て回ったらどうですかみたいな、
お部屋をね、甘茶を持って、どうかなっていって言ったんですけど、何かそれは
ちょっと宗教色が出るので、それはちょっとって。

　「心の相談員」が受けたトレーニングでも、また「心の相談員」としての申し合わせ
でも、話題を相談員側から振らないよう、方向づけないように、抑え、控える姿勢を
確認している。Tさんと Uさんは、その姿勢を以下のように表現する。

　　 T：そうですね。こちらから〔質問などを〕振ることはあんまりないですね。そ
こでビハーラに行ったときに出過ぎないっていうことを一番言われた。なるべく、
ただいるっていうことを大事にしてくださいって言われたんですね。

　　 　だからこちらから振るってことはほとんどなくて、あちらの方が聞かれたこと
とかは何かしゃべりたいけど、でも寂しそうにってか、時々はお茶とかいかがで
すかって声を掛けるときはありますけど、何か質問したりとかそういうことはな
いですね。
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　　 U：信仰者だからとかそういうことではなくて、人が大好きですね。人が好きで
すね。年とともに人に教えたくなるという。いろんなものが積み重ねてくると、
人に教えたくなる気持ちになってしまって、押し付けがましくなりますよね。で
も、ビハーラにいるとそういうことではなくて、その方がお話ししたいように聞
くというところに徹することができるのは、これもまたいいかなと思います。

　「心の相談員」の側から話題を出さないだけでなく、話をするよう求めないこともあ
る。Vさんは、電話相談のときと、緩和ケア・ビハーラ病棟での傾聴とを比較して、
意識していることを言葉にしてくれた。そばにいるということ以外には、話を積極的
に聞くこともままならない状況もある。その前提で、病棟を訪れるから、目指すとこ
ろは電話の傾聴とは異なって当然だと。

　　 V：電話は内容はどうであれ、聞いてくださいという、聞いていただきたいから
電話かけるわけですよね。……電話相談、同じカウンセリングとしてかかわって
いることでも、電話相談は、「はい、聞かせていただきますよ」っていうことで受
話器を持ちますよね。「聞いてください」って。でも、ビハーラの場合には、話を
するという患者さまは、話ができるという体調と、そういう状況にないと、言葉
が出てこない。思わしくなければ、ただ黙って話しすることさえも思うようでな
いとなると、本当に不安を抱えていたり。１人でいることが好きな患者さんは別
だけれども、何か寄り添う何かが欲しいと感じられる方の、本当にそばに漂う、
この空気、ビハーラの空気、そこに流れる風、そして温かいぬくもりというか、
あなたのそばにいるわよ、あなた１人じゃないわよっていう、そんな心と心のメ
ッセージの伝え合い方っていう、そういう感覚が、むしろあるかなって。電話と
はちょっと違う相手さまだなって、ですね。

　さて、佼成病院に佼成会の会員が入院することはもちろんあろう。その場合、「心の
相談員」はどのように対応するか尋ねてみた。心ゆくまで佼成会流の語りと傾聴が展
開する、と思いきや、Wさんは、むしろ話したくなる自分を横に置き、まずお話を聞
こうと心がける、という。

　　 W：いや、そういう方のほうが、自分が何でも話したくなるように、私は、いつ
も出会ったときに感じます。その方の理解の中での話を、全部していきたいとい
うところが多いので、ただただ聞くだけをしております。会員の方との触れ合い
のときには。……私が、「あなたは今こうこうですね」とかって言うよりは、ほん
とに、「それで、どうして」っていう形で、相手が話をしたいことを聞かせていた
だくことのほうに、私は聞かせていただいてるつもりでおります。
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　「心の相談員」が、宗教者として動くことは、まったくないわけではない。旧病院時
代の例で、「何かがいる」と感じてしまう患者さんのための対応として、「心の相談員」
が看護師から相談を持ちかけられ、陀羅尼品と呼ばれる法華経の一章を誦んだことも
あったらしい、ただしこれは例外的な対応で、通常は宗教的な行為は控えるという。
　ところで、緩和ケア・ビハーラ病棟で診療にあたった林医師は、「心の相談員」とは
違う角度から、患者や家族の信仰を確認することにしていたらしい。「信仰はお持ちで
すか」と。林医師が講演などの際にそのような自らの姿勢を話題にすると、聴衆から
その是非を問われることもあったようだ。ふつうの医師としては、患者個人の背景に
踏み込みすぎではないか、ということだろう。彼はそれに答えて、「宗教に関わる病院
だからこそ、相手の宗教を尊重したいのです」と強調したという。「祈りの時間があれ
ば、その時間は部屋を訪ねないようにする。食事の決まりごとやタブーとされている
ものがあるかもしれない。『患者さんが信じているものは、その生き方に影響してい
る』」からだと説明する（佼成新聞、2007）。病棟の責任者としての立場だから裁量で
きることでもあり、また、その立場だからしておいた方がよいという判断でもあろう。
　林医師の姿勢10からは、佼成病院での宗教的な「配慮」が、ほどよく控える・横に置
くという形も、その逆の積極的裁量という形も、いずれもとりうることが察せられる
のではないだろうか。
　なお、「心の相談員」をしながら、自分自身の信仰も、きれいごとかどうかが問いな
おされる。Xさんは、以下のように経験を語る。

　　 X：やっぱり患者さまにお会いする以前の自分の心として、ビハーラ病棟に祀っ
てある仏様があるわけですけれども、そこに手を合わせて、「来させていただきま
した、きょうもよろしくお願いいたします」と言ってかかわるわけですけど、〔緩
和ケア・ビハーラ病棟の〕扉を開けた時に、本当に命を尊ぶ、すごく大切に思う、
清らかな、天使のような気持ちに、ふとなるわけですよ。

　　 　でも、それ、家に母をデイサービスやらショートやらお願いしながら向かって
きてるわけです。……５時には母が帰ってくるので、それに間に合うように、時
間を前倒ししながら、本当に申し訳ない、いる時間は限られて、もうこの時間に
は出なきゃと思って出るわけじゃないですか。……訳の分からない母とのやりと
りの中では、鬼にもなり、清らかなビハーラの患者さまに向かうような私の心よ
りも、現実、母に食事とか薬とかってかかわる、そういう私が、いらいらする私
もありますね。

10 　別の記事で林医師は、東京慈恵会医科大学創設者の高木兼寛の「病気を診ずして病人を診よ」と
いう言葉を、自分自身の姿勢として語っている。（佼成新聞、2008年２月10日）。
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　　 　私の中では、……ビハーラということを通して、本当に醜い心と、それこそ仏
様のような優しい心と、それを見つめる、そういう場でもありましたね、ビハー
ラ。

４．傾聴者になるとはどういうことか11

　このような「心の相談員」は、佼成カウンセリング研究所にどのような形でかかわ
り、また、どのような学びをしたのだろうか。そして、立正佼成会の教会での「お役」
をになう人材としてのあり方とどのようにかかわるのだろうか。ここまでに、佼成カ
ウンセリング研究所の制度面についてはかんたんにだが述べてきた。この節では、研究
所の講座での学びで、「心の相談員」たちがどんな経験をされたかをみていただきたい。
　佼成カウンセリング研究所では、２年間の学びを終えたところで人数が絞られ、半
分が残って次の２年間に進むことができる。この時の面接はもちろん人数が絞られる
ゆえの緊張があるのだが、それだけでないという。面接での「あなたは何者だと思う
か」という問いかけが深く胸に刺さり、あとあとまで学びを支えられたと、複数の「心
の相談員」が告白する。その選抜の際に面接員から受けた言葉が、カウンセリングに
本気にとりくむきっかけとなったと、Zさんもいう。ここには Zさんが、佼成会の会
員として学んだことを、いちどてばなして再消化する過程がある。佼成カウンセリン
グ研究所で自己省察を繰り返し求められたことがうかがえ、さらに、それをパートナー
との関係に応用した結果にも言及されている。

　　 Z：自分自身がそれまでは正しい、あることを正しい人じゃないけど一応こうい
うふうにしたらいいよなっていうか。人間として正しい生き方とかいっぱい教え
てもらっているから、そうせねばならないとかそうすることが自分の考えだと勘

11 　現在12名が活動している中で、インタビューする「心の相談員」７名の選定は佼成カウンセリン
グ研究所にお願いし、「定例会」という打合せの前後の時間をいただいて、以下の質問項目を事前
に用意しながらお話の流れに乗っていく半構造化面接を、研究所の面接室で行った。準教団施設で
の、紹介によるインタビュー、という条件が、当然、筆者の印象や叙述に影響を及ぼしているだろ
う。「心の相談員」それぞれの生き方やあり方に対し、筆者は敬意を禁じ得なかったことを告白し
ておきたい。

  　インタビューでは、性別、年齢、立正佼成会における立場（会員の場合）、「心の相談員」として
の活動歴、活動頻度などをまず確認した。ついで、カウンセリング講座を受け「心の相談員」とな
る経緯や背景、続けているモチベーションについて確認した。実際の活動での一日のスケジュール、
毎日行うこと、毎日ではないが行うこと、患者との関わり、面談での話題、スピリチュアルペイン
への対応の仕方、宗教的ケア、難しいと感じること、喜びや嬉しさを感じること、印象的な事例
（成功例、失敗例）、信仰の有無や違いへの対応などを尋ねた。
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違いしていたりとかしていた……。

　　 　……面接のときに、あなたは自分自身をどういう人だと思いますかっていう質
問を受けたんですね。それで、私は笑顔がすてきですねとかほかの人が自分に対
して言ってくれることは言えるけど、私が私自身に対して私はこういう人ですっ
て自信を持って言えなかったんです、そのときは。人からの評価ばっかりで自分
が自分のことをどういうふうに知っているんだろうっていうことがうまく答えら
れなくて、それで面接員に、「あなた２年間何勉強してきたの」って、「自分を知
るために勉強してきたんでしょう」って言われて、「自分のフィルターを通してし
か人を見れないので、その自分をどういう人か知らないと人のお話も聞けない」
っていうことを言ってくださったと思うんですけど、それが答えられなくて私は
もう帰りの電車、泣きながら帰ったのを覚えているんですけどもう本当に。そう
いう私って知らない、自分のことをって言って本当に泣きながら帰って、それか
ら１週間ぐらいすごい悩んで、本当に。それからですね。あなたはどう感じてい
るのって自分に聞けるようになったのは。……やっぱりこれからカウンセリング
をしていく中で自分自身のそういう気持ちも許してあげられなければ人さまの気
持ちも許してあげることはできないなって。……主人も、前は私が何を考えてい
るか分からなかったんですって。それが言ってくれた、言えるようになってから
のほうが何を考えているか分かるから今のほうがいいって言われて、あの我慢し
て我慢したあの私は何だったのって。……カウンセリングのお勉強をしたおかげ
さまで、それまで無理して頑張っていてつま先立ちで頑張って歩いていたのが、
やっとかかと下ろして素の自分で、きょう疲れちゃったとか、ちょっと私、痛い
からここもんでとか主人にも言ってもんでもらっちゃうこともできるし、すごく
自然体になれたのですごく私にとってはこのカウンセリングをお勉強させてもら
ったっていうことはすごく大きな、人生が変わったぐらいの。

　Zさんはカウンセリングの学びを通して、地域の中で非会員の若い母親たちの相談
に乗る活動に長く従事することとなった。佼成カウンセリング研究所が公式に発表し
ている活動は地域の教会における会員対象のものが多いが、それ以外の「地域」の広
がりも Zさんのようにあることが確認される。

　　 Z：信仰とか教えは確かに立派ですけど日常生活の中でそれを使うってことが私
にとっては魅力的だったので、それを分かりやすい言葉で使ったり、それをこう
いうふうにすると変わっていくよとかっていうのを分かりやすい言葉で伝えるっ
てことが私にとってはすごく合っていたので、そういう側面から関わっていける
ような生き方をしたい。
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　自分を掘り下げていくたいへんさとよろこび。いっぽう、傾聴する現場で出会う方
の、取り除くことのできない苦痛や不安。目の前の方の苦しいお話を聞きながら、傾
聴者は自分の無力さに直面する。その時、その場しのぎの、苦し紛れの助言や偉人の
教訓、口当たりのよい言葉を出すのではなく、しっかり聞ききることができるか？　
助言ややさしげな言葉は、相手に寄り添っていることではなく、相手が求めているも
のでもなく、その場にいる自分が、自分の無力さから逃れたいから言うに過ぎない。
そんな、自分が力になれないつらさを抱えたままその場にいられるように支えてくれ
るのが、自分にとっては、信仰だとおもう、と、Yさんはいう。

　　 つらさ、苦しみを抱えていらっしゃるっていう方のお話を……聞ききるっていう
のはとても難しくなるんですよね。……カウンセリングの学びの中で、やっぱり、
その方のつらさをそのまま受け取って、そこに一緒にその方のスピードに合わせ
て歩いていくっていうあたりのところを、私たちの研究所の養成では大事にして
いるので、……大丈夫だよって言ってあげたくなったりとか、こうすればいいよ
って言ってあげたくなっちゃったりする。そこで自分っていうものを見つめてい
くわけですよね、カウンセリングを学ぶことによって。どうしようもないからつ
らいっていうあたりを一緒にいれないのはこちらの責任っていうか、こちら側の
問題。だから私は、これはほかの方がどう思われるか分かりませんけれども、私
はそういうところで自分を支えるのが信仰かなって。

　Yさんは、自分は「仏教教団の在家会員なのだ」と重ねる。僧侶や神父や牧師とい
った、外から見ても立派な、重みを持った、信頼を得られるような人とは、自分とは
違うという。力の限られた在家として、「あなたとご一緒にそこで祈るとか念じると
か、あなたの願いがかなうようにご一緒に」としかいえないけれども、そういえるだ
けの支えを自分はいただいていて、苦しんでいる方と出会うことに意味があると感じ
ている、といわれる12。
　信仰をそのまま全肯定して語るのではなく、経験を通して応用や言い換えをしたり、
なんとかしたいという思いを撓

た

めたまま踏みとどまったりする姿勢は、訓練なしでは
身につけにくいと感じられる。信仰の共同体の中で、これは「お役」を担う人材の育

12 　村瀬正光ら（2013）は、国内の緩和ケア病棟262施設において、予備的調査で確認できた176名の
宗教家を対象に、緩和ケア病棟での活動内容を問う無記名式質問紙調査を行っている。病棟で活動
するために必要な知識や能力として、まず第一に「傾聴についての知識・それを行う能力」、つい
で、「患者・家族と寄り添うことができる能力」、「患者・家族・スタッフとコミュニケーションを
良好に行うことができる能力」に並んで、「回答者が軸足を置くことができる信仰を持っているこ
と」が４番目に挙げられている。そしてだいぶ順位が下がるが、「回答者が所属・信仰している宗
旨宗派・教派の宗教行為を行う能力」も必要であると指摘されている。
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成にどんな意義をもたらすだろうか。次節で考えてみたい。

５．宗教的文脈で傾聴者のになうもの

　患者の権利を強調した「リスボン宣言」には「宗教的支援」を受ける権利が明示さ
れる。病院の国際的な評価機関であるJoint Commission Internationalのマニュアルには、
宗教者による傾聴が提供できるかも問われる。病院機能評価の緩和ケア版には「宗教
家の援助」に関しての評価項目がある。日本では理解されにくいが、信教の自由とは、
信教を強制されない自由だけではなく、信教を病院のような特殊な場所でも実践でき
る（そのような環境を整備してもらえる）自由でもあり、患者の権利として「宗教的
支援」「宗教家の援助」を求めることが、これらのように医療の理念では認められつつ
ある。しかしそれらの具体的な内容は、臨床実践につながりうる形では、まだ明確に
されていない。そしてこのような医療界の動きとは別に、模索を重ねてきた宗教教団・
宗教系医療機関があった。
　仏教を軸にしながら、カウンセリングという世俗的な方法論もよりどころとして採
り入れ、教団内外の多様な価値観との接点を保とうとする、ある種のカウンセリング・
マインドを尊重する教団の姿勢が、佼成病院や佼成カウンセリング研究所として展開
したのをみた。
　自分自身を知る訓練を重ねることで、自分自身の価値観を横に置き、病棟に入って
いく。病棟では、助言や教化をしたくなる気持ちを置いて、なにもできないけれどそ
こにご一緒する傾聴者を保つ。このような、「心の相談員」に近い、病棟での傾聴を行
う、ほかの存在を二つ挙げて、「心の相談員」のあり方を浮き彫りにしてみたい。
　東北大学などを拠点とする臨床宗教師は、倫理綱領や倫理規約（ガイドライン）な
どで、「ケア対象者の自律性」「布教・伝道・宣教をつつしむべき公共空間」について
言及し、助言や宗教活動に一定の制約を課している（高橋原2012）（日本臨床宗教師会
2016）。行動規範だけ見ると、「心の相談員」も、その枠に収まるように見える。だが、
臨床宗教師となる人の多くが、宗教団体のふつうの教師資格者で、傾聴に特化された
学びは通っていないことと比較すると、四年間の佼成カウンセリング研究所での学び
はなんらかの違う結果をもたらすとみるべきだろう。それについて述べるには詳細な
調査が必要であるが。
　また、どこにどのような線を引いて、助言や宗教活動に制約を課す、すなわち「配
慮する」かの方法は、さまざまである。共同研究の中で訪問した病院では、それぞれ
の経験と工夫を積み重ねた上で導かれた方針をみることができた。たとえばキリスト
教系の病院では、チャプレンという、傾聴を専門にする学びを神学校で得た人が奉職
する。チャプレンの訓練には心理学が大きく影響しており、佼成カウンセリング研究
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所での学びに近いと思われる。あるいは、天理よろず相談所病院では、天理教の教職
者が「おさづけ」と呼ばれる、祈りを込める儀式を患者に対して提供するが、儀式の
対象はそれを求める者のみに限定している（本人が希望しなければ「おさづけ」を施
されることはない）。入院患者やその家族は、教職者の姿や「おさづけ」の様子を病棟
で自然に見かけることになる。そして希望すれば誰でも「おさづけ」にあずかること
ができる。これに対して、「心の相談員」は、ピンクのポロシャツを着ることにより、
判別がつくようにはするけれども、「在家」としてのあり方に踏みとどまる。祈りを込
めるような儀式も言動も宗教的な助言もつつしむ。佼成会員の「心の相談員」は、静
かに傾聴するという課題を、宗教的にも意味あるものととらえ、そして、患者の苦し
みや痛みを取り除くことができない無力さに耐えてそこにいるための力として、信仰
は背後の支えをつとめる。「仏性礼拝」のようなことばをよりどころとして。
　チャプレンや臨床宗教師や天理教の教職者と、「心の相談員」の優劣を論じようとし
ているのではない。山本を代表とする共同研究をしながら、あらためて触発されたの
は、宗教者と非宗教者の境界線とを本当はどこに引いたらよいのだろう、という問題
意識だ。あるいは、信仰や価値観への介入が許容される線は動かしうること。傾聴の
専門性の輪廓を広げることによって、宗教者と非宗教者・他宗教者との関わりは、実
に多様でありうると、筆者は驚いているのだ。
　たとえば佼成カウンセリング研究所のメンバーの多くは宗教者であるが、カウンセ
リングという専門性は、宗教者としてのアイデンティティのどこに位置づけられるの
だろう？　患者や家族の信仰を尋ねて、患者や家族をよりよく知ろうと踏み込んでい
たという、林医師の自由な越境はどこに位置づけられるだろうか。彼自身が高木兼寛
のことばを引いているように、職業的専門性に根ざすようにも思えるが、宗教的なケ
アが体現しうるもう一つの選択肢のようにも思える。病院という組織の中で自己判断
を求められそれが可能な医師という立場を最大限に活かした対応であったろう。だが、
相談員同様に、他者の生きてきた世界への敬意がみえるだろう。いっぽう、医療スタ
ッフですらない「心の相談員」は、病棟では責任も権限もない存在で、もちろん林医
師と同じような裁量はできない。けれども、白衣でも法衣でもないピンクのポロシャ
ツの内側には、鍛えられた傾聴のにない手が静かに熱をたたえているのだ。
　傾聴活動において、相手の自律性を確保するための「配慮」や「留保」のあり方は
多様で、それは、病院や病棟の方針、それを定める医師の考えだけでなく、傾聴者が
どのようなアイデンティティを育てていくかという課題にも関わっているのだと、改
めて感じられる。
　宗教者が自身の宗教について語るのはむずかしい。宗教用語は、外の人間には通じ
ないだけでなく、排除している印象を与えることさえある。人間として向きあえば有
意義な理解や対話ができるかもしれない。恐れや気遣いのあまりに、深いところを語
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らず触れずに終わってしまうのではなく、遠慮ではなく配慮を、傾聴の場にあらしめ
ることで、信仰が暗示されている、ともみえる。
　もう一つ、筆者が興味深く思ったのは、佼成カウンセリング研究所という機関で、
48年の間送り出されていった「有資格者」のアイデンティティである。彼女ら彼らに
は、個人のアイデンティティだけではなく、教団の人材としてのアイデンティティが
問われると思われる。
　しばしば忘れられがちなことだが、宗教教団における伝道・教化とは、新規会員の
獲得にとどまらない。むしろ、既存の会員に長期間にわたって一定以上の充足感をも
たらし、世代継承やその後の自然な勧誘につなげていくためのお世話である。傾聴の
学びはそのためにあると考えられる。学びを経た後に責任ある「お役」を受けとめて
いくのは、個々の人生の充実ということだけですまない、組織の充実という視点をも
求められていくことになるだろう。
　「お役」を担う人材は、会員の多様な意見や事情をとりまとめて、個々の会員の理解
を得て合意形成し、また会員からの協力を得つつも、組織として採るべき方向性を見
定める役割を負う。果を挙げる充実感もあろうが、矛盾の中に置かれて、傾聴と意思
決定と、依頼を行う立場となる。自由さや自発性だけでは引き受けられない責務、平
等を尊重しながらときには権威も行使しなければならないかもしれない。このような
矛盾を、自己の内面及び教団の「お役」をになうものとして、行動においてどのよう
に落着させていくかという課題が、組織の中での傾聴には伴なってくるだろう。
　カウンセリングの学びは、絶対的な信仰を相対的なものへと変容させかねない要素
を孕んでいるけれども、同時に、無条件で信じるだけでは行き詰まってしまうものを
突破していく可能性をも秘めているとおもわれる。そのような機関を、教団のなかで
半世紀のあいだ育んで来た積み重ねが、教団内外にしずかに広がっていくと期待して
いる。
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