
わたしたち信仰者にとって、
聖書が古代人の文学でも思想の
言葉でもなく、「神の言葉」で
あるという事は、当たり前の事
ではありません。また「聖書は
神の言葉である」と教会の教理
としてあるから、そう信じてい
るわけでもありません。

わたしたちは、聖書の言葉が神の御心を明らか
にし、わたしたちを生かす力を伴っているのを、
信仰によって受け取り、生活によって体感してい
るから、「神の言葉」と言うのです。こう言えるのは、
そこにわたしたちの信仰の告白があるからです。

神の言葉は、わたしたちの内に力を持って迫っ
てきます。神は「光あれ」、と言われると光が出
来、混沌の中に神の秩序が生まれたように（創世
記1章）、神の言葉は何かが起こる創造の言葉です。
そして信じる者の内にも、その創造の力が与えら
れます。

こういう事からして、信仰者とはパウロが言う
「キリストの真理の言葉、救いの福音を聞く」者の
事です（13節）。あるいは、わたしたちの人生の中
に、神の言葉が鳴り響いている者の事です。わた
したちは、神の言葉につながれているのです。「わ
たしたちは証印を押されている」（同）と言うの
は、それと同じことを言っています。証印とは、
当時の奴隷の焼印を指しています。奴隷には、主
人の所有物として焼印を押されていました。救い
をもたらす福音に聴き、つながっている者は、神
の所有物、「神のもの」（14節）として生きている
のです。

神の言葉が、わたしの人生の中で大きな意味を
持っているかどうかが、その人生を決めていきま
す。つまり、聖書の言葉が、その人生の中でどれ
だけの場所を占めているかです。神の言葉を、ど

れだけ自分の中で刻み蓄えているかによって人生
は変わります。「転（ころ）ばぬ先の杖」と言いま
すが、神の言葉を人生の道を行く杖として持って
いるのが、わたしたち信仰者です（詩篇119篇）。

実際、人生の困難に直面した時、同じ信仰者で
も神の言葉を蓄えている人と、そうでない人は行
くべき道の選択が全く違って来ます。神の言葉を
蓄えていない人は結局、人の言葉に耳を傾け、自
分の思いを先にして判断します。神の言葉を蓄え
る人とは、日ごろから聖書の言葉を体に刻むよう
にして聞いている人の事です。

預言者エレミヤは、神から召された時、「わたし
はあなたの口に、わたしの言葉を授ける」（エレミ
ヤ書1：9）と言われました。神の言葉は耳に心地
よいという事ではなく、またすぐ消えていくので
はなく、生ける神に従う中で「神の言葉は成し遂
げられる」（1：12）という確証が与えられるのです。

神に召された者の中で、神の御心が実現してい
くのです。教会は、神の言葉をその人生で聞いて
刻んでいく群です。神の言葉によって、信仰者は
養われ造られ、成長していきます。そして喜んで
神に仕え捧げる者となっていくのです。

教会に仕えるとは、キリストの体につながる事
です。そして、捧げる事によって、わたしたちは
あの十字架の上で御自分を神にさげられた主イエ
スにつながり、キリストの後に従う者となります。
礼拝を捧げること、献金を捧げる事、この具体的
に捧げる事がわたしたちをキリストに結びつける
ことになります。捧げる事を後回しにしたり、た
めらう人は、そこでキリストと袂（たもと）を分
ち、キリストと無縁な人生を生きることになります。

神に呼び出されて、キリストの体なる教会に生
きる群れにいるわたしたちは、共に捧げる恵み、
キリストに従う恵みを与えられているのです。
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第 65 回関東教区総会は、来る 2015 年 5 月 26 日
（火）〜27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
設営は茨城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65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。

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。

教区総会は開会礼拝から始まります。御言葉を
聞き、祈りと賛美を捧げ、主にすべてを委ねて総
会を開始します。また礼拝の中で聖餐式が執り行
われます。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。

その後、「組織会」、「議事Ⅰ」。その中で伝道所
開設の採決をする予定です。新しい教会の誕生を
教区総会の祈りの中でご承認いただきます。教区
としての大きな喜びです。

昼食時には教区内の関係学校紹介をいたします。
また昼食直後には、新任教師紹介・隠退教師紹介、
来賓紹介、教団問安使挨拶をいたします。

なお准允式・按手礼式は今回より2日目の朝に執
行することになりました（現在のところ准允式の
み）。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。教師の誕生を共に喜び、
共に祝いましょう。

第65回教区総会における重要な議案をご案内い
たします。今総会は選挙総会となります。まず教
区総会議長選挙。次に副議長選挙。さらに書記

（慣例では議長・副議長による指名）。宣教部委員
長。その後、常置委員選挙（教師5名、信徒5名）
が行われます。今後2年間の教区運営に仕える役員
の選挙です。祈りつつ投票をお願いします。また

各部・各委員会の委員の選任もされます。
「東日本大震災」被災支援に関する議案も重要で

す。教団の募金は今年3月末で終了しましたが、支
援活動は引き続き行われます。第65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）の支援に取り組みま
す。特に再建工事完成間近の宇都宮上町教会、こ
れから工事に取り組む水戸中央教会のために祈り
を合わせましょう。また東北教区被災者支援セン
ターエマオへのボランティア派遣にも引き続き取
り組みます。なお議案審議に合わせて被災教会か
らのご報告をいただきます。被災教会の今を共有
し、理解を深めましょう。震災から4年の3月11日

（水）には教区東日本大震災記念礼拝を伊勢崎教会
において捧げました。

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。今総会で1200万円を献金目標額として
提案いたします。また昨年の総会でご承認いただ
いた退職金互助とナルド基金を含めた互助規則の
変更を提案します。ナルドの壺献金運動による連
帯が祝され、互助による教区協力伝道によって諸
教会・伝道所の伝道がますます前進するように祈
りを合わせましょう。

なお1日目夕方から協議会として「教区伝道を共
に考える会」等が行われます。教区の宣教の課題
と共に昨秋の教団総会で決議された伝道資金制度
に教区としてどのように取り組んでいくかを協議
します。今年度からスタートした教団の伝道資金
制度によって関東教区は新たに450万円余を支出す
ることになります。今年度の教区予算はその分を
これまでの支出項目に可能な限り当てはめ、大幅
な教会負担金増にならないようにした今年度限り
の暫定的な予算です。今後、伝道資金制度に対し
て教区がどう対応するかについては一年かけて検
討しますが、この総会でよき協議ができたらと
願っています。

また議員提案で「辺野古基地移設」に反対する
議案等が提案される予定です。お覚え下さい。

2日目午後には逝去教師と信徒の追悼式が執り行
われます。共に祈りを捧げましょう。法定議案を
含め限られた時間で沢山の議案審議を行います。
円滑で内容豊かな協議となりますように、ご協力
をお願いいたします。

教区副議長 熊江　秀一

第 65 回関東教区総会のご案内
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第65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：2015年5月26日（火）午前10時～27日（水）午後4時
（受付時間は、5月26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）准允式執行に関する件
（2）開票事務局を設置し、第65回総会中に選挙開票を行う件
（3）教区総会議長選挙の件
（4）教区総会副議長選挙の件
（5）教区総会書記選挙の件
（6）宣教部委員長選挙の件
（7）常置委員選挙の件
（8）各部委員選挙の件
（9）常任・常設・特設委員選任の件

（10）議長報告承認の件
（11）2015年度教区活動方針に関する件
（12）秋季按手礼式・准允式執行に関する件
（13）｢ナルドの壺献金｣推進の件
（14）｢会堂・牧師館建築緊急貸出基金｣献金推進の件
（15）｢教育費互助基金｣献金推進の件
（16）韓国基督教長老会京幾中部老会よりの交流訪問募金に関する件
（17）｢2015年度教団部落解放センター活動献金｣推進の件
（18）関東教区「東日本大震災被災支援」に関する件
（19）「伝道所開設」に関する件
（20）関東教区教会互助規則変更に関する件
（21）2015年度宣教部活動計画に関する件
（22）2015年度教師部活動計画に関する件
（23）教務・教勢・常置委員会報告承認の件
（24）各部報告承認の件
（25）常任・常設・特設委員会報告承認の件
（26）各地区報告
（27）関係学校・団体報告
（28）2014年度補正予算案承認の件
（29）2014年度教区歳入歳出決算報告承認の件
（30）2014年度会計監査報告承認の件
（31）2015年度教区歳入歳出予算承認の件
（32）教区総会議事録承認の件
（33）次期教区総会開催に関する件
（34）2015年度関東教区一般会計当初予算に関する修正案
（35）辺野古新基地建設の撤回を求める件
（36）日本基督教団関東教区内に聖餐の在り方について十分な議論をする場の設置を求める件

その他

2015年4月22日

日本基督教団関東教区　総会議長　秋山　徹

第 ６ ５ 回 関 東 教 区 総 会 開 催 の お 知 ら せ
〈 公 　 告 〉
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新潟地区
地区長 手束　信吾

去る 2 月 18 日から 22 日にかけて十日町雪掘り
キャンプ（主催：関東教区宣教部、企画運営：新
潟地区被災支援担当）が行われました。参加者が
被災支援ボランティアについて学習し、実際に雪
掘りを体験しつつ互いにつながりを持ち、共に成
長する機会となりました。3月8日には、新潟教会
を会場に新潟地区総会が開催されました。今総会
では、上越地域の宣教の課題を共に担うために、
これまでの新井教会に加えて柏崎伝道所へ地区宣
教協力費による特別支援を行うという議案が可決
されました。新井教会は兼務、柏崎伝道所は代務
による伝道牧会がなされています。上越から中越
の柏崎に至る広い地域に専任の牧師が一人という
状態が続いています。それ以外にも地区内には兼
務や代務の教会が増えてきました。広い新潟地区
でありますが、これからも「にいがた・たがいに」
を合言葉にしつつ、祈り合い、支え合い、励まし
合いつつ歩んでゆきたいと思わされました。

また、総会では選挙が行われ、地区長として手
束信吾教師（栃尾）が再選されました。地区委員
は長倉望教師（新潟）、小池正造教師（東新潟）、
奥村益良教師（長岡）、原義実兄（東中通）、小西
文江姉（新潟）、阿部文子姉（新津）が選出されま
した。

3月末をもって30年以上の長きにわたって新潟地
区でお働きくださった真鍋佑一教師（村上）が隠
退されました。また、地区・教区で積極的に奉仕
してくださった松井初教師（新発田）が他教区へ
転出されました。これまでの尊いお働きとお交わ
りに心から感謝いたします。

群馬地区
地区書記 渡邊　大

� �

修
� �

2014年度の群馬地区は、「変化」と「試練」の一
年でした。以下になぜそのように言うのか、記し
たいと思います。

まず「変化」ですが、これは前回、地区だより
で書いたとおり、地区内6教会・伝道所で新しい牧
師を迎えられたことが象徴しています。群馬地区
内の4分の1強の教会・伝道所が、2014年度に新し
い歩みを始められたのです。これは地区にとって
大きな変化だと言って良いでしょう。

群馬地区内では、そのように多くの教会で牧師
交代という変化がありましたが、当然変わってい
ないこともあります。決して徒党を組むわけでも
なく、他教会を無視して孤立するわけでもなく、
時にゆるやかな、時に強力な繋がりを各教会が持
ち続けています。それが群馬地区の個性だと思い
ますが、その個性はこれからも不変でしょう。

また「試練」ですが、これは地区内の複数の牧
師が病に倒れられたということが象徴しています。
牧師本人にとっても教会にとっても、そして地区
にとっても大きな出来事であり、まさに試練の年
だったと言えます。

同じ地区内にいると言っても、私たちにできる
ことは決して多くありません。けれどそのような
試練のときにこそ、群馬地区の個性を存分に発揮
し、共に祈り合い、支え合うことが必要だと思い
ます。

今後も主の恵みと導きを信じ、地区内の各教会
が協力し合い、各々の個性を大切にしながら、宣
教活動に従事していければと願っています。

栃木地区
地区委員長 竹花　基成

2014年度の栃木地区は、就任式と献堂式のラッ
シュアワーでした。宇都宮教会献堂式（6月）を皮
切りに那須塩原伝道所（7月、清水信浩牧師）、上
三川教会（7月、野口佳男牧師）、宇都宮東伝道所

（8月、森田泰司伝道師）、塩谷一粒教会（9月、佐
野明子牧師）、益子教会（10月、大下正人牧師）の
就任式、アジア学院献堂式（9月）が執行されまし
た。今後、西那須野教会の就任式（潘炯旭宣教師、
大下正人牧師）、宇都宮上町教会献堂式等が予定さ
れています｡又、教区総会（5月）で塩谷一粒教会
の佐野明子牧師及び上三川教会の野口佳男牧師が
按手礼、宇都宮東伝道所の森田泰司伝道師が准允、

地 区 だ よ り
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秋季（11月）には足利東教会の羽島健司牧師及び
羽島載憙牧師が按手礼を受けられました。栃木地
区は、今まさに時代の節目であります。アジア学
院サンデー（主に6月、地区内教会との交流）、栃
木地区デー（7月、地区互助献金）、婦人部修養会

（10月、講師：羽島載憙牧師）、オータムフェスタ
（11月、講師：牛山泉氏）、益子教会の応援、交換
講壇（随時）、教師養成制度の研修などが主たる活
動でした。

2015年度は、周知のように「戦後70年」です。
我が国が「平和憲法」のもと世界に発信してきた
メッセージをこれからも継続していくためにも、
改めて「平和を実現する人々は、幸いである、そ
の人たちは神の子と呼ばれる。」（マタイ5：9）活
動が求められていくと存じます。又、最近の一連
の殺害事件（佐世保高校生、名古屋高齢者、イス
ラム過激派による日本人、和歌山小学生、川崎中
学生）についても、根幹は、我が国の動向と連動
していることが感じられます。要因は「原罪」で
すが、それだけに一層深い「宣教の内実」が問わ
れております。

茨城地区
地区長 小林　祥人

震災から4年目を迎える中、被災地区である茨城
地区は、震災で損壊した会堂の再建を成し遂げた
下館教会には相原聡伝道師が就任し、主任牧師と
認定こども園を支える働きに着手しました。また
被災のとても激しかった水戸中央教会も新会堂の
設計準備を進めています。早期の着工が願われて
おり、教会員のためにも、一日も早い完成が望ま
れます。無牧が暫く続いた石岡教会にも、大森清
一牧師が着任され、新たな歩みを始めました。た
だ、依然として無牧の教会が地区内にないわけで
はなく、地区の支え合いが必要なことはいうまで
もありません。また、震災関連ではありませんが、
神の愛キリスト伝道所の会堂建築、水海道教会の
付属子ども園の園舎改築なども計画されています。
そして、守谷伝道所はこれまでの土地を使うこと
ができなくなり、移転することになりました。そ
れぞれ新しい大きなことに向かって歩もうとして
いる諸教会・伝道所を覚えて祈りを合わせたいと
思います。

3月8日には茨城地区総会が行われました。地区
長・地区委員改選期であり、選挙により、これま
で地区社会部委員としてお働きになり、そこでさ
まざまな新しい試みをされてきた筑波学園教会の
福島純雄牧師が新地区長となりました。2015年度
はまた、関東教区総会の設営も当地区が任を賜っ
ています。新しい地区長・地区委員を中心に今ま
で以上に力を合わせた働き、神様のご委託に答え
られる地区運営が期待されます。どうぞ茨城地区
を覚えて皆さまのお祈りに加えていただけますよ
う、お願いたします。

埼玉地区
地区委員長 𡈽橋　　誠

2015年1月12日（月・祝）に埼玉地区新年合同礼
拝が三区に分かれて行われました。1区は上尾合同
教会で、2区は武蔵豊岡教会で、3区は深谷教会で、
それぞれ恵まれた新年礼拝となりました。出席者
数は三区合計362名59教会・伝道所でした。

1月24日（土）にＣＳ教師研修会が開催され、昨
年夏に行われた埼玉地区中学ＫＫＳ青年キャンプ
の報告が行われました。

2月11日（火）埼玉地区「信教の自由と平和を求
める2・11集会」が聖学院大学礼拝堂で行われ、講
演を姜尚中先生がご奉仕くださいました。参加者
は241名52教会と今までで最も多い参加者数とな
りました。

2月13日（金）に埼玉地区総合協議会が開催さ
れ、2015年度の各委員会・各部の行事日程調整を
行い、新しい取り組み、予算等について話し合い
ました。埼玉地区としての新年度の取り組みはこ
の総合協議会が初めの一歩となります。

2月14日（土）に青年部冬の集いがありました。
21名の若者が川越教会に集まり、楽しい食事の時
を共にしました。

2月15日（日）に壮年部総会が開催され、2014年
度報告・決算、2015年度計画・予算が承認されま
した。岩槻教会に21名が集いました。

3月21日（土）に武蔵豊岡教会を会場に埼玉地区
総会が開催されました。2014 年度報告・決算、
2015 年度計画・予算が承認され、地区委員長選
挙・地区委員選挙が行われました。新地区委員長
に鴻巣教会の川染三郎牧師が選任され、新しい地
区委員会が組織されました。
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中越地震から10年。兵庫教区被災者生活支援長
田センターが毎冬開催していた「中越地震被災地
生活体験　十日町雪掘りツアー」が、昨年2014年2
月をもって終了しました。様々な人たちと出会い、
共に働き、自分自身の生き方を考える、そんな

「雪掘り」の5日間を終わらせてしまうのはもった
いない！との思いと、青年の育成に力を注ぎたい
との関東教区宣教部の願いの中で、青年たちの出
会いと成長の場として、関東教区宣教部主催、新
潟地区被災支援担当企画・運営により、「十日町雪
掘りキャンプ」と名前を変え、2015年2月18日〜
22日、十日町教会にて新たな形で雪掘りキャンプ
が開催されました。

参加してくれたのは、埼玉地区から2名、群馬地
区から2名、新潟地区から5名、合計9名（高校生4
名、大学生・青年3名、若手教職2名）に加え、ゲ
ストの柴田信也さん（兵庫教区被災者生活支援長
田センター前主事）、講師に野田沢さん（ＳＣＦ主
事・東北教区被災者支援センターエマオ元専従ス
タッフ）を迎え、手束信吾新潟地区長、そして被
災支援担当の長倉と新井純牧師を加えた総勢14名
となりました。また、今回のキャンプの主催であ
る関東教区宣教部委員長の飯塚拓也牧師も、忙し
い中差し入れをもって問安してくださいました。

プログラムは朝の礼拝から始まり、日中は十日
町教会の近隣の雪掘りや、十日町教会員のご自宅
の雪掘りボランティア、十日町雪まつりのための
雪像作りなどに汗を流し（文字通り、本当に汗だ
くになります！）、夜は、被災支援について、ボラ
ンティアについて、働くことについての学びの時

間を持ちました。参加者はそれぞれに、雪害と呼
ばれるほどの積雪を前にして自分の無力さを感じ
たり、一晩の降雪で元に戻ってしまう雪を黙々と
除雪するという労働の大変さに思いを馳せたりし
ましたが、それと同時に、そのような環境の中で
毎冬を暮らし、地に脚をつけて生きる十日町の方
たちとの出会いの中で、「働くこと」「共に生きる
こと」の大切さと喜びについても受け取ってくれ
たようでした。「雪を友としよう」との掛け声でな
される十日町雪まつりに合わせた開催であったた
め、雪の美しさ、楽しさもまた存分に感じられ、
寝食を共にするキャンパー同士の交わりも豊かな
時であったと思います。それぞれが自分たちの生
き方についての問いを受け取った5日間は、本当に

「出会う・働く・考える」というコピー通りのキャ
ンプでした。

参加者はみな「来年もまた参加したい」「また、
来年会おう」との思いをもって帰路につきました。
また「参加したいけど事情があって参加できない。
ぜひ来年には！」との声もいくつも聞かれていま
すので、来年も開催できればいいなぁと願ってい
ます。

最後になりましたが、なれないボランティアを
快く受け入れ、除雪の指導をし、美味しいものを
食べさせてくださった十日町教会の方々、手作り
の食事を差し入れしてくださった新潟地区の婦人
会の皆さん、またキャンパーを送り出してくれた
それぞれのご家族と、いつもキャンプを受け止め、
影で支えてくださっている新井先生のご家族に心
から感謝いたします。ありがとうございました。

十 日 町 雪 掘 り キ ャ ン プ

新潟地区書記 長倉　　望
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主の復活イースターをお祝いすると同時に新し
い2015年度を迎えました。共に神様の御栄光を現
しつつ、力強い聖霊の働きに励まされて宣教伝道
の業に励みましょう。以下、簡単に報告します。

○第65回教区総会に関する事項を扱いました。通
常議案、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。

・｢伝道資金」について
昨年の教団総会で議決され2015年度から施行さ
れる。教区としては2015年度申請について、以
下の通り暫定的に410万円を申請する。

伝道交付金申請　　　　　申請額330万円
教区伝道方策交付金申請　申請額80万円

・｢常設委員会廃止と設置」について
池の平向山荘委員会（廃止 理由：休止状態）

（仮）伝道資金委員会（設置 理由：今後の申請に
必要）

・｢教会互助規則」、及び「教会互助施行細則」変
更をしました。「教会互助規則」は昨年度に引き
続いて、現状に合わせる変更を総会議案で提案
します。

・2015年度ナルド献金目標額は、昨年同様1,200万
円とする総会議案を提案し、以下の教会互助申
請を内定しました。2015年度も皆様の献金の協
力をお願いします。

見附教会　　　　　内定額16万円
桐生教会　　　　　内定額104万円
上三川教会　　　　内定額125万円
那須塩原伝道所　　内定額110万円
宇都宮東伝道所　　内定額80万円
水戸自由が丘教会　内定額93万5千円
国際愛伝道所　　　内定額104万5千円
鳩山伝道所　　　　内定額64万円
加須教会　　　　　内定額96万円
深谷西島教会　　　内定額40万円
秩父教会　　　　　内定額64万円
桶川伝道所　　　　内定額60万円

・「2015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65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。

・教区ホームページについて（継続審議）
以前より要望のある「教区ＨＰ」は、2015年度
を準備期間とし、試験的な運用をしていく事を
提案し推進します。

○各種申請
・教師異動（4/1現在）

聖学院大学 辞 左近　　豊（正・教）
就 阿部　洋治（補・教）

益子教会 辞 杉村　和子（正・主）
就 大下　正人（正・主）

下館教会 就 相原　　聡（補・担）
三芳教会 辞 江田めぐみ（補・担）
越生教会　 就 江田めぐみ（補・担）
熊谷教会 辞 布村　伸一（正・主）

就 大坪　直史（正・主）
就 大坪　園子（正・担）

新発田教会 辞 松井　　初（正・主）
就 小淵　康而（隠復・主）

羽生伝道所 就 伊早坂貴宏（補・担）
岩槻教会 辞 川中　　真（正・主）

就 小林　　眞（正・主）
日野原記念

上尾栄光教会 辞 横山　義孝（代・主）
就 東海林昭雄（正・主）

水戸自由が丘教会 就 坂口　慶行（補・担）
中条教会 辞 高橋　　稔（正・代）

就 下田尾治郎（正・代）
・改名・改姓届

旧「金　載憙」→ 新「羽島載憙」（足利東教会）
・宗教法人法第23条申請

五泉教会（土地建物担保申請）
・宗教法人規則変更申請

新発田教会（縦→横、総会、責任役員会開催日、
公告方法の変更）

・教会互助申請（承認事項）
長岡教会（教区教会協力費 伝道集会5万円）

第 64 総会期　第 4 回常置委員会 及び

第 3 回常任常置委員会報告

教区書記 栗原　　清



主事　金刺　裕美

イースターの恵みと共に新年度が始まりました。
各教会・伝道所では、教会総会のご準備にお励み
のことと思います。教区事務所でも、教師の異動
や教区総会、社保の加入・喪失等々、一度に押し
寄せてきている事務処理に精一杯頑張っています。
2015年度の歩みも、皆様のお祈りに支えられて進
めて参りたいと願っています。
◎書類の提出は、済みましたでしょうか？

新年度にはいり、いろいろな提出書類がありま
す。提出期限を確認の上、遅れないようにお送り
ください。
◎教会負担金早期納入のお願い

各教会から納入された教会負担金により、教区
の諸活動がなされています。新年度のスタートと
共に、各委員会の活動が始まり交付金や経費が必
要となってきています。教会財政の厳しい状況も
あることと思いますが、できるだけ早期納入にご
協力をお願い致します。
◎教区総会議員の登録内容変更について

議員名･出欠･宿泊･食事等に変更がある時は、急
ぎ教区事務所へご連絡下さい。早期の変更ですと、
キャンセル料の発生もせずに済む場合もあります。
◎総会費用の納入について

納入は、5月12日（火）までにお願いいたします。
総会当日の納入は、入金処理に間違いも出やすい
ので、必ず事前に送金してください。
◎ナルド献金より、「退職金互助」が施行されます。

現在、ナルド献金は教師謝儀互助・緊急互助・
教団退職年金互助・ナルド基金に用いられていま
す。昨年度の教区総会で可決されました「退職金
互助」ですが、内容の検討・審議を重ね、ようや
く形になりました。この「退職金互助」は、教会
財政が厳しくて年間5万円までの「退職金積立」が
難しいという教師の為に互助し、教会が責任を
もって積立をしておき、退職の際にお渡しするも
のです。いくつかの条件がありますが、詳細・申
請方法についてのご案内を、教区総会の折にお渡
しいたします。ナルド献金のますますの充実に、
一歩前進できるものと期待しています。
◎教区事務所の執務日・時間について

火曜日〜金曜日　　10時から5時
（土・日・月曜日はお休みです。）

保険事務　金刺　裕美

この時期、定まらない気候に体調不良の方が多
くみられます。睡眠をしっかりととりそして休養･
適度な運動・安心安全な食事などに気をつけて、
活き活きとした健康生活をお送りください。
◎4月分からの社会保険料の料率変更について

・健康保険料 9.94％→9.93％
・介護保険料 1.72％→1.58％
・厚生年金保険料17.474％　変更なし

（9月分より17.828％に変更予定）
※毎月の保険料は料額表により確認。夏季賞与

保険料は、標準賞与額に上記料率を掛けて算出。
◎社会保険報酬額報告書の提出

謝儀額の確定後、書類をご提出下さい。提出書
類を基に、毎月の保険料・賞与保険料等の計算を
し、1年間の自動払込金額表を作成します。作成に
はかなり時間を要しますので、できるだけ早くご
提出下さい。また、「ゆうちょ銀行自動払込み金額
のお知らせ」の表は、6月中旬頃までにお届けでき
るよう作成をしています。もうしばらくお待ちく
ださい。
◎5月末ごろ、扶養者調査が行われる予定です。

年金事務所より調査書が届きましたら、該当者
にお送りしますので、期限厳守でご提出ください。

なお、調査の有無にかかわらず、就職・結婚・
収入増等で、被扶養者資格が無くなったときは、
その事柄の発生日を明記の上、保険証を教区事務
所までお返し下さい。異動があった場合、5日以内
に保険証を添付の上、「扶養者異動届」を年金事務
所に提出しなければなりません。忘れずに返却し
てください。
◎生活習慣病予防健診の申込み

受診を希望される方は、医療機関での予約後、
教区事務所へお知らせください。病気の早期発見･
早期治療のために、“1年1回の健診を習慣に！”
◎自動引落しの可・不可を確認してください。

ゆうちょ銀行への引落し額通知期限の関係上、
「自動払込希望科目確認書」の提出を4月17日厳守
としました。提出期限までに間に合わなかった教
会・伝道所の4月分は引落しができませんでしたの
で、各教会・伝道所より別途ご送金いただくよう
になります。
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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
2年間、関東教区通信の発行に携わる事を許されたが、

読者より一足先に教区や地区の働きを知り、時には気に
かけ祈りに覚える機会が与えられたのは感謝であった。

教区通信委員会の組織について、昨秋より成田顕靖教
師が委員長、森田泰司教師が会計となり、金子敏明教師

（牛久教会）が委員に加わった。分掌が変わり慣れぬ業
務をやっと片付け速攻で任期終了、と云う状態である。
次号が現委員会が編集する最後の紙面となる。残念なが
らアッと驚く新企画はないが、祈祷課題と感謝の報告に
満ちた紙面になる……かもしれない。 （成田顕靖）
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「これから」を大切に
統括主任　飯塚　拓也

教団の被災3教区幼児施設代表者会の一人として、「原町聖愛保育園」(南相馬市)や「二本松幼稚園」と
「本宮幼稚園」をお訪ねする機会をいただきました。原発事故のその後の対応がテーマでしたが、そこで教
えられたことは、「まだまだ。これから」という現実でした。常磐高速道路富岡ICに設置されたモニタリン
グポストは2μSv/hを超える数値をしめし、国道6号線の道路わきには「自転車・歩行者の通行禁止」の立
て看板。富岡町、大熊町、双葉町と通って行きましたが、至る所通行規制がかかり、地震・津波の被害はそ
のままの状態でした。また、原発から離れれば離れるほど、除染等の対応が遅れる印象で、線量計を持参し
たのですが、郡山駅周辺では0.3μSv/hを超える空間線量の箇所や、二本松市城址公園では0.5μSv/h超を
計測しました。二本松幼稚園の園庭の隣の斜面は私有地で除染されていなく、5μSv/h超。園庭に雨水が入
り込まないための対策の必要性を感じます。教団が支援を検討していますが、教区としても保養プログラム
等何らかの支援ができないだろうかと思います。
2014年度も東北教区被災者支援センター・エマオとの交わりを持つことができました。仙台エマオにて、

ボランティアへの食事提供の調理ボランティアを、14回40名派遣できたことは感謝でした。関東教区なら
ではのこの支援を、2015年度も継続したいと思います。
教区内では、被災された教会の再建工事が進められました。宇都宮教会と下館教会は喜びの内に献堂式を

行いました。佐野教会の修復工事への全面的な支援も行うことができました。宇都宮上町教会は工事が進め
られており、引渡しの日が待ち遠しい。ただし、水戸中央教会は当初依頼していた設計士のもとでの工事が
困難な状態となり、いったん計画を白紙にし、新たな設計者のもとで計画を練っています。今夏頃の着工を
願っていますので、このために全教区的な祈りをお願いいたします。
諸課題に、丁寧に取り組みたいと思います。

核エネルギーからの転換を求めて、国際会議参加報告
支援委員会委員長　秋山　　徹

今年3月3日～6日、ドイツのアーノルズハインでヘッセ=ナッサウ・プロテスタント教会エキュメニカル
委員会主催で行われた国際会議、『核エネルギーから持続可能なエネルギーへの転換－宗教団体に何ができ
るか』に招かれて、教団から常議員の岡本知之牧師とわたしとが参加しました。会議ではドイツの各州教会
の代表者のほか、カトリック教会、全ヨーロッパキリスト教会（オーソドックス教会）、トルコ人のイスラ
ム教の代表者、アメリカやフランスの核問題専門家、さらに日本と韓国の宗教団体で原発反対運動や環境問
題と取り組んでいる代表者、ジャーナリストが参加し、その参加者の広がりには驚かされました。日本から
は、上智大学神学部長、カトリック教会のシスター、YWCAのキリスト者のほか、仏教界から妙心寺派の
老師、浄土宗派の僧侶、チェルノブイリの原発事故以来現地の被災者とかかわり続けている僧侶、生長の家
の布教師、浪江町の職員、九州電力の川内原発再稼動に反対して福岡の九電本社前に座り込みを続けている
会の代表者等、宗派を超えて活動している人々がこのように一堂に会し、今後の活動のためのネットワーク
が形成され、大きな意義のあった会議でした。これをコーディネイトしたのは以前に日本で宣教師として奉
仕したことのあるマルティン・レップ牧師で、このような多彩な人脈作りの奉仕に感謝すると共に、フクシ
マの出来事に対する世界的な関心の深さ、信仰的・神学的問いかけとして捉えていることについても知らさ
れました。
会議では、ドイツやヨーロッパの各教会施設や信徒の家庭で風力発電や太陽光発電など持続可能エネル

ギーに変えてゆく努力や啓蒙活動の実践の報告、日本の原発事故処理を取り巻く状況や韓国の原発設置をめ
ぐっていかにずさんで虚偽に満ちた不正義が行われているかについての実情報告、さらに核兵器開発の状況
について、衝撃的な事実など、それぞれ専門的な分野からの報告やレクチャーがほとんど切れ目なく続いた
会議でした。宗派を超えた各報告者を通して、聖書だけでなく、各宗教の教義に、核エネルギーに依存する
社会のあり方に対する根本的な疑義と変革を迫る教えがあることにも気づかされ、共闘できるところがある
ことを確認しあったことも意義深いことでした。



「東日本大震災」記念礼拝報告
甘楽教会 藤　　秀彦

震災から4年を経た2015年3月11日、関東教区の
「東日本大震災」記念礼拝が行われました。先の震災
では群馬地区でもかなりの被害が出ており、大規模な
修理を行った教会や関係施設があります。このたびの
記念礼拝で会場となった伊勢崎教会も震災の影響で会
堂が使用不能となり、教会は建て替えを決断し、再建
のための様々な課題を克服されて2014年3月に献堂式
を行われました。記念礼拝当日は会堂に入り、受付で
伊勢崎教会の皆さんに笑顔で迎えていただきました
が、これまで険しい道を歩まれた教会の方々のご苦労
に思いをめぐらせたのでした。
被災支援委員の方々が用意した記念礼拝では、説教

を伊勢崎教会の遠藤尚幸伝道師が担当されました。遠
藤先生はマタイ福音書14章のイエスが湖の上を歩か
れた話を通して、震災による痛みをもつ現実を、湖上に一歩を踏み出して沈みかけるペトロの姿に重ね、嵐
吹く中で湖底に沈みかける現実が私たちを襲っても、イエスは私たちの助けを求める叫びを聞いてくださ
り、手をとってくださるから、私たちは歩みを進めることができると語られました。
秋山徹教区議長からの挨拶では、参加されたドイツでの会議についてふれ、核なしの持続可能なエネル

ギーに切り換えていくため、宗教者としていかに関わるかについての議論を紹介されました。福島の出来事
を過去のことにしようとする流れの中で、私たちは核の危険を語るだけでなく、私たちの生活を変えていく
必要があると話されました。教団からは飯島信震災担当幹事の、映像をつかっての被災支援報告があり、古
澤啓太兵庫教区副議長からも挨拶をいただきました。
礼拝の後、秋山議長と遠藤伝道師のお二人で、教会の庭にオリーブの苗木を植えられました。洪水後の世

界にいのちの希望を伝えたオリーブの若枝が、私たちの関東教区でも育ってくれることを願いつつ、植樹の
場に立ち会ったのでした。

第64回総会期第4～6回東日本大震災被災支援委員会報告
報告者 小池　正造

第4回委員会は11月11日に、第5回委員会は12月26日に、第6回委員会は2月3日に、いずれも大宮教会
を会場に行われました。
水戸中央教会の会堂・牧師館再建事業について、2011年7月に牧師館・教育館の解体工事を終え、2013年

9月に会堂・牧師館新築への起工式を行ったのですが、その後の工事の進展がなく、業者に確認をしたとこ
ろ、充分な設計がなされていないことが発覚し、2015年1月に今まで契約をしていた設計業者、施工業者と
の契約解除をすることになりました。その後、宇都宮教会の設計にあたった別の業者との契約をする方向で
話を進めています。（2月時点）。
佐野教会の再建事業について、教団へ支援申請をし、申請が承認されました。なお、工事で生じた費用の

不足分に関しては、教区被災支援委員会が負担することになりました。
宇都宮上町教会の再建事業は、順調に進んでいます。
東日本大震災記念礼拝は、3月11日午後1時30分より群馬地区・伊勢崎教会を会場に開催することとなり

ました。
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