
主はヨハネが首をはねられた
と聞き、独り人里離れた所に退
かれたのは何故だったのか？
ヨハネは正義を重んじ、不正を
許せなかった人だった。その彼
が捕えられたという知らせが
入った日も、主は栄光の山から

辺鄙な田舎町に退かれたことがあったが（4章12
節）……あの知らせ以上に悲しいこの知らせが届
いた朝、主は再び沈黙を守り通され、独り人里離
れた所に退かれたのは何故だったのか？　人には
各々天から授かった使命があって、己の使命と感
ずれば殉教を覚悟し、危険な国に乗り込んで行く
ことは正しいことなのだろうか？　結果論として
振り返れば、ヨハネの必死の訴えは領主に悔い改
めをもたらすことなく、かえって、自分が捕えら
れ殺されてしまったことによって、大勢の人々に
嘆きと憤りをもたらした。が、今はそのことの是
非を問うことよりも、主のお気持ちについて考え
たい。ヨハネが殺されたと聞いて、一体、主はど
んな気持ちで退かれたのか？　よく言われること
は、ヨハネが殺された事を知った主が、自分も殺
されないために逃げて行ったという説。主が公の
面前に姿を現す時は未だ至っていなかったとか
言って。でも、そんなことは絶対にありえません
よね！　確かに主も捕まえられる危険はあったし、
群衆によって崖から突き落とされそうになった際
に、主は素早く身をかわし逃げて行かれたことが
あったが……本当に主は自分も殺されないために
逃げて行かれたのか？　救い主とは、私たちの誰
かが捕えられた際に、ご自分も捕えられないため
に素早く逃げて行かれるようなお方なのか！　主
は所詮そんな人に過ぎないのか？　救い主とは、
私が病気だった時、病がうつらないように自分か
ら部屋を隔離されていたようなお方だったのか？
あなたが傷を負い、苦しく道で倒れていた時、見
て見ぬ振りをして道の反対側を通って行かれるよ

うなお方なのか？　断じてそうではありませんよ
ね！　退かれた主を見て、群衆はその後を追って
行った。もし主が捕えられ殺された人を見捨てて
逃げていくような人に過ぎなかったのなら、あな
たならば、そんな人を追って行きたいと思われま
すか？ 主は──泣いていたのだ！！！　悲しんで
おられた！　ヨハネは主にとって、弟子たちより
先に出会った大切な友であったのだから。友が失
われたのなら、主も苦しんでおられたに違いな
い！　主はすべき事が山程あった。人々にできる
だけ多くの話をし、可能な限り奇蹟を行いたかっ
たけれども、今は全てを後にし、一人退かれて行
かれたのは、ご自分の愛する友が失われたことを
思って泣いて下さるためであったに違いない！
主はご自分が愛される者の悲しみを、他の誰より
も熱心に共に嘆いてくれるようなお方だ！　私た
ちの友が、私たちの願いは空しく、テロリストに
よって殺されてしまった悲しい知らせが私たちに
届いたあの朝も、きっと主は他の全ての人を後回
しにしてでも、一人泣くために人里離れた所に退
かれて行ったはずだ！　救い主とは、ご自分が愛
される友の一人が失われれば、その人以外の全て
の人を後回しにしてでも、その人を思って祈って
下さるお方であり、都に入場される日、いや、神
の国がこの世に実現される日を先延ばしにしてで
も、その人のことを思って一人泣くために、どこ
か光が差さない場所に自ら退いて行って下さるよ
うなお方なのだし、そして、あなたもつらく悲し
い時にあるのならば、あなた以外の全ての人を後
回しにしてでも、ご自分から人里離れた所に退か
れ、あなたと共に悲しんでくれるようなお方なの
です！　そんな優しいお姿を見たからこそ主を追
いかけて行った群衆の一人となって、あなたも、
──愛に満ち満ちたお方である主をどこまでも追い
かけて行き、いつまでもついて行く者であってく
ださい！

（1）
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あなたのために、主は退かれた

前橋中部教会牧師 堀江　知己

マタイによる福音書14章13節
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教区四役

（2）

総会議長に選任されて
上尾合同教会牧師 秋山　　徹

関東教区議長として3期目の責任を負うことにな
りました。主から託された務めとして、この奉仕
の業に努めたいと願っています。
これまで東日本大震災の復興・再建の働きに大
きなウェイトがかかってきましたが、大体の目途
がついてきました。教区の伝道体制の強化と活性
化と取り組むことが急務となっています。各教会
の宣教が希望を失うことなく続けられるために、
キリストの体の生命力を回復し、命の主に心を一
つにして喜んで仕える共同体となることが、財政
的な裏づけに先行すると考えています。御言葉と
聖霊の助けを切に求める次第です。

副議長に選任されて
新津教会牧師 熊江　秀一

再び教区副議長と選出されました。神は小さい
者をお用いになることを思いつつ、主の召しに応
えてお仕えしたいと祈っています。
新潟地区の新津教会に仕えて21年目。この3～4
年は著しい教勢低下に直面し、伝道・牧会の難し
さを感じています。それはそのまま地区・教区・
教団の課題と重なります。伝道の課題を共有し、
祈り合い、支え合って、教区144の教会・伝道所が
主のからだとしてそれぞれの地で伝道に仕えるこ
とができるように祈っています。そのために引き
続きナルドの壺献金による教区協力伝道と互助の
充実に仕えます。51歳。妻と共に4人の娘の子育て
中です。

書記に選任されて
武蔵豊岡教会牧師 栗原　　清

主の御名を讃美いたします。
「すると主は、『わたしの恵みはあなたに十分で
ある。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ』
と言われました。（Ⅱコリント12：9より）」
第65回教区総会で秋山議長、熊江副議長が再選
され、3度の指名を受けて書記に選任されました。
これを重く受け留めています。
個人的には、様々な欠けや弱さを覚えますが、
特に難聴が悪化しています。聞こえない事で失礼
をすることがあると思いますが、どうぞ、お許し
下さい。今後の2年間の職務は、上記の御言葉と、
皆様のお支えに拠らなければ果たすことは出来ま
せん。どうか、覚えてお祈り下されば幸いです。

宣教部委員長に選任されて
竜ヶ崎教会牧師 飯塚　拓也

先の教区総会で宣教部委員長に再選され、その
後の常置委員会において、「東日本大震災」被災支
援委員会の統括主任と、「韓国基督教長老会京幾中
部老会との交流」特設委員会の委員長に再任され
ました。一つ一つの務めがとても重いもので、改
めて身の引き締まる思いでいます。
与えられた務めはいずれも現場を伴うものです
から、「一つひとつの『できごと』を大切にした
い」を基本に置きたいと考えています。
また、辺野古への基地移設問題や戦争法案の準
備が進められていることは、キリスト者として看
過できない課題と思っています。
小さな者ですがどうかよろしくお願いいたします。

議長・副議長・書記・宣教部委員長

常置委員教職 信徒

熊江秀一 秋山　徹 飯塚拓也 栗原　清

小池正造 疋田國磨呂 村田　元 東野尚志 島田　進 勝野奉幸 佐久間文雄 滝川英子 國吉常喜與金刺英雄
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教 職

東新潟教会牧師 小池　正造
新潟地区東新潟教会。常置委員2期目。
第1回常置委員会を終えて、教区史編纂の担当と
なりました。第50回教区総会で、教区史をまとめ
ることが決まったと伺っております。あれから15年。
一つの形として、まとめていくことを目標として、
各教会・伝道所、各地区、教区でご尽力くださっ
た方々に、様々な助けをいただきたいと思います。

群馬町伝道所牧師 村田　　元
選ばれた責任の重さを感じています。
主イエスの「福音宣教といやし」を教会の課題
として担いつつ、日本基督教団が「罪責告白」を
する日を目指します。また、関連して沖縄教区と
教団の「裂け目の克服」を求めていきます。と共
に教区、教団の二極化した対決の構造を創造的な
仕方で克服していける道を求めていきます。
地方の伝道所の牧師として、広域で多様な関東
教区の中の小さな教会、伝道所の抱える問題、課
題を支え、担える「血の通った教区」となれるよ
うに常置委員として教区の課題に丁寧に取り組ん
でいきたいと思います。

日立教会牧師 島田　　進
青空日曜学校という自給開拓伝道によって設立
された新潟地区・見附伝道所で、私は1965年12月
19日に16歳で洗礼を受けました。
献身し日本聖書神学校で学び、卒業後は教団紛
争で教師試験が行われず、信徒伝道者として石川
県・輪島教会に赴任しました。半永久的被援助教
会と言われた教会で歴代最長の7年間、楽しく訓練
と養育されました。1981年から新潟地区・見附教
会に、2003年から関東教区の辺境にある日立教会
に、楽しく仕え感謝しています。
この小さい体験を、諸教会・伝道所の宣教と教
会形成に活かしていただければと願います。

聖学院教会牧師 東野　尚志
教区の常置委員として3期目を務めることになり
ました。常任常置委員として、引き続き、部落解
放推進委員会の委員長も務めることになります。
十字架の贖いによる神との和解が、真実に隣人と
の和解の中に実を結び、神に造られた自然世界と

の和解を通して、真の平和が実現されることを求
めていきたいと思います。関東教区に属する諸教
会が、教団信仰告白と教憲・教規を重んじ、信仰
による一致に基づいて、教会の枠を越えて支え合
いながら、互助と伝道協力による絆を強めていく
ことができるよう、祈りつつ仕えて参ります。ど
うぞ、よろしくお願いします。

大宮教会牧師 疋田國磨呂
常置委員に再選されて主に感謝します。大宮教
会に遣わされて28年目、その間、教区通信編集2
期4年、宣教部委員長4期8年、議長2期4年、常置
委員3期目です。関東教区の交わりと祈りの中で教
会形成と伝道牧会に仕えて来ました。振り返って
思うことは〝教会は誰の教会か〟と言うことです。
主イエスは「わたしはこの岩の上にわたしの教会
を建てる。」（マタイ16：18）と言われています。
「あなたはメシア、生ける神の子です」との信仰告
白に明確に立って、主が「わたしの教会」と言わ
れている〝イエスさまの教会〟を建てているだろ
うかと問われています。主よ、憐れみを！

信 徒

上尾合同教会 金刺　英雄
私は1944年生まれ、今年満71歳を迎えます。16
歳で受洗、その前の日曜学校時代を含めると教会
生活60年になります。70代はこの世的には第一線
を退き第2の人生（老後）となりますが、高齢化の
進む教会ではまだまだそういう訳には参りません。
この度常置委員の大役に任じられました。薄志弱
行、欠けの多い者ですが、全て神様のご計画と受
け止め、微力ながらその勤めを全うしたいと思い
ます。関東教区148教会、伝道所の皆様、ご指導の
程宜しくお願い申し上げます。

志木教会 佐久間文雄
祈りつつ備えてまいりましたが、主の御心と信
じ感謝してこのご奉仕を全うして参りたいと願っ
ています。皆様のお祈りとお支えを宜しくお願い
いたします。さて、日本基督教団教憲第6条により
ますと、その教会的権能および教務を遂行するた
め「教区」を置く、と明示されております。教団
を支える活動として召されております事を胆に銘
じつつ、誠実に活動し主の召しに答えて参ります。

（3）

常　置　委　員
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関東教区の特性を生かしつつ、イエス・キリスト
を頭と仰ぐ公同の教会として日本基督教団の信仰
告白を奉じ教憲教規を尊重し、主の体たる公同教
会の存立の使命を達成したいと思う。

大宮教会 勝
かつ

野
の

奉幸
ともゆき

この度、私は第65回関東教区総会において新し
く信徒常置委員として選任され2年間その任に当た
ることになりました。私が果たして常置委員にふ
さわしいのか戸惑いはあります。と申しますのも
教区の働きについて正直なところよくわかってお
りませんし、関心も薄かったように思います。し
かし今回、教区の働きを理解し主による交わりの
ために奉仕の業に励むようにと主から命じられた
ものと受けとめております。主の御旨を聞きつつ
四役の牧師先生や先輩の常置委員の御指導を得な
がら微力ではありますがその務めを果たして参り
たいと思っております。どうぞよろしくお願い致
します。

七里教会 滝川　英子
投票結果を見て思ったことは埼玉が多過ぎる。
13名中8名が埼玉、他地区は新潟2名、あとの3
地区は1名づつと知り、辞退を申し出ようとした

時、女性の存在が無くなる事に気がついた。
常置委員会の働きは多岐に渡るが、重要議案の
一つに「教師面接」がある。これから補教師・正
教師の試験に臨もうとする方の面接をさせて頂く。
以前、面接を終えられた先生方からのお礼の言葉
を思い出した。「圧迫感の塊のような黒服集団の中
に独りの女性の笑顔に救われ、緊張が解けて面接
出来ました。」主が私の様な者にさえ存在価値を示
された事に感謝し、お応えしようと思い返した。

宇都宮上町教会 國吉常喜與
教区の先生方、兄姉に支えられて歩める日々、
感謝に溢れております。
声が大きいのでご迷惑をお掛けすることがある
かもしれません。教会では７月19日に献堂式を迎
えることができるように祈っています。小さい群
れですが、地域に在っては「地の塩世の光」とし
て存在することができるように会堂だけでなく中
身も前進できるようになりたいものです。
個人的には若い方々が活躍できる教区・教会を
形成することが重要と思います。青年を常置委員
会やその他の会議に引き込もうと算段しています
が仕事やお金だけでなく難しいのが現状です。

（4）

七里教会 滝川　英子

お別れは突然だった。5月2
日、別居されている玲子夫人
から電話が有り、昨日から牧
師と連絡が取れないとの事。
異変を感じ夜8時頃に夫人は
水海道から駆けつけ教会員数
名と教会で合流した。レスキュー隊の助けにより
ドアチェーンを切断し入室された夫人の絶叫が外
まで響き渡り、私達は太田牧師が亡くなった事を
確認させられた。救急車に代って、警察の鑑識に
より4月30日夜虚血性心臓疾患による病死と診断
された。
4月26日、礼拝後の総会で規約改正をして、役員
4名、任期1年を可決するも、選出された2名の新
人は固辞するばかり、太田議長は実に根気よく丁
寧に2名に語りかけ説得した時は規定の時間をはる

かに超えていた。昨年4月に七里教会の2代目の牧
師として就任され、今年度の活動方針を「礼拝を
豊かに生き生きと捧げよう」と礼拝改革を宣言さ
れた。先生が決められた年間聖句も可決したので、
翌日墨書し額に入れて教会に届けた。
「あなたがたがわたしを選んだのではない。わた
しがあなたがたを選んだ。あなたがたが出かけて
行って実を結び、その実が残るようにと、またわ
たしの名によって父に願うものは何でも与えられ
るようにと、わたしがあなたがたを任命したので
ある。」ヨハネによる福音書15章16節
主の突然の召しに応えて天に帰られた太田牧師。
数々の礼拝に対する熱い思いを、残された私達は
大切に受け止めつつ毎週の礼拝を捧げて行こうと
主にあって思いを一つに新年度を歩み出した。地
区、教区に連なる皆様の温かい祈りとお支えによ
り小さな群れも試練の中で主の栄光を称えます。

追　悼・太田光夫教師
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新潟地区
新潟教会 本田　陽子

「財務審査委員」として、総会資料を通読し諸表の

数値のチエックをしました。会計報告の科目用語の不

統一がお金の流れを追うのに難でした。2日間で礼

拝・議事・准允式・逝去者追悼式をやり通すことに無

理があると思いました。第4分科会では、「伝道資金」

の説明がありましたが、付託されたものは1件を残し

てそのままでした。教団問安使の挨拶はこの仕組みは

まだ不十分とのこと。整うまで試行を重ね、皆が納得

できるものに仕上げてほしいと願いました。「聖餐の

あり方」については難しく私レベルの信徒に問いかけ

ないでほしいと思いました。神学的理論で一致が不可

能ならば「継続審議」としてクラウドに乗せては？と

思いました。総会には、数回出席し、財務審査委員は

2回ご奉仕させて頂いてもまだまだよく解りません。

変化しているこの世の中で信徒として、礼拝によって

信仰を養われたいと願い、教区の、教団の運営が主の

御心に適ったお働きの上に特別のご配慮がありますよ

うに心からお祈り申し上げる次第です。

群馬地区
原市教会伝道師 関橋　　賢

今回の関東教区総会は私にとって2回目でした。壇

上で補助書記の奉仕をしながら一つ気にかかったこと

があります。ヤジのことです。昨今、都議会や国会に

おいて議員や首相のヤジが問題になっています。主に

2日目の議事において、残念ながらヤジを飛ばす議員

がいくらか見受けられました。日本の国会ではヤジが

よく飛び交いますが、私は、教区総会が国会のような

場であるべきではないと思います。なぜなら、礼拝を

守り、すべての議事の中に主の御旨が現れます様にと

度々祈りながら、議事を進めて行くからです。一端ヤ

ジが発せられれば、それに加わるヤジがとび、さらに

それらに反対する、もしくはヤジを制する為のヤジ等

が飛び始めます。議論の内容がどのようなものであ

れ、果たして総会の場においてヤジを発することは主

の御前に正しいことなのでしょうか。昨年度の総会に

出席された信徒の方から、ヤジが「恐い」という声を

聞きました。わたしたちは同じ口から讃美と呪いとが

出て来る（ヤコブ3：10）ことをよく心にとめなけれ

ばなりません。

栃木地区
足利教会 石川　晴彦

第65回教区総会では、提出議案審議は、時間切

れ・未了廃案にはなりませんでしたが、話し合いの場

が少なく感じます。いろいろな意見・提案があり話し

合いの場の必要性をいつも感じています。伝道資金に

ついても、大切な議案でありますので、もっと大切に

するべき議案なのですが、時間の制限があり、話し合

いの場が少なく感じます。今総会での議長3期には驚

きました。今まで、議長をしていただいた多くの先生

方が築いた選挙・運営方法が変わる総会だったと思い

ます。議事の中で、なぜ、賛成なのか？　なぜ、反対
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なのか？　について、お互いに考えながら話し合うこ

とにより、自由な意見を出しあいながら、共に生きる

大切さを感じ、助け合うことの必要性を感じ取れれば

よいのにと思える、第65回関東教区総会だと思いま

した。

茨城地区
水戸教会牧師 橘　　秀紀

今回は茨城地区が設営担当だったため、設営委員と

して奉仕しながらの参加でした。加えて教区四役・常

置委員選挙に時間の割かれる総会だったこともあり、

正直、協議の場に参加しているとの感覚は乏しかった

です。理由は他にもあります。それは議案が総会議場

での十分な審議を経ないままに採決されている感の否

めないこと、あるいは時間切れを理由に常置委員会付

託となったりすることがあったからです。審議未了廃

案！なんて声が臆面も無く出されることはもちろんで

すけれど、総会議案の審議を常置委員会にお任せする

ことが常態化することも、教区総会が軽んじられてい

くことにつながるとの危惧を私は抱きます。会場がさ

いたま市に固定化されたのは単純に会計上の都合や効

率化があったと記憶していますが、まさか審議の時間

までも削減する意図は無かったはずです。ともあれ誰

もが教区総会を大切な務めと受けとめ、教会・伝道所

は献げものの中から参加費を支出し議員を送り出すの

です。時間が限られているからこそ、総会全体でそれ

ぞれの意見や思いに耳を傾け、祈りつつ受けとめ合え

る時間が確保される会議となることを何より望んでい

ます。

埼玉地区
東京聖書学校吉川教会牧師 佐々木羊子

私は去年、東京教区から関東教区にまいりました。

関東教区の総会は、今回で2回目の出席となります

が、関東教区の総会は色々な立場の方の意見を大変丁

寧に時間を割いて聞いて下さるという印象を持ちまし

た。また、分科会があり、そこでさらに意見交換がな

されることにも大きな感銘を受けました。キリストの

体である教会を建てあげていく時には、福音にしっか

り立ち、多くのことを聞き取っていくことが大切で

す。関東教区においては、まずその姿勢を示して下

さっておられるので、素晴らしい事であると思わされ

ました。このような歩みが教会を生み出していくのだ

と思います。今回、久喜復活伝道所が開設されたこと

は、本当に喜びでした。また、ナルドの壺献金は、関

東教区がお互いに助け合っていることの具体的な働き

であり、毎回の総会で理解を深められている事は大変

意味深いことであると思わされました。これからも、

関東教区が信仰告白にしっかりと立つ運営がなされる

ように期待し、私もその働きに参加してまいりたく存

じます。

（6）

140 関東_レイアウト 1  2015/07/21  18:39  ページ 6



「教区総会参加者の声」掲載にあたって

教区通信委員長 成田　顕靖

毎年夏に発行される『関東教区通信』には、教
区総会の報告と共に、教区総会に出席した方々か
ら、「教区総会参加者の声」と題した参加感想文を
執筆して頂き掲載しています。例年、教区総会の
直前の時期に行われる教区通信委員会において、
教区総会議員名簿を参考にして、各地区から1名ず
つ執筆者を選び、原稿執筆依頼書の送付をもって
執筆をお願いしています。教区通信委員会からの
お願いにお応え下さり、原稿を書いて下さった
方々に、深く感謝申し上げます。次年度以降も、
大幅な変更がない限り、教区総会議員に登録され
た方々の中から、参加感想文の執筆を依頼するこ
とになります。原稿執筆依頼文を受け取られまし
たら、どうぞお引き受け下さりますようお願い申
し上げます。
教区通信委員会では、教区総会参加感想文の執
筆者を選ぶ際、執筆者の割合が教職議員と信徒議
員とでおおむね半分ずつになること、前年度に教
職議員が参加感想文を執筆した地区については信
徒議員に依頼することにしています。また、次の
点については教区通信委員会で申し合わせてなく、
自然な流れで結果的にそうなっていたということ
でありますが、教派的伝統などになるべく偏りが
ないように執筆者が選ばれています。基本的に、
執筆者は正議員に登録されている方々から選ばれ
ます。今年度は、他教区の教会で牧会経験がある
教職准議員の方にも執筆をお願いし、前任地の教
区総会に出席してきた経験を踏まえての感想を執
筆して頂きました。

◇　◇　◇

教区総会の参加感想文には、教区の運営のあり
方について肯定的な立場や、中立的な立場、ある
いは批判的な立場からの視点から、様々な意見が
寄せられます。ここで、紙媒体のメディアに掲載
する論説記事に関して実際に起こった出来事を紹
介します。
今から19年前（1996年）の夏に、北海道で全国
高等学校総合文化祭が行われました。この大会で
は、北海道高等学校文化連盟新聞専門部の生徒が
速報新聞を発行していました。当時、札幌市内の
高校2年生で新聞局員であった私は、他校の新聞局
員と共に、速報新聞の編集に加わりました。

速報新聞は、リソグラフで印刷されたものが89
号発行されたほか、カラー印刷のタブロイド新聞
が2号発行されました。そのタブロイド新聞の最終
号に掲載する記事が、大会事務局で問題となりま
した。その記事は論説記事であり、生徒の自主性
を尊重して大会の準備が進められたものの、教師
などの大人が作った部分が多くないか、という問
題提起を含んでいました。この内容に対して大会
事務局からクレームがつき、編集サイドで記事の
書き直しなどの妥協を重ねた結果、大会が終わり
4ヶ月近く経った後に、ようやく最終号が日の目を
見るという散々たる結果に終わったのでした。
この出来事は、札幌市内・近郊の高校新聞局員
の間で大きな問題になりました。大会事務局の行
為は発行権を盾に取った検閲となり、言論の自由
を脅かす行為になりかねないからです。他校の新
聞局員と内容を話し合い、最終的に記事として執
筆した生徒は、この出来事を振り返って、「内容に
自信がないのならともかく、簡単に記事の書き替
えに応じるべきではなかった」と自校の新聞に記
していました。

◇　◇　◇

様々な視点からの感想や意見が寄せられる「教
区総会参加者の声」ですが、教区通信委員会では、
固有名詞の誤記や、助詞の明らかな誤りの修正な
どを除き、提出頂いた原稿のまま掲載しています。
ただ、特定人物の人格を著しく否定する内容や、
明らかに事実と異なっている記述が含まれている
場合、執筆者に再考を促すことになるでしょう。
いわゆる放送コードや人権問題に抵触するもので
はない限り、言論の自由を重んじて、そのまま生
の声として掲載することになります。
年に4回発行している教区通信は、教区の行事や
地区の報告記事が大半を占めています。これらの
記事を執筆する、教区の委員会や行事、地区の責
任者以外の声が掲載される機会は、「教区総会参加
者の声」のみです。年に一度の教区総会という限
られた機会と範疇でありますが、それは教区の活
動全般に広がりを持つものです。「教区総会参加者
の声」に掲載された生の声は、教区の中に様々な
考え方、意見がある現実を読者に伝えると共に、
私たちの教区が、全体としてよりよいものとなる
よう促す力になることでしょう。教区通信は、紙
の上での交流の場であり、繋がりを深めよりよい
関係を築き上げるためにも発行されているのです
から。
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祝

越生教会伝道師 江田めぐみ
4月より越生教会に担任教師とし
て赴任いたしました江田めぐみと申
します。
越生教会は山に建てられた自然豊
かな美しいところにあり、春から夏

にかけて鶯の声を始め、小鳥たちのさえずりが聞
こえます。
かの、アッシジのフランチェスコが小鳥たちに
説教をしたような環境の中で説教ができることに
私は喜びを感じております。
越生の町はのどかなところです。その中で英気
を養いながら伝道できる喜びを感じております。
主任牧師西海先生のバイタリティーを頂きなが
ら、教会員の皆さまと共にこの地における宣教の
業に励んで参りますので、よろしくお願い致します。

敬和学園高等学校教務教師
山口
やまぐち

和憲
かずのり

4月より敬和学園高校聖書科教員
として赴任いたしました山口和憲で
す。神学校を出て、弓町本郷教会、
会津若松教会を経て現在に至ります。
牧会の現場が教会から学校に変わ

り、戸惑いがあり、傷つきながらも、多くの方々
に支えられ、日々の業に励んでおります。私は教
員としての立場が与えられたのですが、牧師であ
るということには変わりありません。この足らざ

る器を用いてくださる神に感謝し、神と人とに仕
えていきたいと思います。どうぞよろしくお願い
します。

東京聖書学校吉川教会牧師
小林　則義

東京聖書学校吉川教会に赴任して
2か月が過ぎました。大学卒業以来
職住接近をモットーとしてきたた
め、往復の通勤時間が3時間近いと
いうのは慣れるまで大変でした。し

かし今は車中は読書、ディボーション、人間観察
の時間となっています。私は大学生の時、ホーリ
ネスの群の教会で受洗したので吉川教会は新しい
ところではなく、実家に帰ってきたという感じで
す。教会には神学校が併設されており、神学生が
います。また外国人のクリスチャンもいます。吉
川教会は活気があり、インターナショナルな雰囲
気があります。新たにここで神様のご用が出来ま
すことを感謝しています。

岩槻教会牧師 小林　　眞
敗戦の12月・大阪に誕生・幼児洗
礼を受ける。高3春に信仰告白し、
翌年に東京神学大学入学、1970年4
月同大学大学院卒業とともに袋井教
会赴任（東海・5年余）、1976年尾張

水戸自由ケ丘教会伝道師 坂口　慶行
よしゆき

今年4月、茨城地区・水戸自由ケ
丘教会伝道師として赴任いたしまし
た、坂口慶行、68歳です。生れは和
歌山県高野山の麓で、生まれまし

た。一度大学卒業時、献身を決意しましたが、家
庭の事情で、民間企業に就職し、定年まで勤め、4

年間の大学・大学院での準備の時を過ごし、教団
の補教師試験に合格し、赴任。御言葉を宣べ伝え
なさいと命じられ、時が良くても悪くても、許さ
れる限り、命じられた事に励んで参ります。どこ
まで、出来るかわかりませんが、許される限り、
与えられた場所で力の限り、尽くして参りますの
で、よろしくお願い致します。
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一宮教会に転任（中部・6年余）、1982年遠州教会
に転任(東海・33年余）、2015年4月岩槻教会赴任。
・趣味：オーディオ、フルート、カメラなど
・いま不思議に思っていること：岩槻から、2人の
子どもが居住している所（船橋と飯能）へはほ
ぼ等距離で、神さまの粋な計らい？
・よろしくお願いします。

熊谷教会牧師 大坪　直史
主の御導きを頂き、私と妻は、今
年度4月から熊谷教会の牧師・副牧
師として遣わされました。
私は、2007年、東京神学大学大学

院卒業後、沖縄教区の高原教会へ遣
わされ、昨年度3月まで丸8年間、主に仕えさせて
頂きました。その間、最愛の妻と最愛の息子が与
えられました。
私は、主の十字架の御受難と御復活における贖
いの恵みによって、罪を赦され、永遠の命を与え
られて救われた者として、喜びと感謝をもって、
ただ主に依り頼みつつ、福音の伝道と教会の形成
のため、伝道に熱くなる教団、伝道に燃える教団
の一員として、歩ませて頂きたいと願っています。

熊谷教会牧師 大坪　園子
「知れ、主こそ神であると。」詩編
100編の御言葉です。関東教区熊谷
教会に副牧師として遣わされました
大坪園子です。この場所に置かれた
ことを神様の御心と信じ、神様が愛

する教会と地域のために、祈りをこめて、神であ
られる主を讃美しつつ歩みたいと願います。イエ
ス様の十字架と復活の贖いの恵みを宣言し、この
地域の魂の救いのためにお用い頂けましたら感謝
です。父なる神様を仰ぎ、主イエス様を愛し、聖
霊なる神様に頼りきって、主任の夫と教会と、思
いと心と祈りを一つにし、伝道牧会に献身してま
いりたいと願います。

高崎南教会牧師 田尻　真介
関東教区のみなさま、私は4年前、
震災直後の仙台から前橋に参りまし
た田尻と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。前橋に来るまで

は8年間牧師をしておりました。こちらに来てから
は高校の教師をしております。連れ合いが高崎南
教会に主任牧師をしている関係で、こちらの教会
に無任所教師として出席しておりました。この度、
高崎南教会から担任教師として招聘していただき、
4年ぶりに牧師としての働きを与えられました。教
師との二足のわらじを履くような状態になってし
まいましたが、御国を宣べ伝える主の働きに少し
でも与りたいと願っています。どうぞよろしくお
願いします。

東京聖書学校教務教師 都築　英夫
「主の御使いは、『なぜわたしの名
を尋ねるのか。それは不思議と言
う』と答えた。」士師記13:18
サムソンの父、マノアの問いかけ
に主の御使いは自らの名を「不思

議」と応えました。まさしく、神のなさることは
不思議です。昨年度、私は関東教区（秩父教会）
から他教区の教会へ遣わされました。1年後に再び
関東教区に遣わされるとは全く想定していません
でした。人間の計画、思い込みを超えて働かれる
神の導きというほかありません。「不思議」で
「時」にかない、「美しい」。神がなさるそのすべて
のこと（コヘレト3：11参照）を教区の皆さんと共
に味わいたいと願っています。

日野原記念上尾栄光教会牧師
東海林昭雄

この度、日野原記念上尾栄光教会
に赴任できましたことを心から感謝
しております。私は東京教区にあり
ます2教会での御用をさせていただ
き、その後、5年間、埼大通り教会

で仕えてまいりましたが、不思議な導きをいただ
き、当教会へと遣わされ来ました。
当教会は私にとりまして教団の教師になり切っ
掛けを20数年前に与えていただいた教会ですので、
大きな驚きを覚えております。
「この町には、わたしの民が大勢いるからだ」
（使徒言行録18章9～10節）の御言葉に励まされ
ながら、教会員と共に地域伝道に励みたいと思い
ます。
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村上教会牧師 白砂　誠一
新潟地区の村上教会に就任しまし
た白砂誠一です。上越市の出身で
す。今回の任地は、同郷の村上教会
です。周囲を日本海と山々に囲まれ
ており、山形県との県境も近く、東

北地方の影響も感じられます。このように、新潟
地区で最も北に位置する村上教会ですが、福音の
種が蒔かれて、すでに140年近くになります。村上
教会はその間に会堂の移転を経験しており、山居
町にある会堂で、現在礼拝を行っています。出席
人数は10名前後の小さい群れです。収穫の担い手
として僕が働かせていただくことを、うれしく覚
え感謝しております。主のみ名に栄光を！

西那須野教会牧師 潘
ばん

炯
ひょん

旭
うく

私がこの教会に初めて来たのは
1983年でアジア学院の学生の時で
す。2004年宣教師として再びアジア
学院に来て、10年の間に私が見て来
た西那須野教会には多くの可能性と

賜物があることが分かりました。
教会には人々の背景が異なるにも関わらず共に
和をなしているのは素晴らしいことです。
私を西那須野教会の牧師に招聘したいと聞いて、
言葉、文化の問題など多くのことを次々に考えま
したが、多くの人が私の下手な言葉は別として励
まして下さり、笑顔で受け入れて下さったことに
気付き、大きな勇気を出してチャレンジしました。
今からの神様の御計画が有ることを信じ、期待
しています。

西那須野教会牧師（兼務担任）
大下　正人

栃木地区の教会も3つ目の教会で
す。矢板、益子そして西那須野教会
です。それぞれ特色があり、課題も
ありますが、その場その場で神様が
それに見合う恵みをくださるので

す。招聘の時に、条件として益子教会が土曜日あ
るのでそれでも良いですか？と質問させていただ
いた時、それを踏まえて教会員のうなずく顔を今
でも忘れることが出来ません。益子教会は、本当
に小さな教会です。反対に西那須野教会は大きな
教会です。人種も多様で毎週を楽しんでいます。
仕事量は増えましたが、今本当に充実した日々が

与えられております。
最後に皆さんに伝えたいのは、主が任命され、
その地に就かされている。このことを忘れないよ
うに日々2つの教会に仕えていきたいと思います。
特色も人数も違う中でそこで自分が出来る事を一
生懸命楽しんで無理をせず行いたいと思います。
日々神様に感謝して歩みたいと思います。

渋川教会牧師 臂
ひじ

奈津恵
4月に群馬の渋川教会に主任とし
て着任した臂奈津恵です。群馬県出
身ですが、大学から関西に居たので
久しぶりの関東の空気を懐かしく思
いながら牧会し始めました。同志の

柳瀬聡牧師と5歳と1歳の2人の娘の4人家族です。
伝道師・副牧師の経験を含め牧会生活10周年を迎
えました。「教会だから出来る事、教会にしか出来
ない事。牧師だから出来る事、牧師にしか出来な
い事。」を日々求めながら歩んでいます。関東教区
が産んでくださった牧師です。未熟で貧しい牧者
ですので皆様のお祈りが頼りです。祈りの隅にお
覚え頂けたら幸いです。

渋川教会牧師 柳
やな

瀬
せ

聡
さとる

渋川教会に参りました柳瀬聡で
す。よろしくお願いします。20代の
頃、交通事故の大怪我と輸血による
Ｃ型肝炎の治療に苦しんで教会に導
かれ、受洗しました。不思議な経緯

から神学部に入り、聖書より授かる神様の教えと
教会の現実や神学の学びとの齟齬に召命を覚えて、
献身に至りました。
大阪教区で計11年仕え、京都（学生時代）も含
め関西に18年居りましたが、東京出身です。大阪
では高齢者特別委員会委員も務め、「天

てん

の故郷
ふるさと

への
旅立ちノート」の作成に関わりました。各々の人
生に臨まれる主なる神様の愛を、若い世代に伝え
る様な機会が授けられることを、祈っています。

また今年度は、羽生伝道所担任教師として伊早
坂貴宏教師が、神奈川教区二宮教会より着任され
ましたが、ご本人の都合により掲載辞退の申し出
があったため、これを以て紹介に代えさせて頂き
ます。
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◆2014年度のナルド献金の恵み
2014年度ナルドの壺献金が目標額1200万円を越

えて12,443,119円の献金が捧げられたことを感謝い
たします。捧げられた献金は以下のように用いら
れました。
①　9教会・伝道所への教会互助（謝儀互助）

7,726,200円
見附教会（新潟）、上三川教会（栃木）、那須
塩原伝道所（栃木）、水戸自由が丘教会（茨
城）、加須教会（埼玉）、深谷西島教会（埼
玉）、鳩山伝道所（埼玉）、秩父教会（埼玉）、
国際愛伝道所（埼玉）

②　2教会への緊急互助500,000円
③　8教会・伝道所教師の教団年金互助285,120円
④　ナルド通信・献金運動の活動費429,954円
※残金は繰越準備金として4月から必要となる
2015年度互助のために用いられています。
2014年度も教区144教会・伝道所の祈りの中で互
助による協力伝道が行われたことを心から感謝い
たします。

◆40年の教区互助。30年目のナルドの壺献金。
関東教区の互助制度は1975年より開始しました。

さらに1986年より現在のナルドの壺献金による互
助制度が始まりました。2015年度は互助開始から
40年。ナルドの壺献金は30年目の取り組みになり
ます。当初の教区互助は一般会計と献金の2つの柱
による互助制度でした。しかしなかなか献金が集
まりませんでした。そんな中で1人の女性信徒によ
る「関東教区の信徒一人一人が1日5円を捧げる運
動を始めたらどうか」というご提案によってナル
ドの壺献金が開始されました。あのナルドの香油
を捧げた女性にちなんでの呼び名です。このナル
ドの壺献金運動が開始以来、教区の互助制度は献
金が主体となり、今では100％自由献金によって教
区互助が行われています。さらに2009年度からは1
日10円献金として取り組まれています。

◆これまでの教区互助の恵み
このナルドの壺献金が始まってこれまで29年間
で2億8445万0087円の献金が捧げられました。こ
の献金によって謝儀互助で関東教区の37教会・伝
道所（延べ303教会・伝道所）の宣教が支えられて
きました（今年度を入れると40教会・伝道所。ま
た緊急互助や年金互助を含めると50もの教会・伝
道所の宣教が支えられてきたことになります）。関
東教区のように100％自由献金によって行われてい
る教区互助は珍しく、しかも1200万円の献金が捧
げられることは関東教区の恵みです。

◆2015年度ナルド献金目標額1200万円
5月の関東教区総会で2015年度もナルド献金目標
額が1200万円と決まりました。また合わせて教会
互助として12教会・伝道所へ9,570,000円の互助が
決定しました。これに加えて緊急互助、教団年金
互助、そして今年度から始まる退職金互助の4つの
柱での教区互助が取り組まれています。また大規
模自然災害等の緊急時の教会互助（謝儀互助）と
してナルド基金も整えられています。どうぞ今年
度もナルド献金による教区互助と教区協力伝道に
ご協力をお願いいたします。

◆主の十字架を日々想う1日10円献金
かつてナルドの壺献金は1日5円献金でした。ご
縁がありますようにという意味があったそうです。
今は1日10円献金です。1日10円。それは私たちが
キリストの体としてキリストの十字架を思い、私
たちも自分の十字架を負って、キリストに従う献
身の姿だと思っています。
「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦
しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が
共に喜ぶのです。あなたがたはキリストの体であ
り、また一人一人はその部分です」。

（コリントの信徒への手紙一12章26～27節）
共に祈りを合わせ、日々キリストの十字架を想
いつつ、十字架献金としての1日10円献金を捧げ
て、共にキリストのからだとして教区の協力伝道
の働きに参加しましょう。

教区副議長 熊江　秀一

ナルドの壺献金による互助の感謝とお願い
̶1日10円で教区の伝道が前進しています̶
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第65回関東教区総会は、2015年5月26日(火)～27
日(水)の日程で、大宮ソニックシティ小ホールを会
場に開催されました。
○第1日目　5月26日(火)
今回の関東教区総会は、礼拝から始める事を重視
しました。これまでは、礼拝の前に組織会と准允・
按手礼の執行議案を決議してから礼拝の中で准允・
按手礼をしていました。礼拝説教は、飯塚拓也師、
そして聖餐に与り献金をささげました。礼拝後は、
組織会を経て議案審議を行いました。ここで重要な
議案「伝道所開設に関する件」が上程され、埼玉地
区に久喜復活伝道所(久喜市、主任者　山野裕子師)
の開設を喜びつつ承認、可決しました。伝道所関係
者の紹介により、神様の恵みを共有しました。
昼の休憩では、関係学校と団体の紹介があり、続
いて新任教師の紹介と隠退教師感謝と、関東教区で
25年仕えられた教職、石川榮一牧師(北本)、三羽善
次牧師(和戸)への感謝がありました。これに引き続
き、来賓紹介が行われました。
午後の議事からは、関東教区総会議長、副議長の
選挙と宣教部委員長選挙、教区常置委員選挙が、議
事と平行して進められました。選挙結果については、
教区議長、副議長、宣教部委員長は再選されました。
常置委員選挙については、教職が小池正造師(東新
潟)、東野尚志師(聖学院)、島田 進師(日立)、疋田
國磨呂師(大宮)、村田　元師(群馬町)、信徒が金刺
英雄氏(上尾合同)、佐久間文雄氏(志木)、滝川英子
氏(七里)、國吉常喜與氏(宇都宮上町)、勝野奉幸氏
(大宮)が選出されました。
全体協議は限界がありますので、議案や報告は上
程後、4つの分科会へ回付されました。初日の議事
の後、分科会の直前には、「東日本大震災」復興支援
の報告で、関東教区の被災教会の復興報告や再建状
況をプロジェクターにより報告されました。これに
続き短時間でしたが、国内での韓国や朝鮮の人々に
対する「ヘイトスピーチ」の映像が上映され、普段
メディアでは取り上げられない、言葉の暴力の現実
を知らされました。日本基督教団が宣教協約を結ん
でいる在日大韓基督教会もこの重い課題に向き合っ
ています。さらに、教区伝道を共に考える懇談会が
開催され、昨秋の第39回教団総会で決議された伝道
資金について、教区での対応状況等を秋山議長が発

題し、熊江副議長は教区互助関連の発題を、飯塚宣
教部委員長は宣教部視点からの発題をしました。
○第2日目　5月27日(水)
教区総会2日目は、准允式により坂口慶行氏が准
允を受けられました。水戸自由ヶ丘教会担任教師と
して就任されます。教団問安使の佐々木美知夫教団
副議長から、教団議長の挨拶の紹介と説明がなされ、
質疑応答がありました。第1日目の予算案や懇談会
でも説明があった伝道資金について、多くの質問が
寄せられました。今年は、各分科会報告、総会特別
委員会報告等は、口頭による報告ではなく報告書配
布のみとしました。これにより報告時間が短縮され、
議案審議に時間を優先することが出来ました。
午後には、2014年度に逝去された教師と信徒の逝
去者追悼礼拝を最上光宏師の司式により行いました。
その後、議案の審議に入り、議案採決や、報告承認
を順次進めました。定例議案と常置委員会提案の議
案は2015年度予算案以外、全て承認可決されまし
た。今回の総会で特に時間をかけて協議した議案は、
議員提案の「議案第26号　2015年関東教区一般会計
当初予算に関する修正案」です。この議案の提案理
由の要点は、教団総会で決議された伝道資金を受け
て、2015年度の関東教区予算編成に対して、伝道資
金の予算編成を削除し、伝道資金の在り方を教団に
再度求めるものでした。この議案審議に伴い、伝道
資金の趣旨や、教区2015年度予算の考え方の説明が
行われました。賛成意見と反対意見、質疑応答を交
わして採決し、賛成64、反対87、保留20で、賛成が
過半数に満たず否決されました。これに伴い教区執
行部の提案した2015年度予算案は承認、可決されま
した。議案第27号「辺野古新基地建設の撤回を求め
る件」は、終了時間が迫っていた為、議場より常置
委員会へ付託する提案があり、賛成多数で承認、可
決しました。議案第28号「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」は、提案者により議案を取り下げられ
ました。
最後に熊江秀一副議長の聖書朗読と祈りがささげ
られ、第65回教区総会を終了しました。最後にこの
場をお借りして、設営担当の茨城地区の皆様、事務局、
開票委員のご奉仕者皆様に心より感謝を致します。

（12）

教区書記 栗原　　清

第65回関東教区総会と第64総会期第5回常置委員会、
第4回常任常置委員会、第１回常置委員会報告
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○第64総会期第5回常置委員会(4月21日)
・主に第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
するために協議をしました。
・3つの議員提案(総会報告参照)の形式審査を行い、
第65回教区総会で議案として取り扱うことにしま
した。
・第65回教区総会での准允式執行する事にしまし
た。
・筑波キリスト教活動委員会(TCAC)に関して、筑
波学園教会とTCACの出入口間口の無償貸借覚書
について承認しました。
・久喜復活伝道所開設申請(山野裕子師)を精査し、
調査した上で、常任常置委員会を経て教区総会の
議案としました。
・常設委員会の廃止する方向だった「池の平向山荘
委員会」は、借入金処理や財産管理について課題
があり委員会を存続させる。また、「大洗ベツレ
ヘム教会」に関しては、教区議長が窓口となって
いるが、第65回総会期以降は、世界宣教委員会で
扱う事にしました。
・「伝道資金」に関しては、特設委員会として「伝
道資金配分検討小委員会」を設置し、組織は教区
四役と各地区長、財務委員長とする事を決めまし
た。
・教区HPに関して、2016年度以降に予算を取った
議案にできるように推進します。2015年度中は、
教区書記を責任者として教区HPを試験的に運用
します。
・教区教会互助規則変更に関して、教区互助規則変
更案を、第65回総会議案にしました。

○第4回常任常置委員会報告(5月12日)
・「久喜復活伝道所」開設に関して、調査書を精査
し、伝道所開設の総会議案を作成しました。

○第65総会期第1回常置委員会報告(6月2日開催)
・秋季教師検定試験受験志願者の推薦について、「正
教師試験受験志願者」の中西康之師(新潟信濃町)、
田中弘子師(燕)、遠藤尚幸師(伊勢崎)、齋藤眞理
子師(共愛学園小学校設立準備室)、玉置千鶴子師
(水戸)、森永憲治師(水戸中央)、澁谷実季師(毛
呂)、江田めぐみ師(越生)、の推薦を承認しまし
た。また、「補教師試験継続受験者推薦(Cコース
継続)」の今井浩三氏(群馬町)、金子智氏(中条)の
推薦を承認しました。

・常任常置委員の選出(2名)については、選挙によ
り常置委員から東野尚志師、疋田國磨呂師を選任
しました。
・第65～66回教区総会期 常任及び常設特設委員会の
各委員選出について、互選しました。
・「総会議案第27号　辺野古新基地建設の撤回を求
める件」について、協議の結果、意見や要望を加
味して原案を作成し、常任常置委員会で確定する
事にしました。
・教会記録未提出教会について、各地区長に委ねる
事を承認しました。
・「宣教綜合協議会」開催について、宣教部より提
案を承認しました。日時：7月20日(月)10時～15
時半、会場：埼玉新生教会
・第66回教区総会会場について、日時：2016年5月
16日(月)10時～17日(火)16時、会場：大宮ソニッ
クシティ小ホール、日程の事情により群馬地区か
ら埼玉地区へ設営担当を変更しました。次々回
は、群馬地区が担当になります。
・「東日本大震災」被災支援について、水戸中央教
会の教団申請額は、53,266,750円の見込み。
・各種申請に関する件(敬称略)
(1)教師異動
村上教会 辞 真鍋佑一(主・正)

就 白砂誠一(主・正)
高崎南教会 就 田尻真介(担・正)
渋川教会 辞 小林則義(主・正)

就 臂奈津江(主・正)
就 柳瀬　聡(担・正)

西那須野教会 辞 秋山　徹(代・正)
就 潘　炯旭(主・宣)
就 大下正人(兼担・正)

水戸自由ヶ丘教会 就 坂口慶行(担・補)
埼大通り教会 辞 東海林昭雄(主・正)

就 深井智朗(代・正)
東京聖書学校吉川教会 就 小林則義(担・正)
(2)教務教師異動
アジア学院　　辞 大津健一(教・補)
敬和学園高校　就 山口和憲(教・正)
東京聖書学校　就 都築英夫(教・正)
(3)教会規則変更申請
熊谷教会(新教団規則準則に変更)
新潟信濃町教会(役員定員変更、その他)
日野原記念上尾栄光教会(総会期､役員数､その他変
更)

（13）
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主事　金刺　裕美

2015年度も早4か月が過ぎようとしています。過
日の教区総会は、茨城地区教師・信徒の設営委員
をはじめ、多くの方々のご奉仕をいただき無事に
終えることができました。感謝いたします。
◎「教区一覧」（名簿）をお届けいたします。
「2015年度関東教区一覧」を、各教会・伝道所・
関係学校に２部ずつ送付いたします。追加・訂正
などお気づきの点は、教区事務所までお知らせく
ださい。巻末の教区活動予定表や、裏表紙の各種
献金送金先などもご活用ください。
◎退職金互助の申請書・要綱を同封します。
申請書は、地区承認後、9月1日までに教区事務
所に届くようにしてください。
◎教区HPの試験運用始まる。（来年5月迄）
URLは h t t p : / /ucc j kan t o . ho l y . j p / です。
教区HPでは、教区関連の集会案内や各教会・伝
道所を紹介しています。また、各種申請書などを
ダウンロードする事もできます。ぜひ、アクセス
してご活用くだされば幸いです。なお、HP中のパ
スワードが必要な方は、教区事務所か教区書記ま
でメールにてお申し出ください。折り返しお知ら
せいたします。
◎教区事務所の夏休みをお知らせ致します。

8月14日（金）～21日（金）
※土・日・月は通常通りの休業です。
※緊急連絡先
・栗原　清　教区書記（武蔵豊岡教会）
（牧師館）　04-2965-4348 F

◎教区事務所の執務日・時間について
火曜日から金曜日　10時から5時

社会保険事務 金刺　裕美

天候不順な日が続いています。体調不良を訴え
ておられる方も多くおられます。
どうぞ、今のうちに体調を整えて、暑さ厳しい
夏の期間をお過ごしください。
◎保険料の計算間違いに注意してさい。
4月分より、健康保険料率・介護保険料率が少し
下がりました。ご送金の際はもう一度料額表を確
認してください。また、4月からの謝儀額に変更が
あったとしても、すぐには保険料は変わりません。
昇・降給で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。該当者には保
険料の変更通知をお送り致しますので、通知が届
かないうちは、従前の掛金額をお送りください。
◎算定基礎届け　終了いたしました。
算定基礎届により、2015年9月から2016年8月分
までの保険料等級が決定されます。
◎夏季賞与社会保険料の納入について
夏季賞与に関する保険料率は、「4月分からの保
険料額表」に記載されている料率で算出して、8月
末までに送金してください。自動払込をご利用の
教会・伝道所は、8月26日（水）の引落日までに確
実に入金しておいてください。
◎厚生年金保険の料率改定について
今年も9月分より厚生年金保険料が変更になりま
す。新料額表を送付いたしますので、会計役員さ
んは特にご留意ください。
厚生年金保険料　17.474％　⇒　17.828％
※冬季賞与保険料は、上記料率で算出。
◎マイナンバー制の導入について
社会保険加入者に対しても、マイナンバー制が
導入され、管理されるようになるようです。詳細
な案内が届きましたらお知らせいたします。

教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記

総会を終えて、関東教区の新たな一年がはじまりまし
た。教区通信委員会も新たなメンバーで奉仕して参りま
す。私自身、昨年度に補充という形で加わりましたので
まだ十分に委員としての務めを理解できておりません。

経験豊富な委員に支えられてなんとかお努めを果たせま
すように。
教区通信140号を発行することができました。このた

よりを通じて教区の諸教会が繋がっていけますようお祈
りしております。 （金子敏明）
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日本基督教団関東教区宣教部委員会

No.75            2015年7月26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

第 65 総会期より、宣教部の組織
に変更を行いました。従来、伝道委
員会・教育委員会・社会委員会の 3
委員会制度で宣教部活動に取り組ん
できましたが、この委員会制度を改
めることとなりました。委員会制度

は各地区より委員を送っていただき、地区の課題を受
けとめた活動をと願って始まりましたが、各地区より
委員を送ることが困難となったことが変更の直接的
きっかけです。しかし、3委員会制度に代わって宣教
部みんなで取り組むことによって、『総合的に課題を
受けとめる』という積極的な意味があることを確認す
ることとなり、改めて頑張りたいと思っています。
『総合的に』ということは、『一人の人間の存在、一
つの教会の現実』として考えることです。それは、そ
もそも「伝道・教育・社会」という課題は、それぞれ
に分かれて存在するのではないというとらえ方です。
「一人の人・一つの教会」を取り巻く課題は課題自体
が多様であり、そこでは「伝道・教育・社会」は相互
に関連し合っていると思います。「一つの課題を考え
るには、複数の視点が必要」ということです。ともす
ると従来は「伝道・教育・社会」と分けて考える傾向
がありました。それを「相互関連性」を大切にして受
け止めることで、より事柄の真実に即した理解と対応
の可能性が期待できると思います。関東教区の宣教を
考える新しい視点と言えるかもしれません。第 65～66
総会期の任期の中で、宣教部委員会としてよく話し合
い、学んで、関東教区の宣教の課題に取り組んでいき
たいと考えています。どうかお祈りください。

さて、韓国基督教長老会京幾中部老会への関東教区
からの訪問がMERS のため残念ながら延期となりま
したので、6 月 21 日～23 日に沖縄を訪問しました。
22 日は午前中に竹花和成牧師（首里教会）とお話しす
ることができ、沖縄教区の現状を聞き、また、関東教

区「日本基督教団罪責告白」が教区総会で確定された
ことを沖縄教区に報告したい旨をお伝えしました。午
後は辺野古のテント村を訪れ、また、キャンプシュワ
ブゲート前の座り込みに参加させていただきました。
辺野古のテント村にもキャンプシュワブのゲート前に
も、全国から大勢の方々が連帯のために参加していま
した。辺野古のテント村は座り込みをはじめて 4082
日目であり、キャンプシュワブ前での座り込みは 351
日目でした。午後 6時からは、「普天間基地ゲート前
でゴスペルを歌う会」に参加し、約 1 時間讃美歌を
歌ってアピールする機会に恵まれました。オスプレイ
配備と米兵による女性暴行事件への抗議と反対を、
「殺してはならない」という聖書の言葉に立って、ゴ
スペルを歌うことで表そうと、沖縄のキリスト者が教
派を超えて集い、時には仏教の僧侶も加わっていま
す。毎週月曜日の午後 6時～7時に行われ、ちょうど
40 回目の集会でした。讃美歌を歌っているその頭上を
オスプレイが飛行しました。
沖縄では、沖縄戦が終わった日として 6月 23 日を

「慰霊の日」とし、県民の休日としています。今年は
戦後 70 年を迎える節目の年でした。「不戦を誓った戦
後 70 年の日本の歩みを覆すように国会では安全保障
関連法案が審議され、戦争につながると危機感を抱く
県民は少なくない」（沖縄タイムス・慰霊の日特別号）
とあるように、沖縄の人たちは特別な思いをもって今
年の慰霊の日を迎えました。
23 日は、糸満市にある「魂魄の塔」を訪ね、「6・23
国際反戦集会」（代表、高里鈴与さん。西原教会信徒）
に参加させていただきました。集会では老若男女それ
ぞれのスタイルで反戦平和をアピールです。ギターや
三線が登場し沖縄民謡を奏で、或いはフラダンスで、
またはスピーチで。
辺野古テント村の 4082 日、キャンプシュワブ前で
の 351 日、40 回目のゴスペルを歌う会、そして、70
回目の慰霊の日。それぞれに数は違っても、その根っ

わたしはどこにいるのだろう
宣教部委員長 飯塚　拓也（竜ヶ崎教会）

主なる神はアダムを呼ばれた。「どこにいるのか。」（創世記 3章 8～9節）
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こにあるものは同じだと思います。それは、日本で唯
一地上戦が行われ、多くの住民が犠牲となった現実か
ら生まれる、「反戦・平和」への強烈な思いです。そ
れは決して政治や思想のイデオロギーではなく、沖縄
に生きる人々の「いのちの叫び」であることを強く感
じることのできた訪問でした。
沖縄で宣教するということは、「どこにいるのか？」

に身を置くこと。そして、裸でいることを恥じず、む
しろ裸のままで主の前に進み出ることが求められてい
ると竹花牧師がおっしゃったことを思いだします。
私たちは主イェスの十字架によって裸のままで良し
とされました。だからこそ、「わたしはどこにいるの
だろう」に敏感でありたいと願います。

伝道担当　三村　修
（新潟／佐渡教会牧師）

2007 年から関東教区宣教部伝道委
員長と委員を務めさせていただいて
います。

これまで伝道委員会として、ナルド受給教会を訪問
させていただいてきました。ほとんどの教会が交通の
不便なところ、いわゆる「周辺」にありました。
伝道委員会はパウロのように旅をする委員会でし
た。伝道委員会によるナルド教会への訪問は、神様
が、周辺・低みにおいてこそ、生き生きとした命を現
してくださっていることを改めて確認する巡礼の旅で
した。
この度の制度変更とともに、宣教部伝道担当者して
引き続きご奉仕させていただくことになりました。よ
ろしくお願いします。

伝道担当　豊川昭夫
（埼玉／越谷教会員）

今年から宣教部の伝道担当をする
ことになりました。教区の奉仕は、
初めてですので、正に 1 年生です。

ついでに頭の毛も薄くなったので、それこそ「ピカピ
カの 1年生」です。よろしくお願い致します。
長い間、埼玉地区の伝道委員をし、又越谷教会でも
伝道委員長をしています。今回の奉仕にあたり、改め
に「伝道」そして「関東教区での伝道」について神様
から真剣に問われているように思いました。
現在、埼玉地区のホームページの経験を活かして、
関東教区のホームページを作成中です。作成してい
て、実に関東教区が広範囲であり、かつ課せられてい
る使命が大きいかが良く分かりました。微力ながら一
生懸命奉仕をさせて頂きたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。

教育担当　小林祥人
（茨城／取手伝道所牧師）

2 年ぶりに宣教部での働きにつかせ
ていただけることに感謝です。今総
会期では教育担当になりました。「教

育担当」などといいますが、若者と出会うのが億劫な
自分になってないかな、と危惧する今日このごろで
す。そういう年齢になってきました。そんな私と若者
を結ぶのは「やっぱ聖書かなぁ～？」って、思うんで
す。震災の年、仙台のある大学で旧約聖書を教えてい
ました。「ウザいんだよ、ヨブの友だちの言ってるこ
とって！　正しいこと言ってるように見えるけど
さ…」という女子学生の発言が忘れられません。
「じゃあ、そのウザさを研究してみるか」と答えまし
た。関東教区の若い人たちとも、こういう議論をたく
さんしてみたいと思っています。

教育担当　石川晴彦
（栃木／足利教会員）

宣教部委員会に加えさせていただ
き、5年目に入ります。今まで教区社
会委員会を 6 年間。いろいろな問題

点を学ぶことができ感謝しています。
本年度から、各委員会が無くなり担当者制になり、
教育担当を 2年間おこなうことになりました。
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」
（ローマ 12章 15節）
（喜ぶ時は共に喜び、喜びが倍になり、悲しい時は、
共に悲しむと悲しみが半分になる）思いを、いつも、
いつでも、心に持ち共に助け合いながら行きたいと思
います。なにもわからない私ですが、よろしく、お願
いします　

今年度の宣教部委員の紹介
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社会担当　本間一秀
（埼玉／川口教会牧師）

宣教部委員会の奉仕に加えさせて
いただき、3年目に入ります。今まで
教区社会委員のメンバーとして、足

尾鉱毒事件の田中正造の足跡、狭山事件等から学びま
した。そこから環境問題、差別等様々な問題点を学ぶ
ことができ感謝しています。
本年度からも社会担当のご奉仕をすることになりま
した。宜しくお願いします。
本年度は社会活動協議会を 9月 13日(日)～14日(月)
に行う予定です。柏崎原発問題をテーマに準備を進め
ています。私達が主から委ねられた宣教の業を為す為
には環境破壊の社会問題は大きな課題です。キリスト
者として何を為すべきかを学びたいと思います。

社会担当　川村邦彦
（新潟／新潟教会員）

28 歳の時、新潟地震（S39・6・16）
に遭遇、建物の下敷きになり床下か
ら泥水が噴上げ首まで漬かった。一

瞬時に「過去が走馬灯のように脳裏を廻った」
こんな死の恐怖体験は約 10 年間隔で三度味わった。
先ず 9歳（S20・8・13）敗戦 2日前急降下したグラマ
ン戦闘機の機銃掃射を受けた時、次は 20 歳（S31・8）
北アルプス登山中増水した激流に足を滑らした時。
新潟地震の恐怖から救いを求め新潟教会で受洗。以
来 50 年、八十路を目指して天路暦程。教会墓地「シ
オンの丘」委員。超教派の新潟朝祷会、新潟アシュラ
ムに加えられて日々感謝。

婦人会連合　飯沼淳子
（栃木／西那須野教会）

一教会の一婦人会員として約 30
年、教会生活を送っていました。そ
れでよかったのに、今年、あれよあ

れよという間に教区の婦人会委員長に決まってしまい
ました。先日、二泊三日の全国教会婦人会連合の中央
委員会に出席して、ありきたりですが、多分私の目か
らうろこが 1枚か 2枚落ちた、と思います。うろこは
まだまだ厚くついていて、参加するたびに落ちていく
のかなあと楽しみにしています。楽なことにばかり
浸っているのは良くないと神様が引っ張り出してくだ
さり、私の年齢にしては少々きつい訓練が始まります。

関東教区婦人会連合総会・修養会報告

飯沼　淳子（委員長、栃木／西那須野教会員）
23 期第 41 回の関東教区婦人会連合の総会・修養会
が 6月 4日(木)、5日(金)に栃木地区の担当で、鬼怒
川のホテル三日月で行われた。
佐野明子牧師による開会礼拝の説教「神を愛する
人を愛する」で私たちの心と気持ちを柔らかにして神
様に向かうようにしてくださったあと、前委員長は 23
期の主題を皆の協力のもと歩むことができたと報告。
教会の婦人（女性）としての働き、学びの大切さを
話してくださった。その後の講演は教団の協力宣教師
のキスト岡崎さゆ里さんとご主人のエイブラハム・キ
スト師が「一人じゃない！キリストの絆に結ばれて共
に立つ」と題してキリストは自分だけの大切な方なの
ではなく、その喜びを周りの多くの人に証しとして伝
えたときに、神様との関係が深くなる。なぜ婦人会連
合に連なるのかを確信する言葉を聞くことができたの
で約 200 人の私達は本当にうれしい気持ちで一日を終
わることができた。
夕食にアジア学院の学生やボランティアで編成され
たミンゴスのゴスペルを聴き（聴くだけでなく）、思
わず歌ったり、体が動いてしまいそうになるぐらい楽
しい一時だった。24 期、同じ思いを共にする人を増や
して元気に活動していきたい。

【２０１５年度宣教部の行事日程】
2015 年度の宣教部の主な活動計画です。
諸教会・伝道所の皆さまには活動計画を覚えていた
だき、積極的にご参加をお願いいたします。
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■報告
2015年度新任教師オリエンテーション

宣教部書記 豊川昭夫（埼玉／越谷教会員）
6 月 26 日(金)、27 日(土)にかけて、狭山教会(埼
玉)を会場にして新任教師オリエンテーションを開催
しました。新任の先生 9名を含め 19 名の参加でした。
秋山徹教区議長の開会礼拝から始まり、熊江教区副
議長と栗原教区書記から教区の機構・課題や取り組み
についての説明をする「教区アワー」そして飯塚宣教
部委員長による「関東教区の宣教の諸課題」について
の発題がなされました。途中、自己紹介があり、また
食事を共にして和やかな雰囲気の中で充実した一日を
過ごせました。
2日目は朝の祈祷会をし、会場が狭山ということで

「狭山事件に学ぶ」と題して、ドキュメンタリー映画
「sayama 見えない手錠をはずすまで」を鑑賞し、丹波
二三夫さん（東所沢教会員）の講演を聴き、現地研修
もしました。
この催しの目的は、新しく関東教区に赴任された先
生方に関東教区の働きを知って頂くことにあります
が、私自身初めての参加でしたので、教区の事を良く
知ることが出来、大変有意義なものでした。感謝で
す。

■感想
幸いな、私たちの使命、教会の使命

大坪直史（埼玉／熊谷教会牧師）
関東教区新任教師オリエンテーション 1 日目は、
｢ナルドの壺献金｣、｢自然災害（地震、豪雪)」、｢関東
教区日本基督教団罪責告白｣について等々、限られた
時間の中で、関東教区特有の多岐にわたる事柄や課題
について、色々と学ばせていただき感謝でした。
出席者の顔ぶれは、伝道・牧会数十年のお馴染み教
師から神学校卒業直後の新顔教師までいらっしゃいま
した。私は、お馴染みの教師も新顔の教師も、まず、
私たちは日本基督教団の教師である、という原点に立
ち帰り、最も基本的な事柄として、私たちは教団信仰
告白を告白し、教団教憲・教規に従って職務を果たす
べきものである、という点について、より真摯に受け
止めるものでありたいと思いました。
2日目は、｢狭山事件｣について学びました。冤罪に
ついて考えさせられます時、｢人の裁きは相対的なも
のに過ぎない｣という事と、｢神の裁きは絶対的なもの
である｣という事を、覚えずにはいられません。
私たちは、主の十字架の贖いによらなければ、誰も

罪の裁きと死の支配から救われる事はありません。主
イエス・キリストだけが、罪と死からの救い主であら
れます。この福音に生かされ、この福音を宣べ伝え
る。それが、幸いな、私たちの使命、教会の使命であ
るという事を、改めて確認させられました。

新任教師オリエンテーションに参加して

柳瀬　聡（群馬／渋川教会牧師）
今年度の新任教師オリエンテーションは、着任して
13 回目の主日を控えた週末に、狭山教会で行われまし
た。時期柄、部分出席すら適わない先生方が数名居ら
れ、就任式を翌日に控えた自分も全欠席の主任に代
わっての出席でした。プログラムは充実していました
が、教師研修会も兼ねて秋に行う前任教区（大阪）に
比べると、交わりという点ではやや寂しさを覚えまし
た。実際、着任後間もない時期の開催では、どうして
も前任教区のあり方と比較する意識が先に立って、関
東教区としてのいき方の必然性を感じ取ることが難し
くなります。特に、説明に時間を割かれた関東教区罪
責告白の件など、もう少し教区に馴染んでから話を伺
えれば、より深い理解と認識に至ることが出来るので
はないかと思われました。
埼玉地区研修会と合同した 2日目午後には、狭山事
件の現場研修が実現。この世の都合で事実が捻じ曲げ
られ差別と偏見によって罪を被りながら、尊厳にかけ
て無実を訴え続ける石川氏夫妻の生き様に、心打たれ
ました。信仰の交わりにおいても、世に倣って事実が
歪めば個々の信仰と尊厳は傷つけられ、世を越えた交
わり自体が罪に堕してしまうと、改めて自戒を促され
ました。最後に、準備された教会員、スタッフの先生
方、講師の御労への感謝を記します。
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日本基督教団 関東教区部落解放推進委員会

部落解放だより
Ｎｏ．５２ ２０１５年７月２６日

第65回教区総会後の第1回の常置委員会にお

いて、常任常置委員に選出され、引き続き2年間、

部落解放推進委員会の委員長を務めることになり

ました。2期目の委員長となりますが、まだまだ

経験不足であり、長く委員会の働きを担ってこら

れた委員の方たちに助けられながら、共に関東教

区の福音の証しの業に取り組んでいきます。

石川一雄さんの不当逮捕から 52年が過ぎ、石川

さんも76歳になります。厳しい戦いを強いられて

きた石川さんの健康が支えられることを願います。

隠されていた証拠が開示されて、部落差別に基づ

く冤罪が認められ、石川さんの見えない鎖が解か

れる日も近いことを信じて、これからもご夫妻に

寄り添いつつ、共に歩んでいきたいと思います。

イエス・キリストの十字架の贖いによって、神

と和解させていただき、人と人との間にも、和解

の道が開かれたことを信じる私たちキリスト者に

とって、差別は、福音の恵みに逆らう根深い罪の

現実にほかなりません。 ⇒（右上に続く）

⇒（左下から）

毎年、7月第 2主日は、「部落解放祈りの日」と

して呼びかけられています。キリストによって、

この地上に、まことの平和が実現することを信じ

望みつつ、部落解放のための祈りを合わせていき

ましょう。どうぞ、よろしくお願いいたします。

Ann

6 月 22日（月）、聖学院教会で開催された65～

66 総会期（2015～16 年度）第 1 回部落解放推

進委員会で、次のように決定されました。

１．組織
委員長（招集者、常任常置委員）東野尚志

書 記 山本安生（茨城地区鹿島教会員）

会 計 後藤龍男（埼玉地区和戸教会員）

協力委員

安田耕一氏（群馬地区太田八幡教会員）、

丹波二三夫氏（埼玉地区東所沢教会員）

にこの委員会から委嘱する。

２．活動方針と活動計画
◎活動方針：

「部落解放の更なる浸透をめざして」

◎活動計画：

①狭山事件再審要請市民集会への参加と石

川一雄さん支援活動。

②教区部落解放講座/現地研修の実施、

2015 年度は埼玉地区が担当、2016 年度は

新潟地区が担当して開催する。なお、2017

年度は群馬地区、2018 年度は栃木地区。

③各地区（各県）同宗連と連携した活動を行

なう。

④「部落解放だより」を2回/年 発行する。

— ２期目委員長就任にあたってー

「差別を乗り越えていくために」

関東教区部落解放推進委員会委員長

（埼玉地区）聖学院教会牧師 東野尚志

関東教区部落解放推進委員会

発行人代表 東野尚志

埼玉県上尾市戸崎１－１

聖学院大学内 聖学院教会

連絡先 tel048-781-2829

郵便振替 00140-3-67727

加入者 日本基督教団関東教区

６５～６６総会期委員会の組織と、

活動方針、活動計画を決定

本年度第1回 部落解放推進委員会

注】左の写真に写っていない 2名の新委員（成田

教師部委員長、川上委員）の写真は、次頁の＜新

委員の自己紹介＞に掲載されています。

後列左から；平山委員、羽島教師部委員、丹波協力

委員、（右上・四角枠内）安田協力委員、

前列左から；伊豆田委員、柳田委員、東野委員長、

後藤委員、山本委員、 [於 聖学院教会]
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◇

◇ 成田顕靖 教師部委員長（新潟・高田教

会・新井教会牧師）：
1979 年に北海道札幌市

で生まれ、エホバの証人を

脱出後、1998 年に単立の

聖霊派教会で受洗。日本

聖書神学校卒業後、2008

年から神奈川教区蒔田教

会に勤務した後、2012 年に高田教会・新井教

会に転任。生まれ育った土地柄上、アイヌ差

別問題は学んだものの部落差別は全く不案

内です。全く役に立たないことを申し訳なく

思いつつ、末席を汚すことをお許し願う次第

です。

◇ 柳田雅江 委員（新潟・見附教会牧師）

私は委員になった時、20年位前に狭山事

件の現場に行き話を聞いた事を思い出しま

した。第１回委員会に出席して、長年､部落

解放の業に取り組んでいる委員の存在を知

りました。そして、私はと思いました。これ

を機会に少しずつ学習し、理解して部落解放

推進委員の業に連なる歩みをしたいと思い

ます。宜しくお願い致します。

◇ 川上 盾 委員（群馬・前橋教会牧師）
前橋教会（群馬地区）

に来る前は、東神戸教会

（兵庫教区）におりました。

教区の部落差別問題特設

委員、教団・部落解放セ

ンター運営委員をつとめ

ました。日本の人権運動

の原点に部落解放運動があつたこと、その

思いを他の様々な差別問題への取り組みへ

と広げるのが大切であることを学んできま

した。群馬地区は現在、群馬同宗連の議長教

団です。事務局を担わせていただいています。

◇ 伊豆田百合子 委員（教区教会婦人会連

合副委員長、新潟・東中通教会員）

私は新潟市生まれです。この度、教会婦人

会連合の委員になって間もなく、＜狭山事件

＞・＜同宗連＞・＜被差別部落の歴史と戸籍

問題＞等・・・・私にとっては全てが新しい

事ばかりです。まず、知ることからのスター

トです。皆さんの活動に加えて頂くことにな

ったことは、神様の導きと受け止めて、皆様

の祈りに支えられて、歩んで参りたいと願っ

ています。宜しくお願いします。

◇ 丹波二三夫 協力委員（埼玉・東所沢教

会員)・・・今年２月から委嘱。

昨年７月教団事務局を定年退職しました。

もう40年も前ですが、私が教団に入った頃

は教団は厳しい糾弾の中にありました。以後、

教団の部落差別問題への取組みをずっと見

てきました。関東教区は「狭山」の地元でも

あります。私の家は「狭山」に近いのでよく

自転車で現地調査をしました。石川さんの

「見えない手錠」を早くはずしたい。今はそ

れが最大の望です。 Ω

関東教区部落解放推進委員会委員の連絡先

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 成田 顕靖 0255-72-2857

新潟地区 柳田 雅江 0258-62-1958

群馬地区 川上 盾 027-231-3623

栃木地区（兼）部落解放センター運営委員

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 伊豆田百合子 025-283-4585

協力委員 安田 耕一 0276-25-0905

（〃） 丹波二三夫 090-7706-7402

部落解放センター活動献金のお願い

日本キリスト教団部落解放センターは、全教団

的な取組みとして、すべての教区からの活動献金

で活動が行われています。今年度、関東教区総会

では、３５万円の目標が決議されています。ひき

つづき、ご協力をよろしくお願いします。

＜新委員の自己紹介＞

編集後記： 本年度の委員会に新しく加わった

委員と昨年度末委嘱の協力委員を含めて 5 名

の自己紹介を載せました。4名の委員の交代は

これまでにない人数の入れ替わりだと思いま

す。 従って、紙面の都合上から、6 月 27 日

（土）に開催された「埼玉地区部落解放講座」

の報告は次号での掲載といたしました。（Ｙ）
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