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「起きよ、光を放て！」
イザヤ書 60 章 1 節〜2 節
塩谷一粒教会

イスラエルの民は、永い捕囚
から解放の時を迎えました。で
も自分たちは、神に背いたため
国を無くしこのような状況に
なった。その悲しみは人々の心
に 大 き な 衝 撃 と な り 、傷 跡 と
な っ て い ま し た 。そ れ で も 、
人々は生きて来ました。祖国に帰れることを夢見て
過ごした日々。親世代から伝え聞いて来た事があり
ます。自分たちは、神に選ばれた民であること。神
から与えられた地があること。
「でももう、神から
見捨てられたのではないか」人々の心は、そんな不
安で満ちていましたが「これは主なる神のご計画に
よるもの」と、預言者は告げます。主は生きておら
れる。そして、勇気を出し祖国に戻るようにと、促
されるのです。不安の中で小さな希望を胸に、エル
サレムへと入った人々が見たものは、破壊されつく
した都でした。目に見えているものは、絶望でしか
ありません。まさに真っ暗闇。こんな落胆の中にい
る人々に預言者の語る言葉は、神の約束です。
そしてこれは、私たちへの神の約束でもありま
す。
『最も弱いものも強大な国となる。主なるわた
しは、時が来れば速やかに行う』弱い者が強くな
る。これは決して、この世的な強さではありませ
ん。強さって、持っていたら何となく楽に人生送れ
るような気がします。この世全体が、そう考えてい
るような気がします。神様は、私たちにそんな強さ
を望んでおられないはずです。私たちは、教会で御
言葉に養われます。神様に信仰者として育てられて
います。神様が行われることは、周りを支配するよ
うな人間、権力を振りかざすような人間に私たちを
育てることではありません。不思議な事に強さを身
に着けてしまうと、救われている。という実感がな
くなってしまいます。人間的な強さは、自分が大き
く見えますが、大きすぎて自分しか見えなくなって
しまいます。自分が大きいので、神様までも小さく
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見てしまう。
59 章にあります。
『神の手が短くて救えない。神
の耳が鈍くて聞こえない』と、救いを実感できない
心を神様のせいにしてしまうのです。ここで神様は
言われます。
『お前たちの悪が、御心を妨げていた』
「その罪を解り、悔い改めよ」と言われるのです。
そして全ての上に主はおられる。恵みを注がれてい
るのです。どんな人間にでも注がれる恵み。救いの
約束。今、神様は私たちに言われるのです。
『起き
よ、光を放て』神の栄光は、あなたたちを照らして
いる。私たちもこの日常、誰もが罪を背負って生き
ています。自分の知らぬまに他人を傷つけているこ
とも、きっとあります。そんな私たちにも、この光
は降り注いでいます。神様が私たちを、光を放つ者
とされているのです。放たれた光は、神様の愛を
真っ直ぐ伝えます。
しかし私たちは、相手の受け取り方次第で、放っ
た光が闇に吸い込まれてしまったように思うことが
あります。私たちは、イスラエルの人たちが廃墟と
なった都を前に絶望感に打ちひしがれたと同じく、
目の前の出来事に無力さを感じてしまうのです。こ
こで思い出さなくてはいけません。私たちの上に
は、主の栄光が輝いていることを。私たちの放つ光
は、自分の光ではない。神様から頂いた光です。そ
の時は、闇に吸い込まれてしまったように見える。
でも闇の向こう。見えない相手の心に、必ず届いて
います。私たちのやるべきことは、生ける神を告げ
知らせていく事のみです。私たちが生きていること
が証です。私たちが見えるところで、希望を失いか
けたとしても、どこかで私たちの放った光に照らし
だされた人たちが希望を持ち始めています。それぞ
れの教会が、試練の中に立たされている事と思いま
す。覆っている闇が深くて大きくて、立ち上がれな
い。身動きできない私たち。今、神は私たちをその
栄光で照らし、起き上がらせ、その光を放て。と、
ご命令されています。
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第 66 回関東教区総会のご案内
教区副議長

第 66 回 関 東 教 区 総 会 は 、来 る 2016 年 5 月 16 日
（月）〜17 日（火）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
設営は埼玉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 66 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」。総会のための委
員や奉仕者の選任をします。来賓紹介後の昼食時
には教区内の関係学校紹介をいたします。
昼 食 後 、准 允 式 ・按 手 礼 式 を 執 行 い た し ま す
（昨年度は２日目の朝。変更しました）。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。その後、新任教師紹介・隠退教師紹介、
そして教団問安使（雲然書記）によるご挨拶をい
ただきます。
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。今総会は教団総会議員選挙が行われま
す（教職 14 名、信徒 14 名）。秋に行われる教団総
会に関東教区の代表として出席します（任期二
年）
。祈りつつ投票をお願いします。
「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 終 了 し ま し た が 、教 区 と し て
2017 年 3 月まで募金を呼びかけ、支援活動を引き続
き行います。第 66 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、関連施設の支援
に取り組みます。特に再建工事完成間近の水戸中
央教会のために祈りを合わせましょう。また教区
募金を用いて、借入金返済に取り組む被災教会の
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支援、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、また耐震簡易診断支援に取り組
みます。震災から 5 年、被災教区として原発問題を
含め、震災を風化させることなく課題に取り組み
たいと願っています。
被災支援議案に関連して 1 日目夕方の報告・懇談
会では教区内の被災教会の現状報告と東北教区放
射能問題支援対策室「いずみ」からご報告をいた
だきます。
また合わせて昨年 9 月の東北・関東豪雨水害で被
災した水海道教会の報告もいただきます。昨年度
は応急修理と共に付属のこども園の復興に取り組
みましたが、今年度、会堂と牧師館の復興に取り
組みます。引き続き支援募金にご協力下さい。
なお震災５年と建物再建感謝、ならびに水海道
教会の現状報告のために、4 月末から 6 月中、各教
区総会を教区４役と教師常置委員が手分けをして
問安をしています。お祈り下さい。
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。昨年度はわずかに目標額に達す
ることができず、厳しい現実がありました。議案
と共に分科会でも扱います。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。
また会計関係の議案では教団伝道資金について
の教区としての取り組みも大切です。関東教区の
450 万円の支出を負担金に上乗せすることないよう
に取り組みつつ、伝道資金として教団から承認さ
れた 400 万円が小規模教会・伝道所の伝道支援に用
いられるように願っています。特に関東教区では
今年度よりこの伝道資金により、これまでの「教
区教会協力費」を充実させ、諸教会・伝道所の伝
道計画にこの資金を用いることができるように取
り組んでいます。
上記のように今総会は議案と共に、報告を受け、
分かち合うことが多い総会となりますので、今回
の総会は報告・懇談会を例年以上に時間を取りま
す。また分科会ではテーマごとに教区の課題を協
議いたします。よき協議ができることを祈ってい
ます。
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。共に祈りを合わせましょう。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。
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第６６回関東教区総会開催のお知らせ
〈公
告〉
第 66 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：2016 年 5 月 16 日（月）午前 10 時〜17 日（火）午後 4 時
（受付時間は、5 月 16 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）
［主な議題］
（1）按手礼･准允式執行に関する件
（2）開票事務局を設置し、第 66 回総会中に選挙開票を行う件
（3）教団総会議員選挙の件
（4）議長報告承認の件
（5）2016 年度教区活動方針に関する件
（6）秋季按手礼式･准允式執行に関する件
（7）｢ナルドの壺献金｣推進の件
（8）｢会堂･牧師館建設緊急貸出基金｣献金推進の件
（9）｢教育費互助基金｣献金推進の件
（10）｢2016 年度教団部落解放センター活動献金｣推進の件
（11）「韓国基督教長老会京幾中部老会との交流訪問募金」に関する件
（12）関東教区「東日本大震災被災支援」に関する件
（13）2016 年度宣教部活動計画に関する件
（14）2016 年度教師部活動計画に関する件
（15）教務･教勢･常置委員会報告承認の件
（16）各部報告承認の件
（17）常任･常設･特設委員会報告承認の件
（18）各地区報告
（19）関係学校･団体報告
（20）2015 年度関東教区決算承認の件
2015 年度教区歳入歳出決算報告承認の件
2015 年度会計監査報告承認の件
（21）2016 年度関東教区歳入歳出予算案承認の件
（22）憲法改正に反対する件
（23）第 66 回関東教区総会議事録承認の件
（24）次期第 67 回関東教区総会開催に関する件
その他
2016 年 4 月 12 日
日本基督教団関東教区
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総会議長

秋山

徹

地 区 だ よ り

去る 3 月 13 日、長岡教会を会場に新潟地区総会
が開催されました。開会礼拝では 3 月末をもって新
潟を離れられた新 井 純 教師（十日町教会）の説教
をお聞きしました。また問安使として疋田國磨呂
教師と飯塚拓也教師から、それぞれご挨拶をいた
だきました。
今 地 区 総 会 に お い て は 、特 筆 す べ き 議 案 は な
かったものの、新潟地区にとって宣教協力が今後
ますます欠かせなくなってきていることを実感す
る総会でした。各教会の教勢報告を見ると、ほと
んどの教会で礼拝出席者が前年比でマイナスと
なっており、地区として今後どのようにして諸教
会を支え、励ましてゆくかが大きな課題として示
されました。また、地区諸教会の現状を鑑みて、
地区会計予算の総額を減額することによって、各
教会の負担金を減らせないかという意見も出され
ました。このような現状を受け止め、2016 年度は
地区として宣教協力をどのような形で具体的に展
開して行けるのかを考え、示してゆきたいと思っ
ています。
2016 年 3 月末をもって、長年にわたり敬和学園高
校で宗教主任、寮長としてお働きくださった信 田
智 教師が退職・隠退され、同じく長きにわたり敬
和学園高校の寮務教師、宗教主任としてお働きく
ださった野 間 光 顕 教師も退職されました。また教
会担任教師では、十日町教会、田 沢 伝道所で 15 年
間牧会伝道にあたり、地区においては地区長をは
じめ、被災支援において力強いお働きをしてくだ
さいました新井純教師が他教区へと転出されまし
た。三年前に被災地石巻から新潟地区に着任され
た小 鮒 實 教師は、燕教会、三条教会の兼牧という
かたちでお働きくださいましたが、この度隠退な
されました。これまでのお交わりとお働きに心よ
り感謝いたします。

2 月 20 日、礼拝音楽奉仕者講習会を 3 年ぶりに行
うことができました。前橋中部教会を会場に、白
河教会オルガニストで教団讃美歌委員の竹佐古真
希さんをお迎えして、レクチャーと実技指導が行
われました。午前のレクチャーでは、参加者から
活発に質問がだされ、皆が豊かな礼拝を作ってい
くために熱心に取り組まれていました。参加者は
14 教会伝道所 31 名でした。
課題となっている事柄がいくつかあります。現
在、青年部の定期的な活動は休止状態となってい
ます。そこで地区の長期伝道委員会が中心になっ
て若手牧師が集まり、年に一度青年たちが集まれ
る会を計画し行っています。12 月 26 日に伊勢崎教
会で青年有志のクリスマス礼拝が開催されました。
今回は中高生を対象に呼びかけ、青年にはお手伝
い役を引き受けてもらいました。参加は 7 教会から
21 名。ゆっくりとした取り組みですが、各教会の
協力を得ながら青年の活動につながってくれるこ
とを願います。
今年度の地区委員会で検討してきたことの一つ
に 、地 区 規 則 作 成 の 検 討 が あ り ま し た 。こ れ は
2014 年度の群馬地区総会において話し合われたこ
とです。地区委員会でも総会での議論を受けて協
議を続けてきました。これまでの地区活動に関わ
る事項は、地区総会や地区委員会での協議を経て
確認された申し合わせに基づき、活動してきまし
た。3 月に行われた地区総会においても地区規則に
ついて意見交換しました。地区内教会伝道所の交
わりが深められる地区活動のために、ふさわしい
対応をはかっていきたいと思います。
地区の活動は恵みのうちに行われていますが、
高齢化や過疎化の進む中で、今後も現在のような
体制や規模で行うには限りがあります。群馬地区
にとって、この課題にどう取り組んでいくか、ま
た各教会伝道所のこれからの連携のあり方を考え
ていかなくてはならないと思います。群馬地区で
11 年にわたりお働きくださった沼田教会の渡邊大
修教師が、4 月から京都教区へ転任されました。

群馬地区

栃木地区

新潟地区
手束

地区長

地区長

藤

信吾

秀彦

地区委員長

「共に生きて働く教会」の主題のもとに、2015 年
度も群馬地区では多様な活動が行われました。

竹花

基成

2015 年 度 の 栃 木 地 区 は 、ア ジ ア 学 院 サ ン デ ー
（主に 6 月、地区内教会との交流）、続いて、栃木地
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区デー（7 月、地区互助献金）に始まり、宇都宮上
町教会献堂式（7 月）、教育部主催「I.T.研修会」（8
月、講師：森田泰司伝道師、野口佳男牧師）
、西那
須野教会就任式（9 月、潘 炯旭宣教師、大下正人
牧師）、オータムフェスタ（11 月、講師：櫻井淳司
氏）、教師部主催「世界宣教の研修」（1 月、講師：
ティモシー・アッパウ宣教師）、青年部主催「青年
部 の 集 い 」（1 月 、講 師 ：藤 正 信 師 、藤 和 子
師）、交換講壇（随時、13 教会参加）などが主たる
活動でした。
本年度は、静かな船出でしたが、後半激震が走
りました。栃木地区の中心的な教会の先生方が辞
任されることになったからです。宇都宮上町教会
の澤田 武牧師及び澤田直子牧師、四條町教会の
平山正道牧師、佐野教会の三浦國昭牧師です。周
知の通り、その働きは教会のみに留まらず多岐に
亘りました。改めて働きに感謝しております。栃
木地区は教誨師の働きが多くありますが、黒羽刑
務所は大下正人牧師、栃木女子刑務所は羽島載憙
牧師が新たに参与されます。
1）益子伝道 教会・地区・教区の祈りの中で、宣
教活動が継続されております。益子教会の礼拝
は土曜日です。
2）小山伝道 地区・教区の祈りによって開始され
た小山伝道が、本年創立 50 周年を迎えます。5
月 5 日（木、こどもの日）午前 11 時より記念式
典が開催されます。

茨城地区
地区長

福島

純雄

去る 3 月 13 日に 2016 年の地区総会が無事終了し
ました。特筆すべき事は、地区内諸教会が相互に
支え合うための資金として特別会計の設置が決め
られた点です。また、毎年地区総会が開催される
日を『地区デー』とし、この特別会計のために献
金を捧げる事も決議されました。
地区内における諸教会の近況をお知らせ致しま
すと、9 月の水害で被災した水海道教会ですが、関
連幼稚園の新園舎が完成し、卒園式はそこで行わ
れた由です。11 月から間借りしていた坂東市の保
育所（閉園していました〉からの引っ越しを 3 月 21
日にしました。地区内より沢山の助っ人が駆けつ
けてくれました。神の愛キリスト伝道所は現在新
会堂を建築中で、5 月位には完成予定です。また水
戸中央教会は現在ほぼ建物が完成し間もなく使用
開始ができそうだとの事、7 月 17 日（日）午後献堂

式の予定です。また、石岡教会は借地・借家にて
礼拝を守ってこられましたが、この 3 月末で明け渡
しとなり、幸いにも礼拝場所がすぐに備えられ、
土地取得・新会堂建築を早速計画しておられます。
守谷伝道所は、現在会堂として使用しておられる
土地・建物（会員の所有です〉を取得する決定を
されました。筑波学園教会も会堂改修が終わりま
した。
教師の異動ですが、この 3 月をもって、水戸自由
ケ丘教会の西上信義牧師が主任担任教師を辞任さ
れ、代わって坂口慶行伝道師が主任となられます。
またこの地区に十数年おられた久保田愛策牧師
（鹿島教会）は、岡じ関東教区ですが十日町教会へ
と転任されます。お覚え下さい。

埼玉地区
地区委員長

川染

三郎

埼玉地区は 61 の教会伝道所があります。それだ
けに多様かつ豊かな諸活動が行われています。地
区レベルのその活動が、各教会・伝道所に浸透し
ているのかを吟味しなければなりません。もし、
地区活動が特定の教会の活動に終わっているとす
れば、地区活動の在り方を検討しなければならな
いのです。2015 年度は、地区全体の修養会、新年
礼拝が行われ、ある程度、地区全体の教会の交わ
りがなされ、互いの理解を深めることができたと
思われます。2016 年度は、大規模な全体集会があ
りませんので、各最寄り区（1・2・3 区）での活動
に重点を移すことを検討しています。そのため、
地区常設委員会（伝道・教育・社会・教師の各委
員会）は最寄り 3 区から委員を出すようにして、さ
らに最寄り区に常設委員会を設けるようにし、地
区活動を広げたいと願っています,これまで、伝道
所及び集会所懇談会を開催していましたが、集会
所は無くなり、また伝道所も少なくなりました。
伝道所から教会になるときには信徒数がおおむね
20 名になることが求められています。埼玉地区で
は、信徒数（現住陪餐会員）が 20 名に満たない教
会・伝道所が約四分の一あります。さらにこれら
の教会・伝道所が 5 年後どうなるのかを考えると厳
しい状況が見えてきます、今、真剣に、教会の伝
道に取り組まなければなりません。そのため、地
区伝道委員会にこの課題に取り組んでいただきま
す。教会の活性化のために、「今、なすべきことは
何か」について取り組みたいと思います。
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新 教区事務所紹介

沖縄で関東教区「日本基督教団罪責告白」
を考える集いの報告

教区書記
竜ヶ崎教会牧師 飯塚 拓也
去る3月7日(月)〜9日(水)にかけて、沖縄教区宜野
湾セミナーハウスを会場に、
「沖縄で関東教区『日本
基督教団罪責告白』を考える集い」を開催しました。
この集いは、3年前の第63回関東教区総会で可決され
た「関東教区『日本基督教団罪責告白』
」を、沖縄教
区の皆さまに報告したいと計画し、あわせて、基地問
題に直面する沖縄の現実を学び、平和への取り組みを
共にしたいとの願いを込めました。
プログラムとしては、7日に那覇空港で集合し、嘉
数高台より普天間基地を見、車窓より沖縄国際大学ヘ
リ墜落現場を見て、セミナーハウスに到着。開会礼拝
の後、超教派で守られている「普天間基地野嵩ゲート
前でゴスペルを歌う会」に合流しました。8日は、名
護市汀間漁港より船に乗せていただき、辺野古の海で
の海上行動に参加。その後、辺野古浜座り込みテント
にて現地よりの説明をいただき、キャンプ・シュワブ
ゲート前での座り込みに参加。その後、高江ヘリパッ
ト建設阻止座り込みテントを訪ねました。そして、夜
には「
『罪責告白』についての協議会」を沖縄教区の
方々と共に守りました。9日は、セミナーハウスにて
参加による振り返りを行い、閉会礼拝をもって終了し
ました。参加者は16名でした。
辺野古での海上では、福岡高裁那覇支部の和解案を
受け入れたにもかかわらず、国は立ち入り禁止区域を
解除せず、ブイを超えて中に入る者たちを厳しく追い
立てていました。キャンプ・シュワブゲート前のテン
トも、高江ヘリパット建設阻止座り込みテントも、い
つ工事が再開されるかわからないという緊張感の中
で、座り込みが続けられていました。この様子はほと
んど全国に報道されることがありません。沖縄に行っ
て、その現場にたってはじめてわかることです。
「
『罪責告白』についての協議会」には、沖縄教区か
らも 10 名を超える参加をいただきました。沖縄に
とって罪責告白文は、自分たちの置かれている現実と
直結して読むものであることを教えられました。熱心
な、熱い協議ができましたことを感謝します。引き続
き、沖縄訪問を重ねることができればと思います。

栗原

清

教区事務所は、大宮教会のご厚意により、教会
建物の一部分を専用スペースとして与えられてい
ます。大宮教会の旧会堂は、疋田國磨呂牧師、勝
子牧師が着任されてから、老朽化した木造二階建
ての旧旧礼拝堂を取り壊して、「信・望・愛」の三
つの鐘を持った尖塔の付いた近代的な礼拝堂に建
て替えられました。
大宮教会のホームページには、「大宮教会は、プ
ロテスタントの改革長老派の伝統に立つ、日本基
督教団に属する関東教区埼玉地区の教会です。教
会堂の一部には関東教区事務所もあり、礼拝堂や
集会室は、教区・地区の集まりによく用いられて
います。1897（明治 30）年、アメリカのドイツ改
革派教会の宣教師（J.P.モール）によって 大宮町に
イエス・キリストの福音の伝道が開始され、大宮
教会が創立したのは 1903（明治 36）年、1941（昭
和 16）年に日本基督教団に加入して現在に至って
います。」と紹介されているとおり、埼玉地区や関
東教区の諸集会で用いられ、多くの人々に愛され
る教会堂でした。筆者も埼玉地区青年部、神学生
時代と旧旧会堂、旧会堂に折に触れて通い、思い
入れのある教会堂でした。
2001 年 5 月 1 日に浦和市、大宮市、与野市が合併
して、さいたま市が発足、2003 年 4 月 1 日には、政
令指定都市に移行しました。都市計画が策定され、
大宮区役所前の道路拡幅計画により、大宮教会の
敷地の提供と礼拝堂の建て替えが求められること
になりました。この都市計画により、大宮教会は
敷地の提供と、残された境内で教会建築を行う事
になりました。これに伴い、大宮教会と一心同体
の関東教区事務所は、同時に事務所建築移転とな
りました。昨年 12 月上旬には、大宮教会の教会堂
一部完成に伴い、教区事務所も引っ越し移転を行
いました。新「関東教区事務所」は、真新しい大
宮教会新会堂の南側道路に面して設置され、旧事
務所より大きく明るくなった執務室で、毎週火曜
日から金曜日の 10 時から 17 時迄の時間帯で執務を
行っています。皆様、お近くにお出かけの際は、
是非お立ち寄り下さい。
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第 65 総会期第 5 回常任常置委員会

第 5 回常置委員会の主な報告
教区書記

○第 5 回常任常置委員会（3/1 開催）
・「宗教法人関連の申請（第 23 条申請及び宗教法
人教会規則変更等）」が、事後報告に近い傾向
や、事前相談無しで常置委員会開催日当日に申
請書が教区事務所に届くケースがあります。関
係諸官庁の審査を経る申請となるので、事業の
計画段階から教区に相談していただき、慎重に
申請の準備をしていただく様にお願いします。
常置委員会直前で事前相談の無い申請は、内容
の精査の必要がありますので、当日の常置委員
会でお取り扱い出来ないこともあります。
・「伝道資金」を有用に用いて、諸教会･伝道所の
宣教･伝道の働きを推進するための「教区教会協
力費改定」を進めています。
○第 5 回常置委員会（4/12 開催）
・「第 66 回教区総会」の準備を行いました。教団
総会議員選挙、定例議案、議員提案「憲法改正
に反対する件」の議案を確認しました。
・按手礼、准允式志願者の面接を行いました。第
66 回総会で、按手礼、准允をそれぞれ受けられ
ます。おめでとうございます！
按手礼志願（敬称略）
遠藤 尚幸（伊勢崎教会主任担任教師）
小岩
輝（沼田教会主任担任教師）
齋藤眞理子（共愛学園小学校教務教師）
澁谷 実季（毛呂教会担任教師）
田中 弘子（燕教会主任担任教師）
玉置千鶴子（水戸教会担任教師）
准允志願（敬称略）
澤田石秀晴(浦和別所教会主任担任教師就任予定）
・試験運用中の「教区ホームページ（http://uccjkanto.holy.jp/index.htm）」は、2016 年 5 月より
正式版となります。教区書記を責任者とし、教
区事務所が管理します。各種申請書類のダウン
ロードが可能です。ご活用下さい。
・教務関係（敬称略）
（1）教会担任教師異動申請
鹿島教会
辞 久保田愛策（主・正）
就 大塚
愼（主・正）
就 大塚 泰惠（担・正）
日野原記念上尾栄光教会 辞 東海林昭雄（主・正）
就 疋田國磨呂（代・正）
埼玉和光教会
辞 三浦
修（主・正）
就 最上 光宏（代・正）
越生教会
辞 西海満希子（主・正）
就 江田めぐみ（主・正）
新発田教会
辞 小淵 康而（代・正）
就 下田尾治郎（代・正）
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宇都宮上町教会

栗原
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辞 澤田
武（主・正）
澤田 直子（担・正）
就 川崎 献一（主・正）
羽生伝道所
辞 星山 京子（主・補）
就 伊早坂貴宏（主・補）
北本教会
辞 石川 栄一（主・正）
就 温井 節子（兼主・正）
燕教会
辞 小鮒
實（主・正）
就 田中 弘子（主・補）
三条教会
辞 小鮒
實（兼主・正）
就 田中 弘子（代・補）
浦和別所教会
就 澤田石秀晴（担・補）
七里教会
辞 飯塚 拓也（代・正）
就 小林 則義（主・正）
菖蒲教会
辞 細谷 武英（主・正）
就 東海林昭雄（主・正）
水戸自由ヶ丘教会 就 西上 信義（主・正）
就 坂口 慶行（主・補）
埼大通り教会
辞 深井 智朗（代・正）
就 川添 義和（主・正）
東京聖書学校吉川教会 辞 小林 則義（坦・正）
十日町教会
辞 新井
純（主・正）
就 久保田愛策（主・正）
田沢伝道所
辞 新井
純（兼主・正）
就 久保田愛策（兼主・正）
四條町教会
辞 平山 正道（主・正）
就 川上
揚（主・正）
本庄旭教会
辞 木俣
修（主・正）
就 西上 信義（主・正）
（2）神学教師･教務教師異動申請
敬和学園高等学校 辞 野間 光顕（教・正）
辞 信田
智（教・正）
東京聖書学校
就 西海満希子（神・正）
（3）巡回教師登録申請：石川 榮一（正）
（4）隠退教師復帰願：横田 満朗（正）
（5）隠退届
三浦 修(正）、小鮒 實(正）、細谷武英(正）
小淵康而(正）、濱田辰雄(補）
・各種申請･届
（1）宗教法人申請
勝田教会(牧師館用地 181.38㎡と建物 106.19㎡）
大宮教会（牧師館（マンション）取得 80.81㎡）
石岡教会（教会用地 380.62㎡、教会堂 88.88㎡）
（2）教団特別財産寄付申請
守谷伝道所(教会境内地 270㎡、礼拝建物 104.95㎡）
三芳教会（駐車場用境内地 200㎡）
（3）教会規則（準則）変更申請
埼大通り教会(変更：事務所所在地、役員定数、任期）

教区事務所だより

社会保険事務だより

主事 金刺 裕美

保険事務 金刺 裕美

この度は、大きな地震が九州で発生し、どれだけ
の被害があるかまだ把握できていない状態にありま
す。亡くなられた方もおられ、また多くの方々が避
難生活を送られています。一日も早く地震の揺れが
おさまり、避難所生活から以前の生活に戻れますよ
うに、何よりも健康が守られますように祈ります。
何度も大きな地震による被災支援を受けている関東
教区です。今度は感謝の心をお返しできる時です。
◎書類の提出は、済みましたでしょうか？
たくさんの提出書類がありますが、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
教区の諸活動は、各教会から納入された教会負担
金により行われています。新年度のスタートと共
に、各委員会から交付金や経費の請求が出されてい
ます。教会財政が年々厳しくなってきている状況も
ありますが、分割等により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 10 日（火）までに必ず事前送金し
てください。総会当日の納入は、慌ただしい中での
入金処理で間違いも起こりがちですので、ご遠慮く
ださい。
◎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）
また、教区書記にご用の場合は火曜日にご連絡下
さい。
◎ＦＡＸ 書類送付の際のお願い！
今年度、議員登録票・教勢等諸報告・逝去信徒報
告をＦＡＸにてご提出いただきました。その中で、
白紙のものが数件届きました。発信元が確認できる
場合は再送をお願いできるのですが、判明できない
場合もありました。ＦＡＸの機械により、原稿挿入
の面が裏・表と違いますので、次回よりご確認の上
送付してくださいますようお願いいたします。

◎お詫びと訂正
健康保険料率の変更を、4 月分からとお知らせを
いたしましたが、年金事務所への 4 月納入分からと
わかりました。お詫びして訂正をさせていただきま
す。通常、年金事務所への納入は、前月分を納める
ようになっています。ですから、4 月納入分という
のは 3 月分の保険料という事になってくるわけで
す。通知文の読み違いにより、加入者の皆様から
誤ってお預かりしてしまいました。本当に申し訳ご
ざいません。過分な保険料は、5 月分にて精算をさ
せてください。
正しくは、3 月分からの社会保険料の料率です。
・健康保険料
9.93％→9.91％
※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。見込や未
確定の謝儀額報告により、トラブルが発生していま
す。年金事務所には、教会・伝道所からの報告のま
まに届出をしますので、問題が発生した場合は、教
会・伝道所の責任で対処してください。
◎年間自動払込金額一覧表の送付について
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。
作成には時間を要します。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。
該当者に送付しますので、期限厳守で提出くださ
い。なお、調査の有無にかかわらず、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、5 日以内に保険証を教区事務所までお返しくだ
さい。
◎生活習慣病予防健診の申込み
医療機関で予約後、教区事務所へお知らせくださ
い。
◎
「自動払込希望科目確認書」
未送付の教会・伝道所
提出期限までに送付されない教会・伝道所の 4 月
分は引落ができませんでした。別途送金をしてく
ださい。

編/集/後/記
私が関東教区に赴任して 2 年が経とうとしています。
2015 年度から教区通信委員をさせていただいています。
教区通信の委員をすることによって、更に関東教区の広
さを覚えました。教区通信の記事には、関東教区の多く
の豊かさが記されています。特に今の時代、いよいよ広

さが広がりとなって、キリストの福音の豊かさがますま
す証しされていきますように祈ります。教区通信が、そ
れらの証しをたくさん載せてゆけますように今年度も教
区通信へのご協力、ご愛読をよろしくお願いします。こ
の号が発行される 2016 年度も教会・伝道所が主の祝福の
（清水 義彦）
内に歩まれますように。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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■雪掘りキャンプ報告

■ＫＫＳキャンプ報告

「出会う! 働く! 考える! 十日町雪掘りキャンプ」
雪掘りキャンプディレクター

長倉

望（新潟教会牧師）

「あい〜友だちになるために〜」
KKSキャンプディレクター

三浦

啓（桐生東部教会牧師）

2 月 17 日(水)〜21 日(日）、十日
3 月 29 日(火)〜31 日(木)にアジ
町雪掘りキャンプが開催されまし
ア学院を会場に関東教区 KKS キャ
た。「出会う！働く！考える！」と
ンプを行いました。今回は関東教区
のコピー通り、朝の礼拝、日中の雪
の青年だけではなく、東北教区の青
掘り、そして夜は被災支援を学ぶ、
年も参加してくださり、総勢 38 名
という盛りだくさんの 5 日間。新井
で 2 泊 3 日を過ごしました。
先生が春から転任ということもあっ
今回の KKS キャンプのテーマは
て参加者も多く、十日町教会関係の除雪のみならず、 「あい〜友だちになるために〜」でした。
「あい」とは
栃尾教会にも伺うことができました。
聖書に記されている“愛”だったり、“であい” “たすけあ
雪国の人にとって、雪掘りは日常生活のひとコマ。 い” “かたりあい” “いのりあい” “うけとめあい”などい
「それは自分たちがやることだ」という覚悟を持って
ろいろな“あい”を表しています。関東教区や東北教区
暮らしていらっしゃいます。特に今年は雪も少なく、 という広い範囲から参加者が集まるために、初めて出
ボランティアは必要ないといえばないのですが、それ
会う人ばかりで 2 泊 3 日を過ごします。なので、今回
でも皆さん喜んで私たちを迎えてくださいました。そ
のキャンプではいろいろなことを学ぶことよりも、そ
れは「人手が来て助かった」というよりむしろ、「自
の前段階としてまずはみんなでお互いのことを知り、
分たちの、雪と共に暮らす冬の生活を知ってくれる」 仲良くなろう、友だちになろう、ということを目的に
ことへの喜びだと思うのです。
プログラムを組みました。
作業の後には必ず「お茶の時間にしましょう」と
実際に、キャンプでは東北教区の皆さんが遊びや音
言ってご自宅に迎えて下さり、雪国の大変さや楽しさ、 楽という賜物を用いてキャンプを盛り上げてくださ
豪雪地帯ならではの日常の一コマを教えてくださいま
り、参加者がすぐに打ち解ける雰囲気を作ってくださ
す。働く時間よりお茶の時間の方が長いくらいです。 いました。また、アジア学院のこと、アジア学院にあ
初参加の学生が「これでいいんだろうかと最初戸惑い
るベクレルセンターのこと、放射能や放射線のこと、
ました」といいつつこう続けました。
「でもそれは自分
東日本大震災や昨年に水害の被害に遭った水海道教会
が“役に立ちたい”ということを押し付けようとしてい
のことなどを皆で学び、分かち合う時も持ちました。
たのかもしれません。そんなことよりも、お話を伺う
また、2 日目の夜に行われたキャンドルナイトでは日
こと、教えてもらうことの大切さを感じました」
。
頃学校や教会で感じていること、KKS キャンプに参
自分のことを押し付けない。そこに生きる人たちの
加しての感想に加え、自分の弱さについて語ってくれ
声に耳を澄まし、自分たちの出来ることを考える。こ
る参加者もおり、KKS キャンプの 2 泊 3 日を通して
れは被災支援において本当に大切なことです。
「かわ
参加してくれた皆が友だちになるために互いの弱さを
いそうな人たちを助けてあげる」という傲慢な“上か
さらけ出す、互いの弱さを受け止め合うことができた
ら目線”ではなく、「災害の中で、それでもなお生きて
ことを実感し、嬉しい気持ちになりました。神様の導
いこうとする命の営み」に目を注ぎ、耳を澄ますこと
きにより素晴らしい 38 名を集わせてくださったこと、
によって始まっていく出会いや励ましがあるのです。
神様の守りの中で教会・伝道所・学校、地区、教区と
青年キャンプであり、同時に被災支援トレーニング
いう枠を越えて良い出会いと交わりを持つことができ
でもある「十日町雪掘りキャンプ」。今年もまた出会
たことを心より感謝し、次の青年活動は何をしようか
いと気づきの 5 日間でした。このキャンプに関わって
と心新たにすることができました。
くださったお一人おひとりに感謝いたします。
（1）

ＫＫＳキャンプの感想

東北と関東をつなぐＫＫＳ in 栃木、
那須、アジア学院
甘楽教会

齋藤

春歌

前回のＫＫＳキャンプから 3 年ぶりの参加でした。
久しぶりのＫＫＳで最初は楽しみ半分、不安半分だっ
たけれど、教会の方たちは皆さん明るく迎えてくださ
いました。
東北の人たちと交流するのは初めてのことでした
が、東北の教会の方々と会って、いつも誰からともな
く讃美歌を歌い始める明るい方たちばかりで、本当に
一緒に過ごして楽しかったです。
様々なボランティア活動をしてきた方々の話を聴い
て、何が起こっているのかを追究して、知って、何を
するべきかを考えて、行動する力が大切だと思いまし
た。また、牧師先生や同じ中高生たちと夜まで語ら
い、本音や苦痛を聞いてもらい、共有することの充実
さや、そんな存在があることがどれだけ幸せかを学び
ました。これからも皆さんとのつながりがあることを
嬉しく思います。

ての考え方が少し変わったと思う。今後少しでも、今
回学んだことを考えながら食料を消費していきたいと
思った。

ＫＫＳキャンプに感謝
須賀川教会

武藤

未菜

私はこのＫＫＳキャンプに参加して本当によかった
と思っています。中学生時代、自分に自信が持てず、
とても苦しい生活を送っていました。そんな時、私は
ＫＫＳキャンプという人との交流が学ぶことができる
キャンプと出会いました。
そこでは色々な友達と出会い、相談までできる友達
まで出来ました。最初は不安でしたが、みんなとても
いい人たちばかりでした。
高校になってから参加するかはわかりませんが、ま
た参加したいです。本当に良い思い出になりました。
ありがとうございました。

次のうち私が思っているものはどれ？
尚絅学院

片石

隆斗

ＫＫＳに参加して
鹿島教会

中川

共喜

今回初めてキャンプに参加し、コミニュケーション
の大切さを知った。初めて会う人に対しても対話力が
あれば、話を発展させることができ、友となることが
できる。外国人と話す時にも、英語が話せれば相手と
しても話しやすく、どんどん話が発展していく。今回
外国人と話す時にも、英語が話せないため話が発展し
ていなかった。今後生きていく上でも、対話を大切に
し、それをできるように英語力をつけていきたいと
思った。
アジア学院を見学して思ったのは、食料について、
とても真剣に考えており、話を聞いて僕も食料につい

⑴ごはんは ①美味 ②おいしい ③Delicious
⑵メンツは ①皆個性的 ②面白い ③ヘンタイ
⑶環境は ①ゆったりできる ②虫が多い ③開放的
⑷行事は ①集中できた ②楽しめた ③他人を知れた
⑸三日間は ①あっという間 ②もっと長くしてくれ
③早スギィ
⑹参加して良かった ①Oh Yes ②はい ③良くない
わけ（略）
（正解）（1）〜（6）全て
参加費用等で参加を悩んでいた今回のＫＫＳキャン
プでしたが、参加してやっぱ良かったです。楽しい人
ばかりで、プログラムも充実していて本当に楽しめま
した。次のキャンプは行けるか怪しいですが、楽しみ
にしています。

ＫＫＳＣＡＭＰを終えて
坂戸いずみ教会

サントこと石井

今回 1 日遅れましてキャンプに参加した訳ですが…
結論からいうと上手く混ざれて良かったです。ぶっ
ちゃけテンションが置いてかれちゃうかなって思って
た。でもどんなに教区が広がっても、ＫＫＳはＫＫＳ
でしたね。2 日目、夜の時点ではまるで 1 日目からい
たかのように溶け込めてて、私はカメレオンになれん
じゃないかと思います。
冗談はさておき、皆さんは、こんないきなり出てき
た馬の骨も受け入れてくださるから
（2）

教会 ＬＯＶＥ ♡
風呂も楽しかったしね。色々話せたしね。沢山遊べ
たしね。心にガソリンチャージさせてもらいました！
これを糧に大学生活へ進みゆきたいものですね。

楽しかったＫＫＳキャンプ
そのべ

桐生東部教会

さや

とにかく楽しかったです！最初はわりと軽い気持ち
で来ましたが、このキャンプで感じたことは、とても
多かったです。大震災の話から「人は 2 度死んでしま
うことがある」ということを思いました。1 回目は、
肉体的に亡くなってしまうこと。2 回目は、人に忘れ

られてしまった時です。もしかしたら私達は今、震災
で亡くなった人達を 2 回死なせてしまうのではないか
と思いました。私はそんな事はしないようにしたいと
思いました。また、人はそれぞれ悩みを持っているこ
とを知りました。私は、それを話せた事が１番自分の
中で良かったかなと思います。
このキャンプに参加しなければ絶対に会うことので
きなかった人に会えて、とても幸せだと思います。こ
こに来る前まで赤の他人としてそれぞれ生活してた人
達がこうやって仲良くなるのは本当にすごい事で、ま
たそれぞれの生活がはじまるけど、この仲間を忘れず
にいれたらいいです。

雪掘りキャンプの感想

関東教区十日町雪堀りキャンプに参加して
吾妻教会牧師

望月

達朗

雪堀りキャンプには初めての参加であった。キャン
プ初日、吾妻から十日町までは自家用車で移動したが、
関越トンネルを抜けると、それまで目に映っていた緑
の山々は、真っ白な雪景色へと様変わり…強い吹雪で
視界も悪くなり、それまで、ビュンビュンと車を走ら
せていたのが嘘のようだった。心積もりはしていた
が、実際目にすると圧倒される。“ここまでの降雪量
とは…”、豪雪地帯の厳しさを予感させるものだった。
キャンプを終えて帰路についた時、思った以上に疲
れていないことに気づかされた。意外だった。体力に
自信がある訳でもないし、手を抜いたつもりもなかっ
た。また、年齢が若いからとか、例年に比べて積雪量
が少なかったからとか、新潟の温泉が効いたからと
か、そういう理由からくるものでもなかった。何か別
のところから来ている、「疲れていない」という感覚
だった。もちろん、体力的には疲れていたのだと思
う。でもそれをはるかに補ってくれるだけの精神的な
支えがあったことに気付かされた。朝から夕方まで除
雪作業で共に汗を流し、夜には被災支援について共に
学びを深める、そういう 1 日 1 日を共有している仲間
がいたことは、疲れが癒える何よりのものであった。
労苦を共にし、そこで感じた様々なことを共有できる
時がなければ、疲労は何倍にも感じられていたに違い
ない。しかしだとすれば、この豪雪地帯で暮らし、毎
日一人で、膨大な除雪作業を余儀なくされている方々
の疲労感は、どれほどのものなのだろうか。
キャンプ３日目、豪雪に見舞われる栃尾教会の除雪
作業に行くことができた。栃尾教会の手束信吾牧師
は、広い駐車場一面に１メートル以上も積もった雪原
を見る時、「さすがに、心が折れそうになる」と言わ

れていた。日々、容赦なく降り注ぐ雪。屋根から落ち
て雪が積み重ると、除雪作業はさらに困難を極める。
手束牧師は、その除雪作業を一人で、1 日７〜８時間、
一週間かけて行う時も少なくない。集会や礼拝の準
備、地区や教区の仕事、その他様々な働きを担いなが
らの除雪作業であるのだから、その心労は、とても考
えの及ばないところにあることだけは分かった。限ら
れた時間でのお手伝いしかできなかったにもかかわら
ず、「心の支えになりました」と言ってくださる手束
牧師の言葉にただただ励まされるのみであった。
私の住んでいる吾妻にも、冬に数回、50 センチほど
の雪が積もることがある。もちろん、新潟の積雪量に
は遠く及ばない。しかし、その時、それぞれの家が雪
に閉じ込められ、それぞれの所で一人での雪かきを強
いられる。敷地が広ければ広いほど、疲労感も大き
い。でも、
「今、この同じ時、十日町や栃尾で、あの
教会で、あの場所で、あの人も雪をかいている」、そ
う思えるだけで力が湧いてくる。見えるところ、見え
ないところで、誰かが共にいると感じられることが、
どれだけ心の支えになるのか、そのことを改めて深く
学ばせて頂いたキャンプとなった。
できることは限られているかもしれないが、「共に
いる」ことの可能性を見据えながら、これからもその
ための働きに出来る限り加わっていきたいと思う。十
日町教会、栃尾教会の皆様はじめ、キャンプをお支え
くださった新潟地区の皆様、企画運営をしてくださっ
たスタッフの方々、現地で与えられた出会いに心から
感謝致します。
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ボランティアの役目
竜ヶ崎教会

飯塚

共生

私は今回、初めて本当の「大雪」を経験しました。

私は関東平野の生まれで、高校三年間は新潟の海沿い
で過ごしたものの、現在は関西に住んでいます。そん
な私にとって、雪とは一年間に二、三回降るかどうか
というもので、地面がうっすらとでも白くなれば「積
もった」
、三十センチも積もれば交通機関はほぼ全滅
するものだという常識がありました。そのため、私に
とっては雪が降るというのは一大イベントであり、学
校が休みになるなど、良い事尽くめでした。しかし、
十日町に来て、生まれて初めて雪を「掘る」という概
念を知りました。十日町の雪はとても重く、あっとい
う間に息があがります。しかし、周りの誰もが口にす
るのは「今年は雪が少ない」「今年の雪堀りは楽」と
いう言葉。そしてその言葉通り、十日町の人の顔は明
るく、雪像や雪まつりからはその辛い環境をも楽しん
でやろうという気概が伝わってきました。もはや「凄
い！」なんて感情では収まらない恐怖にも似た感情が
芽生えました。もしやこの人たちはサイボーグか何か
ではないかと疑いました。そして何より、そんな過酷
な環境にありながらもそこから喜びを見つけることの
できる人々を尊敬しました。
今回、雪が少ない中でも仕事を見つけて呼んでくだ
さるお宅がありました。雪堀りは孤独な作業です。だ
からこそ十日町では近所同士の連携が強く、それはボ
ランティアに来たワーカーとの関わりにも表れていま
した。例え雪が少なくても、ワーカーと共に作業を
し、家に入ってコタツを囲んで話し込む。ボランティ
アというとどれだけ現地のために働くかを思い描いて
しまいがちですが、本当に大切なのは、その地に生き
る人々と会話をし、コミュニケーションを取って、信
頼関係を構築していくことだと気付かされました。そ
れは一朝一夕で成るものではなく、これまで十日町雪
堀りキャンプに携わる人々が長い間努力を重ねてきた
結果です。そして、ボランティアの役目とは、それを
継続していくことにあるのではないでしょうか。
今回のキャンプを支えて下さった全ての方に感謝
し、この長く続く雪堀りキャンプの流れの一端となれ
たことに感謝し、大切なことを教えてくれた全ての事
に感謝したいと思います。

【２０１６年度宣教部の行事日程】
2016 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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2016 年度開拓伝道協議会ご案内
開拓伝道協議会委員長

竹花基成

新年度を迎え、希望に満ちて主の御用にお励み
のことと存じます。新年度も開拓伝道協議会ご案
内の季節がやってまいりました。新年度は栃木で
開催されます。宿泊は憩いの宿を準備中です。心
身共に日頃の疲れが癒され一層働きが祝されるよ
う願っております。どうぞ奮ってご参加下さい。
2016 年度 開拓伝道協議会ご案内
＊日 時
2016 年 6 月 27 日(月)〜28 日(火）
＊主 題 「高齢者への伝道〜終活から新しい生
命へ」
＊講 師
森田泰司先生（宇都宮東伝道所）
＊会 場
宇都宮東伝道所
＊宿 泊
１万円前後（一泊３食）
交通費等の補助を予定。
＊教会訪問 宇都宮教会 宇都宮上町教会
この協議会はどなたでも参加できます。特にま
だ一度も参加されたことのない方は、是非新年度
予定して頂ければ幸いです。
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「つながり」をつなげていく
統括主任

飯塚

拓也

2015 年度を迎えるにあたり、支援委員会では、東北教区被災者支援センター・エマオへのボランティア
派遣に継続的に取り組みと共に、関東教区内の被災教会の会堂再建に取り組んでいくことを確認しました。
エマオへのボランティア派遣は、支援ニュース等で都度参加を呼びかけました。被災から 5 年が過ぎる中
で、ボランティア参加者の減少傾向は否めませんが、教区として被災支援ボランティアの意識は定着してい
ると感じています。そして、そのことが、昨年 9 月 10 日（木）から 11 日（金）にかけて発生した「関東・東
北豪雨」による洪水被害に際して、
「水海道教会ボランティアセンター」へのボランティア協力として表さ
れたと思います。２日後の 13 日（日）の午後には、福島純雄茨城地区長を委員長とした水海道教会ボラン
ティアセンターを設置し、支援活動が始められました。スピーディーな設置と支援の開始の背景には、新潟
水害や新潟県中越地震、雪害、新潟県中越沖地震、そして、東日本大震災に至る、今までの大災害との取り
組みがあったと思います。災害は起きてほしくはないのですが、起きてしまったその時に、私たちが被災さ
れた方々とどう歩むのかが、その後の私たちのあり方に影響を与えることを確信しています。
水海道教会には、エマオから、そして兵庫教区からボランティアが駆け付けてくださいました。かつて
は、神戸へ、そしてエマオへとボランティアが駆け付けたところです。ここに見ることのできる「つなが
り」を、しっかりと見ていきたいと思います。
宇都宮上町教会は、7 月 19 日（日）に、喜びのうちに献堂式を行うことができました。新会堂いっぱいに
集まった方々の顔には、笑顔があふれていました。一つの教会の喜びを、多くの教会の人たちが祝うことが
できるのです。宇都宮上町教会の会堂完成は、「我がことの喜び」となっていました。これもまさに「つな
がり」です。水戸中央教会も優れた設計士と誠実な工務店の施工によって建築工事が順調に進み、完成を間
近に控えています（7 月 17 日に献堂式を行う予定です）
。
東日本大震災から 5 年を迎える祈りの中で、エマオからだけではなく、奥羽教区や東北教区放射能支援対
策室いずみからも祈りの言葉をいただきました。これは、
「決して被災を風化させない。むしろ、連帯を強
くしていきたい」との願いを込めてのことでした。2016 年度も、被災地・被災された方々・被災教会と共
に歩ませていただきたいと願っています。

東日本大震災被災支援委員会報告
報告者

小池

正造

今年度は、8 月、9 月、11 月、2 月の 4 回大宮教会を会場に行われました。最初に、継続して内外から献金
をいただいたことを感謝いたします。
今期は、①教区東日本大震災募金の再開をいたしました。教会再建に対する支援、耐震診断を希望する教
会への補助を目的として、2017 年 3 月までを期間としました（9 月委員会）。②水戸中央教会とアジア学院か
らの教団への支援申請内容を承認し、教団対策本部へ新生をし、承認をいただきました。これらの支援に
よってアジア学院オイコニアチャペルや水戸中央教会の会堂牧師館の再建が進んでいます。
これからも被災地・被災教会のためにお祈りください。

（1）

ĖĕĔēĒđĐđďĎčČ
2016 ċ 3 Ċ 11 ĕĉĐđĈćĆąĄąăĂāĀÿþąýüûúĈùø÷öĖõôĖĕĔē
ĒđĐđďĎčČóòĆñðćĆĉïîíìĄëêĒđé÷ąĄąăĂèçõæåćäãâ
áñĆàßÞõæóêÝÜèâèēÛáĈÚÙäØ×áÖðćĆĉÕÔÓëê59 ÒÑćĆĉ
ÐÏñäëÖÎÍÖÌË
ÊÉÈÇÆÅÄÃÂõù ÁæÀ
ēS RÆQÇõùÁæÀ
ÏñäëÖÎÍÖÌó¿Üð¾ĉ½Ùä
¿èĒđ»¹ 5 ċåÖ£ĊĕóPñðć
¼»ÍÎñºÍ¹ÍÖÌó¿Üð¾ĉĒđ
Ćĉ¸éëêONMLKJIèHGåÖ
¸é÷ëê¿ðÜ÷·Øä¶µè´³÷ć
£å¯V÷¼ÜðćĆĉqÑòèéè¯
»²óÖ»ÍØäê±°ÎÍ»ÙĆÌÑ¾ĉ
åóÖÕáñð¾ĉĒFEëDđÍ
¯èĒđÑê®»¹¬ñä«ÙĆª©ò
èÑCªó¿Üð{óêqiëB÷A@
¨ØÖðćĆĉÐ§óÖ¦Í¹¥¤ËåÖ£
Ì¤ò?ÍÜêñ÷Ùä¨Øèªó>
¢¡÷ ÖĆÌò¿ÜðćĆĉÍê
ćrðćĆĉqòÍ¼=<è;:÷¼9|
»¹áñĆÑĆ¾¹ÝÜê÷
äÖð¾ĉðĆê87ó6r¿¦åÖ
ÙĆĆóêąĄąăĂèçõæèª
£¢¡÷54Ĉ3Ć2÷ëÖ¹ñð{ĉ
©ÑćĆĉĆëê¯Í÷Ø÷Öä
ð×ð×1ćÖ0/ê.-ćäÖ¦Ć
çõæèª©ó¯¯÷ÖäØ×á¦èĈ¸
ëê>ćÑÖð¾ĉ
ĆÜè£÷ÙäÖðćĆĉ¯÷¿
ćäqċ,ëê+*ôÑē)đcĈ
ÙĆáèê÷ÖØÖ
('ćðćĆĉqċ,ąĄąăĂÑďĎč
èÖ÷ê Ü»»ÙäÖĆ£÷ò
ČĈ«£Ìë&%÷$#ó¿Üð¾ĉñ
Öð¾ĉąĄąăĂèĆèõùèĆ
ëêďĎùøòĒđ"_ä¹ñĆčČ!×
êñ×ÎØÝÜêÖäØ×áÙä
»¹Ñ¾ĉ
ÖĆ»ĈêäÖðćĆĉćäĆ
Ĉć¹ñĆù!÷ëê
÷åÙäñëēÍ~ðćÑ¿Üê}
óÜ¯ðñêèóåáñäÖ
|Ñ¿ÜðćĆĉĆëê¯ñĈÏñä
ð¾ĉ´åÖ£$ò¯¹ñäÖ¦è
ëÍÜð{ĉćäzòó÷yºñĆ
Ñ¾ĉĆćĆëêèñº¥å
xwÑ¿¦Ìĉ¼vÖuÎt£Ìóêè
¹åÖ£ÖĈ3ÙäćðÖð¾óê
Ñ¿¦ÌĈ÷srðćĆĉ
Ćë¯èĒđèõĈ£³»ćäÖØ
qêĆëóØ×áÙĆÐuÎt£
¯åóÑ¦èÑć£» ćäÖð
ËĈòÙäÝÜêð×ð× èp|ÍÖ
ÑòÏñÍÖ£÷¾¦Ć÷ë¥ċòZ
÷Ö¦©èòå÷o»ÍÎñºÍÜð
ÎäÖ»ÍÎñºÍ¹ÍÖÑć£ĉó
{ĉnÑêóm¾lkÕjÖä«
ä
¾¦èÑëÍØêÖðÑòĆć
ĆÖÑ¾ĉ
ĆëêÝÜZÎÍÎñºÍ¹ÍÖèÑë
qiëêèhågfeĈêäØ
ÍÖ»åÖð¾ĉÑ¾»¹ďĎčČÑë
½¹áñĆčČÑćĆĉ
ÍØêÝĎčČ÷¾ ÑëÍÖ»åÖ£
ąĄąăĂĈëdêĐcĈbÎĆõù
óÕñºåÖð¾ĉöĖõôòê
óa©å`ćØ_ä^áñäÖð¾ĉè
Đc÷¿Í»ÙĆõôòêĕĔ]èõ
]äóêè÷\£[rĈZÎäÖÎ
ôó÷[rĈZÎ¦Ć÷¯èĖĕĔē
ð¾£÷ĉèYXĈW¾å¯VÑ¿Ü
ĒđĈÏñÍÖóåÍ¦èÑ¾ĉ
ð¾£÷ĉU£ª©óê÷ÙäÃT
á{¹ñð¾£÷ĉÝÜZÎð¾ĉ

（2）

