
長く地方で伝道してきたある
教会の牧師が、「教会員の牧師に
対する期待と祈り」について短
く、的確に書いています。「第一
にみ言葉を聞かせてください。
第二に信徒の信仰の戦いを共に
戦ってください。第三に10年は

動かずにいてください。」と書いています。この三
つのことは教会にとってどれもとても大切なこと
です。この文章を読んで自分が信徒の信仰の戦い
を共に戦ってきただろうかと反省させられたので
す。異教社会の中で、礼拝を守り、教会生活を継
続することはとても困難なことです。信徒の毎日
の戦いのために心を込めて熱心に祈って来ただろ
うか、と自省したのです。

このことと共に信徒が牧師の立場や思いをよく
理解することが教会にとって大切なことです。最
近、私が知っている数名の若い牧師が休職してい
ることを知りました。心身共に疲弊して休職せざ
るを得ない牧師が増えているのです。少し前の

「信徒の友」に賀来周一牧師が、「信仰者とこころ
の健康」と言うところで「牧師にOKサインを」と
言う文章を書いています。私たちは自分の願い通
りに相手が反応し、自分の気持ちに相手が答えて
欲しいと願っています。相手はこう反応するはず
だ、相手はこう反応するのが本当だと思っていま
す。特に、牧師に対して自分の願っているように
答えるはずだ、牧師はこうあるべきだ、と思って
いる教会員は多いでしょう。しかし、現実には教
会員が願っているようには牧師は答えてくれない
のです。そうすると、牧師は自分の願いを聞いて
くれなかった、牧師が自分が期待したようには反
応しなかった、と失望するのです。　

賀来牧師は、牧師は伝道牧会上、私生活の面で
かなり多くのストレスを感じており、そのストレ
スの原因のひとつに「牧師に対する期待度の高さ」
があると指摘しています。「まず何よりも全知全能
性が期待されます。それは、すべてにおいて模範
的でなければならず、何事も熟知しているはずと
いう期待です。これは一般的に宗教家に向けられ
る期待と言えるかもしれませんが、こうした潜在
的な期待を牧師は面と向かって言われる前に自ら
感じとり、その期待に応えなければと思うもので
す。つまり知らない、できないと言えない辛さを
抱えるということでしょうか。また多様なニ−ズ
に対応しなければなりません。教会にはいろいろ
な人がいます。人の要求は、人それぞれですから、
ひとりひとりに応じようとすると牧師の対応も多
様になり、また複雑にもなるわけです。一方、教
会というところは、一般の社会よりも目標設定の
基準が高いと言われます。牧師はよほど高い目標
を達成しなければ、評価されることがありませ
ん。」

説教も牧会も上手にできる牧師もいます。しか
し、できないで苦しんでいる牧師も多いのです。
また、礼拝の人数や教会会員が増えないと不満を
もって牧師にその責任を負わせると言うことも起
こっています。しかし、教会に生きる者として共
に教会の苦労を担って行くという信仰の姿勢をも
ち、神から召された者として共に協力していくこ
とが大切です。

牧師が信徒の信仰の戦いを共にするのと同じよ
うに、牧師、女性牧師、牧師の妻、家族に対して
その思い、その立場をよく理解して共に重荷を
担っていくことが教会の礼拝、伝道を生き生きと
することにつながるのです。

（1）
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見附教会 柳田　雅江

昨年、11月30日に按手礼を受
領する恵みに与りました。教師
として歩み始めてから25年目の
出来事です。人の思いを超えた

神様の計画が示され、従うことを促されました。
何故、今なのかと思いました。するとコへレトの
言葉3章1節〜8節の言葉が示されました。「①何事
にも時があり天の下の出来事にはすべて定められ
た時がある。②生まれる時、死ぬ時植える時、植
えたものを抜く時･･･④泣く時、笑う時嘆く時、踊
るとき･･･」とありました。今迄の様々な出来事が
神様の御手の中にあった。そのような時を支えら
れて按手礼へと導かれました。その神様の導きに
従って歩みたいと思います。この恵みの背後には、
私を覚えて日々祈り支え励まし、共に歩んで下
さった教会・地区・教区・信仰の友の存在があり
ます。神様の愛がなければ、心の底から力づける
恵みの出会いはありませんでした。

按手礼式の中で、先輩牧師たちの手が頭に置か
れました。私は重たい重たいと思いながら、その
重さに驚き途惑いました。この重さは何だろうと
考えました。これは祝福と聖霊が注がれる恵みの
重さと、これからの責任の重さだと思いながら感
謝して祈りました。

友人が按手のお祝いに、神様の言葉をプレゼン
トしたいと思い、祈っていたら与えられた言葉を
届けてくれました。詩篇71:15「わたしの口には恵
みの御業を御救いを絶えることなく語りなお、決
して語り尽くすことはできません。」この言葉のよ
うに決して語り尽くせない、神様の業と救いを語
り、導く働きをしたいと思います。

群馬町伝道所 角田　隆史

昨年11月30日、東京神学大学
の同級生である福崎先生と共に
按手を受けさせていただきまし
た。今までわたしを支えてくだ

さった母教会、関東教区、そして群馬町伝道所の
皆様に感謝申し上げます。

按手の際には喜びで涙があふれ、ここまでわた
しを導いてくださった神に感謝いたしました。思
い起こせば、1998年に召命の御言葉「わたしの羊
を飼いなさい」（ヨハネ21・17）が与えられてか
ら、15年が経過しました。

苦しいときには、「神はわたしたちの避けどこ
ろ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにい
まして助けてくださる」（詩編46・2）の御言葉で
慰められました。また、無力さを痛感したときに
は、「神は地位のある者を無力な者とするため、世
の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられて
いる者を選ばれたのです。それは、だれ一人、神
の前で誇ることがないようにするためです」（1コ
リント1・28〜29）とのパウロの言葉が示されまし
た。神だけを誇り、十字架の言葉だけを伝えたい
と願っています。

群馬町伝道所は今年で創立25周年を迎えますが、
「主の山に備えあれ」（創世記22・14）を掲げて歩
んできました。私が赴任してからは年間聖句「主
イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族
も救われます」（使徒16・31）を支えとして歩んで
います

小さな群れの伝道所ですが、第二種教会に成長
し自立することを願っています。今後ともよろし
く御願いいたします。

祝
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桐生教会 福崎　直秋

旧約聖書の申命記34章9節に
は「ヌンの子ヨシュアは知恵の
霊に満ちていた。モーセが彼の
上に手を置いたからである」と

あります。モーセはイスラエルの民をカナンに導
く使命をヨシュアに受け継がせるために、彼の上
に手を置いて神の霊を授けました。

また新約聖書のテモテへの手紙二4章においても
按手についての記事が見られます。パウロはロー
マの獄中において、孤独感に悩まされ、生涯の終
わりが近いことを自覚します。それで、自分の後
継者としてテモテに按手を授けようとして、ぜひ、
急いでわたしのところへ来てくださいと呼びかけ
ています。

そして16節に「私の最初の弁明のときには、だ
れも助けてくれず、皆わたしを見捨てました」と
あります。また14節には「銅細工人アレクサンド
ロがわたしをひどく苦しめました」とも書かれて
います。そこから、按手を受領して正教師として
牧会の務めを始めることは、パウロのように非難
や孤独感に耐えて福音宣教をする覚悟が必要であ
ることを知らされます。ところが、17節に「しか
し、わたしを通して福音があまねく宣べ伝えられ、
すべての民族がそれを聞くようになるために、主
はわたしのそばにいて、力づけてくださいました」
とあります。

そのように、孤独感に陥ったり、さまざまな苦
難に出会ったとしても、主の方から私に近づいて
くださり、力づけてくださることを信じて、キリ
ストを頭とする教会に仕えてい
きたい。そして、「苦しみにあっ
たことは、わたしに良い事です」

（口語訳詩篇119：71）と主に告
白する者とされることを願って
います。

東京聖書学校吉川教会 坪内　時雄

ハレルヤ！主の聖名を讃美致
します。私は、日本基督教団・
ホーリネスの群の中の教師とし
て、神の大いなる御摂理の内に、

按手礼の恵みに浴することができたことを深く感
謝しています。教会の大きなテーマとして、「伝道
と教会形成」を掲げます。私の属するホーリネス
の群の教理（信仰・聖化・神癒・再臨）を守り、
公同の礼拝としての主の祈り・十戒・使徒信条を
大事にしつつ、教会形成に欠かせない、その土台
となるもの、聖書（カノン）・信条（クレドー）
秩序（オルドー）を重んじていきたいと思ってい
ます。主の憐れみによって、与えられた恵みの信
仰に立ちつつ、聖霊によって、信仰と生活との誤
りなき規範である聖書に聴従する教師であろうと
願っています。また、礼拝の両輪と言われている
説教と聖礼典（洗礼と聖餐）を重んじ、教師と信
徒が共に協力して、人にも仕え、神にも仕える教
会の形成に励みたく思っています。洗礼は、主キ
リストの体の一部になることです。そのことを重
く受け止めつつも、喜びと感謝をもって、共に仕
えていく牧会者でありたく思います。何にもまし
て、御言葉と聖霊の御助けによって、全人類に対
する十字架の贖いと復活という福音を、愚直まで
にも人々に伝え、伝道の業に参与させていただき
たいと思っています。これまで出会ってきたひと
りひとりを大切にし、またこれから出会うであろ
うひとりひとりを大切にしていきたいと思います。
栄光在主。
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久美愛教会 中村　　眞

当教会の出発は1927年故福松氏が伝道の召命を
受けて、本郷駒込の坂下町に単立坂下教会を設立
したことにあります。その後、1933年に結核者並
びに精神薄弱者のコロニー「江北農園」を立ち上
げると共に、病人を救うため伝道所の開設を行い
ました。しかし、日中戦争の拡大により、軍需工
場建設のために土地は買収されることになり、現
在地である旧浦和市三室に移転し、1940年に「久
美愛園伝道所」を開設しました。1953年に施設の
入所者の手によって教会堂を建築しました。

200８年、隣接する社会福祉法人久美愛園・めぐ
み園の改築のために、教会堂の土地の譲渡を求め
られました。新教会堂が建築されるまで久美愛園
作業棟を借りて、礼拝を守ることにしましたが、
久美愛園と基本的な所で一致できず、暗礁に乗り
上げた状態になりました。2010年12月になって関
係は改善され、2013年4月に新教会堂の着工となり
ました。

新しい教会堂は「わたしはこの岩の上にわたし
の教会を建てる」の御言葉を握りしめながら、
2013年6月に逝去された代務牧師李　秀雲先生の尊
いお働きと御尽力、教区の御指導の下、多くの困
難を乗り越えて、9月末に完成することができまし
た。明るくさんびの声が良く響く礼拝堂となり、
感謝でいっぱいです。

2013年9月より代務牧師として中村眞先生（埼玉
新生）をお迎えし、11月24日に喜びの献堂式を行

うことができまし
た。なお、2014 年
4月より主任担任教
師として遠藤公義
先生をお迎えする
こととなりました。
久美愛教会が主に
よって、さらに豊
かに用いられ、地
域に開かれた教会
として、祈りつつ、
希望を持って伝道
を進めて行きたい
と願っています。

鹿島教会　建築委員長 中川　宗洋

鹿島教会は、1972年に建築した旧会堂が、幼稚
園舎の2Fにあることによる物理的問題（車椅子の
方が自力で礼拝堂に上がることができない）、法的
問題（学校法人の上に宗教法人が乗っている）に
対応するため、2005年頃から新会堂建築の夢を描
き続け、2009年に会堂建築を総会決議しました。

しかし計画が具体化してきた2011年3月、東日
本大震災が発生しました。東北の方々が深く傷つ
き、教会メンバーも多く被災した中で、このまま
計画を進めて良いのか、悩み、祈り、議論を重ね
ました。そして「このような時だからこそ、全て
の人が安心して集える新会堂が必要だ」という結
論に達しました。

そして 2013 年 3 月に新会堂が完成し、3/31 の
イースター礼拝から使用を開始しました。

2013年6月9日には、献堂式を行いました。当日
は、他教会や近隣の方々を含め140名余の参加があ
り、温かい祝福をたくさんいただきました。

9月には、茨城地区こども大会の会場として、地
区諸教会の多くの子どもたちの歓声が響き渡りま
した。12月のキャンドルライト礼拝には、幼稚園
保護者をはじめ多くの方々が集い、クリスマスの
喜びが満ち溢れました。

この会堂を、教会メンバーだけのために使うの
ではなく、できるだけ多くの方々に集い利用して
いただき、鹿島の地において「心の居場所」「平和
の拠点」として広く用いられた時、私達の「教会
創り」が本当に成功したと言えるのだと思ってい
ます。

会堂建築にあたって、教区の諸教会をはじめ全
国の皆様から寄せら
れた多くの支援と熱
い祈りに、改めて感
謝申し上げます。

献 堂
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今年度、始めてお送りした方々から
◦栄光在主。教区の皆様の心のこもったカードと

プレゼントを有難く頂きました。9月〜12月、マ
レーシアの日本人教会に臨時牧師として行って
きました。 （小淵康而）

◦無事守られて平穏な日々です。妻が高知中央教
会に赴任し、私も月2回の説教奉仕をさせていた
だいています。土地購入・会堂牧師館の準備で
多忙な日々です。ご加祷下さい。思いがけない
クリスマスプレゼントを感謝。関東教区の諸教
会のクリスマスが豊かに祝されますように。

（益　守栄）
◦主イエスのご降誕を心より讃美します。抗ガン

剤化学治療に振り回されています。2度の挑戦も
白血球低下で中止になりました。体重も一頃よ
り12㎏程減少です。なるまじきはがんです。皆
様の温かいささげもの心より感謝します。

（福士卓司）
※懸命にがんと闘っておられたのですが、1月17日、主

の御許に召されました。ご遺族の上に、主のお慰めが
ありますように心よりお祈りいたします。

◦主の御名を讃美いたします。夫を天国に送り、
淋しい毎日を送っていますが、皆様に支えられ
て感謝です。お心づかい有難うございました。

（斎藤康子）
※斎藤道雄先生は、去る8月31日に85歳の生涯を終えら

れました。ご遺族の上に一日も早く平安が与えられま
すように祈ります。

◦三月いっぱいで教務教師を終え、引退教師とな
りました。教区の皆様にお世話になりました。
クリスマスプレゼント、ありがとうございまし
た。 （古屋安雄）

◦クリスマスプレゼントありがとうございました。
6月よりにじのいえ信愛荘に入居させていただき
ました。夫なき後も荘の皆様と共に平穏な日々
を過ごしています。うつ病はなおりました。

（山添和加）

主の癒しと守りをお祈り致します
◦老々介護の生活です。主を讃美し感謝の日々を

送っています。 （真壁勝一）
◦病院通いの生活ですが、無理のない生活をして

おります。 （白川　徹）
◦足腰が弱くなり杖を頼りの生活ですが、娘の車

で礼拝と祈祷会を献げられて感謝の日々です。
（勇　淑子）

◦両眼を手術し入院いたしておりました。
（角田和子）

◦連れ合いは、術後一年を経過。転移発症がなけ
れば回復は順調。私は腰痛脊柱間狭窄症が悪化
して手こずっていますが元気です。 （五味　一）

◦10月始めから1か月半手術の為入院し、今は公的
支援とリハビリ通院の送迎サポートを受けて生
活しています。 （金丸　富）

◦12/11まで脳出血により入院されておりました
が、退院し元気に過ごされております。

（代　和田信子師入所施設職員）

主のお慰めをお祈り致します
◦妻福江が召されて3か月を迎えます。何とか今は

一人で日常のことができるようになりました。
（井殿　園）

〔追記〕
厳しい現実ですが、年々ご自身で返信はがきを書
くことができないという方が増えてきています。
皆々様が心身共に主の御守りの内にありますよう、
心よりお祈りいたします。

昨年度クリスマスプレゼントをお送りした稲垣守臣先生、杉原助先生、斎藤道雄先生が召され、今

年度は、73名の隠退教師・ご遺族であるお連れ合いに、1万円のプレゼントと常置委員のサイン入

りクリスマスカードをお送りしました。その中から、数名の方々の近況報告をご紹介いたします。

隠退教師の近況報告隠退教師の近況報告



2013年度「会計・書記役員研修会」が、11月9
日（土）、大宮教会で行われ、講師、財務部委員を
含め、47名の参加を得ることができました。

開会礼拝では、栗原清牧師（教区書記・武蔵豊
岡教会）が、創世記26章15節〜25節から「豊かに
湧き出る」と題して説教してくださいました。

今年度は、「教会─二つの規則」とのテーマで、
藤盛勇紀牧師（教団総務幹事）を講師としてお招
きしました。宗教法人格を取得した教会には、教
会規則と宗教法人法に基づく規則があります。又、
それぞれの規則に基づいて設置される教会役員会
と責任役員会があります。しかし、何故、二つの
規則、二つの役員会があるのか、両者がどのよう
な関係にあるのかといったことは、充分に理解さ
れていないように思われます。そのようなことか
ら、藤盛先生に、各々の規則の役割と両者の関係
について、基本的なことを話していただくようお
願いしました。

日本人には、「法」というものは、トラブルが起
きた際、最後に仕方なく持ちだすものという感覚
があり、その結果、教会の奉仕の現場では規則が
軽視される傾向があります。その現状を踏まえ、
先生は、そもそも、「教会になぜ規則が必要なの
か」という根本問題を冒頭で取り上げられました。
そこでは神に仕える奉仕が、人間の身勝手が現れ
る場となってしまいかねない危険性が指摘され、
人間の支配を退け、主の御旨を現す教会形成をし
て行くために規則が大切であることが強調されま
した。

続いて、教会法（教会規則）と国家の宗教法
（宗教法人法）の関係について説明を受けました。
教会規則は、聖なる領域のことを定めており、国
家を超えた法であるのに対し、宗教法人法は、世
俗の領域に関することを国が定めた法にすぎない

ことが確認されました。その基本を踏まえつつ、
話題は、「宗教団体」と「宗教法人」の関係に移り
ました。「教会は、『宗教団体』として存在してい
るのであって、宗教法人格というのは、『上に着た
服』のようなもの」にすぎず、法人が解散しても、
宗教団体としての教会は残り続けることが指摘さ
れました。それ故、宗教法人法上の責任役員会は、
信仰上の判断に関わるべきではなく、両者を区別
することは、信教の自由を守るためにも重要であ
ることが示されました。

最後に、実際の各個教会における様々な事例が
取り上げられ、宗教法人規則のみがあり、教会規
則がないケースや、教会規則と宗教法人規則の間
に矛盾がある場合もあることが紹介されました。

教会が、主なる神の御業を行いつつ、国家の法
の中で活動して行く時に、二つの規則が必要であ
り、それらを整えることは、主なる神の権威、ひ
いては信教の自由を守ることにつながることを深
く納得させられたことです。

講演の後には、参加者の教会の実情を踏まえて、
活発な質疑応答がありました。置かれている教会
の状況は様々ですが、個々のケースについて、藤
盛先生から丁寧な説明がなされました。

主題講演の他には、「年度報告の記入について」
の研修があり、川田光江姉（年度報告精査委員
長・越谷教会）と嶋田恵悟（財務委員長）が2012
年度年度報告を精査した上での所感を述べ、度々、
見受けられる間違いや、注意すべき点について説
明しました。二年前の研修会でも年度報告につい
て取りあげたこともあり、諸教会の報告は大分改
善されて来ていますが、繰り返し、研修の時を
持って行くことの大切さを覚えさせられました。

今回の研修会には、他教区からの参加もあり、
主題に対する関心の高さが伺えました。多くの方
のお祈りとお支えによって有意義な研修会を持つ
ことができ感謝しています。
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会計・書記役員研修会報告

財務委員長 嶋田　恵悟

藤盛勇紀牧師（教団総務幹事）



書記 栗原　　清
立春を過ぎ三寒四温を感じつつ、主の受難と復

活を憶える春を迎えます。皆様の日々の歩みが、
主によって祝福されますように。常置委員会報告
を簡単にお知らせします。
○春季教師検定試験受験者推薦について

正教師試験2名、補教師試験2名、Cコース補教
師試験2名と面接し、推薦をしました。

○秋季教師検定試験合格者按手礼執行について
4名の志願者と面接し、11月30日に按手礼式を
執行しました。

○活動停止教会について
宗教法人格を有する教会で活動を停止している
直江津教会、小俣教会の現地調査を行い、今後
の方向性を決めます。

○東日本大震災被災支援について
四條町教会関係幼稚園借入申請を承認した。

○「教区教会互助規則」変更について
第7、9、10条を現状に合わせた修正をする。
また、互助施行細則の第3、6条も変更する。
○「宣教基礎理論」学習会開催について

今年7月12日（土）10時半より（会場未定）
○相川教会合併について

佐渡教会との合併を教区総会議案とする。
○韓国基督教長老会京幾中部老会との交流につい

て
今年6月23〜26日に埼玉地区を訪問されます。

○教団年金局「謝恩日献金教区目標」について
教区総会で献金額目標を掲げた議案を提案する。

○各地区総会 教区問安使派遣について
新潟（3/16日15時 栃尾教会）東野常任常置委員
群馬（3/16日14時 前橋教会）疋田常任常置委員
栃木（3/16日14時半 宇都宮上町教会）栗原書記
茨城（3/19日14時 TCC）秋山議長
埼玉（3/21日9時半 吉川教会）熊江副議長

○第63総会期第4回常置委員会議案について
「第64回教区総会（5月27〜28日 大宮ソニックシ
ティ小ホール）」関連議案を提案しました。

○各種申請
（1）宗教法人法第23条申請

伊勢崎教会（除却、取得申請）
久美愛教会（建物取得申請）
武蔵豊岡教会（建物取得申請）
矢板教会（建物取得申請）

（2）教団伝道委員会一般貸出申請
武蔵豊岡教会（貸出希望額1,000万円）

（3）教区会堂･牧師館建築緊急貸出基金借入
武蔵豊岡教会（貸出希望額200万円）

関東教区通信音訳委員 江田めぐみ
皆さんは音訳テープというものがあることをご

存じですか。これは、地区総会の分科会で、ある
盲人の方が、関東教区では点字は、配られないの
かということの「一言」から、それを聞いた滝川
英子さん（当時教区通信委員）が中心となり、今
から20年位前から始まったのが、音訳テープの始
まりです。初めは、「教区通信」便りから始まりま
した。以前音訳テープを利用していた人が既に他
界しておりますが、群馬地区で、渋川教会の人が、
盲人の施設に入っている人がいて、その施設で
入っている人たちと一緒に音訳テープを聴き、そ
のグループの中から、キリスト教を知らなかった
人が教会へ繋がり、洗礼を受ける人がいたことを
お聞きして、音訳テープを通して伝道をすること
ができることを知りました。また、音訳朗読者の
皆さんも、快く音訳のお仕事を引き受けてご奉仕
して下さいますので、皆様のお手元にテープが届
けられることができる幸いを心から感謝いたしま
す。これから、音訳テープご希望の人は、是非ご
活用下さい。アクセスは、

関東教区通信委員長・久保田愛策（鹿島教会）
℡　0299−83−1873・Fax 0299−83−9559
・Eメールアドレス　aisakuk@ybb.ne.jp

又は、
音訳担当・江田めぐみ（三芳教会伝道師）
℡＆Fax 04−2962−2810
・Eメールアドレス　m_e123@hotmail.co.jp

まで、ご連絡下さい。尚、原稿を書かれる人は、
固有名詞・氏名・地名等は、必ずカナをふって下
さい。おおいに音訳テープをご利用頂いて「良き
おとずれ」を伝えましょう。
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第63総会期　第3回常置委員会、
第3回常任常置委員会の報告

音訳テープの働きについて

関東教区KKSキャンプのご案内
今年度KKSキャンプは佐渡教会で3月25日（火）から27日（木）の二泊三日の日程で開催を予定してい

ます。青年伝道の礎の良い機会です。皆様お祈りとご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。



主事　金刺　裕美

思わぬ大雪に驚かされた2月を過ぎ、2013年度も
残り、1ヶ月弱となりました。年度末を迎え決算や
予算案の作成で、日々多忙なことと思います。

さて、今年の「3・11記念礼拝」は、筑波学園教
会を会場にお借りして、3月9日（日）4時から行わ
れることになりました。どうぞ東日本大震災の被
災者・被災地を覚え、祈りを共にしてください。
◎教会負担金納入のお願い

教会負担金を完納されていない教会・伝道所は、
年度を越えないよう早急にご送金下さい。
◎書類一式を、3月はじめにお届け致します。
�教会・伝道所よりご提出いただく、たくさんの

書類をお送りします。「送付書類・受領・提出確
認表」を用いて、提出忘れや期限の確認に活用
してください。

�また今年度も、「年度精査結果チェックシート」
を同封いたします。間違いや漏れなどのあった
箇所をご確認のうえ、同様の間違いをしないよ
うに注意していただき、作成をお願いいたしま
す。

�主な送付書類は・年度報告書関係・教区総会関
係書類・2014年度教会負担金割賦額（案）・予
算案・退職年金報酬額報告書（3枚複写用紙）・
社会保険関係書類・自動払込関係書類　等です。

◎年度報告書フォームをお送りいたします。
パソコンで作成できるフォームを希望される時

は、教区事務所へメールでご請求ください。
◎「自動払込希望科目確認書」の提出は、毎年！

新年度、自動引落を希望される教会・伝道所は、
期日までに必ずご提出ください。提出のない場合
は、月末までに青色払込用紙でご送金ください。

なお、4月から消費税の関係で払込料金も上がり
ます。経費削減で実質額の増加を図るために、教
会負担金やナルド献金なども、できるだけ一緒に
引落しされますように、どうぞご協力ください。
◎お願い！ナルド献金袋、払込用紙の持ち帰り。

各地区総会会場に、献金袋や払込用紙を用意し
ています。必要な教会・伝道所は、代議員の方々
に依頼して、ぜひお持ち帰りください。送料等の
経費削減にご協力くださいますようお願いいたし
ます。

保険事務　金刺　裕美

今年もインフルエンザやノロウィルスなどが流行っ
ています。蔓延予防や感染拡大を防ぐポイントは、な
んといっても丁寧な手洗いとうがい等の健康管理、消
毒です。一人一人が注意することにより、他の人への
感染を未然に防ぎましょう。特に乳幼児や高齢者の方
へのご配慮をお願いいたします。
◎新年度分より、介護保険料率が変更になります。

１.５５％　➡　１.７２％　へ
（該当者40歳以上65歳未満の方）

◎3月分の自動払込日は、3月25日（火）です。
残高不足が無いように、期日前に確実な入金をして

ください。※年度末のため、再引落はできません。引
落し不可の場合は、急ぎ青色振替用紙で3月末までに
お送りください。
◎協会けんぽ　報酬額報告書の提出について　

等級決定（保険料算定）のための届け出です。年度
途中で報酬額を変更するなどの無いように、教会総会
で確定された額をご記入のうえ、期日に遅れないよう
提出して下さい。
◎4月～6月分保険料は、3月分と変更なし！

新年度の謝儀額が変わっても、4〜6月分の保険料
は変更がありません。保険料の変更は、その都度、該
当者に教区事務所より通知いたします。
◎「特定健診受診券」は、ご自宅に届きます。

今年度も、被扶養者の特定健康診査受診券・パンフ
レットは、4月上旬に協会けんぽ埼玉支部よりご自宅
に送られます。
◎退職される方の異動届けについて

異動のシーズンを迎えます。異動後、5日以内に保
険証の返却をお願いいたします。
�加入者の退職時は、本人・家族分を全て返却。　
�被扶養者の異動は、該当者のものだけ返却。
（就職や結婚、収入増、死亡などで扶養資格が無く

なった時、変更日を明記してお送りください。）また
年度途中でも、上記のような場合は、同様に教区事務
所へ保険証の返却をお願いいたします。
◎新規加入を希望される方について

年度初めは、保険証の発行に2週間ほどかかりま
す。早めの届けで早めに取得をしましょう。教区事務
所へ、必要な書類をお問合せください。
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教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記
2014年新しい年を迎え、教区通信134号をお届けしま

す。日々私たちは、神さまに「生かされている」喜びに
感謝して、主と共に喜びをもって教会に仕える奉仕の時
を感謝して歩みましょう。

原稿を執筆して下さる皆様、通信便りを愛読して下さ
る皆様に感謝いたします。又、音訳奉仕者と、音訳テー

プご利用者の皆様、アンケートのご協力ありがとうござ
いました。まだ、音訳テープから、CDへの移行が考慮
中ですので、決まり次第お知らせいたします。

3月、別れと出会いの春がまた巡ってきました。
これからの新しい出会いに、胸を膨らませましょう。

（江田　記）


