
長岡教会は毎年度、年間聖句
を決めています。今年度は前年
度に引き続いて「互いに愛し合
いなさい」との聖句を年間聖句
にしました。イエス様は十字架
にかけられる前に弟子たちにこ
の言葉を与えられました。この
言葉には「私（イエス）があな

た方を愛したように」という言葉が先行していま
す。またヨハネの手紙には「私たちが愛するのは、
神がまず私たちを愛してくださったからです」と
あります。私たちがまだ罪びとであった時すでに
神様は私たちを愛し、イエス様を救い主として
送ってくださいました。その愛によって救われた
者は「互いに愛し合うこと」を求められます。

互いに愛し合うことはものすごく挑戦的で、創
造的です。「自分を愛してくれる人を愛したところ
で、あなた方にどんな報いがあろうか」という言
葉は痛烈です。利害が相反し、お互いに不信感が
あって関係が良くないところで、相互理解を促進
し、信頼関係を作りだす働きかけをすることは、
大きなエネルギーを必要とします。大きなエネル
ギーを使い、時には批判も受けて関係を修復する
よりも、自分を評価してくれて、受け入れてくれ
る場は居心地がよく、その中でお互いに和気あい
あいとやった方がいいと思ってしまいます。その
時思います。神様は私たちを罪から贖いだすため
にイエス様を送ってくださいましたが、私たちは
そのイエス様を十字架にかけてしまいました。神
様は私たちの拒絶をも受け入れ、私たちを罪から
救い出し、ご自身と和解させてくださいました。
その愛を受けているように愛し合うのがイエス様
に従うことだと。

ある時受けた研修でこんな体験学習が行われま
した。まず「車を運転していたら、猛スピードで
追い越した車がありました。あなたはどう思いま
すか」という質問がありました。多くの人は「腹

が立つ」「危ないと怒鳴りたくなった」などの反応
でした。その次に「その車の運転手は、家族が危
篤で急いでいたことがわかりました。それを知っ
たあなたの気持ちは前と同じですか」と問われま
した。すると「少し怒りが収まった」「そうだった
のか、と思った」という感想が聞かれました。も
ちろん危険運転が勧められているのではありませ
ん。間違いなく危険運転であっても、その人の行
動の背景を知っているのと知らないのとでは、感
じること、思うことが異なるという体験学習でし
た。これはコミュニケーションがどれだけ大事か
を学ぶ研修でした。直感的に自分が思ったことを
そのまま相手にぶつけるのではなく、そこに何が
あったのかを知ることでずいぶん対応が変わるこ
とを学びました。「互いに愛し合う」ためには、こ
のような具体的な知識ややり方を身につけること
が必要だと痛感しました。この研修でもう一つ学
んだことは、自分の感情や気持ちが変わることに
よって、相手に対する印象が変わり、対応が変わ
ることです。自分が変わることの大切さを学びま
した。

教会は、このようにして相互理解や信頼関係を
作りだすための土台、基礎となる福音にあずかっ
ています。これはかけがえのない宝です。「神がま
ず私たちを愛してくださった」という福音にあず
かっていることは、教会が「互いに愛し合う」生
き方を作りだすための根拠です。人は愛されて愛
することを身につけます。神様の愛は、私たちが
愛を身につけるのに絶対です。誰をも分け隔てせ
ず、無償で、ご自身の独り子を十字架にかけるほ
ど私たちを愛されました。この愛が私たちを「互
いに愛し合う」者に変えます。

不和や対立や争いや憎しみがある世界の中で、
神様は私たちが「互いに愛し合う」関係を作り出
すように、創造的で挑戦的な働きをするように、
私たちを愛することによって押し出されます。
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新潟地区
東中通教会牧師 福井　博文

教区の教会に赴任して5年目を迎えようやく落ち
着いて総会に参加できました。礼拝の中で説教者
が「議事が行われる前に礼拝が捧げられることが
望ましい」と語られたことが印象に残りました。
その後、准允式と按手礼式が行われ、わたしたち
教師は壇上に上がり、前に立つ教師の肩に手を置
きました。教会が残してくださった按手の制度の
恵みを改めて強く感じ感謝しました。関係学校・
団体紹介で先生方が紹介され、来賓の方々の挨拶
の後、教団問安使の挨拶がありました。宣教基礎
理論の改訂、伝道推進室の活動、日本キリスト教
会館問題について議場から質問が出されましたが、
これらはいずれも教会が主イエスから委託された
務めであり、教団が主の教会として着実に方策を
定めて推し進めて行かねばと改めて思わされまし
た。教区議長報告では、教会員の心のケアと同時
に、牧師の心のケアも必要との報告がありました。
教会で人間の言葉が優先し、主の教会を建てる視
点が欠落して来ているとの指摘もありました。こ
のことは第2分科会でも取り上げられ、宣教委員長
が質問に応え、信徒のパワーハラスメント、牧師
批判により牧師が鬱になるケースが報告されまし
た。教会には牧師の働きのために祈り支えてくだ
さる方々が多くおられます。改めてお支えとお祈
りをお願いしたいと思います。議事の終盤、特定
秘密保護法の廃止を求める決議が行われました。
聖餐のあり方についての研究・議論の継続・再開
を求める件は否決されました。関東教区の諸教会
が益々イエスを主と仰ぎ、歩み続けることを祈り
会場をあとにしました。

群馬地区
伊勢崎教会信徒 竹前　　譲

主なる御名を賛美します。
伊勢崎教会は、昨年度末、主なる神の御導きに

より新会堂の献堂式を執り行うことができました。
教団、教区、地区、そして全国の方々の祈りと支
援によるものと厚く御礼申しあげます。

さて、5月に開かれた関東教区総会に出席でき感
謝です。これに先立って教区より膨大な総会資料
の送付があり感謝です。しかし、資料に十分目を
とおさず総会に臨んだことが悔やまれます。しか
し、その中で敢て感想を述べることをお許しくだ
さい。

まず、はじめに、これだけの議案を2日間で消化
することは物理的にムリでしょう。もっと各組織
の中で簡潔化し提案出来ないものでしょうか。

次に「選挙」です。今回特に感じたことは、教
団総会議員選出で教職14名、信徒14名をいかにし
て選ぶのか。事前に資料めいたものがあれば話は
別ですが…。

終わりに例年、恒例のようになっている議案第
26号です（長くなるので番号のみ）。これは教憲・
教規に関わる事柄で、私はこの場になじまないも
の、ふさわしくないものと思います。個人的信条

（信仰ではない）を前面に出し、議長の制止も無視
し会場を混乱におとしめる行為は、教職としての
品位はいずこに、と言いたくなります。前日の准
允式、按手礼式での荘厳さは、感動に尽きるもの
でした。神に召命され、この職に就くことのすば
らしさを強く印象づけられたのに。どうか、すべ
て人々に尊敬され、信頼され、愛されている牧者
であることを自覚してください。

最後に一言「牧師は24時間牧師である」

栃木地区
宇都宮上町教会牧師 澤田　　武

第64回関東教区総会にて、3名の准允、2名の按
手礼執行が承認され、各教師の所信表明の後に、
新正教師の最初の力強い祝祷をもって准允式・按
手礼式・開会礼拝が閉じられました。

その内の2名、森田泰司師は宇都宮東伝道所に新
任の主任担任教師として赴任され、佐野明子師は
正教師として塩谷一粒教会の主任担任教師となら
れました。両師が同時に同じ栃木地区に赴任され
ましたことは、両師を送り出しました教会、教師
にとって、真に大きな感謝と喜びとなりました。

また、上三川教会に野口佳男師が正教師として、
那須塩原伝道所には清水信浩師が赴任されました。
栃木地区でのお働きをお祈り致します。
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総会1日目の報告・協議会にて、「東日本大震災
被災支援の報告」から、会堂再建、献堂を終えた
教会の報告があり、東日本大震災からの年月の経
過を感じ、被災教会の再建に向けた思いが伝わり
ました。宇都宮上町教会も今年度中の会堂再建を
目指しています。励まされました。

また、「教会に於けるハラスメントの協議」は、
日本基督教団という組織に属する者として、重要
な問題提起と理解していますが、総会での協議に
は共通認識が不十分ではないかと感じました。事
例当事者への配慮が必要ですので、事前の説明等
の丁寧な取扱いを願います。
「教区事務所移転献金に関する件」については分

科会でも活発な意見交換がされました。
議事進行が大幅に遅れ、特に総会設営の埼玉地

区の方々には、大変な思いの中で撤収作業をされ
た事と思います。設営のお働きに感謝致します。

茨城地区
鹿島教会信徒 山本　安生

今回は、約10年ぶりに久しぶりの出席となりま
した。総会の順序に従って、たくさんの議案の審
議が進められる中で、新しく教師・補教師試験に
合格した方々の按手礼式、准允式、2日目にはこの
1年間に召された方々の逝去者追悼礼拝などが行な
われて、大変貴重な時であったと思います。

今回の総会全体を通して大事なこととして私が
感じたのは、①青年伝道の推進、②教会・伝道所
の整理、③ナルド献金目標の増額、④教区事務所
献金の件、⑤各教会への教区負担金増額、があり
ます。

①については、何もイメージや事例が示されな
かったのは大変残念で、掛け声だけではないのか、
信徒・教師の高齢化が急速に進む中で大丈夫か
な？と思いました。②③④⑤については、全国的
に少子高齢化の流れの中にあるので、当然、各教
会財政は縮小傾向にあることをしっかりと見据え
た上で議論し判断すべきと考えます。教区全体を
見ると都会以外（人口減少傾向の地）では、伝道
所や教会を統合し、廃止すべき時が直ぐそこに
迫っていると思います。資料を見て驚いたのです
が、活動休止でない教会・伝道所は教区負担金を
きっちりと納入しているのです！　この状況を

「呼びかければ、各個教会・伝道所は当然納入でき
るのだ」と考えてはいけないのです。この納入率
の良い時の内に、早めに伝道推進と財政縮小方策
等の次の手を考え、訴えていくべきです。

そして、教団は合同教会です。勿論、教区・地区
もそうです。お互いの違いを認めながら、全ての
面で連携を探し実現していくことが、これからの
教区・地区に必要なことだと考えさせられました。

埼玉地区
西上尾教会牧師 石神　　稔

議事運営について、全般的に粗雑で強引だった。
十把一絡げで分科会付託は驚いた。本間議員の提
案は紛糾が分かっている筈だから、議長には十分
に時間を割く度量が求められる。時間切れ審議未
了廃案をお得意とする前議長の動議が飛び出すよ
うな議事進行では議長失格だ。多数派の皆さんに
も多少良識をお持ちの方もおられたらしく、この
動議は通らなかった。強引な議事運営で、どれだ
け多くの信徒・教職の方々が失望落胆して帰宅さ
れたかお分かりか？　全般的にセレモニーに時間
を割きすぎる。追悼礼拝の芳名朗読は工夫を要す
る。選挙について一言。多数派の皆さんにはペラ
メモが配布されていた（「被選挙人名簿」と「本間
議案は否決し、動議には反対しましょう」と書か
れていた）。手元の被選挙人名簿と壇上の名簿と首
引きで書き込んでいる姿を見て苦々しく思った。
その間、議事停止！　無駄な時間を費やした。多
数を握っているんだから、いっそのこと壇上にペ
ラメモをでっかく掲示されては如何か。次に書記
の不手際について。何故、本間議案を虫眼鏡でも
見えない細かい文字で印刷したのか？　私情を挟
んだのか？　常置委員会の意思か？　これでは議
場を侮辱したことになる。議案を二重に記すなど
書記失格ではないのか？　印刷技術上の問題と言
うか？　業者を替えればよい。最後に北村牧師戒
規処分問題について。この問題は終わってはいな
い。裁判所は介入を避けただけだ。「教団の自浄能
力」の有無が本格的に問われることになる。その
全国的なうねりは益々勢いを増す。教団も関東教
区もこれ以上空洞化させてはならない！
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祝
原市教会伝道師 関橋　　賢

「准允を受けることは、御言葉を語ることを許されること」。准允式の際に秋山議

長からこのような言葉をいただきました。神学校を卒業して間もないわたしが、教

会において御言葉を語る、その重い責任と同時にその喜びをも担っていくものとさ

れた。教会で御言葉を語りつづけていく、その覚悟や決意を新たにされた瞬間であ

りました。准允はゴールではなく、按手礼を領され牧師として主の宣教の御業に加

えられるためのスタートです。主によって養われ、キリストの恵みに活かされ、聖霊の息吹に満たさ

れながら、関東教区の諸教会の皆様のお祈りとお支えを受けつつ、これから関東教区での伝道師とし

ての歩みを始めて参りたいと思います。

東京聖書学校吉川教会伝道師 佐々木千沙子

聖名を賛美致します。

この度、私のような愚かな者が准允を受けることができたことは主の憐れみによ

る事でございます。皆様のお祈りとご支援を心から感謝申し上げます。

私が赴任させて頂いている東京聖書学校吉川教会は神学校のある教会であります。

三月まで神学生であった私は翌月から同じ所の教会に赴任いたしました。5月27日

に准允を受ける時に秋山先生からローマ10：14〜17の御言葉が与えられ、皆様の熱

き祈りにより心が定まりました。

私は今の時代において神の御国の拡大のために福音の伝道に役に立ちたいと願い「イザヤ6：8」の

御言葉によって献身致しました。今後とも宜しくお願い致します。

宇都宮東伝道所伝道師 森田　泰司

「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人がわたしにつながって

おり、またわたしがその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようにな

る。」ヨハネ15：5。この御言葉が、わたしを献身から准允へと導いてくれました。

御言葉の学びを続けるほど、神さまの恵みが、ぶどうの幹から枝へとあふれるばか

りに流れ込むように、与えられてきました。准允を受けてやっと正式に福音伝道の

最前線に立つことができたと感じています。遣わされている場所は小さな群れですが、尽きることの

ない祝福を与えてくださるイエスさま、という大きな幹に繋がって、豊かな実を結ぶ事ができるよう

に願っております。
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着 任 し て ひ と こ と
久美愛教会牧師 遠藤　公義

巡回教師の働きは、急に無牧になった教会からの説教依頼が多いようです。1995

年に他教区から来て巡回教師になり不案内もあり、お手伝いできるのは礼拝のご奉

仕だけでした。十数年が経ち、雪国の母教会で一人暮らしをしていた姉の介護が始

まり、月一度だった片道230キロの介護の道が、やがて毎週になりました。2012年

夏に80歳で姉は天に召され、家族の大量の本を処分し、自分の死後を考え、自分の

注解書を含む神学書も処分しました。2013年秋、埼玉新生教会の中村眞先生からお電話があり、久美

愛教会からの招聘のお話でした。神様は不思議なことをされます。杖一本、下着二枚だけで宣教に押

し出された弟子のようです。謹んで、天の声に従いました。

祝
塩谷一粒教会牧師 佐野　明子

按手の重みは、主から私に課せられた責任の重みです。それは、自分の力で成し

ていくものではなく主に委ね、自分を献げ尽くすよう促されている重みと感じまし

た。私は、ここまで多くの方々の祈りに支えられて歩んでこられました。特に試験

の前には、礼拝後必ず祈ってくださった教会員の方々がおられます。その祈りに支

えられて、今の私があります。塩谷一粒教会は、栃木県の北部小さな町にあります。

地方の教会が抱える課題をいくつも抱えています。その中で、この世的なものに惑わされる事なく主

に依り頼み、祈りつつ地域に根差した伝道を続けていきたい、大きな喜びである主から与えられた職

務を全うして行きたいと考えています。

上三川教会牧師 野口　佳男

「父と子と聖霊の名において、今あなたに手を置き、正教師に任じます。この務め

を全うするために聖霊を受けよ。アーメン。」私の上に置かれた正教師の先生方の手

は、私をこの世へ遣わされる主の御手でありました。主に出会い、養い育てられて

31年、召命から丸11年、愛する兄弟姉妹に祈り支えられた一匹の羊が、遂に羊飼い

とされました。私は、今後益々主と主の羊の群れを愛し、主の御言葉を語り、キリ

ストの体なる教会を建て上げ、失われた羊を探し出し、主の下へ導く所存です。「わたしは良い羊飼い

である。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。（ヨハネ10：11）」どうぞ主よ、この小さき者を、羊の

ために命を捨てる良い羊飼いにして下さい。アーメン



志木教会牧師 横山　基生

西東京教区の東京新生教会か

ら異動してきましたが、母教会

が埼玉地区にある西川口教会な

ので、里帰りの感があります。

大学卒業後直ぐに献身して関東

教区を離れるまでは、私の教会活動の範囲はほ

とんど埼玉地区内での活動と交わりに限られて

いました。しかし、この度主の恵みの導きの下、

関東教区五県にまたがって主にあるお交わりの

機会が与えられることになることを心に覚えさ

せていただいています。現在、新しく赴任した

教会活動と附属幼稚園活動に慣れるのに精一杯

の状況ですが、様々なことを新しく教えられつ

つ牧会伝道とキリスト教保育の業に、主の僕た

ちと共に励んで行きたいと願っています。

志木教会伝道師 横山　好江

東京新生教会（西東京教区）

から志木教会に参りました。

どうぞよろしくお願い致しま

す。東京聖書学校が東久留米

市にあった時代に、その開拓

教会として横山義
� �

孝
� �

師によって始まり約20年を

経た東京新生教会から、創立70周年を迎えよう

とし、泉幼稚園を併設する志木教会に移りまし

た。幼児教育の現場は初めてですが、園長の役

を得た夫と共に副園長として子供達から元気を

貰って励んでいます。2006 年までＯＭＦイン

ターナショナル宣教師として在英邦人伝道に携

わりました。現在もＯＭＦディアスポラ伝道部

の執行役員に当たる務めを担っています。日本

での伝道牧会経験が少ない者ですが、皆様に教

えていただきながら仕えさせていただきたいと

願っています。

秩父教会牧師 温井　　豊

私は西中国教区山陰東分区

にある松江北堀教会から異動

して来ました。今回関東教区

埼玉地区に来て、神学校時代

の同級生であった、亡き李秀雲牧師に会えない

のが残念に思っています。それでも亡くなる少

し前に、前任地の松江北堀教会から駆けつけ、

聖路加国際病院で最後の別れが出来て良かった

と思っています。しかし、病室で悲しみの余り

祈ることが出来なかったことが、今も心残りと

なっているのです。

今回異動して来た秩父教会で、丁度制度が変

わる5年前に取得した社会福祉士の資格を活かし

て、社会的視点を持って秩父教会の牧会・伝道

に励んで行きたいと思っています。

秩父教会牧師 温井　節子

青年時代にアメリカ・シカゴ

にあるムーディ神学校留学後、

牧師を目指して、中田重冶の指

導を受けた牧師たちが創設した

基督兄弟団聖書学院を卒業しま

した。この教団は戦後1946年に日本基督教団か

ら離脱して設立した教団です。そこで准允を受

けて教会で赴任後、日本基督教団に教師転入し

たのです。

出身地は神奈川県横浜です。関東教区の教会

に転任出来て、嬉しく感じます。秩父教会は日

本基督教団のホーリネスの群れに属する106年の

歴史のある教会です。実は、私の祖父母も牧師

で中田重冶から直接指導を受けたのです。今後、

教会の皆さんと中心教理である四重の福音を学

び合うことを、希望しています。
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敬和学園大学教務教師

下田尾治郎
主の聖名を讃美いたします。

4月より敬和学園大学にチャプ
レンとしてお仕えしております
下田尾治郎と申します。前任地

は、神奈川教区の田浦教会でありました。教会
の牧師から学校の牧師に立場が変わり戸惑うこ
との多い日々を過ごしておりますが、主より委
ねられた業として、祈りつつ、若人たちに仕え
てまいろうと存じます。本学のこと、また拙き
僕のこと、お祈りのうちにお覚えいただけまし
たら幸いです。

私の出身地は高崎。母教会の高崎教会におい
て幼少より育まれ、神学校での学びの際にも物
心両面でささえられました。関東教区の一員に
戻ることのできましたことは大きな喜びです。
末永く主にあるあるお交わりをよろしくお願い
申し上げます。

東大宮教会牧師 久保島　泰
ふと、「私の愛した街」とい

う歌を思い出しました。1972年
1月、北アイルランドのデリー
で自由を求めるデモに英国軍隊
が発砲、13名が殺された事件を

忘れないためフィル・クルター氏が作ったもの
です。学生時代に覚えた大好きな歌なのですが、
一つ残念なことがあります。横井久美子さんと
いう方の訳ですが、5番の歌詞で「わたしにでき
ることは一つ、戦う事だけなのだ」となってい
るところ、原詩は「I can only pray」から変えて
しまっていたのです。

もっとも、当時の私も、「祈り」よりも「戦
い」の方が強いとと考えていましたが、「祈り」
こそ、もっとも力強い戦い方であることを、こ
のごろは思わされています。

東大宮教会牧師 久保島理惠

以前「どんな人生設計をお持

ちですか」と問われたことがあ

る。「牧師は、人生の計画を自

分では立てられないのです」と

答えると、「そうは言っても、

お考えがあるのでは」とまた聞いてくる。仕方

がないので「いいえ、神さまの御心に従うだけ

です」とひたすら答えていると、最後には、本

気でそう言っているのかと目を丸くされた。そ

の反応に、こちらも目を丸くした。

前任地の伊豆での10年を振り返ると、人の思

いではなく、主の御心のみが成就するということ

を徹底的に示された。自分の思いは打ち砕かれ、

しかしそれをはるかに超える恵みを与えられてき

た。新しい地においても、御前にひれ伏し、ただ

御心を求めて、主にお仕えしていきたい。

東京聖書学校吉川教会牧師　

佐々木羊子

本年 4 月より、東京聖書学

校吉川教会の副牧師として就

任しました佐々木羊子と申し

ます。私は2011年に東京聖書

学校を卒業し、同年4月に大田区の東調布教会の

伝道師に就任しました。それから、3年間の働き

を経て、このたび東京聖書学校吉川教会に赴任

となりました。東京聖書学校吉川教会は神学校

と一体型の建物になっております。そのため、

私たちの教会は神学校を支え、伝道者を育て、

また伝道者を生み出していくことも使命である

と考えています。また主任牧師であり、舎監で

もある、深谷先生ご夫妻を支えつつ、佐々木千

沙子伝道師と共に、協力しながら福音を宣べ伝

えていきたいと願っています。
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桐生東部教会牧師

三浦　　啓

今年の春に敬和学園を辞任

し、桐生東部教会に赴任しま

した三浦啓です。

桐生東部教会は今年度教会

創立100年目の節目の年を迎えています。現在、

100周年記念誌を作成するために過去の教会資料

に目を通すことと、これからどのような教会を

作っていくかについて教会の皆さんと共に考える

歩みを進めています。

教会の過去・現在・未来を桐生東部教会の皆

で考え、地域に開かれた教会として、教会内外

の誰にとっても魅力ある教会をつくっていきた

いと思っています。

まだまだわからないことの多い未熟者ですが、

桐生東部教会の皆様、群馬地区の皆様、関東教

区の皆様に支えていただきながら一歩ずつ進ん

でいこうと思っています。どうぞよろしくお願

いします。

桐生教会牧師 清水　義彦

多くの先生方は、4月1日か

らの着任でしょうから、この

原稿の締め切り（6 月 14 日）

には、本当に「着任して一言」

というお気持ちだと思います。

しかし、私の場合は、5月1日からの着任でした

ので、今、やっと、「着任して一言」が始まる時

期です。

この1ケ月間は、教会のつとめ以外に、引っ越

しの片づけや、様々な手続きに追われていまし

た。今日（6月12日）、やっと「着任して、ホッ

と」という思いです。

私の性格は、「のろい、鈍い」が特徴ですの

で、この「ホッと」が、「雑」や「遅い」と成ら

ないように、ここで気を引き締めて行きます。

皆さんに助けられて、丁寧にいきたいと願って

います。

那須塩原伝道所牧師

清水　信浩

この度、那須塩原伝道所に

赴任いたしました清水信浩と

申します。私自身は生まれも

育ちも群馬県で、関東はなじ

み深いのですが信仰生活の上では関東には縁が

なくここまで過ごしてまいりました。群馬と栃

木は何かと一括りにされる傾向がありますが、

住民はやっぱり違うという意識が強いように思

います。そんな中で栃木での福音伝道の働きが

託されたことを、主のみ心と受け止めこの地で

の働きを担っていきたいと思います。

那須塩原伝道所は小さな群れですが、そんな

小さな群れが信仰の灯火を消すことなく輝かし

続けている恵みを皆さんと分かち合うことが何

よりの福音の証しだと考えています。そして何

よりも、教会のためにお祈り頂ければ幸いです。

前橋教会牧師 川上　　盾
���

同志社神学部出身、東京教

区北支区に3年、東北教区会

津地区に9年、兵庫教区阪神

地区に17年在籍しました。関

東教区は初めてです。高校は

新島学園を出ていますので群馬のからっ風は

「体験済み」と高を括っていましたが、赤城山か

らの吹きおろしは時に凄まじく、心が萎えそう

になります。♪不思議な風がびゅうっとふけば、
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何だか勇気が湧いてくる〜♪と歌っては自らを

励ましています。赴任して間もなく、『罪責告

白』の分厚い冊子が送られてきました。この告

白を公にするに至るまで、大変な道のりがあっ

ただろうなーと想像しました。対話の姿勢がな

ければこの種のものは発表できないと思いまし

た。私も対話の姿勢を大切にして教区に参加し

たいと思います。

七里教会牧師 太田　光夫

この度、さいたま市の七里

教会に赴任してきました、太

田光夫です。水海道教会が母

教会、関東教区は生まれ育っ

たところですが、西日本で用

いられていましたので、新鮮さを感じています。

趣味はいろいろありますが、残りそうなのは

音楽でしょうか。リコーダーの素朴な音色に魅

かれています。1人で吹いても楽しいのですが、

できたらアンサンブルでやってみたいと思って

います。

七里教会は前任の風間先生が、開拓伝道をし

て教会となりました。この地での宣教、伝道が、

より着実になるよう、教会員と一緒に歩んでゆ

く所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。

石岡教会牧師 大森　清一

わたしは隠退より復帰して

この4月より石岡教会に赴任

した大森清一です。よろしく

お願いします。マルコ2章27、

28節に「人の子は安息日の主

でもある。」この聖句が与えられました。礼拝の

困難な教会も主の教会である。仕えよという主

の命令を祈りの内に示されました。その祈りが

聞かれ実現に至ったと感謝しています。私は74

歳と高齢ですから、自宅から通い、金、土、日

と教会におります。関東教区の「罪責を告白す

る教会」は長い年月をかけて研究された成果で

敬服しています。学ばせていただきたいと思い

ます。

関東教区の事は何も知りませんのでよろしく

お願いします。主にある交わりを感謝し祈りま

す。

前橋中部教会牧師

堀江　知己

4月より前橋中部教会に主任

担任教師として仕えさせてい

ただくことになりました堀江

知己と申します。私は大学生

の時受洗し、卒業後、献身しました。神学校を

卒業後、初めの3年間、大阪の堺教会において伝

道師として仕えさせていただき、その後、主任

担任教師として福島教会、能代教会に仕えさせ

ていただきました。約2年半休職していました

が、その間、前橋中部教会にて教会生活をさせ

ていただきました。そして、これからは主任担

任教師として仕えさせていただくことになりま

した。これまで祈り、支えてくださった教会員、

全国の兄弟姉妹や先生方、そして、主なる神様

に感謝し、これからの働きに励んでいきたいと

願っています。



○第64回関東教区総会
第64回関東教区総会は、2014年5月27日（火）

〜28日（水）、さいたま市ソニックシティー小ホー
ルを会場に、開会時の正議員271名中186名の出席
議員により開会し、開会礼拝（司式：國吉常喜與
氏、奏楽：秋山星子氏、説教者：東野尚志師）を
行いました。この礼拝では、秋山徹議長の司式に
より、關橋賢師（群馬地区・原市教会主任担任）、
森田泰司師（栃木地区・宇都宮東伝道所主任担
任）、佐々木千沙子師（埼玉地区・東京聖書学校吉
川教会担任）3名が准允を受けられ、引き続き、佐
野明子師（栃木地区・塩谷一粒教会担任）、野口佳
男師（栃木地区・上三川教会主任担任）が按手を
受けられました。また、西海満希子師の司式、法
亢聖親師の補助により聖餐に与り、按手を受けら
れた佐野明子師の祝祷を頂きました。

昼食時には、関係学校、関係団体の報告の恵み
を共有しました。また、関東教区に着任された教
師の紹介や関東教区牧会25年以上お仕えされた疋
田國磨呂師、勝子師への謝辞がありました。また、
関東教区内教会･伝道所に長くお仕えされて隠退さ
れた風間直次郎師を覚えて、感謝致しました。今
総会の来賓は、在日大韓基督教会より、新潟教会
李在益牧師、つくば東京教会　許伯基牧師、日立
教会　鄭仁和師、水戸教会　韓在文師、教団副議
長　伊藤端男師、教団年金局　櫻井淳子氏、教団
出版局　百瀬一成氏、東北教区被災者支援セン
ター　佐藤真史氏をお迎えしました。また、1日目
午後の議案審議終了後、分科会の前に「東日本大
震災」に関する報告が、飯塚宣教部委員長により
行われ、特に復興再建を果たした伊勢崎教会、宇
都宮教会、下館教会の新会堂をプロジェクターで
紹介し、共に喜びを分かち合いました。併せて兵
庫教区セクシャルハラスメント防止委員会　平野
淑子委員による発題と協議会が行われました。

教区総会の議案審議の流れは、1日目に報告・議
案がすべて提案され、議案の趣旨を共有します。
夕食後の4つの分科会では、議案の回付により理解
を深めます。分科会は、昨年と同様にテーマ別の
懇談･協議が出来るように配慮をしました。この
テーマ別分科会方式は、自由な発言が出来る雰囲
気の中で、活発な意見交換が見られました。特に
第2分科会では、プロジェクターを用いて青年活動
の報告がなされました。

2日目冒頭に分科会と総会特別委員会の報告があ
り、順次、議案･報告の採決を行いました。2日目
午後は、村田元師の司式により逝去者追悼式が行
われ、教区内諸教会･伝道所の逝去者信徒113名と

教区所属教師の李秀雲師、山田斐
�

章
��

師、米山正紀
師、福士卓司師4名の逝去者名を読み上げ、御言葉
と祈りにより追悼を致しました。

定例議案以外の議案について報告いたします。
互助規則の充実を図った、教会互助規則変更に関
する件は可決されました。また、佐渡教会と相川
教会の合併に関する件、羽生伝道所と東京復活教
会の合併に関する件、が可決されました。教師の
退職金積み立ての出来ない教会を支援するための、
退職金互助に関する件、が可決されました。また、
次代を担う世代への働きに取り組む、青年・信徒
育成プロジェクトに関する件、隠退教師を支える、
日本基督教団年金「謝恩日献金」取り組み推進の
件、を可決しました。大宮教会の会堂建築に伴い
教区事務所も建て替えとなる事で、教区事務所移
転のための感謝献金に関する件は、1,500万円の大
宮教会に対する感謝献金を決め、資金計画に関し
ては常置委員会に委ねられました。更に、議員提
案となる「特定秘密保護法」の廃止を求める件、
は可決されました。なお、議員提案の「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」は、無記名投票の提
案がありましたが、時間制限により挙手による採
決をした結果、賛成67、反対85、保留18となり否
決されました。

＜その他、可決された主な議案＞
・2014年度関東教区活動方針に関する件
・秋季按手礼及び准允式執行に関する件
・「ナルドの壺献金」推進の件
・「会堂・牧師館建築緊急貸出基金」献金推進の件
・「教育費互助基金」献金推進の件
・「2014年度教団部落解放センター活動献金」推

進の件
・「東日本大震災」被災支援に関する件
・2014年度宣教部活動計画に関する件
・2014年度教師部活動計画に関する件
・2014年度教区歳入歳出予算案承認の件

教団総会議員選挙は、以下の結果となりました。
【教師】1. 秋山徹（上尾合同）、2. 栗原清（武蔵豊
岡）、3. 熊江秀一（新津）、4. 疋田國磨呂（大宮）、
5. 村田元（群馬町）、6. 田中かおる（安行）、7. 石橋
秀雄（越谷）、8. 島田進（日立）、9. 東野尚志（聖学
院）、10. 小池正造（東新潟）、11. 深谷春男（東京聖
書学校吉川）、12. 澤田武（宇都宮上町）、13. 福島純
雄（筑波学園）、14. 平山正道（四條町）。（敬称略）

（10）

第64回関東教区総会と第63総会期第5回常置委員会、第64総会期第1回常置委員会報告

教区書記 栗原　　清
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【信徒】1. 金刺英雄（上尾合同）、2. 川田光江（越
谷）、3. 内田聖子（長岡）、4. 佐久間文雄（志木）、
5. 高崎道子（鹿沼）、6. 國吉常喜與（宇都宮上町）、
7. 吉田武人（鴻巣）、8. 三井田忠昭（岩槻）、9. 中山
善一郎（東中通）、10. 山川秀人（聖学院）、11. 勝野
奉幸（大宮）、12. 滝川英子（七里）、13. 富永研司

（日立）、14. 和田献一（氏家）。（敬称略）
今回の総会設営は、埼玉地区が担当されました。

尊いお働きに感謝します。次回、第65回教区総会
は、2015年5月26〜27日、さいたま市ソニックシ
ティー小ホールを予定しています。なお、設営担
当は、茨城地区となります。

○第63総会期　第5回常置委員会（4月22日開催）
主に教区総会関連議事を取り扱い、総会報告と

重複するので割愛し、以下の報告をします。

・主な各種申請と届け（敬称略）
⑴　教師異動（第63〜64回総会期）
桐生教会　　　　辞　福崎　直秋（主・正）

就　清水　義彦（主・正）
諸川伝道所　　　就　若月　健悟（代・正）
上三川教会　　　辞　繪鳩　　彰（主・正）

就　野口　佳男（主・補）
前橋中部教会　　辞　小峰　　擁（主・正）

就　堀江　知己（主・正）
東大宮教会　　　辞　山ノ下恭二（主・正）

就　久保島　泰（主・正）
就　久保島理恵（担・正）

那須塩原伝道所　辞　若林　治郎（主・補）
就　清水　信浩（主・正）

石岡教会　　　　辞　橘　　秀紀（代・正）
就　大森　清一（主・正）

水海道教会　　　辞　太田　光夫（担・正）
七里教会　　　　就　太田　光夫（主・正）
宇都宮東伝道所　辞　木村　太郎（代・正）

就　森田　泰司（主・補）
矢板教会　　　　辞　大下　正人（主・正）

就　平山　正道（代・正）
草加教会　　　　辞　高田　輝樹（兼・正）

就　高田　輝樹（主・正）
群馬町伝道所　　辞　角田　隆史（主・正）

辞　村田　　元（兼担・正）
就　村田　　元（主・正）

前橋教会　　　　辞　大賀　幸一（主・正）
就　川上　　盾（主・正）

東京聖書学校吉川教会 辞　坪内　時雄（担・正）
就　佐々木羊子（担・正）
就　佐々木千沙子（担・補）

秩父教会　　　　辞　都築　英夫（主・正）
就　温井　　豊（主・正）

就　温井　節子（担・正）
桐生東部教会　　辞　栗原　昭正（代・正）

就　三浦　　啓（主・正）
志木教会　　　　辞　潮　　義男（主・正）

就　横山　基生（主・正）
就　横山　好江（担・補）

教区巡回教師　　辞　遠藤　公義（正）
久美愛教会　　　辞　中村　　眞（代・正）

就　遠藤　公義（主・正）
北川辺伝道所　　辞　櫻井　義也（主・正）
原市教会　　　　辞　村田　　元（主・正）

就　關橋　　賢（主・補）
塩谷一粒教会　　辞　澤田　　武（代主・正）

就　佐野　明子（主・正）
敬和学園大学　　辞　大澤　秀夫（正・宗教部長）

就　下田尾治郎（正・宗教部長）
⑵　23条申請

浦和別所教会（土地取得）、桐生東部教会（土
地取得）、武蔵豊岡教会（土地売却譲渡及び取
得）、土浦教会（土地取得）

⑶　隠退届：風間直次郎（正）、栗原昭正（正）
⑷　隠退教師復帰願：大森清一（正）
⑸　死亡届：米山正紀（正）
⑹　刑務所教誨師推薦：福本光夫氏（黒羽刑務所）

○第64総会期　第1回常置委員会（6月17日開催）
・秋季教師検定試験受験志願者の面接と推薦は、

補教師試験、相原聡氏（下館教会）を推薦しま
した。また併せて補教師試験継続受験志願者、
今井浩三氏（群馬町伝道所出席）、金子智氏（中
条教会出席）を推薦しました。また、正教師受
験志願者の、江田めぐみ師（三芳教会担任）、羽
島健司師（足利東教会主任）、金載憙師（足利東
教会担任）を推薦しました。お祈りを願います。

・池の平向山荘委員会、大洗ベツレヘム教会に関
する小委員会は、活動休止する事になりました。

・伝道委員会委員長　三村修師を承認しました。
・「教団問題協議会」は、7月12日（土）の日程で

上尾合同教会を会場に開催します。
・教会･牧師館、教会関係者の雪害に対する見舞い

金を支出します。
・主な各種申請と届け（敬称略）
⑴　23条申請（書類整備され次第、以下を承認）

大宮教会（土地譲渡）、見附教会（土地建物譲
渡）、下館教会（土地建物譲渡、建物取得）

⑵　隠退届：櫻井義也（正）



主事　金刺　裕美

第64回関東教区総会は、埼玉地区委員の方々の
ご奉仕により無事終了しました。感謝いたします。
2014年度の活動計画が議され、各々の委員会も始
まりました。その働きの為に、どうぞお祈り下さい。
◎メールアドレス変更のお知らせ
（新）kantou@church.email.ne.jp
現在は新・旧のアドレスが使えますが、旧アド
レスは10月からは無効になります。

◎「教区一覧」（名簿）をお届けいたします。
ご自分の関係する箇所を確認し、間違いがあり

ましたら、教区事務所へご連絡下さい。教師や各
委員の変更、巻末の2014年度の教区活動一覧、各
種献金の送金先も記載されていますのでご活用下
さい。特に、住所や通信先が変更になっている教
会（妙高高原・燕・草加・白岡・菖蒲・北川辺・
埼玉中国語礼拝）への案内送付の際は再確認をお
願い致します。
◎送金手数料の軽減にご協力を。
�払込用紙　5万円未満　　130円

5万円以上　　340円
（送金料の負担：赤は教区、青は払込人）
ATMを利用すると50円引きになります。

�ゆうちょ銀行通帳・カードでATM利用　無料
（10万円以上は、本人確認が必要）

�自動払込（金額に関係なく）1回25円
消費税UPにより、送金事務費が増加していくこ

とが予想されます。ご検討下さい。
◎教区事務所の夏休み

8月12日（火）～15日（金）
※その他、土・日・月は通常通りの休業になります。

※緊急連絡先　　栗原　清教区書記
04-2965-4348 F（武蔵豊岡教会牧師館）

保険事務　金刺　裕美

ここ数年、夏の暑さが年々増しているように感
じています。夏に脳梗塞が発症しやすい事をご存
知でしたか？暑さで大量の汗をかくため水分不足
が生じ、血栓ができやすくなり脳梗塞を引き起こ
すのだそうです。血栓症予防や熱中症対策に、こ
まめに水分（麦茶が良いそうです！）補給をして
元気にお過ごし下さい。
◎扶養者調書の提出、ご協力感謝
◎算定基礎届けが終わりました。

今年9月から来年8月分までの保険等級が決定さ
れます。等級に変更のある方には、保険料の変更
通知を送ります。

2等級以上の変動は7月分から、1等級の変動は9
月分から変更になります。
◎夏季賞与社会保険料について

標準賞与額（賞与支給額の千円未満を切り捨てた額）

に、各料率をかけて算出してください。8月末まで
に納入してください。※自動払込は、8月26日㈪で
す。確実な入金をお願いいたします。
◎厚生年金保険の料率改定について

2018年9月まで、毎年9月分より厚生年金保険料
が0.354％ずつ上がります。新料額表は、別途送付
いたします。

厚生年金保険料　17.12％　⇒　17.474％
※冬季賞与保険料は、上記料率で算出して下さい。
◎生活習慣病予防健診、受診手続き

病気の早期発見や健康管理のために、年に1回の
健診を習慣にしましょう。医療機関で受診日の予
約→教区事務所に申込み→けんぽ協会に申込みと
いう流れになっています。けんぽ協会に申し込み
をしないで受診した場合は、全額自費負担となり
ますので、ご注意ください。

（12）

教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記
教区通信委員会の組織に関して以下の通り報告する。
3月末をもって、若林治郎教師が那須塩原伝道所を辞

任し関東教区から離れることに伴い教区通信委員を辞任
したため、准允を受領し宇都宮東伝道所に着任した森田
泰司教師が教区通信委員会の委員として加わった。

また、5月13日に行われた教区通信委員会で、久保田
愛策教師が委員長及び委員辞任を申し出たため、委員会
はこれを承認した。後任の委員長は9月上旬に行われる
教区通信委員会に於いて選出することとする。

（成田顕靖）



「集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対し、撤回を求める声明」 
 
「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、

もはや戦うことを学ばない」（聖書・イザヤ書２章４節、ミカ書４章３節）。 
 
すべての国と国民は武力を捨て、共に生きる神の平和へと招かれています。そして私た

ちキリスト者はこの平和を実現する者として遣わされています。 
安倍晋三政権は去る７月１日、集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行しました。国民

多数の反対の声を無視しての一方的な決定でした。 
この閣議決定はこれまでの「憲法第９条のもとでは海外の武力行使は許されない」とい

う従来の憲法解釈を変更するものであり、第二次世界大戦後、戦争の悲惨な経験から、戦

争放棄をかかげてきた憲法第９条を空洞化させるものです。この国が再び「戦争ができる

国」へと歩むことは「彼らは、もはや戦うことを学ばない」と語られた神の御心に背くこ

とです。またごく少数の権力者によって、戦後６９年間、守り続けてきた平和憲法の解釈

改憲を強行したことは国民と先人たちの思いを欺くことです。 
 
憲法９条によって私たちの国は、戦争と武力による威嚇ならびに武力の行使を放棄し、

それをもって戦争の抑止力とする国際貢献を果たしてきました。しかし、今回の閣議決定

は、集団的自衛権の行使を可能にすることによって戦争の抑止力となるとの転換をもたら

そうとするものです。到底容認することはできません。いくら「国民の生命、自由及び幸

福追求を守るため」との美名をもっても、集団的自衛権の行使は許されません。武力によ

って平和を築くことはできないのです。 
むしろ、日本が自らを国際間の緊張関係に身を置き、不測の紛争や戦争に巻き込まれる

恐れを伴います。さらに戦後、憲法第９条によって守られてきた、他国の一人も殺さず、

一人の戦死者も出さなかったという誇りを捨て、不戦と平和の国の歩みが、かつての「殺

し、殺される」国の歩みに戻ってしまう危険性があります。 
 
私たち関東教区は集団的自衛権の行使容認の閣議決定に、キリスト者として断固反対し

ます。一方的な解釈変更による集団的自衛権の行使容認を撤回して下さい。そして憲法９

条の戦争放棄、平和主義に基づき、武力によらない平和の道を歩むことを求めます。 
 

２０１４年７月１５日 
日本基督教団	 関東教区 

総会議長	 秋山	 徹 
常任常置委員会一同 



「特定秘密保護法」の廃止を求める声明 
 

2013年 12月 6日に成立した「特定秘密保護法」は、日本国憲法における基本的人権の保障や平和

主義、主権在民の基本原則を侵害し、殊に信教の自由にもその影響が及ぶものである。また、その成

立の過程においても、わずかな審議時間で反対の声のある中で強行に採決されるという、非民主的で

強権的に成立した法となった。 

日本基督教団関東教区は、平和と自由を愛し、命を尊ぶキリスト者として、以下の反対声明を内外

に公にし、「特定秘密保護法」の一日も早い廃止を求め、以下の声明を行う。 

 

「特定秘密保護法」に反対し、一日も早い廃止を求める声明 
私たち日本基督教団関東教区は、2013年 12月 6日に成立した「特定秘密保護法」に反対し、この

法律の一日も早い廃止を求めます。 

国民には知る権利があり、聞いたことをそれぞれが判断する権利と意見を表明する自由があります。

しかし、この法において「秘密」の定義は極めて曖昧であるために、政府の恣意的な拡大解釈が起き

る可能性を含んでいます。そして、あることを「特定の情報」（秘密）と政府が定めたならば、もはや

国民はその内容を知ることはできません。「特定の情報」が、「守秘義務」を理由にコントロール(隠ぺ

い等の操作)されることも懸念されます。 

一方で、この法には「処罰規定」が定められています。国民が情報の収集活動をした場合に、その

情報が秘密保護に抵触するとされた場合には、処罰の対象とされる可能性をはらんでいます。 

また、国家公務員等の特定秘密を取り扱う可能性のある者に対して、「適正評価」という名目で調査

が行われることは、プライバシーの侵害以外のなにものでもありません。 

この法の成立の過程において、十分な審議が行われたとは到底いえません。衆議院においても参議

院においても、多くの疑問や反対の声のあがる中でわずかな時間しかかけないで採決されることとな

りました。非民主的な強行採決以外の何ものでもありません。 

このように、その内容において、また成立の過程において多くの問題を含む「特定秘密保護法」は

到底容認できるものではありません。 

かつて私たちの国は、戦時下において情報と思想のコントロールを行い、国家総動員体制で侵略戦

争に向かっていった過ちを犯しました。「特定秘密保護法」は、その時代を思い起こさせます。 

「特定秘密保護法」は、このように「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ものです。また、憲法の原則は、国家の独走に制限を与え、国民の権利を

保障するものですが、この原則が逆転するものとなっていることも看過できません。 

集団的自衛権の行使、憲法改悪、国家安全保障会議設置と関連して考えるときに、戦時下の反省か

ら生み出された「平和」「自由」「人権」の原則がなし崩し的に失われようとすることに、平和と自由

を愛し、いのちを尊ぶキリスト者として反対し、「特定秘密保護法」の一日も早い廃止を求めます。 

2014年 5月 28日(水)	 	 	 日本基督教団関東教区第 64回教区総会 
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日本基督教団関東教区宣教部委員会

No.73            2014年7月27日

日本基督教団 関東教区宣教部委員会
委 員 長 飯　塚　拓　也

301-0843　龍ヶ崎市羽原町1366-5
Tel．0297（64）3768

http：//kantoukyouku.cool.ne.jp/

「武力行使」とは、「戦争に参加する」こと
宣教部委員長 飯塚　拓也（竜ヶ崎教会）

あの『7 月 1 日』に、私は首相官邸前に立っていま
した。私が関わりを持っている「キリスト者平和ネッ
ト」の緊急呼びかけを受けて、午後 2 時から 7 時ま
で、反対の声をあげる群衆の中にいたのです。駆けつ
ける群衆が増え続け、一つの大きなエネルギーとな
り、「叫び」となったのです。それは、『平和を失うこ
とへの怒り』でした。

憲法 9 条 1 項には、こう記されています。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠

実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、
永久にこれを放棄する。

集団的自衛権の解釈を変更する際に、政府与党はそ

の行使に縛りをかけたと言いますが、いくら言葉を
飾っても、本音を覆い隠すはできません。「武力行使」
とは、まさに「戦争に参加する」ことなのです。

閣議決定後、安倍首相は本音を語り始めました。
「集団的自衛権の行使は極めて限定的なものである」
と言っていたことが、海外では「同盟国と一緒にでき
ることはたくさんある」に変節しています。

この先に待っていることを、私たちは見抜かなけれ
ばなりません。それは、「憲法改悪」であり、「国防軍
の設置」「徴兵制」です。

7 月 15 日に開催された、第 64 総会期第 1 回常任常
置委員会は、緊急的対応として以下の声明を出しまし
た。ぜひ、みんなで共有しましょう。

「集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対し、撤回を求める声明」

「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学
ばない」（旧約聖書イザヤ書 2 章 4 節、ミカ書 4 章 3 節）。

すべての国と国民は武力を捨て、共に生きる神の平和へと招かれています。そして私たちキリスト者はこの平和
を実現する者として遣わされています。

安倍晋三政権は去る 7 月 1 日、集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行しました。国民多数の反対の声を無視し
ての一方的な決定でした。

この閣議決定はこれまでの「憲法第９条のもとでは海外の武力行使は許されない」という従来の憲法解釈を変更
するものであり、第二次世界大戦後、戦争の悲惨な経験から、戦争放棄をかかげてきた憲法第 9 条を空洞化させる
ものです。この国が再び「戦争ができる国」へと歩むことは「彼らは、もはや戦うことを学ばない」と語られた神
の御心に背くことです。またごく少数の権力者によって、戦後 69 年間、守り続けてきた平和憲法の解釈改憲を強
行したことは国民と先人たちの思いを欺くことです。

憲法 9 条によって私たちの国は、戦争と武力による威嚇ならびに武力の行使を放棄し、それをもって戦争の抑止
力とする国際貢献を果たしてきました。しかし、今回の閣議決定は、集団的自衛権の行使を可能にすることによっ
て戦争の抑止力となるとの転換をもたらそうとするものです。到底容認することはできません。いくら「国民の生
命、自由及び幸福追求を守るため」との美名をもっても、集団的自衛権の行使は許されません。武力によって平和
を築くことはできないのです。

むしろ、日本が自ら国際間の緊張関係に身を置き、それによって不測の紛争や戦争に巻き込まれる恐れを伴いま
す。さらに戦後、憲法第 9 条によって守られてきた、他国の一人も殺さず、一人の戦死者も出さなかったという誇
りを捨て、不戦と平和の国の歩みが、かつての「殺し、殺される」国の歩みに戻ってしまう危険性があります。

私たち関東教区は集団的自衛権の行使容認の閣議決定に、キリスト者として断固反対します。一方的な解釈変更
による集団的自衛権の行使容認を撤回して下さい。そして憲法９条の戦争放棄、平和主義に基づき、武力によらな
い平和の道を歩むことを求めます。

2014 年 7 月 15 日
日本基督教団　関東教区　総会議長　秋山　徹・常任常置委員会一同
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2014年度新任教師オリエンテーション

宣教部書記 石川　晴彦
6 月 23 日（月）・24 日（火）にかけて、栃尾・見

附教会を会場に「新任教師オリエンテーション」を開
催しました。

熊江教区副議長の開会礼拝から始まり、「関東教区の
宣教の課題について」と題し、飯塚宣教部委員長の発題、
手束牧師による「栃尾教会の宣教」を写真を交えて聞き、
過疎化・雪・自然災害との戦いを知り大変な苦労を感じ
ました。教区アワーでは、熊江教区副議長・栗原教区書
記・飯塚宣教部委員長による課題や取り組みの説明があ
り、特に青年伝道に取り組むことが話されました。

2 日目に入り、見附教会に会場を移し、柳田牧師に

よって「見附教会の宣教」の話しを聞き、特に、水害
被害の話しを聞くことができました。その後、宣教
部・教師部の紹介を行い、活動への理解を深めていた
だきました。

栃尾教会と見附教会が、被災への取り組みも含めて
地域と密着し宣教活動に取り組んでいらっしゃること
を参加者で共有できたことによって、実りあるオリエ
ンテーションとなったと思います。

今年度関東教区に赴任された教師は 19 名でしたが、
その内 12 名の方が参加してくださいました。

関東教区を知っていただくためには、各地の宣教の
現場にご案内し、その地で教区を考えてほしいと願っ
たからです。たくさんの良い出会いを体験いただけた
と思います。感謝です。

祈りによる支え

宇都宮東伝道所 森田　泰司
新任教師オリエンテーションで、初めて新潟にあ

る、中越地震から復興した栃尾教会と見附教会を訪問
させて頂きました。震災からの復興において、教区内
の教会が協力し、ようやく今年度、中越地震で被災し
た教会のすべてが真の意味で復興することを知らされ
ました。

この世的には、会堂、牧師館等の建て替え費用の補
助ですが、教区内のそれぞれの教会における祈りが重
ねられ、集められた結果としてこのことが主から与え
られたと感じました。また、どちらの教会も毎年雪下
ろし作業に費やしている時間の大きさを知り、震災の
ことだけでなく、雪害に対する支援について、これか
らも祈り続け、支援をしていく必要があると思わされ
ました。

新任教師オリエンテーションの場として、新潟地区
の教会の現状を知る機会を与えられ、感謝していま
す。

新任教師オリエンテーションに出席して

秩父教会 温井　節子
今回、長岡市と見附市の教会で、関東教区の宣教課

題を聞き、よりリアルに共感出来たような気がしま
す。印象に残った事は、新潟県での宣教の困難さでし
た。10 年前の中越地震と水害からの復興の話や豪雪の
中で除雪作業の労苦を、プロジェクターで写真を見な
がら、説明を聞きました。新潟の因習や過疎化など
で、教会が地域の中で孤立化した事や、冬場の除雪作
業の大変さを共有することが出来たのです。宣教は困
難ですが、それ以上に、環境との闘いがあるというこ
とを認識しました。

前任の西中国教区で宣教委員会・伝道部の働きを
担っていましたが、特に災害地に赴く事はありません
でした。また、東北の被災地での婦人教職研修会に毎
年委員として出席していますが、被災地の宣教の大変
さを聞き、祈り合っているのです。苦難を分かち合う
ことが被災地の牧師の癒しに繋がるからです。今後も
新潟県の宣教の困難さを教区内で共有し、何らかの支
援をして行きたいと思います。

新任オリエンテーション

七里教会 太田　光夫
前回は中部教区だったな、と思い出しながら飯塚拓

也牧師の運転する車に乗りました。教区毎に抱える課
題は多少の違いがあります。けれど都心（名古屋市
内）の教会を会場にした中部教区と、今度の栃尾、見

参　加　者　の　感　想
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附両教会を会場にした関東教区の違いを、執行部の姿
勢に既に問いかけるものを感じます。

栃尾教会では、むき出しになった梁や柱の木感と言
うか、木肌に温かみを感じ、見附教会の８角形の礼拝
堂の中にはいれば、信仰の原点の洗礼盤の中にいる浮
揚感に浸れました。

宣教の課題は、どちらの教会も大変さを訴えられた
ように、過去の災害と現在進行形の過疎、１％の人口
比が限りなく０に近づいて行く現実は、「教勢を上げ
る」という言葉の空虚さも感じます。

わたしたちの関東教区は地域が広いだけでない、課
題の、宣教の広さを共有していくのだと、私の問題を
思い知らされました。

暖かいお交わりを感謝します

東京聖書学校吉川教会 佐々木千沙子
この度は新任教師の集いに参加させていただき、楽

しくプログラム企画をして下さった教区の担当の先生
には本当に感謝申し上げます。

ご案内を頂いた時は、初めての新潟県での研修には
不安がありましたが、当日私たちは飯塚先生の運転す
る車に乗せて頂き往復は何も心配ないどころか観光バ
スに乗っているような心地で過ごさせて頂きました。
先生の愛に深く感謝しております。

新米で緊張しておりましたが車中では先生からこれ
までの教区の、特に中越の災害に復興の事に関しての
支援状況を伺うことが出来、感動しながら栃尾教会と
見附教会に行きました。私は教会の歴史やお仕えする
教職信徒の献身からなる主の教会に留まるその霊感に
触れ、雪の白さや冷感より身が引き締まる新鮮な感動
をもって帰ることが出来ました。貴重な経験を心から
感謝いたします。

苦難は喜びに

原市教会 關橋　　賢
先月、関東教区新任教師オリエンテーションが栃尾

教会と見附教会を会場に行われました。両教会は冬期
の豪雪や水害、地震、そして深刻な過疎化に悩まされ
てきた地域に建てられています。新潟の地で苦労を重
ねながら懸命に伝道に励まれておられる両教会の先生

のお話を聞く事ができました。４月より群馬の地で伝
道を始めた私にとっては度重なる困難の中にあって伝
道する厳しさを知らされ、襟を正される思いでした。

使徒パウロはフィリピで牢屋に監禁されました。伝
道活動をしていたパウロやその仲間達にとって、この
出来事は明らかにマイナスでした。しかし、この伝道
にとってマイナスでしかない状況は神様によってプラ
スに変えられます。パウロによって命を助けられた看
守がその家族と共に主イエスを信じ、洗礼を受けまし
た。圧倒的困難な状況が、逆に伝道を押し進めること
になったのです。

主を讃美し、祈りつつ、苦難を喜びへと変えてくだ
さる主を見上げながら、与えられた地での伝道に励ん
で参りたいと思います。

教区教会婦人会連合活動報告

委員長 五来　静枝
第 23 期主題「キリストに結ばれて苦しみを分かり

合い、福音の希望に生きる」─コロサイの信徒への手
紙を学びつつ─。第 40 回総会修養会が群馬みなかみ
松乃井を会場にして 6 月 5～6 日に開催されました。
263 名参加（うち 215 名宿泊し）、総会は無事終了しま
した。今回の総会の特色は、2 年に 1 回行われている
研修会を大宮教会移転のため取りやめたことです。そ
のかわり第 23 期全国委員研修会 6 月 17～18 日仙台市
にて開催する研修会へ参加することに代えさせて頂く
ことを願い、承認されました。修養会の講師は、福島
第一原発に一番近い教会（大熊町）であった「福島第
一聖書バプテスト教会牧師の佐藤彰先生にお願いしま
した。映像を使い聖書のみことばに照らしながら講演
されました。先生の警官からのお話しに感銘を受けま
した。

第 23 期全国委員研修会では、第 23 期主題の初回礼
拝を、上竹裕子先生（磐城教会牧師）が「苦しみにお
いて、地震を超えていく共同体」とイザヤ書 41 章 17
～20 節・コロサイ 1 章 19～24 節の聖書箇所を引用し
て説教されました。被災地からの声。全国教会婦人会
連合理解を深めるために、①通史 Ⅳ、②小委員会活
動、③自主活動団体について、それぞれ発題があり学
びました。参加者 198 名でした。
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全国社会委員長会議報告

社会委員長 本間　一秀

2014 年 6 月 16 日（月）14 時～17 日（火）にかけ
て、「全国社会委員長会議」が開催されました。「原発
事故そしてこれから」─ 東日本大震災から 3 年を経て
─がテーマでした。

開会礼拝に続き、伊藤瑞穂教団副議長が講演し、
2014 年 3 月 11 日～14 日東北学院大学にて行われた教
団主催東日本大震災国際会議の内容を報告しました。

「原子力安全神話に抗して ─ フクシマからの問いか
け」をメインテーマに現場、海外からの報告、記念講
演、神学講演が為されたこと、それらを通して、今日
のキリスト教会、およびキリスト教信仰が問われてい
ることを学び理解を深めることが出来たとのことでし
た。会議の結びに「会議宣言文」が採択されたとのこ
とです。宣言文には 1．罪の告白、2．祈り、3．決意
と呼びかけに続き、原発による放射能汚染からの解放
が訴えられています。

続いて会津放射能情報センター代表、片岡輝美氏の
講演が行われ、福島の現況報告として放射能汚染の恐
怖から転居者が増え続けていること、そして子供達へ
の影響が心配され甲状腺検査を促進しているとのこと
でした。特に理由も無く突然鼻血を出す子供もあり、
常に検診を呼びかけているが、医師の対応、県等の行
政の対応は緩慢であり問題を感じているとのことで
す。日々のこと、命のことであり、緊急時の対応に備
え、教区と相談し、「原発事故からいのちを守るため
に」との緊急時対応マニュアルを作成したとのことで
す。切実さが溢れる講演でした。

次に、各教区からの報告が行われました。各教区ほ
ぼ共通の取り組みが為されていましたが、その中で原
発問題、憲法改悪問題、安保・基地問題、沖縄への差
別、部落差別等の事案が多く取り上げられていまし
た。結びに議場から「会議宣言文の採択」が提案され
ましたが、主催者の教団社会委員会は「場になじまな
い」と応答し、協議が紛糾しました。最終的には、社
会委員会がこの提案があったことを教団に報告するこ
とが約束されました。「全国社会委員長会議」はやは
り、教団社会委員会としての意思発信の場でありたい
と思わされた会議でした。

開拓伝道協議会報告

「群馬の伝道　
～標高 700ｍの礼拝を訪れて～」

開拓伝道協議会委員長 竹花　基成

第 36 回関東教区開拓伝道協議会は、6 月 30 日（月）
～7 月 1 日（火）高崎教会と赤城キャンプワンダーを
会場に開催された。講師の生地善人先生が急遽入院さ
れ、又、重要集会が目白押しで例年より参加者が減る
のではと懸念されたが、30 名参加され盛会であった。

甘楽教会の藤　秀彦先生が代役をなされたが、よく
準備された資料を基にお話しされた。明治初期キリス
ト教の地方進出を分析しようとするなら、群馬を研究
調査しなければならない。1887 年末の統計がそれを示
している。信徒数では、群馬 985、岡山 865、北海道
465、千葉 454、高知 439 の順になっている。新島襄や
山室軍平の出生地であり、ヘボンやクラーク等の宣教
師の感化力が大きかったようである。やはりいつの時
代も人である。又、教勢の興隆に左右されない伝道が
求められており、その意味でも教師の生活が教勢に左
右されることのないようにとの提言があった。

二日目は、赤城キャンプワンダーを訪れた。標高
700ｍである。赤城山山麓で最初の礼拝が捧げられた
のが 2000 年 12 月 8 日である。それ以来本年 6 月 29
日で 163 回を数える。月一度であるが１回だけ休んだ
が継続され 14 年目に入っている。礼拝出席は 30 名前
後である。現在は主に群馬の諸先生が交替で奉仕され
ている。今回我々が訪問したことで「隠れキリシタ
ン」から解放されたと言っておられた。そういえば、
小生もそうであるがメンバーの大半がこの存在を初め
て知ったのである。ヨハネ福音書 4 章にイエスとサマ
リヤの女の話があるがイエスが「まことの礼拝をする
者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。
今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝す
る者を求めておられるからだ。」と言ったが、思い起
こされた。

開会礼拝（三村　修先生）、夕・朝食、大浴場、早
天礼拝（舟生康雄先生）、閉会礼拝（小形泰代先生）
又、協議会での参加者からの声も、それぞれ刺激に富
んでいて霊肉共に恵まれた会であった。
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