
「ぷれぜんとあったよ！」
（葉月きらら作/絵サンパウ
ロ出版　1995年11月1日初
版発行）という絵本があり
ます。
寒い寒い冬、もうすぐク
リスマス。森の仲間たちが

おしゃべりをしています。「ねえ、クリスマスって
どんな日？」「ええっ…　知らないの！　プレゼン
トをもらう日だよ」「ケーキを食べる日さ」
そのとき、物知りの「フックじいさん」が言い
ました。「違う、違う！　それよりも　もっと大事
な日だよ。クリスマスはね、イエスさまがお生ま
れるになる日」「イエスさまって　だあれ」
「みんなが　仲良く　平和に　暮らすために　生
まれてくる　神さまの子どもだよ」
森の仲間たちは、イエスさまに会ってみたいと
思い、プレゼントをもって、クリスマス・イブに
集まることになりました。
そして、クリスマス・イブの日。みんなはプレ
ゼントをかかえて集まって来ました。でも、最近
この森にやってきたばかりの「やどなしキツネの
クンクン」だけは、何も持って来ませんでした。
みんなはクンクンを馬鹿にし、仲間はずれにしよ
うとしました。
そのとき、「フックじいさん」が言いました。

「おやおや、みんなどうしたんだい？　みんなが仲
良く暮らすために、イエスさまがお生まれになる
んだろう。友だちを仲間はずれにしたら、イエス
さまが喜んでくださるかな？」
みんなは、はっとしました。そして、「いじわる
してゴメン！」とクンクンにあやまり、みんなで
イエスさまの所に行くことになりました。
大きな星に導かれ、馬小屋にたどり着いた森の
仲間たちは、干し草の上で眠っているイエスさま
に、プレゼントを渡しました。

プレゼントを持ってこなかったクンクンは、は
ずかしかったけど、思い切って、イエスさまにあ
いさつしました。
「あの～　ぼく　イエスさまに　あいたくて　み
んなと　いっしょに　きたんだ。　とっても　あ
いたかったよ。」
イエスさまは、粗末な布を着て、とても寒そう
でした。そのとき、クンクンは「あっ！」と何か
を思いついたように、イエスさまをそっと抱き上
げて、自分のふかふかのシッポでイエスさまをや
さしく包んであげました。
そして「寒くて凍えそうな夜は、いつも僕がそ
ばにいてあげるね」と言いました。
赤ちゃんイエスさまは、とてもうれしそうに
にっこりほほえみました。
きつねのクンクンは、ほかの動物たちのように
イエス様にあげるものを何も持って行くことが出
来ませんでした。でも、クンクンは、寒そうにし
ていた赤ちゃんイエス様を、そっと抱き上げ、自
分のふかふかした尻尾でやさしく包んであげまし
た。
イエス様（神様）が喜んでくださること、それ
は“もの”ではなくて“こころ”ではないでしょうか。
やさしい心、おもいやりのある心。“こころ”がある
とき、自分に与えられている賜物に気付くことも
またあるのではないでしょうか。
「人は目に映ることを見るが、主は心によって見
る。」（サムエル上16：７）
何も出来ない、何も持っていないという人も“こ
ころ”はあります。その“こころ”でイエス様をやさ
しく包んであげましょう。そのとき神様はもっと
大きな御手で私たちを包み込んでくださるに違い
ありません。
みんなが仲良く平和に暮らすために生まれてく
ださったイエス様。うれしい気持ちで、また喜び
をもって、クリスマスを迎えたいものです。
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新潟地区
地区長 手束　信吾

去る11月3日、新潟教会を会場にして、3年に一
度の「信徒と教職が共に伝道を考える集い」が開
催されました。今回は「新潟地区の宣教協力を考
える」というテーマが与えられ、講師として長年、
北海教区において牧会伝道をなさってこられた
後宮敬爾
うしろ く よ し や

牧師（霊南坂教会）をお招きしました。
後宮先生は「宣教協力という絆と力」と題し、北
海教区でなされてきた宣教協力の実例を紹介しつ
つ、慰めと励ましと希望に満ちた講演をしてくだ
さいました。特に私の印象に残ったのは、「わたし
は小さな教会から多くの大切なことを学びました。
教会とは、そこに人間の思いや目論見を越えた神
の出来事があるということ。そしてその可能性に
かける信徒や牧師がいるということあり、その可
能性を信じた礼拝が守れられることです。」という
言葉です。私たちは、教会の高齢化、会員数の減
少などの現実や数字に目を奪われて、たとえ少な
くとも毎週集まって礼拝を守っている群れに起
こっている神の出来事を見失っていることはない
だろうかと思わされました。そして、私たちが大
切にしてゆかなくてはならない事は、各教会の神
の出来事を分かち合う事こそ、伝道の力、教会形
成の力となってゆくことを覚え、どの教会も孤立
させないということだと教えられました。午後か
らは佐渡教会の三村牧師がファシリテーターと
なって、「地区で、教会で、私ができること」と題
してワークショップを行いました。小グループに
分かれて、一人一人が講演を聞いての感想を分か
ち合い、地区や教会や「わたし」が、取り組んで
行けることを考え、それを葉っぱの形をした小さ
な紙に書いて、模造紙に描かれた木に貼り付けて
行きました。流れのほとりに植えられた木のよう
に、時が巡り来れば実を結んでゆく地区の宣教協
力の姿を思い浮かべながら、喜びに満ちて家路に
つきました。

群馬地区
地区長 藤　　秀彦

夏から秋にかけて、群馬地区では様々な集会が
行われました。

8月は社会部平和集会が開催。長野県の松代大本
営跡を訪問しました。敗戦が確実となった時に、
天皇家とごく一部の政府や軍高官が逃れる場所と
して作られた所です。施設を完成させるために、
強制連行された中国、朝鮮半島の人たちを含む多
くの犠牲者が出たことを知り、戦争が誰のために
行われるのかということを改めて認識させられま
した。
9月には壮年部主催の一日研修会が、安中教会を
会場に行われました。「聖書に聴く、人生の生と死」
の主題のもと、講師の関西学院大学名誉教授、船
本弘毅先生より、ご自分の経験を織り交ぜながら、聖
書の言葉の説きあかしをされ、聴く私たちを深い
思索へと導いてくださいました。参加者は約80名。
同じ9月に教会「子どもの集い」を新島学園中高
にて開催。子ども大人あわせて150名余りの参加を
得ました。「ともにすわる」のテーマで、様々な個
性をもつ私たちが、あるがままの姿でつながり、
共にいるところに平和が作り出されることを、
ゲーム等を楽しみながら体験するプログラムでした。
10月は婦人部全体集会が行われました。桐生東
部教会を会場に、講師は東京神学大学名誉教授の
近藤勝彦先生を迎えました。マルコによる福音書
を手がかりに、福音をどのように伝えるかを共に
考える時となりました。参加は137名でした。
青年部の活動は現在休止中ですが、地区委員会
でも再開されることをめざして取り組んでいます。
まずは各教会にいる青年たちが集い、交流をもつ
機会を作ることから始めています。集まりの日程
を確保することは難しいのですが、息の長い取り
組みを続けていきたいと考えています。
今年度から2年間、群馬同宗連の議長教団を務め
ることとなり、同宗連の研修会や「人権啓発講座」
などの実行委員会にも関わっています。これらの
活動を通して人権問題への取り組みが深められる
ことを願っています。

栃木地区
地区委員長 竹花　基成

～最近の動向～
・地区のメイン行事「アジア学院サンデー」も例
年通り開催され、それぞれ豊かに祝福されまし
た。本年も各教会でなされた研修生のメッセー
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ジ集が発行されることになっています。
・本年度は以下の献堂式・就任式が執行されました。
宇都宮上町教会献堂式（7/19）
西那須野教会就任式　（9/20）
それぞれが新たな思いに満ちて出発され、神に
栄光を帰するものです。
・益子教会の支援も地区の大きな祈りの課題です
が、教区が大きく支援下さっていますので心強
く思います。必ず神は地域から教会の働きに参
与される方を起こされると信じます。
・本年度は、教区婦人会連合の総会・修養会（6/4
～5　於日光）が栃木地区で開催され多数参加、
恵まれた時を与えられました。
・地区教育部主催の研修会（8/30）が四條町教会
を会場に開催されました。「ＩＴを活用した伝
道」の研修で、「礼拝説教のデジタル録音」（森
田泰司伝道師）、「パソコンを活用した讃美歌の
演奏」（野口佳男牧師）について分かりやすくご
紹介下さいました。
・地区の秋のメイン行事「オータムフェスタ」
（11/23）は準備に入りつつありますが、本年度
は宇都宮上町教会を会場に、講師にニューライ
フカレッジ　櫻井淳司先生をお招きし得難い講
演が期待されております。
・交換講壇について　本年度は、13教会が参加さ
れ交流が深められています。
・｢教団伝道資金｣は、当地区でも協議致しました。

茨城地区
地区長 福島　純雄

今年3月の総会で地区長以下新しい地区委員が選
出され、既に半年以上の歩みを過ごしてきました。
「地区があってよかった」と言っていただけるよう
な地区でありたい、と地区長の私としては願って
います。
さて、教区のホームページなどでご承知の通り、
9月の豪雨被害を受けた水海道教会に関してです
が、早速地区においてボランティアセンターを立
ち上げて、同教会とその関連施設また教会員の
方々のためにささやかですがお手伝いを致しまし
た。「地区があってよかった」と水海道教会の皆さ
んに少しは感じていただけたかなあと思っており
ます。教区からも沢山の方々がボランティアセン
ターに駆けつけて下さいました。地区ボランティ
アセンターとしては10月末でその活動に区切りを
つけました。改めて感謝を申し上げます。

現在地区内では、震災被害を受けた水戸中央教
会が、紆余曲折がありましたけれども、新たな設
計監理者と施工業者の下に会堂建築が始まりつつ
あります。また、神の愛キリスト伝道所も新会堂
建設実現に向けて苦闘しておられる最中です。ど
うかご加祷下さい。
教師の異動としては、5月の教区総会で准允を受
けられた坂口慶行教師が水戸自由ヶ丘教会の伝道
師として着任されておられます。
これまで当地区には、「特別会計」が設けられて
おりませんでしたので、他地区を参考にさせてい
ただいて、地区内諸教会の宣教に資するような特
別会計の新設を計画しています。わずかなお金で
すが有効に用いてゆければと願っています。

埼玉地区
地区委員長 川染　三郎

いつの間にか秋が早足でやってきました。気が
付くとやり残したことが頭の中を駆け巡っていま
す。埼玉地区規則第2条に、「地区内諸教会・伝道
所の一致と連帯の強化に努め、福音の前進に仕え
ることを目的とする」とあります。「埼玉地区の一
致と連帯の内容は」と問われると、埼玉地区に来
て3年目の者には良く分らないのです。少なくとも
キリストの教会にとって「一致と連帯」と言うと
き、単なるフェローシップではないことは明らか
です。「ナルドの壺献金」は他教会の重荷と痛みを
自らの重荷と痛みと受け止めることから始まった
ものであると思います。一つの体としての痛みと
重荷に基づくものです。
現在、個々の教会と関わってみると、地区規則
の文言は絵に描いた餅のように見えます。
ある教会では、2～3人の信徒が牧師不在のまま
礼拝を守っています。2人または3人が主の名に
よって集まるところには主御自身が共におられま
す。それゆえ、2・3人の信徒の群れもキリストを
かしらとする教会であり、キリストの体なる教会
です。しかし、その教会には牧師不在という痛み
と重荷があるはずです。その痛みと重荷を共に負
う地区教会が見えないのです。互いが見え、そし
て重荷を負い合う地区形成をしなければと願って
います。埼玉地区では教会が出会い、交わり、祈
り合う場を育てるため、3つに分かれている最寄ブ
ロックに重点を移し、各教会を知り、祈り合い、
伝道協力ができるようになることを願っています。
それぞれの教会にはかしらなるキリストの恵みが
満ち溢れていることを信じます。
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久喜復活伝道所牧師　山野　裕
ひろ

子
こ

今年5月の教区総会にて伝道所開設が承認された
ことを、喜び感謝します。2011年3月に久喜市に転
居し、4月から末息子と2人で主日礼拝と祈祷会を
始めてから5年目。祈りつつ待ちました。
埼玉地区の60教会・伝道所と、教区でお世話に
なる先生方宛てに、伝道所開設式のご案内をしま
した。椅子40脚を和戸教会からお借りし、満席の
60人での式でした。司式は、教区総会議長で、親
教会の上尾合同教会牧師でもある秋山徹先生で、
「渇いている人は、わたしのところに来て飲みなさ
い」の説教。開設式の中で、牧師就任式と役員就
任式があり、キリストの体なる教会に仕える覚悟
を新たにしました。奏楽者は、次女をおんぶして
の奉仕。会場作り・駐車場案内・受付・接待・撮
影・看板や式次第製作・茶話会司会等、少人数で
精一杯の奉仕でした。記念品は、福祉作業所｢ワー
クスみぎわ」の木工製品、茶菓類は久喜の物産。
当日は、「久喜復活伝道所」と命名した故山野忠
男牧師の召天5周年記念日で、礼拝では、故人の説
教テープ「主よ、み国を！」を用いました。
今までに100人を超す方々が、小さな群と共に礼

拝をし、多くの方の祈りとお支えがありました。
この度も教区・教区教会婦人会連合・教区諸教会
からのお祝い・祝電等を感謝いたします。
現在、教会員14（受洗4、転入10）名で、10～80
歳代の各世代がそろい、平均年齢は48歳。今年度
前半の出席者平均は、礼拝15人、祈祷会4人です。
今年のクリスマスは「日本キリスト教団」と明
記した案内看板とチラシを作り、「神の家族」と共
に、復活のキリストの御業である伝道に勤めます。

宣教部教育担当 小林  祥人（取手伝道所牧師）
今年の「5地区青年の集い」は、埼玉地区の武蔵
豊岡教会で9月21・22日に行われました。日程が
各地区の諸行事とも重なっているところもあった
ため、開会を夕方の5時からにしました。集まった
青年たちは9名でした（埼玉8名・栃木1名）。1日
目はまず会場教会の栗原清牧師よりメッセージを
いただき、夕食後は自由な交流の場となりました。
これは深夜まで続き、楽しいひと時となったと思
います。翌日は、朝食の後で移築して間もない武
蔵豊岡教会の会堂を見学し、また近所にある歴史
的建造物にも触れることができました。そして、
最後のプログラムとして、桐生東部教会の三浦啓
牧師に講師をお願いし、お話しをしてもらいなが
ら、東日本大震災では大切にしていたものがすべ
て失われてしまった、というところから始まり、
バベルの塔の物語に表われるような「人間の持っ
ている様々な欲」というものについて議論しまし
た。講演というよりは参加型で、青年たちは配ら
れたチェックシートに自分のことを書き込んだり、
同世代との対話の中で、自分を新しく見つめ直す

機会を与えられたのではないかと思います。実際
にはもう少し時間がほしかったように思います。
特に1日目はもっと早い時間に開会したかったので
すが、今回はかないませんでした。それに各地区
から集まれるような工夫もしなければなりません。
会場の提供を快く受けてくださった武蔵豊岡教会
の栗原先生と教会員の皆さま、特に奥様には食事
の準備等で本当にお世話になりました。心より感
謝し、来年度の「集い」のより一層の充実を考え
たいと思います。
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５地区青年の集い報告

開 設 久喜復活伝道所
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教師部書記　羽島　健司（足利東教会牧師）
10月26～27日（月・火）に、熊谷市のホテルヘ
リテイジを会場にして、関東教区教師部研修会が
行われました。講師に近藤勝彦先生(東京神学大学
前学長)をお迎えし、「教会の言葉と伝道者の使命」
をテーマに、2日間よい学びができました。また教
区の5地区、特に開催地のある埼玉地区から、40名
近くの教師が集まり、交わりの時を与えられたこ
とに感謝いたします。
研修会は開会礼拝に始まり、2日目の早天礼拝を
経て閉会礼拝によって締めくくられました。それ
ぞれ野村忠規師、白砂誠一師、小池与之祐師にご
奉仕いただき、礼拝に始まり礼拝に終わる研修会
とすることができました。
近藤先生の講演は、1日目は東アジア諸国と比較
しての日本の伝道の苦戦と、その要因の分析から
始まりました。客観的要因としての日本の文化と、
それに対する植村正久などの取り組みを振り返り
つつ、神の御業のために全てを失えるかどうかが

問われることを確認しました。
次いで洗礼の意義を、その基礎から改めて学び
ました。近藤先生は実例も挙げつつ、洗礼を通し
て働く神の御業を語られました。
2日目は「教会の言葉としての説教」についての
講演となりました。近藤先生はここでも具体例を
挙げ、説教準備の方法についての助言をください
ました。そして、説教は神の御業の一部として、
他にできない救いの出来事を引き起こすものだと
おっしゃいました。
礼拝、講演、また分団を通して、神の御業を担
う伝道者の使命に改めて気づかされました。

教 師 部 研 修 会 報 告

教区書記 栗原　　清
○第1～3回常任常置委員会(7月14日、9月15､29日開催）
・｢水戸中央教会震災復興会堂建築」は、教団救援
対策本部への支援希望額5,500万円、借入金1,650
万円の申請を、常置委員会を経て決めました。
・｢韓国基督教長老会京幾中部老会との交流」は、
今回延期となったが、2016年5月30日～6月2日
の日程で、韓国への訪問を予定します。
・｢9/10発生、鬼怒川堤防決壊による水海道教会被
災支援」は、ボランティアセンターの立ち上げ
を承認し、水海道教会の被災支援を全面的に行
う。また、水海道教会被災支援募金趣意書を作
成し、全国の教会・伝道所に向けて発送しまし
た。支援募金は現在、受付中です。
○第2回常置委員会（9月8日開催）
・｢伝道資金の申請と配分」について協議され、
2016年度は、伝道交付金申請額300万円、教区伝
道方策交付金の申請額100万円、合計400万円を
9月末に教団へ申請しました。今年度分410万円
の配分については、各地区と協議し、常置委員
会を経て決定します。
・｢東日本大震災被災支援」で、アジア学院チャペ
ル再建費の内、台湾基督長老教会からの約束献
金800万円が、現在未着となっている。教団、教
区での支援体制を協議していきます。

・主な各種申請と届け（敬称略）
（1）教師異動
1）教会担任教師異動
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）
浦和別所教会　　　辞 山田称子（主・正）

就 大友英樹（代主・正）
2）教務教師異動
聖学院大学　　　　辞 佐野正子（教・正）

（2）互助申請
1）教区「教団年金掛金補助」申請
深谷西島教会、渋川教会、石岡教会、
足利東教会、新津教会、
2）教会協力費（教団年金掛金補助）申請
深谷西島教会、渋川教会、石岡教会、
足利東教会、新津教会
3）教団讃美歌委員会講習会補助申請
新潟地区（申請額3万円）

（3）宗教法人法第23条申請
小川教会（教会事務所の建築）

（4）教会規則（準則）制定変更申請
新潟信濃町教会(変更：役員任期､役員定員数）
桐生教会（規則制定）

第 65 総会期第１～3 回常任常置委員会
第 2 回常置委員会の主な報告



主事　金刺　裕美

水海道教会・幼稚園の豪雨水害は大きなもので
したが、関東教区の教会・伝道所だけでなく、全
国からたくさんの祈りと献金が届いており、本当
に感謝です。このクリスマスのとき、主の御顧み
が、被災されて困難の中におられる多くの方々の
上に、特別にありますよう祈ります。
◎クリスマス献金のお願い
教区には各種の献金がありますが、どうぞ、ク
リスマスの時に教区の活動と連帯を憶えてお祈り
ください。献金の詳細は、同封のポスターをご覧
ください。
◎「2015年度教区一覧」正誤表について
教区一覧の追加・訂正・変更等の正誤表は、各
個教会・伝道所・学校へ2部ずつお送りいたしてお
ります。
◎教師謝儀互助申請について
2016年度の謝儀互助の申請書提出期限は、教区

必着1月31日です。申請は、地区の承認も必要で
すので、期限に間に合うように必要書類を整えて
ください。
◎教区事務所　冬期休業日のお知らせ
期間：12月29日（火）～１月7日（金）

（尚、土・日・月は通常の休業日です。）
※緊急連絡は、栗原　清教区書記
（武蔵豊岡教会牧師館）04-2965-4348　F
◎教区事務所の移転について
楽しみに待っておりました大宮教会の第一期会
堂建築工事が終わり、12月4日に教区事務所も引越
ができることになりました。現在地から数メート
ル後方位置に移ります。電話や事務機の移転工事、
引越期間中はご不便をおかけしますがご了承くだ
さい。なお、駐車場はありませんので、来所の際
は公共の乗り物をご利用いただくか、近隣のコイ
ンパーキングをご利用いただくようになりますの
で、よろしくお願いいたします。

保険事務　金刺　裕美

11月末までに、個々のマイナンバー通知カード
が各家庭に届くことになっています。その通知
カードから申請をすると、個人番号カードが発行
されます。マイナンバー制度の施行により、特定
個人情報が洩れるのではないかと、心配されてい
る方もおられますが、現在教区社会保険に加入し
ている方々には、2016年12月まで、マイナンバー
を伺うことはありません。今、管理等について検
討しているところです。
◎保険料の自動払込について
12月分の引落は、12/28（月）です。賞与保険料
も加わりますので、ご確認ください。
◎冬期賞与社会保険料について
・標準賞与額に対する掛金率は、下記の通りです。
（標準賞与額は、支給額の千円未満を切捨てた額）

・標準賞与額×掛金率＝賞与保険料
（小数点以下は、４捨５入）
・賞与保険料の負担……個人と教会・伝道所で折
半。１円未満の端数は、教会で負担。
・児童手当拠出金……教会・伝道所が負担。
・賞与保険料に対する、事務費は不要です。
・賞与保険料は、12月末までにご送金ください。
※報告書の賞与額を変更せざるをえない場合は、
12月18日（金）までにご連絡をください。それ
以後は、届書を提出してしまうために、変更が
できませんのでご了承ください。

（6）

教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記
一昨年の編集後記で、教区通信委員に選出されたとい

うことを書きましたが、今回は、教区通信委員長に選出
されましたということを書くことになりました。伝道所
に遣わされて、まだ2年にもならない者ですが、神さま
が豊かに用いてくださることの不思議さを感じていま

す。
教区の中の動きを信徒の方々にまで伝える大切な広報

の仕事を担う責任者として、ご奉仕させていただきたく
思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。

（森田　泰司）
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9 月 10 日（木）に関東・東北地方を襲った豪雨は、
関東では特に茨城県常総市を中心に甚大な被害をもた
らしました。利根川の堤防が決壊し濁流が押し寄せ、
家が押し流される様子を報道でご覧になったと思いま
す。道路が分断し、尊い命が失われました。常総市三
坂のその現状を、「まるで砂漠のようだ」と報道は表現
しています。しかし、激しい雨が止んだその後に、被
害はより深刻となりました。それは、押し寄せた大水
の被害でした。旧水海道市は鬼怒川と小貝川にはさま
れ、低い位置にある地域です。また、この二つの川を
結ぶ「八間掘川」があり、豪雨で行き場を失った雨が
この掘川に集中し、堤防をあふれて周囲を水びたしに
しました。これによって、高いところでは2ｍに及ぶ冠
水となり、数えきれないほどの住居を浸水させたので
す。
豪雨の翌日 11日（金）の朝 6時 45分頃に、水海道

教会の加藤久幸牧師から「教会の敷地内に水が押し寄
せ、今は30㎝くらい冠水している」との連絡がありま
した。その後、浸水は勢いを増し、水海道教会では 1ｍ
20㎝以上の冠水となりました。教会堂、牧師館、こど
も園が、床上浸水の被害に合いました。教職員のお宅
や園児お宅も、相当数のお宅で被害を受けています。
内閣府の指針では床上 1ｍ以上の被害は「大規模半
壊」と認定されるのですが、10月 13日の段階で全壊判
定は 50棟、大規模半壊は 1,035 棟、半壊（床上 1ｍ未
満）は 2,801 棟で、それ以下の床上浸水が 278棟、床下
浸水は 2,968 棟とのことです。また、11月 13日時点で
は、避難所は 2市 10カ所で、水害から 2か月を経た今
も 242人が避難所で暮らしておられます。水の被害の
大きさを思います。
9月13日（日）の午後に地区内の有志の牧師と加藤久
幸牧師とで話し合い、「水海道教会ボランティアセン
ター」を設置しました。福島純雄茨城地区長がセンター
委員長となり、私飯塚が統括主任となって現地でのボラ
ンティア活動を開始しました。水海道教会とこども園の

清掃と片付け、消毒を、そして、教会員や教会関係者宅
へのボランティア派遣に取り組むこととなりました。ボ
ランティアの宿泊場所は、竜ヶ崎教会を提供しました。9
月14日（月）から今まで、450名弱のボランティアが来
てくださり、90名強の方が宿泊されました。近くから遠
くから、ボランティアに駆け付けていただきました。茨
城地区内はもとより、埼玉・栃木・群馬・新潟地区から、
敬和学園高等学校の生徒たちやアジア学院からも来てく
ださいました。他の教区から、東京・西東京・神奈川・
東北・大阪・京都・兵庫教区など、遠路はるばると来て
くださいました。情報発信は、教区外は教区のホーム
ページのみでしたが、掲示板がフル活用されたことも特
筆すべきことです。
さて、ボランティアの半数が「東北教区被災者生活
支援センター・エマオ」に関わりのある方々だったこ
とを紹介したいと思います。被災直後にエマオの専従
者である佐藤さんが仲間をつれて駆けつけてください
ました。それ以降もエマオでスタッフだった方々やエ
マオでボランティアをされていた方々が続いてくださ
いました。「途切れることなく、エマオから」が9月か
ら 10月に続いたのです。それぞれが特に打ち合わせて
来たのではなくそれぞれの計画で来たのですが、結果
的に途切れることはありませんでした。神さまの不思
議な導きを感じます。「東日本大震災」が起きて、それ
ぞれが「エマオへ」と導かれました。そして、今回は
「エマオから」集まったのです。
教会のつながりのすごさを、改めて教えられます。

「水海道教会ができないことを、変わって取り組んでく
ださっている」と加藤牧師がおっしゃってくださいま
した。被災支援とは、互いの宣教の課題を分かち合う
ことなのだと教えられます。
「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。」

（コリント一12：26）

エマオへ　そして　エマオから
宣教部委員長 飯塚　拓也（竜ヶ崎教会）
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子どもも大人も共に
～新潟教会から学んだこと

神﨑　典子（新潟教会牧師）

「関東教区の宣教を考える集い」では、次のような
ことをお話しさせていただきました。
親としては、小さい子どもを連れて何とか出かける
支度をして、「教会に来た」というだけで、100 点満点
だと思います。それなのに、礼拝で子どもが一緒にい
られないような雰囲気だったとしたら、それは何と寂
しいことでしょうか。
新潟教会に赴任してとてもうれしかったことは、毎
週、大人と子どもが一緒に礼拝をささげることです。
礼拝堂の一番前、真ん中に子どもたちが座って真剣
なまなざしで説教を聞いています。高校生もたくさん
来てイキイキと賛美歌を歌っています。教会学校のス
タッフや教会の大人たちが、本当に子どもたち一人ひ
とりを大切にして、教会形成をしてこられたのだとい
うことに学ばされます。「子供たちをわたしのところ
に来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのよ
うな者たちのものである」（マルコ 10：14）と言われ
たイエス・キリストがここに、共におられると感じま
した。子どもたちが大切にされるということは、他の
いろんな大人たちも、個性を持った一人ひとりとして
大切にされるということなのだと知りました。
今、この社会の中では、命が軽んじられ、否定的な
メッセージばかり受けながら子どもたちは生活してい
るのではないでしょうか。そんな中で、教会は一人ひ
とりを祝福し、いのちを肯定し続ける使命があるのだ
と思います。教会学校のスタッフである横坂幸子さん
が教会報に書かかれていた言葉の一部をご紹介しま
す。「こどもたちは教会で語られている言葉を、大人
が考えているよりはるかに深く受け止めているように
思えます。学校という社会や友人関係の現実の中で、
苦しむことも少なくないのです。私たちスタッフは、
その問題に直接関わることはできません。でも、こど
もたちに『教会はね、みんなの嬉しいこと、悲しいこ
と、嫌なこと、みんな受け入れる所だよ。神さまが用
意してくださった安心できる場所だよ』と伝えていけ
たらと思います。新潟教会にはこどもたちの心に寄り
添ってくださる方、あたたかく見守ってくださる方々
がおられます。そんな方々に、こどもたちも、そして
一緒にいるスタッフも支えられています」。
このことについて、もっといろんな人と思いを分か
ちあう時間があればうれしいです。

関東教区の宣教を考える集い」に参加して

臂　奈津恵（渋川教会牧師）

7 月 20 日に埼玉新生教会で行われた「関東教区の宣
教を考える集い」に家族全員で参加することが出来ま
した。私が牧会している渋川教会は、関連の児童養護
施設があるために子どもの教会には毎週２０名前後の
子ども達が来ています。毎週子ども達の姿を見送りな
がら、教会が彼らの居場所となるにはどうしたら良い
のかと、と考えていました。この課題の中で、今回の
集会に参加して色々なヒントを得ることが出来とても
感謝しています。午前中は神崎典子牧師からお話を伺
いましたが、そちらは連れ合いの柳瀬牧師が聞かせて
頂き参考になったと聞いています。
私は子どものプログラムに娘二人と参加し、普段交
わることの無い関東教区の諸教会の子ども達と遊ぶこ
とが出来ました。午後の「みんなで礼拝」では、教会
歴それぞれの礼拝について様々なアイデアが盛り込ま
れていて参考になりました。そうしたアイデアの一つ
一つが、礼拝が受け身ではなく自らの事として受け取
る工夫に溢れていて、「これなら私の教会でも出来る
かな」と思わされるものが多くありました。棕梠の主
日ではヤシの葉を持った子どもたちが入場し、５歳に
なる長女も少し緊張した面持ちで参加していました。
言葉で理解するのが難しい幼児にとって、こうした体
験がみ言葉の養いに繋がっていけばと思います。子ど
もを集める集いを計画することも大事かも知れません
が、何より礼拝に自分が招かれていることを子どもも
大人も知ることの出来る教会を目指したいと思いまし
た。
ご準備をしてくださった先生方と委員の皆さま、そ
して会場を提供しプレイズファミリーの素敵な活動を
ご紹介下さった埼玉新生教会の皆さまに感謝申し上げ
ます。

当日の参加者は148人（大人104人、子ども44人）
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第45回関東教区社会活動協議会活動報告

川村　邦彦（新潟教会員）

5 年に 1度各地区持ち回り開催が慣例になり、今年
は新潟地区が担当しました。開催日時は 9月 13（日）
～14（月）。会場は柏崎市「シーユース雷音」。当日は
40 名（埼玉 3、栃木 3、群馬 3、新潟 31 名）が参加し
たが、直前の関東北部水害被災で茨城地区の関係者の
参加は出来ませんでした。地元新潟地区の参加者が多
数に関心の程を感じました。
2011年 3月 11日巨大地震に伴い東電福島原発事故が
発生。以来、4年半を過ぎた現在も多くの被災者が故郷
に戻る事が出来ない避難生活が続いています。権力者
である政府は原発の再稼働を推進しており、まず鹿児
島川内原発が再稼働を始めました。新潟地区の最大の
関心事は、世界最大総出力の原発が立地する柏崎で開
催することは必然でした。テーマ『脱原発―柏崎・刈
羽から私たちの行き方を問う・・』同原発をなくす運
動を推進している運転差し止め訴訟原告共同代表の吉
田隆介さんと大西しげこさんを講師に招いて現地学習
会を開きました。『40年以上に渡って原発の危険性を訴
え、反対運動を続けてきた柏崎市民、刈羽村民にとっ
ては、国民の命も、大切な自然も危険に晒して何とも
思わない安倍政権に強い憤りを感じている。柏崎・刈
羽の多くの住民は、東京電力と共に生きながらも、脱
原発の姿勢を持ち続けている。私たちは、福島原発事
故の惨状を目の当たりにした。フクシマ＝私達である。
当然ながら、脱原発の願いはより一層強い。
『原子力発電所は機械だ。それを動かしているのは
人間。人間は神ではないので、必ず誤りを犯す。フク
シマ第一原発事故が原子力発電所も事故と無縁でない
ことを事実として示した。柏崎・刈羽原子力発電所は
世界最大の原発で、世界で一番大きな事故を起こす可
能性がる。原発に地域経済・雇用を頼ることが出来る
のは目先だけだ。長い目で皆さんの町のことを考えて
欲しいと願う。』（小出裕章さんの講演会：柏崎・刈羽
の皆さんに伝えたいことより）また、大西しげこさん
は無教会のキリスト者として巻町に在住。嘗て、「巻
原発」は 71 年に国の原発建設基本計画に組み込まれ
ながら、住民投票で原発建設阻止が成功した事例を語
られました。
人類が自ら開けてしまった原子力に決別すべきは、
まさに今であり、私たちにその責任が問われている。
原発のウソを見抜く知恵を皆で分かち合おう。

第37回関東教区開拓伝道協議会報告
佐渡の伝道　～死にかかっているようで生きている～

開拓伝道協議会委員長 竹花　基成（小山教会牧師）

第 37 回関東教区開拓伝道協議会は、6月 29 日（月）
～7月 1日（水）　佐渡教会と現地研修（ジオツアー）
を中心に開催された。
佐渡教会牧師の三村　修先生と荒井眞理先生よりプ
ログラムが進められ、一日目は、現在佐渡市市議会議
員も務められる荒井眞理先生より「地域の叫びがきこ
えてくる市議会議員の仕事～人々は正義を求めている
～」と題して現代社会のど真ん中で証し人としてどの
ように関わっておられるのかを伺い一同深い感銘を受
けました。
二日目には、三村　修先生より「非暴力トレーニン
グ」の中から「共感的コミュニケーションの練習」を
指導頂き、今日日本のみならず世界の傾向が「武力の
強化」に進んでいるが、「そうでない方法」があり、
それは何人もトレーニングを受けることによって近づ
くことが出来るということを体験する。
二日目の午後、「ジオツアー」という「金と銀の島

佐渡でたどる 3億年　日本海 3000 万年　佐渡島 300
万年の旅とひとの暮らし！」にご案内頂き、佐渡の全
体像を得ることが出来ました。
佐渡は何と言っても日本初の女性牧師が誕生した
地。高橋　久野［明治 4 年（1871）3 月 10 日～昭和
19 年（1944）12 月 8 日］という人で、郷里の佐渡伝
道に使命を感じて、昭和 8年（1933）5 月に佐渡教会
の招きに応じて主任伝道師として就任。このとき、久
野はすでに 62 歳。
佐渡教会は明治 44 年 9 月 1 日設立とあり、明治期

に盛んであったが大正末期から振るわず、教師派遣も
困難な状況でした。こうした過程に久野は使命を覚え
て就任し、島内をくまなく駆け巡り伝道に献身。
昭和 24 年（1949）9 月発行の『日本基督教団年鑑』

によると、同年の牧会者は野村穂輔で、陪餐会員数 48
名、日曜学校生徒数 100 名という記録が残っていま
す。昭和 19 年（1944）12 月 8 日にマカイ病院で召さ
れ、戦後、遺骨は日本に持ち帰られ、郷里に葬られま
した。日本の伝道にとって佐渡の意義を見た思いでし
た。
※当時の参加者は 16 人・13 教会。
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■報告　第 22回女性と男性が共に宣教を担うための
地区連絡会議

子どもたちを取りまく暴力を考える・Ⅱ
～買春・ポルノという性的搾取・

虐待のからくりの中で～

田中　暁美（長岡教会員）
10 月 12 日（月）宇都宮教会にて、日本キリスト教
婦人矯風会の性・人権部門幹事であり、ECPAT/ス
トップ子ども買春の会共同代表の宮本潤子さん（氏家
教会会員）を講師にお迎えし、学習会を開催した。
1989 年に「子どもの権利条約」が採択され、「子ど

もの商業的性的搾取」の 3形態（買春、ポルノ、人身
売買）が定義されてから、各国で実態調査や対策が取
られてきたが、日本の取り組みは遅れており、国際的
にも非難されていた。2004 年に児童買春・児童ポルノ
禁止法の改正が行われ、販売目的でない単純製造もよ
うやく禁止されたが、その後のインターネットの普及
により、被害は拡大している。アイドルにあこがれた
子どもたちと言葉たくみに契約してポルノの被写体に
し、雑誌やネットに載せ、契約を破棄すれば借金を負
わされる巧妙な手口など、被害は低年齢化している。
2008 年ころからは、JKビジネスという言葉も生まれ
た。家出した少女を誘って性産業の予備軍を作ってい
る実態がある。
法的改正や法執行の強化も課題であるが、被害児童
の回復ケアの態勢がないことや、有効な防止教育が行
われていない現状が改善されなければならない。
インターネットでトラブルに巻き込まれることのな
いように、子どもたちに使い方のルールとマナーを教
えること、子ども自身に自分を守り対処する知恵と力
を身につけるさせること、例えばCAPのような子
どもへの暴力防止プログラムの実施、性教育の見直し
など検討されるべきであろう。また、おとながポルノ
画像を必要とし容認する社会を変えていくためのおと
な・支援者への教育も大切である。
充実した内容であったが、14 名と参加数は少なく、
残念に思われた。次回につなげたい。

「出会う！働く！考える！十日町雪掘りキャ
ンプ」開催のご案内

長倉　　望（新潟教会牧師）
2004 年に起こった中越地震から 11 年を数えていま
す。今年度も、2016 年 2 月 17 日（水）～21 日（日）、
十日町教会を会場に「十日町雪掘りキャンプ」を開催
します。
「雪害」とも言われるほどの豪雪地帯で、雪掘りに
汗を流しつつ、夜は、中越地震・中越沖地震や東日本
大震災での経験に耳を傾け、「被災支援」や「ボラン
ティア」についての学びを行います。十日町雪まつり
の日程と合わせての開催ですので、雪像作りや雪まつ
りを楽しむこともできます。「出会う！働く！考え
る！」の言葉通り、雪と共に暮らす人たちと出会い、
震災経験を分かち合い、共に働く仲間たちと過ごす 5
日間。ふるってご参加ください。詳細は後日、ご案内
をお届けいたします。

「KKSキャンプ」のご案内

三浦　　啓（桐生東部教会牧師）
今年度のKKSキャンプは昨年度と同じくアジア学
院を会場に 3月 29 日（火）～31 日（木）の 2泊 3 日
で行われます。
アジア学院を会場に行うのでアジア学院について知
る時間、アジア学院の留学生の皆さんとの交わりの時
（主に食事の時間）も持つ予定です。また、アジア学
院の皆さんとの交わりだけではなく、今回は KKS
キャンプに参加してくれるみんなでしっかり出会い、
交わりたいと考え中です。共に礼拝を守り、共に学
び、共に食べ、共に語り、共に遊び、共に生きること
についてみんなで考える 2 泊 3 日にしたいと思いま
す。なので、今回の KKS キャンプはいろいろな“共
に”を意識しつつプログラムを進めたいと思います。
プログラムの中で、楽しい時間を分かち合うだけでは
なく、悩んでいること、困っていること、誰かに聞い
て欲しいことなども分かち合うことができればと思っ
ています。一緒に神様に向き合い、隣人に向き合い、
自分自身に向き合う 2泊 3日を過ごしましょう！
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