
現在、私は非常勤で高校の聖
書の授業を担当しておりますが、
教室の中に入ると雰囲気の違い
を感じる日が決まってあります。

「席替え」がなされた日です。学
校の教室の席替えは、時にくじ
引きであったり、担任の先生に
指定されたりしますので、生徒

は自分が期待した通りの席に座れるとは限りませ
ん。けれども案外、期待外れの席に座らされた時
の方が、隣の席に座る生徒との新たな友人関係が
生まれていたり、おしゃべりが出来なくなって授
業に集中し始め、成績が上がったり…思いもかけ
ない教室風景がそこに映し出されていくことがあ
ります。

創世記13章には、アブラムと甥のロトが、土地
の分配をめぐって話し合っている場面が記されて
います。お互いに羊や牛などの財産を持ち過ぎて、
敷地が一緒に住むには十分ではなくなり、やがて
は家畜の世話人の間で争いが起き始めたからです。
アブラムはロトに対して、「あなたが左に行くな
ら、わたしは右に行こう。あなたが右に行くなら、
わたしは左に行こう」（9節）と提案します。本来
であれば、年長者のアブラムに土地を選ぶ優先権
があるのですが、それをロトに譲るのです。大変
立派な行いにも見えますが、そもそも土地問題の
火種となった財産は、アブラムが妻に妹だと偽ら
せ、エジプト人達に取り入ろうとして得られたも
のが含まれています。ある注解者は、「あのエジプ
トでのいまわしい行為の思い出と苦い帰還の旅が、
アブラムから『他人を押しのけてでも』という強
引さを取り去ったのではないか。アブラムには、
先決権を主張することができない弱さがあったの
ではないか」と捉えています。アブラムがロトに
土地の選択権を譲った背景には、自分自身の過ち
や家族に対するやるせなさも含まれていたのでは
ないかと私は感じます。

結果としてロトは見渡すかぎりよく潤っていた
土地を選び、アブラムは残りの土地を選ぶことに
なりました。二人は、それぞれの土地を前にして

「目を上げて眺めた」とあります。ただし、ロトは
自分の意志で目を上げていますが、アブラムは神
に呼び掛けられて初めて目を上げています。アブ
ラムは、残された土地を選ばざるを得なかったこ
とに肩を落とし、うつむいていたのかもしれませ
ん。さて、ロトが目を上げた先に映し出されてい
たのは、自分が選んだ土地ですから、当然期待通
りの土地の風景であったはずです。一方、アブラ
ムが神に呼び掛けられて目を上げた先に映し出さ
れていたのは、人間の目には見栄えのしない土地
に子孫が繁栄していくような、神の約束に満ちた
予想外の風景でした。期待通りとはいかない私達
の歩みの先にも、神の見せて下さる世界が広がっ
ていることを証しているように思います。

思えばイエスが十字架で亡くなるということも、
弟子達にとっては期待外れの出来事だったのでは
ないでしょうか。ペトロは、イエスがご自分の死
と復活を予告された時、「主よ、とんでもないこと
です。そんなことがあってはなりません」（マタイ
16：22）といさめています。ダビデのような力強
い王としてのメシア像を思い描いていたのかもし
れません。しかし、その期待は十字架の死という
形で見事に打ち破られていきました。けれどもそ
の期待外れの出来事の先に、弟子達を新たな命に
生きることへと導く“復活”の出来事が備えられて
いったことを聖書は告げています。

私達が普段、見ようとしているのは、自分の望
みを満たそうとする甥のロトが見た風景が多いの
ではないでしょうか。けれども、私達の辿ってい
く道のりは、そう期待通りにはいきません。しか
しその先に、アブラムや弟子達が見たような、思
いもかけない神の風景が備えられていく、そのこ
とを信じて主に従い行くものでありたいと願いま
す。
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第 64 回関東教区総会は、来る 2014 年 5 月 27 日
（火）～28 日（水）に、さいたま市・ソニックシ
ティ小ホールを会場として開催されます。総会の
設営は埼玉地区に担当いただきます。また受付や
総会特別委員等は、議員の皆様にもご奉仕いただ
くことになります。依頼のありました際には、よ
ろしくお願いいたします。

今年の教区総会の議案と流れについては、後日
送付される「第64回教区総会『議案・報告書』」を
ご覧ください。その「目次」には今総会で扱う議
案・報告の全表題が記載されています。また流れ
は「仮執行順序」をご覧ください。議員の皆様は
予め読んで総会にご出席下さるようにお願いいた
します。

総会は27日（火）午前10時からの「組織会」を
もって始まります。受付は午前9時半からです。午
前10時前までに登録を済ませ、当日お渡しする資
料の袋に記された所定の席にお座りください。遅
れないようにご協力下さい。袋の中には名札が
入っています。会場では常にお付け下さい。

その後、議事Ⅰ・礼拝。昼食をはさんで、新任
教師紹介・隠退教師紹介、来賓紹介、教団問安使
挨拶と続きます。礼拝の中では、准允式・按手礼
の執行があります。これは教区総会にゆだねられ
ている「教師をたてる」大切な式です。教師の誕
生を喜び、続いて聖餐にあずかります。関東教区
がキリストのからだとして一つであることを実感
できる恵みの時です。

第64回教区総会における重要な議案をご案内い
たします。まず「東日本大震災」被災支援に関す
る議案です。第63総会期においても、関東教区は
教区内の被災教会やアジア学院、関連施設（幼稚
園・保育園）の支援に取り組んできました。また
東北教区被災者支援センターエマオへの定期的な
ボランティア派遣に取り組んできました。3月9日

（日）には教区東日本大震災記念礼拝を筑波学園教
会において捧げました。

第64総会期においても被災支援は引き続き大切
な課題です。「東日本大震災」被災支援に関する議

案を提案いたします。また総会中に一年間の被災
教会再建の歩みをご紹介いたします。被災教会の
今を共有し、理解を深めましょう。

今総会では、教団総会議員の選挙が行われます。
2年に一度10月に行われる日本基督教団総会の関東
教区からの議員です。祈りつつお取り組み下さい。

ナルドの壺献金ならびに教会互助関係の議案も
大切です。ナルドの壺献金はこの数年目標額の
1100万円を越えて捧げられてきました。感謝です。
今総会では新たに1200万円を目標額として提案い
たします。教師謝儀互助の基準額を 10 年ぶりに
165,000円から180,000円に増額しました。そのため
にも新たな目標額に取り組みたいと思います。ま
た退職金積み立てがない教師への互助。さらに教
会互助特別会計の繰越準備金を「ナルド基金」と
して蓄えることも提案いたします。ナルドの壺献
金が実り豊かなものとなり、教区の諸教会・伝道
所の伝道がますます前進するために祈りを合わせ
ましょう。

また「秘密保護法案」に反対する議案等が提案
されます。国が再び戦争ができる国となるべく国
家主義的動きに傾く中での大切な議案です。第63
総会で可決した関東教区「日本基督教団罪責告白」
で証している事柄の重要さが増していることを思
います。

また大宮教会の道路拡張に伴う教会建築に伴い、
教区事務所移転のための献金について提案します。
大宮教会は新会堂の中に教区事務所を組み込んだ
設計計画を立てて下さっています。お祈り下さい。

上記の他にも相川教会（新潟）と佐渡教会との
合併。教団年金局の謝恩日献金教区目標に関する
議案等、提案されます。共に祈りつつ協議しま
しょう。

1日目夕方の協議会等、総会中に、教会における
ハラスメント、東日本大震災の被災教会報告、青
年伝道等、報告や協議の時間を持ちます。また1日
目夜の分科会では、よき意見交換ができることを
願っています。どうぞよろしくお願いいたします。
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第64回関東教区総会を、教団規則第65条および教区規則第15条、17条に従って、下記の通り
開催いたしますので、議員の皆様は登録の上、ご出席をお願いいたします。

日　時：2014年5月27日（火）午前10時〜28日（水）午後4時
（受付時間は、5月27日午前9時30分～10時）

会　場：さいたま市・ソニックシティ小ホール
（〒331-0852　さいたま市大宮区桜木町1-7-5　℡048-647-4111　Fax048-647-4159）

宿　泊：パレスホテル大宮（〒331-0852　さいたま市大宮区桜木町1-7-5　℡048-647-3300）
ホテルマロウドイン大宮（〒331-0852　さいたま市大宮区桜木町2-173　℡048-645-5111）

［主要議題］
（1）按手礼･准允式執行に関する件
（2）開票事務局を設置し、第64回総会中に選挙開票を行う件
（3）教団総会議員選挙の件
（4）議長報告承認の件
（5）2014年度教区活動方針に関する件
（6）秋季按手礼式･准允式執行に関する件
（7）｢ナルドの壺献金｣推進の件
（8）｢会堂･牧師館建設緊急貸出基金｣献金推進の件
（9）｢教育費互助基金｣献金推進の件

（10）｢2014年度教団部落解放センター活動献金｣推進の件
（11）「韓国基督教長老会京幾中部老会との交流訪問募金」に関する件
（12）関東教区「東日本大震災被災支援」に関する件
（13）「教会互助規則」変更に関する件
（14）佐渡教会と相川教会の合併に関する件
（15）羽生伝道所と東京復活教会の合併に関する件
（16）「退職金互助」に関する件
（17）青年･信徒育成プロジェクトに関する件
（18）日本基督教団年金「謝恩日献金」取り組み推進の件
（19）教区事務所移転のための感謝献金に関する件
（20）2014年度宣教部活動計画に関する件
（21）2014年度教師部活動計画に関する件
（22）教務･教勢･常置委員会報告承認の件
（23）各部報告承認の件
（24）常任･常設･特設委員会報告承認の件
（25）各地区報告
（26）関係学校･団体報告
（27）2013年度教区一般会計補正予算報告承認の件
（28）2013年度教区歳入歳出決算報告承認の件
（29）2013年度会計監査報告承認の件
（30）2014年度教区歳入歳出予算案承認の件
（31）「特定秘密保護法」の廃止を求める件
（32）日本基督教団内に聖餐の在り方について研究、議論をする場を設置し、日本基督教団が今まで積

み重ねた議論の継続、再開を求める件
（33）第64回教区総会議事録承認の件
（34）次期第65回教区総会開催に関する件

その他
＊議案･建議･請願の提出を考えておられる方へ。議案は総会開会40日前までに議員10名以上の同意を得て、ま

た、建議･請願は総会開会21日前までに議員5名以上の同意を得て、総会議長宛で教区事務所へご提出くださ
い。経費を要する議案･建議･請願は、収支予算案を必ず添付してください。議案は議員が提出でき、建議･請願
は関東教区内の教師および信徒が提出することができます。

2014年4月22日

日本基督教団　関東教区総会議長　秋山　徹

第 6 4 回 関 東 教 区 総 会 開 催 の お 知 ら せ
〈 公 　 告 〉



新潟地区
地区長 手束　信吾

去る3月16日、栃尾教会を会場に新潟地区総会
を開催いたしました。教区問安使として東野尚志
教師、教区宣教部より本間一秀教師をお迎えしま
した。今総会では特筆すべき議案はなかったもの
の、議場からは様々な意見が述べられました。地
区活動方針に「宣教の課題として脱原発を目指す」
ということを入れてほしいという意見。自然災害
が起こった時に、早期に現地入りし情報収集並び
に発信、初動の支援を主務として組織された地区
被災支援担当の働きを、継続的かつ具体的な支援
にまで取り組めるよう充実させてほしいという意
見。巡回教師の地区内での位置づけを明確にして
ほしいという意見。また「佐渡伝道を推進する会」
を叱咤激励する意見も出され、多くの課題が示さ
れた総会となりました。今年度は3年に一度の地区
信徒大会が開催される年であり、「7・13新潟水害」

「10・23中越地震」から10年の節目となります。こ
れまで新潟地区が経験してきたことを将来に向け
て教会の宣教にどう生かしてゆけるかを共に考え、
分かち合って生きたいと思います。

これまで6年間、敬和学園大学の宗教部長として
お働きくださった大澤秀夫教師が神奈川教区へ、
また敬和学園高校で4年間、寮と聖書科の教師とし
てお働きくださった三浦啓教師が群馬地区へ転出
されました。これまでのお働きと交わりを心より
感謝します。新年度の地区・教区の歩みの上に主
の祝福を祈りつつ。

群馬地区
地区長 生地　善人

国定忠治、観音丹次、木枯らし紋次郎など、上州
（群馬県）には古くから義理人情に篤く、正義感の
強い人たちが多くいました。ただしむかしは博徒
やお酒飲みが多かったのも事実です。明治の初め
キリスト教がはいって来たとき、好奇心の強い上
州人の多くは、この新しい教えに関心を向け、自

らの生活を変えて洗礼を受けました。このころは、
賭けごと、お酒、タバコを一切断つのがその条件
でした。（いまでもできればそのほうがよいとは思
いますが）

明治中ごろを過ぎ、近代天皇制国家の中央集権が
確立したころは、はじめのころの勢いこそ衰えて
きたものの、キリスト教は民権運動に理解をもつ
教えという印象から、若い人たちに受け入れられ
ました。また、大正デモクラシーの時代には、多
くの若者が自分たちのこれからの価値観を模索す
る中で、聖書にその答えを求めたようです。

もちろん、そのために信仰をととのえ、絶えず深
く祈りつつ、宣教した多くの先達の働きがありま
した。このような遺産を受けついで、現在、群馬
地区の諸教会は宣教を展開しています。

明治初年、大正デモクラシー、昭和15年戦争後
のキリスト教ブームのような、飛躍的な教勢の拡
大があるわけではありませんが、牧師が定着して、
教会のひとりひとりとともに、ていねいに宣べ伝
えることが何よりも大事な伝道です。これからも
みんなでがんばって行きたいと思います。3月23
日、震災で使用不能になった伊勢崎教会の礼拝堂
があたらしく献堂されたことは、大きな喜びであ
りました。

栃木地区
地区委員長 竹花　基成

昨年度の栃木地区は、関東教区総会の担当地区
で、その設営準備から始まりました。本地区のオ
リジナルをなんとか出せないものかと「聖餐式」
にそれを反映させることが出来ました。従来のパ
ンに替えてホスチア、ブドウ液も特別なものを用
意致しました。又、委員の改選期に当たり地区委
員長を始め地区委員、他の委員もかなり入れ替わ
りました。地区委員会では、教区総会設営と地区
内規より地区規則に変更後初めての問題提起、益
子教会の件などが協議されました。宣教委員会で
は、大胆なオータムフェスタの開催、伝道部によ
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る「栃木地区通信」の復刊などがあり、教師委員
会では、益子教会の応援が大きなテーマでした。
国際宣教委員会は、委員長にアジア学院の潘炯旭
宣教師、委員に足利東教会の金載憙先生を迎えま
した。アジア学院サンデーも各個教会での研修生
のメッセージ集を発行することで一歩前進致しま
した。

新年度は、上三川教会、宇都宮東伝道所、那須
塩原伝道所に教師を迎えます。東日本大震災に端
を発した会堂建築等が順次完成してまいります。
四條町教会幼稚園園舎、宇都宮教会、アジア学院
チャペル、宇都宮上町教会です。それぞれの新た
なスタートになりますので、献堂式など多数ご参
加くださいまして共に喜び主に感謝したいと思い
ます。

茨城地区
地区長　小林　祥人

2013年度の茨城地区は、新しい伝道所の開所や、
新会堂の献堂式を迎えた教会、また会堂の建築を
進めようとする教会があるなど、少し変化のある
一年でした。新しく茨城に来られた先生がたも、
それぞれの教会でのお働きに加え、地区の行事や
活動にも積極的にされ、交わりを深めています。
但しそのような中にも、困難を抱える教会がある
ことを覚えずにはいられません。既に代務者の先
生が辞任され、新年度を無牧でスタートすること
が決まった伝道所があります。そして、被災地区
としての茨城には会堂再建に取り組んでいる教会
とその関係施設があります。良好とはいえない条
件の中で週ごとの礼拝をたやさずささげている諸
教会・伝道所にあっては、多くの困難からの一日
も早い回復を願っております。またこのような時
にこそ地区内教会伝道所の互いの信頼と連帯が求
められるでしょう。そのことを深く覚えて新しい
年度の歩みをしてゆきたいものです。

地区内の研修会等の諸行事もおおむね盛会だっ
たことには感謝です。そして教区の行事も茨城で
多く行われた一年です。3月9日は地区総会でした

が、それに続いて教区主催の「3・11記念礼拝」が
筑波学園教会を会場に行われました。地区内外か
ら100名に及ぶ出席者があり、「あの日のことを風
化させない関東教区」ということを、改めて思い
ました。また部落解放セミナーも茨城で行われ、

「この国における人権」の問題について、興味深く
お話を伺う機会が与えられました。これからも笑
う人とともに笑い、泣く人とともに泣く茨城地区
でありますようにと願っています。

埼玉地区
地区委員長 𡈽橋　　誠

2月7日（金）午後7時より「地区総合協議会」が
開催されました。これは地区委員会、伝道委員会、
教育委員会、社会委員会、教師委員会、修養会委
員会、地区通信委員会、ホームページ委員会、災
害対応委員会、アーモンドの会、教会音楽委員会、
壮年部、婦人部、青年部が一同に会し、新年度の
活動日程が重ならないように調整するための会議
です。ここで調整確認されたものが地区総会にか
けられます。

3月21日（祝）に地区総会が東京聖書学校吉川教
会を会場として行われました。2013年度宣教報告、
会計報告、2014年度宣教計画、予算案の審議が行
われ、地区委員半数改選選挙が行われました。各
議案はすべて承認されましたが、議論としては昨
年度地区委員会主催で開催した「埼玉での伝道を
考える懇談会」や社会委員会主催の「信教の自由
と平和を求める2・11集会」などの開催趣旨や集会
の内容等について質問や意見などが出され、熱心
な議論が交わされました。

2014年度は関東教区が韓国基督教京畿中部老会
の訪問を受ける年度で、6 月 9 日（月）より 12 日

（木）まで埼玉地区を訪問します。その準備を教区
の京畿中部老会との交流特設委員会と協力して地
区委員会が行っています。良い交わりの時となり、
埼玉地区の現状を少しでも京畿中部老会の訪問団
の方々に伝えることが出来ればと願っています。
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豪雪で知られる当地の積雪が最も深くなる2月中
旬、兵庫教区被災者生活支援長田センターが主催
する「被災地生活体験・十日町雪掘りツアー」が
十日町教会に来訪しました。雪掘りツアーは、
2004年10月に発生した新潟県中越地震への支援活
動の一つとして始められました。震災は目立つ大
きな災害ですが、当地は冬季になると常に豪雪と
いう自然災害と向き合わねばならない地でもあり
ます。そのことを覚え、その地に生きる人々の生
活や困難を知り、二重三重にも重なった試練に共
に立ち向かう志を携えてこのツアーは企画され、
今年で10回を数えました。これまでに関西・名古
屋方面から延べ160名超が当地を訪れ、関東教区内
からの参加者を加えれば200名超が参加されたこと
になります。

雪掘りツアーの名称の通り、主たる活動は除雪
作業です。教会周辺、近隣住宅、生活道路などを
除雪します。他に、教会員宅、また、栃尾教会、
長岡教会、小出教会など、豪雪と闘う近隣教会や
関係施設にもボランティアを受け入れていただき
ました。

もう一つ、雪掘りツアーには大切な目的があり
ました。それは、災害ボランティアや、被災地に
繋がるということの意味を学び、共に考えること
でした。ツアー受け入れ先となった十日町教会は、
新潟県中越地震の際「新潟地区十日町教会ボラン
ティアセンター」を開設、遠来ボランティアの受
け入れや、情報発信などの広報活動を展開しまし
た。その活動は何か特別なものだったわけではな
く、「公園ができれば子どもたちが集まり遊びが展
開される。同じように、広場を作れば人が集まり
何かが始まる」をコンセプトに、いざという時に
はいつでも、どこでも、誰にでも支援活動は展開
できることを証明したに過ぎません。もちろん、

活動を展開するためには、人的、物的、金銭的な
支えは必要です。しかし、それらの受け皿として
の「広場」がなければ、活動そのものが成り立ち
ません。ですから、災害ボランティアという尊い
志に対しては、まず受け皿が必要なのです。その
ことを含め、ボランティア元年と言われた阪神淡
路大震災での経験、中越地震の経験などをメイン
に、災害ボランティアとは何か、そこで何が行わ
れ、どのように展開されるのか、そして被災地に
寄り添うとはどういうことなのかを、参加者と共
に学び続けたのでした。雪掘りツアーが単に除雪
ボランティアだったら、ここまで継続されなかっ
たでしょう。除雪という重労働を終えた後、毎夜
行われた学習会こそ、実は雪掘りツアーのメイン
活動だったのかもしれません。

特筆すべきなのは、東日本大震災発生時の初動
で現地にいち早く駆けつけた人々の中に雪掘りツ
アー参加者の姿があり、さらに石巻エマオの前身
となった石巻の活動拠点を作ったのもツアー参加
者、関西から学生ボランティアを被災地に送る活
動の中心的役割を担ったのも、被災地で様々なイ
ベントを企画し実行した中にもツアー参加者が大
勢いました。雪掘りツアーでの学びと経験が、図
らずも実践で生かすことになったのでした。

雪掘りツアーは10回を区切りとし活動を終了い
たしました。ツアーを企画してくださった長田セ
ンターと柴田信也主事、受け入れのためにサポー
トしてくださった関東教区並びに新潟地区、関係
団体、諸氏に心から感謝いたします。

継続を望む声も多数寄せられています。これま
でと同じようにはできないかもしれませんが、繋
がり続けることの力強さに励まされながら、何ら
かの形でそれらの声に応えていきたいと思ってい
ます。
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雪 掘 り ツ ア ー

新潟地区　十日町教会牧師 新井　　純



教区書記 栗原　　清
新しい2014年度の主の復活をお祝いするイース

ターを迎えました。共に神様の御栄光を現しつつ、
聖霊の働きに力強く、宣教伝道の業に励みましょ
う。第63総会期第4回常置委員会と第4回常任常置
委員会の報告を簡単に紹介します。

○懸案事項、以下を協議しました。（継続審議）
「任地の見通しがない場合の准允」について、
「宣教部委員長の位置づけ」について、「活動停
止教会」について、「韓国基督教長老会京幾中部
老会との交流」について　　　　　　その他

○第64回教区総会に関する事項を扱いました。通
常議案等。その他、以下の懸案事項を総会議案
とするために協議を続けます。
・教団年金局の「謝恩日献金教区目標」の件
・「教区事務所建築献金」の件
・「佐渡教会と相川教会が合併」の件
・「特定秘密保護法廃止」声明の件　　その他

○「教会互助規則」、及び「教会互助施行細則」変
更を扱いました。「教会互助規則」は、現状に合
わせた変更を、総会議案として提案します。

○2014年度教会互助申請を扱い、ナルド献金の目
標額を互助内容の充実を図り100万円アップの
1,200万円とする総会議案を提案します。又、以
下の互助申請を内定しました。2014年度も皆様
のご協力をお願いします。

見附教会　　　　　　互助内定額29.52万円
水戸自由ヶ丘教会　　互助内定額133.6万円
鳩山伝道所　　　　　互助内定額　 64万円
加須教会　　　　　　互助内定額　108万円
深谷西島教会　　　　互助内定額　 40万円

○「2014年度教団部落解放センター活動献金」を
教区として推進する為、これまで継続してきた
献金の目標額と同額の35万円を、第64回教区総
会へ提案します。祈りつつ主の働きの為に献金
をお願いします。

○「東日本大震災被災支援」申請を扱いました。
アジア学院（教団貸付申請）900万円を承認し、

教団東日本大震災支援対策本部へ申請しました。
また、下記を承認し、教区として支援します。

益子教会　　　　　支援額　910,000円
水戸自由ヶ丘教会　支援額　937,750円
桐生東部教会　　　支援額7,587,550円

○各種申請（教会合併）
佐渡教会と相川教会の合併申請

・宗教法人法第23条申請
以下の申請は、書類整備を経て承認する。

浦和別所教会（土地取得申請）
土浦教会　　（土地取得申請）
桐生東部教会（土地取得申請）

・教会互助申請（承認事項）
教区会堂牧師館緊急貸出申請
桶川伝道所（14万円）

②教区緊急支援申請
国際愛伝道所（30万円）

○第64回教区総会に関する事項を扱いました。議
長報告や2014年度活動方針（案）等の議案や議
事日程を確認し、第5回常置委員会へ提案しま
す。

○第64回教区総会追悼者記念礼拝は、村田元常置
委員が司式をします。

○各地区総会に配布すべき文書等（下記参照）に
関して、確認を行いました。

第64回関東教区総会開催のお知らせ〈公告〉
議長挨拶
2014年度教区活動方針案
2013年度補正予算案
2014年度教区予算案
2014年度負担金割賦案
2013年度特別献金一覧

○「教団問題協議会」、「新任教師オリエンテー
ション」等の各種集会開催に向け準備しました。

○教誨師推薦
福本光夫氏（西那須野教会員）を「黒羽刑務所
教誨師」として推薦しました。
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第 4 回常任常置委員会報告

第 63 総会期 第 4 回常置委員会報告



主事　金刺　裕美

恵みの内にイースターを過ごし、早くも5月を迎え
ています。教会総会がこれからという教会があると思
います。教区事務所でも、山積みの教区総会事務や通
常事務と闘っている毎日です。多忙な中ですが、丁寧
に間違いのない仕事を心していきたいと願っています。
◎各種書類の提出を、ご確認ください。

提出期限・通数など、投函前に再確認してくださ
い。また、消費税が上がりましたので、切手の不足が
無いようにご注意下さい。
◎退職年金報酬額報告書の提出について　

3枚目の教会保存分を、忘れずお取り置きください。
◎教会負担金納入のお願い

新年度、すでに各委員会から交付金の請求が出され
てきています。教区活動のすべてが、各個教会・伝道
所からの負担金により、運営されています。

どうぞ、年度初めから、計画的な納入にご協力をお
願い致します。
◎教区総会議員登録票の内容変更・送金について

議員名・宿泊・食事などの変更は、教区事務所へご
連絡下さい。早期の変更は、キャンセル料の発生がな
くて済む場合もあります。また、総会費の納入は、5
月13日（火）までです。毎年、当日に受付で納入さ
れる教会がありますが、必ず事前にご送金ください。
慌しい中での金銭受領は、間違いの元ですのでご協力
ください。
◎「第64回関東教区総会議案報告書」送付について

現在作成中です。各教会・伝道所へ5月18日（日）
頃までに送付します。信徒議員の方へお渡しくださ
い。
◎「ハンドブック補遺」（CD）頒布について

各種申請時には、各個教会・伝道所へ1枚ずつ配布
されている「ハンドブック補遺（CD）」をお使いくだ
さい。パソコン上での入力も可能です。紛失された教
会・伝道所は、教区総会会場で1枚700円で頒布しま
すので、ぜひお買い求めいただき活用してください。
◎教区事務所の執務日・時間

火曜日〜金曜日　10時から5時
（土・日・月曜日、祝祭日はお休みです。）

保険事務　金刺　裕美

気候の定まらない時期で、体調不良を訴える方も多
くなる季節です。睡眠・栄養等に十分気を付けて、健
康な毎日をお過ごしください。
◎介護保険料率（40歳以上65歳未満の方）の変更

前号で、介護保険料率の変更を新年度からとお伝え
しましたが、3月分からの変更となり、急ぎご連絡い
たしました。どうぞ、料額表をご確認ください。
◎社会保険報酬額報告書の提出

今年度の謝儀額が確定後、早急にご提出下さい。
◎社会保険料について

4～6月分は、前年度3月分と同額の保険料です。
7月分・9月分から改定される方や、満40歳・65歳・
70歳になる方へは、該当月前に保険料の変更通知を送
付いたします。また、保険料率が変更される場合は、
加入者全員にお知らせをいたします。
◎生活習慣病予防健診（本人）の受診申込みについて

まず健診機関で受診日の予約➡教区事務所へ連絡➡
事務所から埼玉県健康保険事業財団に申し込み。この
順番に従って受診が可能となります。健診申込みは、
健保事業財団の年度予算の範囲内で受理されます。希
望者は早めにお申し込みください。正式な申し込みを
していない場合は、全額自費となることもありますの
で、どうぞご了承ください。
ぜひ、『年に一度の健診を習慣』としてください。
◎被扶養者の特定健診受診券は、自宅へ送られます。

直接健診機関の窓口へ、「受診券」・「保険証」を
ご持参の上、受診してください。（教区への申込みは
不要です）
◎「自動払込」ご利用の教会・伝道所へ

自動払込月額表を、6月初旬頃までに順次送付いた
します。毎月の引落日（原則として26日）までに、不
足のないように確実な入金をお願いいたします。また
一緒に、教会負担金やナルド献金をはじめ各種献金の
引落しにご協力いただける時は、毎月17日頃をめど
にご連絡ください。
◎被扶養者で無くなった方は、すぐに保険証の返却を

被扶養者の資格喪失は、5日以内に届出をするこ
とになっています。速やかに、喪失日を記して健
康保険者証の返却をして下さい。
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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
2度の記録的な大雪に驚いた2月から2ヵ月以上経ちま

した。桜の季節も過ぎて、いつの間にか、若葉のあざや
かな季節となっています。この時期、それぞれの教会・
伝道所では総会も開催され、新しい気持ちで新年度を歩
み始めておられることと思います。新しい一年も皆さま

の上に神様の祝福が豊かにありますように。
教区通信135号を発行することができました。新年度

も教区通信が教区の歩みに思いを寄せる一助となれば、
幸いです。原稿執筆の依頼の際には、ご協力をお願い致
します。また感想や意見等がありましたら、編集委員ま
でお願い致します。 （佐藤）

─お詫び─
教区通信１３４号の発行年月日が間違っていました。正しくは２０１４年３月２日でした。お詫びしつつ訂正いたします。
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宣教の拠点を再建・確保するところから
被災支援委員会委員長　秋山　　徹

東日本大震災から3年がたち、関東教区内の教会で地震のため大きな被害を受け会堂再建と取り組まなけ

ればならなかった教会も次々と完成の喜びの声が響いています。宇都宮教会は3月4日に新会堂が完成し、

大きな喜びと共に竣工式、引渡しが行われました。また、伊勢崎教会も新会堂が11月に完成し3月23日に

献堂式が行われました。下館教会も3月9日に新会堂で初めての礼拝が行われました。このように、それぞ

れの教会では、新しくなった教会堂でこれからの宣教に向かって志を高く上げています。水戸中央教会が計

画の変更などで未だ着工に至っていませんが、あと残されているのは宇都宮上町教会の新築計画と佐野教会

の修復計画となりました。アジア学院のコイノニア棟や寮舎の完成に続き礼拝堂の建築に取り掛かっていま

す。幼稚園・保育園等付帯施設の復興も進んでいます。これらの関東教区の被災教会の復興再建のために、

教団からの支援は総額でほぼ2億円、貸付1億円となり、全国の教会の熱い祈りと連帯の思いが結集してい

ることに感謝せずにはおれません。

日本全体では未だ仮設住宅に住む人々、深い喪失と親しい者を失った悲しみに寄り添う働きがますます必

要になっています。また、放射能汚染の広がりと収束には程遠い福島第一原発の惨状、痛む者の叫びを無視

し、経済優先、強大大国化、技術過信、環境破壊にむかう、小さくされているものの犠牲のシステムの上に

成り立っている現代社会のあり方、これらの根底に潜む人間の罪を鋭く認識し、わたしたちの生き方そのも

のを再考しなければなりません。教会の宣教の体制を整え、声を上げることに怠ってはならないと思いま

す。関東教区としてのこれからの支援の働きは、宣教の拠点を再建・確保するところから、神からの問いか

けとしてのこの出来事にどのように応えてゆくかにシフトしてゆかなければなりません。

第63回総会期委員会報告
小池　正造

第3回委員会以降で、10月28日～30日に行われた第2回「東日本大震災」被災地／被災教会で祈る旅、3

月9日筑波学園教会を会場として「東日本大震災」記念礼拝を、企画実行いたしました。

被災地を覚え、継続してボランティアの派遣を行ってきました。特に、関東教区の特色でもある調理ボラ

ンティアの派遣に力を入れ、従来の3名1組の派遣を継続しつつ、個別の調理ボランティア希望に応えられ

るよう期日を設け募集をいたしました。窓口は教区事務所です。期間については、月間の支援ニュースに掲

載いたします。

伊勢崎教会、下館教会、宇都宮教会、宇都宮上町教会、水戸中央教会、佐野教会の再建計画の報告を受け

ながら、支援にあたってまいりました。伊勢崎教会、下館教会、宇都宮教会が竣工したことは大きな喜びで

す。また、初期に教団から支援を受けた水戸自由ヶ丘教会、益子教会、桐生東部教会に、教区被災支援募金

から支援を行いました。これは、支援希望額のうちの支援されなかったものを、教区が支援しました。

現在教区では、教団募金への集中を呼びかけておりますが、教区へも継続して献金を献げてくださる教会

があります。心より感謝をいたします。
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第 6 4回教区総会を前にして
宣教部委員長 飯塚　拓也（竜ヶ崎教会）

「いったいどうなってしまうんだろう。私たちの国
は」という思いが胸をおおう昨今です。

宣教部だよりの前号で「特定秘密保護法」の成立に
ついて触れましたが、この法律の成立を皮切りのよう
に、その後、残念なニュースが続いています。「特定
秘密保護法」成立の 20 日後の 12 月 26 日には、安倍
晋三首相が靖国神社を参拝しました。現役首相の靖国
参拝としては 7 年ぶりのことでした。これによって韓
国や中国との関係は悪化し、米国やロシア、ＥＵ諸国
からも多くの非難をあびることとなりました。侵略戦
争の戦犯が祀られている靖国神社に首相が参拝するこ
とは、先の大戦において日本がアジアの近隣諸国に対
して行った行為の美化となりますし、政教分離の原則
を無視する行為です。「罪責告白」を告白した関東教
区としては、決して見過ごすことのできないことと思
います。

そして、その翌日の 12 月 27 日には、仲井真弘多沖
縄県知事が、米軍普天間飛行場の移転先となる名護市
辺野古の埋め立て申請を承認しました。政府の沖縄へ
の振興予算が 2021 年まで毎年 3,000 億円台確保された
とのことであり、お金と引き換えに、環境と平和を手
放したと批判されても仕方のないものです。

4 月 11 日には、政府は、民主党政権が掲げた「原発
ゼロ」を転換する方針を定めました。新たなエネル
ギー基本計画では、「原発を主要な電源のひとつとし
て、安全が確認できた原発から再稼働する」ことが明
記されています。「東日本大震災」から 3 年を経ても
なお、一向に収束の兆しすらもない、東京電力福島第
1 原子力発電所事故による放射能汚染の問題がある中
で、です。突然に生活の場を奪われ、家族が離れて暮
らさざるを得ない生活の続く中で、そして、今もなお
放射能被害におびえて暮らす方々のおられる中でのこ
の政府の決定は、それらの人々に大きな失望と傷を与
えました。

靖国問題や辺野古への基地移設の問題、そして原発

問題は、私たち関東教区が強い関心をもって取り組ん
できたことです。その意味では、私たちの取り組みも
また安倍政権によって否定されたように思うのです。

さらに、安倍政権は、「集団的自衛権行使」のため
の憲法解釈変更を目指して準備を進めています。この
問題は憲法の「平和主義」の根幹にかかわる問題で
あって、与党内においてすら慎重論が多く、あわせ
て、ある世論調査では、63%の人が行使容認に反対し、
64%の人が憲法 9 条は維持すべきと答えています。し
かし、「政治は勢いだ」と言う安倍首相は行使容認に
向けて突き進む姿勢でいます。

もはや、「事態は決して看過できないところに来て
いる」と言えるでしょう。

4 月 6 日の朝日新聞は、「『特定秘密保護法』の廃止
を求める意見書」を 108 もの地方議会が可決させ、法
成立以前の慎重審議や廃案を求めた意見書は 40 件で、
合計すると少なくとも 198 議会で 210 件が可決された
と伝えました。これらの意見書に共通することは、

「主権在民・基本的人権・平和主義という憲法の精神
に反し、民主主義の根幹を破壊する」です。こんなに
も多くのひとたちが危惧しているのです。

かつて、言論の統制と情報のコントロールが何をも
たらしたのかを、私たちは考えなければなりません。
信教の自由も、危ういのです。
「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子

にしなさい」（マタイ 28：19）とイエスは命じました。
私たちが出て行って、宣教しようとする地がこのよう
に荒らされようとしているのです。福音を伝えるべき
民が、悲鳴をあげようとしているのです。だから、今
こそ上げるべき声を上げなければならないと思いま
す。上げるべき声を上げなかった罪を、再び犯さない
ために。

来る第 64 回教区総会において、「特定秘密保護法の
廃止を求める件」を宣教部から提案したいと願ってい
ます。
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宣教部教育委員長 松井　　初

宣教部の最後の活動となる「ＫＫＳキャンプ」は、

3 月 25 日（火）～27 日（木）にかけて、佐渡教会を

会場に開催されました。

参加者は、高校生が 3 名で青年が 9 名、スタッフ・

引率者が 10 名で、全体で 22 名のキャンプとなりまし

た。

日程の関係で例年参加していた高校生が参加できな

かったという残念がある一方で、高校生から青年に育

ち、続いてキャンプに参加し、高校生へのかかわりや

プログラムを盛り上げてくれるという協力はとても頼

もしいものがありました。彼らは、教区の財産と思い

ます。

今回も、佐渡教会の三村修牧師と荒井眞里牧師にプ

ログラムのディレクターをしていただき、毎朝の礼拝

や佐渡の自然をめぐるジオツアーをしていただきまし

た。

3 月 25 日（火）朝、埼玉や群馬からの参加者は高崎

教会に集合し、マイクロバスで新潟に向かいました。

そして、新潟港で新潟からの参加者と合流し、佐渡汽

船のフェリーに乗船。佐渡ヶ島の両津港に上陸して、

春の穏やかな日差しの下に佐渡教会に到着しキャンプ

の幕が開きました。

既に行きの車中や船中にて豊かな交わりがあり、互

いに打ち解けた雰囲気にて、開会礼拝からあっという

間に食事が始まり夜の祈りと交わりのプログラムへと

向かいました。

二日目は風が強かった割には晴れて、荒井眞理先生

のガイドでジオツアーが始まりました。

日本海側の外海府から二ツ亀の海岸の周辺の自然が

作り出す様を見聞きしながら、そこに自然が作り出す

人間との関わりを目の当たりにして参加者共々人の時

間とは何か、また創造の時間の一端は億万年単位とい

う想像以上にダイナミックで長い神の時間である事を

改めて知り、光あれという御言葉の業は過去と現在と

未来にわたり御国のその時まで続いている事が確認で

きました。各プログラムが進み役割を担う事で、各自

の積極性が発揮され予定時刻より早く終る事ができま

した。

今年も佐渡教会の方々と共に早朝祈祷会が守られ祈

りと喜びの時を持ちました。今回は体調不良の参加者

が出て先に帰られましたが、その後あっという間に日

程が消化され、参加者は主にある繋がりと連帯がます

ます築かれていき、今年も新潟港での別れの際では涙

を以って再会を誓いあった程でした。

この若者の熱気が昨年 8 月には新津教会にて「五地

区青年の集い」復活の端緒となる会が開かれ今年度も

行われる予定です。お祈り下さい。

送り出された教会やスタッフの皆様に心より感謝を

申し上げます。

佐渡汽船にて

ジオツアーの様子

ＫＫＳキャンプ報告
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新津教会 渡辺　真樹（高3）

私は今年で参加するのは三回目でした。けれども、

昨年などにも劣らずとても楽しかったです。

今年はリターンメンバーが多かったけど、半年ぶ

り、１年ぶりに会った仲間とも空いた時間を感じさせ

ないくらいにすぐに打ち解けて楽しすぎました。

交わりの時間の一つの椅子に参加者全員で座るゲー

ムでは、協力してそこで仲が余計深まった気がしま

す。そのゲームの間でも必ず誰かが盛り上げてくれて

いて笑いがつきませんでした。

二日目のジオラマツアーでは、人間の作った地では

なく、『これこそ自然の力なんだ！』と改めて考えさ

せられました。神の世界とこの生きている世界を区別

するための結界には、とても驚きました。

この三日間はすごく‘あっ’と言う間に過ぎていった

ように感じました。

ＫＫＳキャンプ最高です！！

坂戸いずみ教会 石井　優生（中3）

僕のキャンプの一番の思い出は、薪割りです。三村

先生に、道具を使わない薪割りを教えてもらいまし

た。相手をよく観察し、宇宙を感じて、割る！疲れま

したが、楽しかったです。

安中教会　江原優実子（青年）

今回二回目の参加だったＫＫＳ。

正直不安に思っていた朝がウソだったかのような三

日間でした。

ＫＫＳの素敵なところは、誰でもすぐに皆の輪に入

れることだと私は思っています。どんな人でも分け隔

てなく尊重され、一人一人が自分らしくありのままで

いられるからです。

そして皆で祈りをささげ、神さまの創造された大地

の偉大さを目の当たりにし、神さまを常に感じること

ができて、とても充実した三日間となりよかったです。

「How can I help」～私に何が出来るだろう～、これ

を頭に入れておくことで人生が大きく変わると知りま

した。こんな学びを今後の糧としていきたいと思いま

す。

非日常的な生活を送ることで、普段経験しないよう

なことを経験し、私にとって大切な学びの場となりま

した。

今回さまざまな事情で参加できなかったメンバー

も、体調を崩してしまったメンバーも、全員が神さま

によって繋がっていること、喜びと痛みをわかち合

い、共に笑い共に泣き合えることを感謝したいです。

ＫＫＳをきっかけに、夏にも青年の集いが行われよ

うとしています。これからもそんな機会が増え、一人

でも多くの人が素晴らしい交わりの場に参加で出来る

ことを願います。

一つの椅子にみんなで座る

礼拝の様子

ＫＫＳキャンプに参加して
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2014年度開拓伝道協議会のご案内

開拓伝道協議会委員長 竹花　基成
新年度を迎え、希望に満ちて主の御用にお励みのこ

とと存じます。新年度も開拓伝道協議会ご案内の季節
がやってまいりました。新年度は群馬で開催されま
す。宿泊は“ホテル１，２，３”です。

心身共に日頃の疲れが癒され一層働きが祝されるよ
う願っております。どうぞ奮ってご参加下さい。

＊日　　時　2014 年 6 月 30 日（月）～7 月 1 日（火）
＊主　　題　「群馬の伝道の歴史と展望」
＊講　　師　生地善人牧師（高崎教会）
＊会　　場　高崎教会、赤城キャンプワンダー
＊宿　　泊　ホテル１，２，３
＊会　　費　１万円前後（一泊２食）

交通費等の補助を予定。
＊教会訪問　高崎南教会

この協議会はどなたでも参加できます。特にまだ一
度も参加されたことのない方は、是非新年度予定して
頂ければ幸いです。

関東教区教会婦人会連合
第40回総会・修養会のご案内

委員長 五来　静枝
第 40 回総会・修養会が、6 月 5 日（木）～6 日

（金）に群馬県みなかみ町松乃井で行われます。開会
礼拝は佐藤謙吉牧師（島村教会）が担ってくださいま
す。

修養会の講師に、佐藤彰牧師（福島第 1 聖書バプテ
スト教会牧師）をおむかえいたします。3・11 東日本
大震災のため、牧会する教会（大熊町）は福島第 1 原
発に一番近いところにあり、教会は閉鎖されました。
そして、2013 年 5 月 11 日に新しい会堂がいわき市に
完成し献堂式が行われました。著書「流浪の教会」

「続流浪の教会」「翼の教会」に貴重な証言が書かれて
おりますが、主なる神様が、働いてくださった教会の
恵みを共にお聴きしたいと企画いたしました。皆さ
ま、お誘い合わせのうえご参加ください。

閉会礼拝は、望月奈津子牧師（吾妻教会）が担って

くださいます。準備を担っていただいています群馬地
区の皆さまに心から感謝申し上げます。

2014年度社会活動協議会のご案内

宣教部社会委員長 本間　一秀
2014 年度の社会活動協議会は、埼玉地区で開催する

こととなります。そこで、社会委員会では、狭山事件
をテーマにし、「狭山事件」の学びを通して、部落差
別問題について考えたいと計画しました。狭山事件は
単なる裁判の話しではありません。部落差別問題がこ
の事件の根底にあります。

今回は、一日目に、新たに作成された DVD『ＳＡ
ＹＡＭＡ　～みえない手錠をはずすまで～』を参加者
で観て、石川一雄さんからお話しを伺おうと考えまし
た。そして、二日目には現地研修として、石川さんの
自宅を訪ねようと思っています。

大変有意義な会になると思います。狭山事件は関東
教区内において起きた事件であり、部落差別問題は私
たちが取り組むべき課題です。

ぜひ、たくさんのご参加をお願いします。

＊第 44 回社会活動協議会
日時　2014 年 9 月 14 日（日）─15 日（月休）
会場　日本基督教団狭山教会

新任教師オリエンテーション

「新任教師オリエンテーション」は、新たに関東教
区に着任された教師の皆さまに、関東教区が取り組ん
でいる諸課題を知っていただき、共にその課題を担っ
ていただくことを目的に開催しています。2014 年度
は、6 月 23 日（月）～24 日（火）にかけて、新潟・
見附において開催する予定です。見附教会を会場に行
い、二日目には栃尾教会を訪問したいと考えていま
す。

近く案内を差し上げますが、昨年の教区総会以降今
までに着任された教師の皆さまはぜひご参加くださ
い。昨年参加できなかった方も出席をお願いしたいと
思います。
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3 月22 日（土）10 時～12 時40 分、筑波クリスチャンセン

ターにて、講師を和田献一さん（関東教区常置委員、氏家教

会員、部落解放同盟栃木県連合会委員長）にお願いして開

催された。参加者は 15 教会、28 名（茨城地区内 22 名、他

地区 6 名）。講演の主な趣旨は次のとおり。 
被差別部落の現実を知ることが大切 
「現在でも部落差別問題・同和問題は存在するの

か」という問いかけがあるが、回答となる簡単な指

標は、部落に対して実際に抱くイメージはマイナス

か、プラスかということで判る。マイナスであれば、

この社会の中にまだ問題はあるといえる。更に、こ

のイメージは被差別部落に出かけていって調査し

た結果ではなく、観念の世界で形成されたマイナ

ス・イメージである。	  
ある宗教団体での差別事件解決への取組みの例

では、現実の差別の事例から「差別する心」を打ち

砕くことが必要だと考えて、「差別する心をなくす

為に修行を積む」という観念的な世界へと転換がさ

れたことが問題視された。これでは現実の差別事件

の真の解決にはならない。 
	 差別事件は現実世界の中で起きていることであ

るから、被差別部落の事実に出会うことが大変重要

なことである。被差別部落の例では、足利市の長吏

小頭半衛門の屋敷（入り口に長屋門を持つ）、広大

な敷地には江戸時代後期、中世、古代、縄文早期の

遺構まであり、文書庫には多数の古文書が保管され

ていた。長吏は自称であり、穢多（エッタ）は差別

的な他称である。幕府は浅草の弾左衛門を通して長

吏に警備その他の役目を任じ、穢多役と呼んだ。 
戸籍制度の成り立ち 
すべての国民は２つの名前と２つの住所を持つ。

家制度の「家」の住所＝本籍と名前＝氏で戸籍に記 

 
 
 
 
 
 
 
載される。もう一つは、個人の現住所と苗字で、

住民票に記載される。 
国民を作る時、国境線を引いて囲んだ中に日本国

民がつくられた。北はアイヌ民族、南は琉球民族を

国境線内に取り込もうとして、固有の民族語を使う

ことを禁止し、同化政策と戸籍登録をした。 
戸籍制度の発端は、お寺に配られた「切支丹類族

認定早見表」である。そこから寺請け制度ができて、

戸籍制度へとつながっていった。 
1871 年（明治 4 年）4 月「戸籍制度」が法制化
され、同 8月「解放令」が出された。この時、部落
に与えられていた権益を全て廃止した。つまり、被

差別部落の経済的基盤を全て取り上げてしまった。

「解放令」は、国民を全て平等にしたのではない。 
戸籍制度の問題点 
明治時代にできた戸籍では族籍があり、「族称」

欄には、華族、士族や平民、新平民とか書かれてい

た。これは新憲法制定後に廃止されたけれども、新

憲法成立以前の戸籍（従って憲法違反であるが）は、

150年保管なので、見ようと思えば見ることができ
る。見たい人が出てくる。差別につながる事項まで

載っている。これを、他人が勝手に見られないよう

に、役所はすべきである。差別的身元調査をなくす

ために、 近は請求時に本人へ通知が行く登録型本

人通知制度が始まった。 
部落差別問題解決には「人権原則を機能させてい

くこと」が必要である。それは「憲法や国際人権条

約を機能させること」へとつながる。従って、わが

国全体の問題へと関わってくるので、ぜひとも、こ

の問題について取り組んで頂きたい。	 	 	 	 Ω 
	 	  
 
 
 
 
 
 
 

「茨城地区部落解放講座」開催される 
テーマ「部落の歴史と戸籍問題 

― 部 落 の 歴 史 と 課 題 の 克 服 へ 向 け

てー」 
	 	 	 	 報告者（茨城）鹿島教会	 山本安生 
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日時：2014年3月17日（月）午後3時半～	 

18日（火）午後3時10分解散	 

場所：狭山教会（埼玉県狭山市）、参加者：日本基督教

団8名、日本キリスト教会、カトリック中央協議会、

その他のキリスト教団、計17名。協力者＝石川一雄さ

ん、石川早智子さん、安田	 聡さん（部落解放同盟）。	 

 
「部キ連」の毎年実施の狭山教会を会場とした狭山

事件の取り組みに、今回は教区部落解放推進委員会

から東野委員長、山本委員と後藤委員が参加した。	 

17 日：開会礼拝の後、事前学習として今、全国で

上映されている「ＳＡＹＡＭＡ	 みえない手錠を

はずすまで」のＤＶＤを見た。森	 淑子牧師手作

りの夕食（毎回先生が手ずから準備して下さってい

る）をいただいた後、夜の部で石川一雄さん夫妻の

講演と懇談の時を持った。	 

	 	 	 

	 石川一雄さんから直筆の色紙を部キ連・関雅人議長の手に 
 
18 日 9 時から：安田	 聡さんの案内で現地調査と

して石川一雄さんの「強要されたウソの自白」に基

づくコースを実際に歩いて、いかに警察の捜査がデ

タラメで、一般常識から考えてみてもあり得ないこ

とによって石川さんが犯人とされたことを体験し

た。石川さんは全く無関係なのだということを、再

度確認した。	 

14 時～：東京高等裁判所で、「証人尋問と事実調べ

を行い再審開始をもとめる要請」を行った。	 

14 時 40 分～15 時：東京高等検察庁で、「全ての

証拠開示を求める要請」を行った。	 

この要請行動には、11名参加、高裁・高検の担当

官に夫々一人ずつ思いを伝えた。	 	 	 	 	 	 Ω	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

関東教区部落解放推進委員会委員の紹介  
委員長	 	 	 	 	 東野	 尚志	 	 048-781-2829	 

宣教部委員長	 飯塚	 拓也	 	 0297-64-3768	 

教師部委員長	 三羽	 善次	 	 0480-32-2112	 

新潟地区	 	 	 松井	 初	 	 	 0254-22-3495	 

群馬地区	 	 （後任を選任中）	 

栃木地区	 	 	 平山	 正道	 	 028-634-6702	 

埼玉地区	 	 	 後藤	 龍男	 	 0480-22-2424	 

茨城地区	 	 	 山本	 安生	 	 0299-82-9169	 

教会婦人会連合	 宮嶋	 裕子	 	 029-274-4767	 

協力委員	 	 	 安田	 耕一	 	 0276-25-0905	 

部落解放センター運営委員	 	 	 	 

生地	 善人	 	 	 	 027-323-0876	 

【編集後記】袴田事件の再審が、静岡地裁で決定された。

袴田さんは、しばらくして、会見場に穏やかな表情を

見せられた。狭山事件も！！と切に願います。 

「部キ連第 22 回狭山現地調査・学習

会、第 16 回再審・証拠開示請求要

請」参加報告    （埼玉）和戸教会	 後藤

龍男	 

「信仰からの視座をもって」 
―  袴田事件の再審を 静岡地裁が決定 

― 
     （群馬）太田八幡教会	 安田耕一	 

３月 27 日、静岡地裁は袴田事件の再審決定をし

た。50年間も無実を信じ訴える姿を私は「荒野の40

年」に重ね、その「強靱な意志」に胸が熱くなった。

この判決の画期的な点は２つある。１つは長期の拘

留を「著しい不正義だ」とのべて刑の執行停止と

即時釈放をしたこと。もうひとつは、「捜査機関の

証拠ねつ造」を厳しく断罪したことだ。	 

狭山事件もあいまいな証言が「犯人の証拠」とされ

てきた。「なぜ証言が変遷するのか」と問えば、驚く

ことに「(部落民が)むしろ旗で押しかけてくるから」

という差別意識で「証言の変遷」が正当化されてきた。

検察が隠し持つ全証拠の開示に反対しつづける理由

の１つに「証人のプライバシー」をあげる。「今後協

力が得られなくなる」とも。なんのことはない、背景

には事件を構成する住民の差別意識があぶり出され

ることを恐れているのだ。	 

事件当初から「あそこの者」という流言はあったと

当時取材した朝日新聞記者がのべている。部落差別は

見えないままにこの社会に漂っている。信仰は見えぬ

ものを可視化せずにはおかない。狭山闘争は司法の民

主化も問うている。袴田事件につづけ。狭山事件の再

審開始が望まれる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ω	 

 


