
ヨハネによる福音書 9 章
は、生まれつき目の見えな
い人が見えるようになる癒
しの奇跡から始まります。
この人は大人になっても他
の人のように働けず、唯一
できたのは、人通りの多い

ところに立って自分の惨めな姿をさらし、同情か
らの施しを乞うことだけでした。

イエス様は、通りすがりにこの人を見つけまし
た。多くの人は見て見ぬふりをするであろう、こ
の人を見つけました。イエス様の視線の先に、こ
の不幸な人を見た弟子たちは、私たちから見れば
大変失礼な、しかしこの時代の人なら大体そう考
えるであろう質問をします。
『この人が生まれつき目が見えないのは、だれが

罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、
両親ですか。』障害を持つのは、罪の結果だという
伝統的な考えがあったのです。

こんなことを思い出します。私の次男は、生ま
れつき強い遠視があり、1歳から10歳くらいまで遠
視を矯正するために眼鏡をかけていました。小さ
な子どもの眼鏡は目立ちました。ある時、小学生
の男の子が、次男を指さして大声で言いました。

「ママ、ママ、あの子小さいのに眼鏡かけてるよ、
なんで」その時のお母さんの答えを今でも忘れる
ことができません。「あんたもゲームばっかりして
ると、ああなっちゃうわよ」と言ったのです。さ
すがに腹が立ちました。

イエス様は、唾で土をこねてこの人の目に塗り
ます。唾は、昔から、いやしの効果があると思わ
れてきましたが、このようなことをされたのは、
イエス様のいやしの奇跡に対して、この人は言わ
れたことを行う、という形で参加する必要があっ
たということでしょう。シロアムの池は、エルサ
レムの南東にあった人工的に作られた池で、誰で

も知っていたし、そんなに遠くもありません。そ
れでも、目の見えない人が自力で辿り着くのは、
簡単なことではなかっただろうと思います。

イエス様は、この人の、生まれつき塞がれてい
る目をさらに塞いだのです。これを取り除くため
には、「できません」と動かないでいることは許さ
れませんでした。自分の意志で立ち、歩き、自分
の手で、目を塞ぐ泥を洗い落とさなければなりま
せんでした。これは、わたしたちが信仰を持ち、
神様の召しに応える姿を示していると思います。

自分の魂の暗闇をはっきりと知り、それを自分
の意志と手で取り除かねばならないのです。そう
して初めてまことの光に顔を向けて立つことがで
きる。それを知らなければ、行わなければ、光を
得ることはできません。

この人は、イエス様のチャレンジに、雄々しく、
正しく答えました。その後、周りの人から見ると、
誰だかわからないくらい変わってしまいました。
たぶん、目が見えなかった時の顔つき、姿勢、歩
き方、そんなものがすっかり変わってしまったの
でしょう。「似ているだけだ」などと言う人もいる
くらいです。神様の救いは人を変えます。

神様の御業は、体験するしかわかる方法がない
のです。人の話をはあー、と聞いているうちは本
当にはなりません。あくまで自分の体験として知
らなければ自分のものにはなりません。

癒された人は、見えるようになったのは大きな
喜びとしても、一番の喜びではないと思います。
イエス様が目を止めてくださり、目が見えないの
は神の業が現れるためだと言って、目に泥を塗っ
て自分の力でそれを洗い落とすよう試練を与えて、
そのチャレンジに正しく応えて主の御業を正々
堂々受け取った、一人の人間として、顔を上げて

「わたしがそうなのです」と証しができた、これが
一番の喜び、本当に目が開かれた喜びだったので
はないでしょうか。
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下館教会伝道師 相原　　聡

この度、下館教会の担任教師となりました、相
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と申します。私は、牧師の家庭
で育ちました。神学校での学びを始めるまでに、仕事をしていて、何度か挫折もありま
したが、主イエスの言葉によって救われた喜びを、私もたくさんの人に伝えられるよう
になりたいという思いから農村伝道神学校に行き学びました。主イエスが「互いに愛し
合いなさい」（ヨハネ13：34）と語られているように、キリストの愛を宣べ伝えていく

ことが良い知らせであり、福音を宣べ伝えるということだと思っています。下館教会、関係施設の愛泉学園
に仕えて、教区や地区の交わりも大切にし、歩みたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い致しま
す。

足利東教会牧師 羽島　健司

これまで以上に神様に用いていただけるということで、按手礼は胸の高鳴る時であり
ました。私もそうですが、教会に連なる一人ひとりが、神様からの呼びかけを聞き、胸
を高鳴らせておられることでしょう。教会の牧師として立てられるにあたって、信徒一
人ひとりが礼拝を通して改めて神様の呼びかけを聞き、喜びつつ生きられるように、御
言葉を取り次ぐ働きに努めてまいります。

現在牧会しております、足利東教会に連なる一人ひとりが、神様の愛によって胸を高鳴らせつつ生きられ
るように、牧会に努めてまいります。また、今はまだ教会の外にいる足利の人々も、神様の愛を受けて生き
られるように、伝道に励んでいきたいと思います。

足利東教会牧師 羽島　載憙
� � �

足利東教会の教会員をはじめ、多くの方々のお祈りに支えられ、牧師として立たされ
ることが許されました。この場を借りて、皆さまに感謝申し上げます。神様からの召命
とは牧師だけではないことを、信徒一人ひとりが受けとめ、共に成長し献身していける
ように頑張ります。

神様は今、わたしを、足利をはじめ栃木県で働くように押し出してくださいました。
日本の方々にできるだけ馴染んで、キリスト教が理解されないところから、自然に納得していただけるよ

うな環境づくりにも、興味をもっています。そのための実践力を高めていけるように、皆さまの暖かいご指
導とご支援をよろしくお願いいたします。

祝
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白岡伝道所牧師 福島　英子

白岡伝道所主任担任教師で
ありました福島聖二師は、昨
年10月6日天に召されました。
83歳でした。生前は大変お世
話になり有難うございました。
青山学院大学キリスト教学科を卒業し、熊谷、和
戸、久美愛、朝霞教会で御奉仕をし、最後は白岡
の伝道に務めました。亡くなる2週間前まで礼拝を
守り、説教しました。

そもそも、白岡に伝道開始したのは50年も前の
ことです。和戸教会の頃、教団の方針で伝道圏伝
道が叫ばれました。そこで和戸を中心に近隣の市
町村に1ケ所ずつ拠点を決め週間の集会を開き、聖
日は和戸教会に集まり礼拝をしました。白岡には
拠点となる所がありませんでした。でも人々は私
共に幼稚園を造ることを希望しました。「キリスト

教保育ですよ。」「わかっています。そのままでい
いです。」との事でしたので、主の導きと信じ感謝
して開園の準備にかかりました。でも土地も資金
もありません。しかし、神のなさる事は折にか
なって素晴らしいです。ぎりぎりのところで満た
されました。募集は一軒一軒廻りました。

その時の聖二師のやりとりを書きます。「幼稚園
に出すとヤソにされちゃうからだめだ。」「何でヤ
ソはだめなんですか、ヤソは素晴らしいですよ。」

「日本には日本の神が昔からいる。ヤソは西洋の神
だ。」「じゃ貴方は何で洋服を着ているんですか、
日本には昔から着物があるでしょう、羽織、袴で
ちょんまげにしたらどうですか。」と、こんなエピ
ソードがいっぱいです。

伝道圏伝道の足がかりとして始めた幼稚園が土
台となって白岡伝道所が用いられるように、それ
が故人の願いでもあります。

追　悼・福島聖二教師

浦和東教会牧師
永井二三男

下記の文章は、当日献堂式に出席してくださっ
た方々に配布させていただいた、パンフレットに
記載したものを短縮したものです。

今日、ここに献堂式を迎えることができました
ことを、主イエス・キリストの名によって感謝申
し上げます。ここに、お集まりになってくださっ
た方々は、もちろんのこと、お姿はなくとも祈り、
お支えくださった方々にも、感謝申し上げます。

浦和東教会は、1960年に、初代・大沢務牧師の
開拓伝道によって設立されました。私は、6代目の
牧師ですが、日本聖書神学校時代に、大沢務教授

に教えを受けました。その私が、6代目牧師として、
今、浦和東教会の牧師職に就かせていただいてい
ること、不思議な主の導きと思います。

私の着任した2007年は、同地での全面建て替え、
部分建て替え、移転の3案が並立していましたが、
私は、全面建て替えしか、この課題を解決できな
いと信じ、役員会のお支えをへて、総会にて承認
され、新会堂建築へのあゆみが始まりました。数
えきれないほどの建築委員会開催や、懇談会、総
会を経て、教会員の皆さんと心を合わせ、この日
を迎えました。

予想しなかったほどの地盤の弱さ、それに関連
して、また経済状況の変化による建築費用の高騰、
困難はいくつもありましたが、主イエス・キリス
トが私たちを導いてくださいました。

「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない
事実を確認することです。」（ヘブライ人への手紙
11章1節）

この成就を体験した私たちは、主にあって、こ
れからの歩みを進めてまいります。

献 堂 浦和東教会
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今年度、隠退された先生方より
�クリスマスを迎えるアドヴェントの時を感謝し

つつ過ごしています。ちいさな者を覚えて下さ
り、祈りとプレゼントを感謝。引退後、4月から
近くの埼大通り教会に祝福一杯で参じておりま
す。 （風間直次郎）

�X'マスを祝します。本日は嬉しいX’マスプレゼン
トを御恵送下さりありがとうございます。現在、
通常は北本教会に出席。月に 1～3 度位他の教
会・伝道所・集会所のお手伝いをしております。
在主。 （櫻井義也）

隠退教師に戻りました
�主にある兄弟姉妹の祈りに支えられ、１月に80

才を迎えます。ありがとうございました。
（栗原昭正）

昨年は、隠退から復帰し桐生東部教会の代務者として
1年間ご奉仕されました。主任担任教師を迎えられ、
再度隠退教師となられました。

主の御慰めを心より祈ります
�教会員の皆様と共に、新たな目標に向かって前

進すべく、祈りと日々の営みに頑張っておりま
す。お支えを感謝いたします。 （小田原　緑）
8月23日、羽生伝道所・担任教師　小田原紀雄先
生は、病いのため召天されました。

�17人のご署名もうれしく拝見いたしました。８
階の窓から、一人になってしまったさびしさを
味わっています。「教会が生活のすべてだったな
あ」と思って。 （横溝玲子）

横溝洋三先生は8月2日転倒事故により帰天されまし
た。

最後のおたよりとなってしまいました
�クリスマスプレゼントありがとうございました。

領収証遅くなってすみません。現在入院中です。
（片山義明）

長い入院治療の甲斐なく、昨12月13日に召されたと
のことです。

�カード・プレゼントありがとうございました。
教区のお働きが恵まれますようにお祈りいたし
ます。当方、いろいろと不調をかこちつつも、
一日一日すごしております。 （丹羽清治）

介護サービスを受けておられたそうですが、ご自宅に
て1月28日に召されました。

近況報告から、少しご紹介いたします
�渋川を引き拂ってバルナバ館に落ち着きました。

幸い元気にすごしています。多くの方々に支え
られ感謝しています。 （井殿　園）

�御厚志のお金は姉の口座に入金し、クリスマス
カードは姉に渡してきました。嬉しそうに机に
飾っておりました。（石田セツ師　妹・坂原京子）

�クリスマスを心からお祝い致します。私はこち
ら（奥州・水沢）に来て５度目の冬を迎えまし
た。90歳ですが、毎日聖書を書き写ししていま
す。また、趣味として刺し子を刺して楽しんで
います。 （山下和子）

�難聴が進み、左脚も少し不自由を覚えるように
なりましたが、歩く努力をしています。公の務
めからは全く解放され、日曜礼拝（新潟教会）
はほぼ皆勤。ひたすら「聴聞」に徹しています。

（堀川勝愛）

毎年クリスマスに、関東教区でのお働きを最後に隠退された教師またはお連れ合いに、常置委員会
で寄せ書きをしたクリスマスカードと、現金1万円のプレゼントをお送りしています。今年度は75
名の方々へお送りしましたが、その中に、平松政恵氏のお嬢様から、7月に101歳で召されたとの
お手紙がありました。主の平安をお祈りいたします。

隠退教師の近況報告隠退教師の近況報告

〔追記〕昨年もお伝えしましたが、入院や在宅での治療中であったり、認知症を発症していたり等々。ご自身で
返信葉書を書くことができないという方が、年々増えています。厳しい状況の中にある先生そしてお連れ合いの
皆々様の為にお祈りください。
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財務部委員長 嶋田　恵悟
2014 年度会計・書記役員研修会が、11 月 8 日

（土）、10時30分～15時30分まで、上尾合同教会で
行われました。50名近い参加がありました。

開会礼拝では、澤田武牧師（教区財務部委員・
宇都宮上町教会）が「水がぶどう酒に変わる」と
題して、ヨハネによる福音書2章1～12節から説教
しました。

今年度は、「『大丈夫？』～議事録のこと・負担
金のこと～」とのテーマで学びました。議事録に
ついては、前教区書記で年度報告精査にも精通し
ている小池正造牧師（教区常置委員・東新潟教
会）、負担金については、嶋田（教区財務部委員
長・土浦教会）が担当し、それぞれ、教区の現状
を踏まえつつ講演しました。

議事録のことについて、小池先生は、教会がな
ぜ記録をするのかと言った根本的なテーマから、
具体的な記録の取り方についてまで、丁寧に語っ
て下さいました。記録を取る意義については、会
議制という意思決定の形を取る教会が、公正さを
担保し、情報を共有することがいかに重要かを述
べて下さいました。又、教会記録は、伝道の証し
であり、記録が丁寧に残されているということは、
教会が歴史を受け継ぎつつ伝道に励む際に、極め
て有用であり、記録を残す作業が伝道に結びつく
ことも語られました。更には、毎年、教区総会の
際に行われる教会記録審査について語って下さり、
審査において、見受けられる誤記等を踏まえ、あ
るべき記録の取り方について、審査を実施する際
のチェック項目に従って説明がありました。

負担金のことについては、嶋田が、主に、教会
負担金割賦計算式のこと、教団で進められている
伝道資金のこと、教区事務所移転に伴う感謝献金
のこと等を取り上げました。特に、伝道資金につ
いては、教団総会における大きな議事であり、教
区財政にも大きな影響がある問題であるので、時
間を割きました。

先ず、この制度に至る歴史を振り返り、68年の
機構改正から、教区活動連帯金が生まれ、その制
度が行き詰まり、伝道資金が提案されるに至った
流れを振り返りました。特に、連帯金制度が規則
の中に位置づけられておらず、脱退、留保する教
区が出て来たことを踏まえ、規則化しつつ、より
伝道を支援するための制度とするために考えられ
た制度であることを確認しました。

伝道資金においては、全教会経常収入総額の
0.5％を教区現住陪餐会員数の比率により算出し、
負担金として賦課し、集まった資金を各教区から
の申請を受けて交付をするようになります。これ
までの教区活動連帯金において、関東教区は、分
担額と配分額がほぼ同額であったために、教区財
政に大きな影響がなかったのに対して、伝道資金
となった場合には、450万円近い分担金が課され、
交付を受けるために申請をすることになります。
負担金増となることの対応について、現在、考え
られるいくつかの方向性を共有しました。

負担金というと、自らが属する各個教会の負担
金額がどれくらいかということに関心が集中して
しまいますが、負担金が教区、教団でどのように
用いられるかに関心を持ち、あるべき姿を検討し
て行くことこが、主に献げられた者を管理する務
めを与えられた者の大切な役割であることを再確
認しました。

講演の後、分団に分かれて昼食をとり、意見交
換を行いました。終了予定時間となっても協議が
終わらない分団もあり、活発に協議がなされてい
るようでした。分団後、礼拝堂で全体会を持ち、
質疑応答の他、出席者から様々な意見が述べられ
ました。最後に栗原清牧師（教区書記・武蔵豊岡
教会）の閉会祈祷によって会を閉じました。

研修会が、主の守りの内に行われ、恵まれた良
い学びの時となったことを感謝して報告いたしま
す。

会計・書記役員研修会報告

関東教区KKSキャンプのご案内 教育委員会委員長 松井　　初

今年度のＫＫＳキャンプは栃木地区のアジア学院で開催する事を決定致しました。主題テーマを「平
和・自然の恵み―共に生きる―」を、主題聖句は「わたしは、命のパンである」（ヨハネによる福音書6章）
を中心に設定をして、アジア学院の施設と豊かな自然の中で神が長い時間をかけ大地に創造のみ業をくり
広げられた様子が、心にと響くプログラムを進めていく予定です。ＫＫＳキャンプの位置付けは、教区五
地区の中で大人や若者と同士の連帯と共に、信仰に付いてや主を告白して洗礼に導かれます極めて重要な
位置付けとなっています。今年度も今までの流れを受け継ぎ、3月25日(水)から27日(金)の2泊3日の日程
で開催予定のこのキャンプを是非とも盛会として行きたいと思います。今年は研修生と共に農作業や礼拝
を守り放射線の勉強等を行なう予定です。教区の各教会・伝道所・学校等の皆様、どうぞ連なる若者を派
遣して頂きますと共に、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。
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靖国・天皇制問題講演会報告

靖国天皇制問題委員会委員長 佐久間文雄
今年度の講演会は、護憲ネットの後援のもと、

2014年10月18日(土)、志木教会を会場に開催しま
した。参加者は6教会・伝道所の方々15名と大変少
ない参加者でした。講師は、関東教区議長で罪責
告白検討委員会に初期から関わられ、「罪責告白す
る教会―真の合同を目指して―」を執筆下さった
秋山徹牧師（上尾合同教会）をお迎えして開催し
ました。内容の詳細は、委員会発行のONE16号に
清水明次委員が報告しますのでご参照下さい。

1941年、諸教派が合同して日本基督教団が設立
され、宗教法人として認可されるために、文部省
の強烈な圧力のもとに「教団規則」が作成されま
した。その経緯と共に新教団の信仰の土台を築く
必要から信条委員会が構成され「日本基督教団信
仰問答」を策定しました。この信仰問答は文部省
の許可が得られなかった為に公式には発表されま
せんでしたが、1945年に教団常議員会で決議され
ました。その『日本基督教団信仰問答稿』の原文
を提示されて、日本基督教団が戦前、戦中、戦後
いかに罪を犯してきたかについて、懇切に説明し
て下さいました。この信仰問答の問いと答えは、
一貫して文部大臣の認可を得た宗教団体であるこ
とを優先して告白していることです。教会は福音
の真理と主の十字架による救いを告白する基準を

「政府の認可」に置き換えているものです。教団の
本領は、と問うて教会の立つべき場所、特質を

「皇道の道に則り、国民を教化し、以て皇運を扶翼
し」と天皇家の繁栄を第一義としていることです。
特に深刻なのは、キリスト論です。ここで告白さ
れているキリストは家父長制度に従順であったイ
エス、忠孝の模範であるキリストとして描かれ、
贖罪信仰は欠落しています。さらに宗教改革者の
系譜に連なる福音主義キリスト教のキリスト論に
特徴的な三職の内、二職が欠けていることです。
この欠陥が致命的なものとして信仰告白全体に及
んでることでした。講演の後、少人数でしたので
参加者全員から講演の感想を伺いました。私達の
信ずる信仰を問われる内容で、教区で策定した罪
責の告白がなされなければならないと痛感しまし
た。皆さん感謝して散会しました。

在日大韓基督教会と
関東教区との宣教会議報告

在日大韓基督教宣教協力委員会委員長 村田　　元
在日大韓キリスト教会関東地方会と関東教区の

宣教会議は2年に1回開催されます。開催主催は交
互に分担しますが、今年度は関東教区が主催の担
当でした。主たるテーマは主催側が提案しますが、
招かれる側も現在の課題について発題し、相互理
解と課題の共有またそれぞれの側で問題意識を深
め、また、協力できることでは相互に取り組みを
深めようと行なわれています。

本年は昨年9月29日(月)～30日(火)にかんぽの
宿大洗を会場として開催されました。関東地方会
よりは11名が、関東教区よりは教区四役、担当常
置委員、各地区長8名が参加しました。また、関東
地方会参加者全員に関東教区より「罪責を告白す
る教会―真の合同教会を目ざして―」を贈呈しま
した。

主題講演では飯塚拓也宣教部委員長が「自民党
の憲法草案の問題点」と題して
＊「主権在民、平和の維持と平和による国際貢献」

から、「愛国心を強調したナショナリズム」に強
調点があること。

＊9条平和憲法において「自衛権の発動を妨げな
い」の加筆、自衛隊を「国防軍」とし、国防軍
による武力の行使を認めるものとなっている。

＊秩序優先、公益優先で国民の基本的人権は制約
されるという極右の世界観が憲法草案の基本に
あること。

が指摘され、マガジンハウス版『戦争のつくりか
た』を上映し、問題点を鮮明にした。また、関東
教区の対応として第63回総会で「原子力に依存し
ない世界の実現のために取り組むことを願う声
明」・「憲法改正に反対する関東教区声明」、第64
回総会で「特定秘密保護法に反対し、一日も早い
廃止を求める声明」、2014年7月5日「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」（秋山徹総会議長、常置委員会一同）におい
て関わってきたことを報告した。関東地方会より
は李明忠宣教協力委員が「ヘイトスピーチについ
て」発題し、関東教区並びに教団でもエスカレー
トしていく人種差別の問題として是非取組み、声
を上げてほしいとの強い要請があった。この件に
ついては関東教区も自分たちの課題として受け止
めることとした。最後の日は現地研修として「東
海テラパーク」を見学し、勝田教会において閉会
礼拝をして散会した。
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教区書記 栗原　　清
三寒四温を経て、主の受難と復活を憶える春を

迎えます。簡単な報告を致します。

○准允式・按手礼執行について
准允1名、按手2名の志願者と面接し、11月29日
に准允式･按手礼式を執行しました。

○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3名と面接し、Ｃ
コース補教師試験2名を推薦しました。

○「伝道資金」について
2015年度教団運用開始に合わせる為に、教区と
しての対応を協議しています。

○休止中の常設･特設委員会を廃止します。
常設：池の平向山荘委員会
特設：大洗ベツレヘム教会に関する小委員会

○東日本大震災被災支援について
佐野教会の支援申請1,239,000円を承認した。

○「伝道所開設」について
「伝道所開設･教会設立申請の手引き（第23回教
区総会可決）」を基礎とし、「設立マニュアル」
を充実させていく。

○教団運営委員、理事に推薦しました。
部落解放センター運営委員　平山正道師
年金局理事　　　　　　　　𡈽橋　誠師

○東日本大震災記念集会について
日時：3月11日(水)13時30分より
会場：伊勢崎教会
説教者：遠藤尚幸師
内容：記念礼拝、議長挨拶、復興報告、その他。

○教区ホームページ開設について
次年度より予算を取り、開設に向けて準備する。

○各地区総会　教区問安使派遣について
新潟（3月8日15時　新潟教会） 栗原書記
群馬（3月15日14時　前橋教会） 疋田常任常置委員
栃木（3月15日14時半　宇都宮教会） 秋山議長
茨城（3月8日14時　TCC） 東野常任常置委員
埼玉（3月21日9時半　武蔵豊岡教会） 熊江副議長

○各種申請
（1）宗教法人法第23条申請

宇都宮上町教会（建物目的外使用及び取得申請）
大宮教会（建物取得申請）
五泉教会（借入金担保による申請）

（2）規則変更申請（書類が整い次第、教団へ回付する）
新発田教会（公告・責任役員会開催日、総会開催月、

縦から横の変更）
今後の日程　3月11日　教区常任常置委員会

4月21日　教区常置委員会
5月26日（火）～27日（水）

第65回 教区総会

着 任 し て ひ と こ と 益子教会牧師 大下　正人

栃木地区に来てから、益子教会の現状を知りつつ何もできないもどかしさに悩みな
がら日々過ごしておりました。そんなある日、関東教区から推薦いただき益子教会の
牧師をやってみないかという声をいただいた時、神様が背中を押してくださったと正
直思いました。教会の現状を知れば知るほど怖気づくわたしに「何も心配するな、前
に進みなさい」そう言われている気がしました。

就任式の際、飯塚拓也牧師より、白いストールを譲り受けました。そのストールに
は、鳩の刺繍が施されています。まるで主の祝福が与えられたように。

益子教会は、今後どのように宣教を展開すべきか、それは主の導きに従いたいと思
います。今は、毎週の土曜礼拝を献げる事に力を注いでいます。

第 64 総会期 第 3 回常置委員会報告・第 2 回常任常置委員会

『罪責を告白する教会』を贈呈する秋山議長



主事　金刺　裕美

新しい年を迎え、「どうして！」というような心
痛む悲しいニュースの聞かれることの多い2ヶ月で
した。主の愛が溢れる世の中になるように、祈り
つつ日々の証しに努めたいと心より願います。
◎「3・11記念礼拝」がもたれます。

伊勢崎教会を会場に、3月11日(水)1時半から行
われます。どうぞ、東日本大震災の被災地・被災
者を覚えご出席ください。また、参加がご無理の
方は、その場で共に憶えて、お祈りください。
◎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。
・主な送付書類は・年度報告書関係・教区総会関

係書類・2015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。

・今年度も、「精査結果チェックシート」を同封い
たします。間違いや記入漏れの箇所をご確認の
うえ、注意して作成をお願いいたします。

・「送付書類・受領・提出確認表」を用いて、提
出忘れや遅れの無いようにお願いいたします。

◎パソコン用年度報告書フォームがあります。
パソコンで作成できるフォームを希望される方

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。未提出の場合は、
引落しができませんので、月末までに青色払込用
紙でご納入ください。教会負担金やナルド献金な
ども、経費削減や実質額の増加を図るためにでき
るだけ一緒に引落しできますようご協力ください。
◎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、献金袋や払込用紙の用意が
あります。必要な教会・伝道所は、ぜひお持ち帰
りいただき、送料等の経費削減にご協力ください。
◎書記補のお働き　感謝いたします。

布村伸一先生は、転任により書記補をおやめに
なります。1年半ご奉仕ありがとうございました。

保険事務　金刺　裕美

「立春」とは名のみ。まだまだ寒さ厳しいこの時
季は、インフルエンザや風邪が流行っています。
予防や感染拡大を防ぐポイントは、なんといって
も丁寧なうがい・手洗い・消毒です。でも、気を
つけていても罹かってしまった時は、冷え取りに
なる温かい栄養のある消化の良いものを食べて、
安眠が一番。一日も早い回復に努めましょう。
◎3月分の自動払込日は、3月25日(水)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、4月30日
までに提出して下さい。
◎4月〜6月分保険料は、3月分と変わりなし！

新年度、謝儀額が変わっても、4～6月分の保険
料は変更ありません。保険料に変更がある場合は、
教区事務所より該当者にお知らせをいたします。
◎生活習慣病予防健診を受診しましょう。

1年1回の予防検診受診を生活習慣にして下さい。
◎「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
直接ご自宅に送られます。
◎異動届けは、保険者証を添付して提出を。

教師や扶養者の異動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、異動があった場合は、
同様に教区事務所へ保険証の返却をお願いいた
します。
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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
関東教区通信138号をお届けいたします。
ご多忙の中、原稿を執筆してくださった方々の、ご協

力に感謝いたします。
この「関東教区通信」は、音訳奉仕者の方々によっ

て、ＣＤあるいは、テープに録音され、発行を楽しみに

待っておられる目の不自由な方々にも送られています。
そこで再度執筆者にお願いいたします。原稿の固有名

詞・氏名・地名等に、ルビをふって頂けると幸いです。
年度末、それぞれがこの一年の神さまの恵みを感謝す

ると共に、新しい一年の歩みを祈りつつ、これからの歩
みが支え導かれますように。 （江田記）


