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去る 6月 10日（火）、陣内大蔵先生のトーク＆ライヴが、花の日礼拝のお花に囲まれた礼拝堂で、
開催されました。牧師とシンガーソングライターの 2つの顔をもつ陣内大蔵先生。 
10分ほどの自己紹介の後、「堅苦しくなくいきましょう！」と 1曲目「アメイジング・グレイス」
でトーク＆ライヴの始まりです。 
笑いあり、感動あり、様々なエピソードを挟みながら、全 11曲の素晴らしい歌を聴かせていただ
きました。 

 

教会の家に 4人兄弟の長男として育った先生。 
「大蔵(たいぞう)」というお名前は、牧師のお父様が名づけ親。 
なんと、省庁の大蔵省からとって名づけられたそうです。（ちなみに父「厚生(あつお)」、二男

「文部(あやべ)」、三男「自治(おさむ)」、犬は「総理」!!）子どもの頃は礼拝堂が遊び場で、兄
弟や友達と走りまわったり、ボール遊びに紙ひこうき飛ばし… !? 人とは違う環境を楽しみなが
ら、神様の教えを、ご両親の慈しみの中で素直に享受されていかれたそうです。教会の至る所に
貼っていた聖書のことばは目から、教会で流れ、よく歌っていた賛美歌は耳から、知らず知らず
のうちに先生の心の中の根となり、今の糧となっているのだそうです。 

 

デビュー当時は一人完璧主義を目指
していた先生も、様々な人との出会い、
交わりの中から人は自分の限界を超え
られる、 
希望は人と人との間にあるというこ

とに気づかれたそうです。 
以来、『歌(うた)旅(たび)』と称して、

声のかかった所へはできるかぎり足を
運び、人や風景からメッセージを受け取
っています。 

 

 

 

 

陣内 大蔵先生 プロフィール 
シンガーソングライター。65 年生まれ。山口県宇部市出身。牧師家庭に生まれ育つ。関西学院大
学神学部在学中の'88 年にシングル「いと小さき君の為に」、アルバム「MORATORIUM]でシンガーソ
ングライターとしてメジャーデビュー。以降、「深呼吸」・「空よ」・「心の扉」・「新しい風」・「僕は
風 君は空」などのヒット曲を含む 11 枚のオリジナルアルバムをリリース。TV 番組主題歌・CM ソ
ング等も手がけ、ラジオ番組 DJ・音楽専門学校講師・プロデュース・山口ふるさと大使など活動
は多岐に渡る。大学時代に中座した学びを再開し、'07 春に日本キリスト教団東美教会（東京・吉
祥寺）副牧師となり、'10 春より主任牧師になる。最近では通常の音楽活動とは別に、「ミュージ
シャン＆クリスチャン」という立場で招かれ「チャーチコンサート」を催す機会も増え、「教会に
生まれ育った」という自身の生い立ちからライフワークとして続けている。 
 



ちょっとワンポイント① 
風…ヘブル語で「ルーアッハ」 ַרּוח 
「ルーアッハ」 ַרּוח 
他にも「霊」(spirit)、「風」(wind)、「息」(breath)

と訳されます。 ַרּוחのもともとの意味は、空気が
流れ動くことで、そこから自然界で吹き抜ける
「風」の意味がもたらされました。 

陣内先生は、歌を作る上で「風」がキーワー
ドだと仰っていましたね。 

 

セットリスト 

1 アメイジング・グレイス  

2 僕は風 君は空 

3 ハトのように 

4 Where is God（先生著書を原作にしたミュージカルの書き下ろし曲）  

5 歌でお腹はふくれない（震災後の釜石市の教会で）  

6 風を見たくて  

7 あなたの証（あなたの気持ちは届けられている、その生きざまが人の心に生き続け勇気を与えているという

白血病で亡くなった女の子への想いから生まれた曲）  

8 心の扉  

9 空よ  

10 深呼吸   

11 いつくしみ深い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとワンポイント③ 
わたしはあなたがたを遣わす。それ

は、狼の群れに羊を送り込むようなもの
だ。だから、蛇のように賢く、鳩のよう
に素直になりなさい。 

  マタイによる福音書 10 章 16 節   
 
蛇は、聖書の中では、世界の初めての

人間アダムとエバを誘惑して「善悪の知
識の木の実」を食べさせ、エデンの園か
ら追放させる原因を作ったずる賢い生
き物として描かれています。 

鳩は昔も今も「平和の象徴」です。 
聖書の中には「聖霊が鳩のように降

る」とあります。          N. 
 
 

ちょっとワンポイント② 
「蛇のように賢く、鳩のように素直になりな

さい」とは、イエスさまが弟子たちに言われた
言葉です。わたしたちの日常生活にも有益なこ
とではないでしょうか。わたしたちも社会で生
きていくには、強くなければなりません。その
ためには、健康で丈夫であるということも大切
ですが、この世を賢く生きていくための知恵も
必要です。そして、素直な優しい心を磨いてい
きたいものです。蛇のような賢い知恵と鳩のよ
うに素直な心、ずっと持っていたいですね。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のトーク＆ライヴは、軽快で面白いお話に引き込まれ、皆で歌い、手や足を鳴らし、大い

に盛り上がったライヴとなりました。最後に「皆さんの間に素敵な風が吹きますように祈ってい

ます」と優しいメッセージをいただきました。 

 

    (ライヴレポート チューリップ組 大澤克美 岡村絵衣子 近藤珠央 千葉恵 松島亜希 田口純子) 



参加された皆さんからの声… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひまわり赤 新井真保子 
いきなりパワフルな美しいボーカルのアメージンググレースでライブがスタートし、一瞬で陣内

さんの世界に引き込まれました。いつもゴスペルサークルで歌っているなじみある曲ですが、プロ
の人が目の前でライブで歌うと、こうもすごいことになるのかとただただ感激しました。教会の子
どもとして生まれ育ったエピソードをまじえ、キリスト教と音楽、陣内さんの人柄の温かさが融合
したすばらしい世界観を体験しました。ライブが終わると本当に神様につつまれているような気持
ちになりました。そして「やっぱり歌はいいなあ」と改めて思いました。すばらしい会をありがと
うございました。 
 

 

チューリップ赤・もみじ白 多和田哉子 
日々の生活の中でなかなか足を運ぶ事の出来ない音楽を交えた講演会は、とても貴重な時間で

ありとても楽しい一時を過ごす事が出来ました。陣内大蔵先生の曲、１曲１曲に込められたエピ
ソードや思いを感じる事が出来、その中でも「あなたの証」という曲は、心にくるものがあり、
思わず涙してしまうほどでした。「幸せ」＝心があたたかくなること、「不幸」＝誰か（何か）の
せいにしつづける事、「絶望する事は罪なんだね」と言ってた女の子の言葉には、色々な事を考え
させられ、また教えられました。これらの言葉と、今回感じた気持ちを大切にし、これから色々
な方々とも接していきたいと思います。最後になりましたが、このようなすばらしい講演会を開
いてくださった事に感謝いたします。ありがとうございました。 
 

チューリップ赤 縣 恵子 
 トークにひき込まれ、歌に癒され、笑いと涙であ
っという間の幸せなひと時でした、三位一体のお話
は目からウロコで、どのお話しも心に染み入りまし
た。依頼から６年越しという機会に、在園生として
出席させていただくことが出来、有難く、感謝いた
します。 
 
 

チューリップ赤 岡田 美穂 
 一緒に歌って、手拍子をして、たくさん笑って、とても楽しい時間を過ごすことができました。
歌詞もそのまま私たちへのメッセージのようですっかり聴き入ってしまいました。先生は子どもの
頃から日常的にごく自然に聖書のことばに触れていたこと、その経験がその後の先生の音楽活動や
人生に多くの影響を与えていたこと、不思議な縁や出会いの連続で今の先生の音楽活動やライフワ
ークがあることを知り、自分の子供たちも今、野毛山幼稚園で恵まれた環境や出会いのなかにある
ことをあらためて思い起こすことができました。ありがとうございました。 
 

チューリップ白 武藤 佳子 
陣内先生のトーク&ライヴでは、リラックスした雰囲気の中で楽しいお話に笑い、伸びやかな歌

声で気持ちをほぐしていただきました。先生のお話は、どれも実体験に基づいたもので、心に響く
ものがありましたが、中でも特に「人と人との間に神様がいる」・「人との交わりで限界を超えられ
る」というお言葉が印象に残りました。母親になってからの自分自身を振り返ってみても、例えば
ちょっとした育児の悩みも、友人に話すことで解決の糸口がつかめたり、アドバイスをもらって不
安が消えていったこともありました。 ”人と人とのつながりの中でこそ、人は成長できる”とい
うことを実感すると共に、改めて、親子共々この野毛山幼稚園で出会った先生方や友達との出会い
を大切にしていきたいと思いました。また、神様とは大げさなものではなく、そっと隣に寄り添っ
てくれる家族や友人のような普通の日常の中の存在のように感じました。このような機会を与えて
いただいたことに感謝いたします。 
 
 

ひまわり赤 鈴木 亜矢 
 ファンになってしまいました。心に響く声
と奥深い詞の世界に引きつけられ、素直で優
しい気持ちになりました。また、教会で育っ
た方ならではのトークも笑わせてもらいま
した。特に三位一体のお話は「なるほど」と
納得しました。充実した時間を過ごすことが
できたと共に素敵な出会いに感謝の気持ち
でいっぱいです。ありがとうございました。 
 
 

ひまわり白 森本やよい 
陣内先生の心地よい歌声と楽しいお話に、1歳

の息子もノリノリでした。子連れでライブに行く
のはなかなか出来ない事なので、こんなチャンス
はないと思い参加させていただきました。大好き
な賛美歌「いつくしみ深い」を先生のギターに合
わせて歌ったり、楽しいひとときをありがとうご
ざいました。 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひまわり白 小島 淳子 
 声に出して笑わずにはいられない楽しいトークに、美しいメロディー、力強い生の歌声、心にし
みるエピソード…さまざまな感情が湧きおこり、じんわりと胸が熱くなりました。人生楽しいこと
ばかりではなく、迷いや不安、悩み、苦しみもあるけれど、そういった経験を通して、「感じる心」
や「人としての深み」がもたらされるのだと気付き、私も人との出会いを大切にして素敵に年を重
ねていけたら…と思いました。素晴らしいひとときをありがとうございました。 
 

 

ひまわり赤 大波多志保 
 あっという間の２時間、「楽しかった―」と口々に席を立つママ達の声、陣内先生の「本・CD を
買って下さればもれなくサインします」のお話に長蛇の列。家に戻り息子が寝ると一気に「僕ん家
は教会だった」拝読いたしました。それと同時に陣内先生の生い立ちや色々なお話を振り返り、失
礼ながら声にも、表情にもとても味があり、親しみがあり、心あたたまるトークにジーンときまし
た。印象深かったお話の中に、苦境に立った時自ら励まし、元気づける言葉が聖書の中の言葉だっ
たり、自分の曲をあとで聞いてみると讃美歌のメロディーに似ていたり、自然と教会の環境の中で
育まれた体験が生きている事が素晴らしいと思いました。「神様はどこにいるんだろう」と、寺の
息子と神社の息子と教会の息子が探検する話、最後にお母様が「生まれる前、私のお腹にいたでし
ょ、でも中に居る時は、私に包まれているって知らなかったでしょ、それと同じよ、今は見えない
の」という答えに流石だなと思いました。陣内先生と握手をした際にお子さんは 10 才と 3 才と伺
い、陣内先生一家も子育てまっただ中、ますます身近に感じられ「お互いに頑張りましょう」と先
生に励まされ、元気をいただいた私でした。このような素晴らしい企画をしていただき皆様に感謝
致します。ありがとうございました。 
 
 
 

ひまわり白 久田富士子 
 陣内先生の小さいころの思い出が手に取るように分かる心温まるお話をたくさん聞くことがで
き、また、同時に心のこもった歌声も聴くことができたことを感謝しております。幼少期の何気な
い日常生活の中にほど、子どもたちが成長していくために必要な出来事がたくさんあるのだと先生
のお話しを聞いていて気付かされました。親になると、何でも忙しいからとか後でなどと思いがち
ですが、たまには自由に吹く風のように、心を軽くして子どもと接したら今まで以上に楽しいこと
が見つかりそうな気がしました。そして楽しいという点が線でつながって子どもの心のどこかにと
どまっていてくれたら嬉しいと思いました。今回このような機会を設けて下さいました先生方に心
より感謝したいと思います。ありがとうございました。 
 

 

ひまわり白 伴 佳代 
 トーク＆ライブということでとても楽しみに
していましたが、やはり生演奏、さすが迫力あ
りました。そして陣内先生の軽快なトークにす
ぐに引き込まれて最初は緊張して聞いていまし
たが、最後には手拍子や会場全体で歌ったりし
て盛り上がりました。陣内先生のトークや歌に
はどこか懐かしく、牧師家庭に育ったというこ
ともあるのでしょうか、優しさと強さを感じま
した。子育てをしているとなかなか体験できな
い貴重で素敵な時間を過ごせたことに感謝して
おります。 
 
 

ひまわり白 今井 晶子 
陣内先生の心地よい声と笑顔や手拍子で溢

れる楽しい内容で気持ちがリフレッシュでき
ました。教会は気持ちを鎮めて神様と向き合う
特別な場所というイメージを持ってしまいが
ちですが、先生の子供時代の日常が教会と共に
あった様々なエピソードを伺い、もっと私たち
の身近にあるものなのだと感じました。歌声も
優しく力強く、また讃美歌をポップに歌い上げ
てくださったり、とても新鮮な体験で楽しかっ
たです。このような機会に恵まれましたことを
感謝しております。 
 

ひまわり赤 涌井のぞみ 
 その朝、教会の横を通ると、中から音楽と歌が聞こえてきました。おそらくリハーサルをされて
いたのだと思います。音楽を聴くのが好きな私は一気にトーク＆ライヴが楽しみになってきまし
た。実際に陣内先生のご講演を聴いていると、音楽がすばらしいのはもちろん、お話もおもしろく
引き込まれました。途中、白血病の女の子のエピソードの所では、思わず涙をながしてしまい、そ
のお話がとても心に染み入りました。 
たくさん笑って、少し泣いて、一緒に歌って、すばらしい時間を過ごせたことに感謝の気持ちでい
っぱいです。 
 

 ひまわり白 吉田 香恵 
 10 数年前に、陣内さんのラジオ番組を聴きながら仕事をしていました。当時と変わらず楽しいお
話にすっかり時間が経つのを忘れてしまいました。色々悩みは尽きませんが、只今、我が家の長男
は反抗期真っ只中。私の悩みの種…。でも「僕は風、君は空 過去は今、今は未来 」 
今は、意味のある時期なんだと。いい風が吹いた時にそっと手を離せる母でいたいと改めて思う一
日でした。素敵な時間をありがとうございました！ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

もみじ赤 嘉本 良子 
 小さい頃に教会で目にした聖書の言葉が、その時
には意味がわからなくても、大人になって傷ついた
り動けなくなったときに思い浮かび心にしみた、と
いうお話にうなずけました。わが子にとっても、幼
稚園での活動や人との交わりの経験が、大きくなっ
たときに困難に打ちかつ糧になってほしいと思い
ました。「うたでおなかはふくれない」という曲が
一番好きでしたが、すぐ実益につながらなくても、
心を支えてくれる、そういう「うた」や「言葉」や
「経験」を小さいときにたくさんストックさせてあ
げたいです。 
 

 子どもと一緒だと、なかな
か味わうことができないト
ーク＆ライブ！楽しい時間
をありがとうございました。 
 
 

もみじ白 大山 千晶 
 陣内先生の力強く豊かな歌声とトークに引き込
まれ、大変楽しかったです。生まれ育った教会や子
供の頃の楽しくもハッとさせられるようなエピソ
ードは、今の自分の生活や育児など改めて振り返っ
て見直してみる良い機会となりました。 
 
 
 

 陣内大蔵先生の素敵な歌をきいたり、皆で歌ったり笑ったり
…と、とてもリフレッシュすることが出来ました。自分とは全
く異なる経験をたくさんされてきた先生のお話はどれも興味深
くユニークで、笑いあり、涙ありのとても温かい時間でした。
このような機会をいただき、大変感謝しております。 
ありがとうございました。 
 
 

  卒園生保護者 
素敵な歌声、楽しいトーク、私も先日成人式ぶりの
同窓会があり、楽しかったひとときを想い出しなが
ら聞いていました。トークの中には、いくつもの胸
にひびくキーワードがありました。なかでも、人と
の交わりで 100％以上のパワーがえられる。人との出
会いって素晴らしいですね。次は、園長先生のトー
ク＆ライブが聴きたいです。 
素敵な出会い、ひとときをありがとうございました。 
  

卒園生保護者 
生の音楽と歌声がとても良かったで
す。最近はイヤホンで音楽を聞きなが
ら移動する事が多いのですが、やはり
実際に聞くのはいいな～と思いまし
た。お話もとても楽しかったです。あ
りがとうございました。 

いつもの毎日から、ぽんっと違う空間
へ。楽しいトーク、じーんとするトー
ク、そして素敵な歌に癒されいい気分
転換ができました。久々に、自分の時
間を楽しめました。 
 
 

 「心が変わると環境がかわる」「一人だと限界がくるけど、２人、３人と力を合わせると２倍３
倍以上の結果がでる」という言葉が印象に残りました。自らのバックグラウンドを最大限に生かし、
Only one の人生を生きている姿に励まされました。 
 
 

もみじ白 伴 慶子 
 陣内先生の「風」に乗せた音楽が、野
毛山の教会にあたたかくさわやかに響
き渡り、すてきなひとときを過ごすこと
ができました。ご家族の命名にまつわる
楽しいトークに大いに笑い、マユミさん
の生きた証を讃えるトークに胸が熱く
なり、ミュージシャンであり牧師さんで
いらっしゃるご自身の思いや体験がた
くさんつまったトークにひきこまれて
しまいました。すばらしい時間をありが
とうございました。（教会でのライブで
したが、Amazing grace と Where is God
が特に心に響きました。） 
 
 

 ひまわり赤 佐藤 祐子 
陣内先生の歌、お話にすっかり引き込まれ、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。や

はり幼い頃の経験が、人を豊かにしたり、その後の人生の支えになるのだと、改めて思いました。
果たしてわが家はそうであるのか、今はまだ怪しいですが…陣内先生のご実家のように少し特別な
環境ではありませんが、背伸びをせずに豊かな時間を築いていけたらな、と思います。そして、陣
内先生のお話しを聞いていたら、単純なわたしは旅に出たくなりました（笑）そして、お仕事がん
ばろう！って思いました。ついでに家事も…このような場を設けてくださってありがとうございま
した。 
 

 
 
 
 

 

     卒園生保護者         
とても楽しく、また様々なことを考えさせられました。母親として印象に残ったのは、小さな時
の記憶はその時意味がわからなくても、心の奥に染み込んでいるのだなぁということです。陣内
先生の子ども時代から今までの出会いや感動、そしてそれらを受け止める感性が、あの心に響く
音楽になっているのでしょうか。音楽（またはそれに代わるアウトプット）にするのはなかなか
できないことかと思いますが、人との出会い、感動する心を、陣内先生に見習い、感性豊かな人
間になりたいと思います。また、ついつい目先の成果に目がいく子育て、子どもの感性の成長を
邪魔しないようにしなくっちゃと思いました（笑） 
 
 
 


