
ハバクク書の預言者ハバクク
は神殿で奉仕した預言者の一人
であると言われますが確かでは
なく、ハバククという預言者が
どのような人であったかは何も
知られていません。ハバクク書
の内容から、紀元前7世紀の終

わり頃バビロンが勢力を持ち始め、周囲を帝国化
していった時代のユダの預言者の一人であろうと
言われています。
ハバククは1章2節から4節で律法を軽んじる民
が暴虐の限りを尽くし、神の民がそのために苦し
みの呻きを上げなければならないのは不法だと神
に訴えています。しかし、その訴えは聞かれず、
神の答えとして1章6節で「見よ、わたしはカルデ
ア人を起こす」という御言葉を与えられました。
ハバククはそれに対し、そのような神の裁きが
神の民であるユダにどうしてなされて良いかと訴
え、カルデア人による暴虐の現実を語ります。そ
してその嘆きに神がどのように答えてくださるの
かを見ていようと2章1節で語っています。
神は預言者ハバククに2章2節で「幻を書き記せ」

と命じ、神が与える幻をしっかりと板の上に書きつ
け、誰もが見えるようにせよと命じました。そして
その幻が実現する時を待てと3節で語っています。
圧倒的な敵の力を感じ圧迫を感じているところ
で大きな不安を感じている民が板書きされた神の
語る幻の御言葉を、神が与えてくださる時まで不
安なしで待つことが出来るでしょうか。
これは現代を生きる私たちの問題です。もちろ
ん、紀元前7世紀終わり頃のユダの民の状況と現代
の私たちの状況とは異なりますし、一人一人が抱
えている問題も違います。不安とするところも違
います。しかし、そのように時代も違い、不安を
与える原因も違うとしても、不安の中で、不安を
抱えて、そこで神の時を待つことができるかは、
一人の人間として同じところに立たされていると

言ってよいでしょう。
預言者ハバククはそのところで、「神に従う人は
信仰によって生きる」（2章4節の後半）と語ってい
ます。
この言葉は、何一つとして頼るべきものを持ち
えない者の言葉です。財産や資産はもちろん、友
人も、知人も、時として家族すらも頼りえない思
いとされているところで、それでも自分を生かし、
立たせてくださっているのは神のみであり、そこ
にしか立つ場がないと自覚せしめられた人間の言
葉であると言って良いでしょう。
パウロもこのハバククという預言者の言葉を引用
し、ローマ書1章16節以下で「わたしは福音を恥と
しない。福音は、ユダヤ人を始め、ギリシア人に
も、信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。
福音には、神の義が啓示されていますが、それは初
めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。
『正しい者は信仰によって生きる』と書いてあると
おりです」と、言葉を少し変えていますがハバクク
の言葉を使って信仰について語っています。
私たちは神に望みを置いて耐えることをしなけ
ればならない時があります。嘆くことをしても良
いでしょう。孤独を訴えても良いでしょう。恨み
つらみを言っても良いでしょう。しかしそこで私
たちは神に望みを置くことを失ってはならないの
です。私たちの信じる神は、主イエス・キリスト
において私たちを希望へと導いており、その希望
において生きることを私たちに与えようとされて
います。
それは私たちの心の内に自分で自分に希望を掻き
立たせて与えられるような希望ではありません。そ
のような希望は一種の自己満足であり、自己欺瞞の
ようなものです。私たちが与えられようとする希望
は、私たちが自分を虚しい者として、自分の心のす
べてを主イエスに明け渡していくことによって神か
ら与えられるところの希望です。その希望において
今という時を私たちは生きているのです。
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神によって与えられる希望

飯能教会牧師 𡈽橋　　誠

ハバクク書2章1ｰ4節
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新潟地区
見附教会牧師 柳田　雅江

事前に届いた総会の議案・報告書を読む事に時間を
要しました。それは、教区の1年の多岐にわたる働き
の記録と次年度の計画の中に神様の御心が、刻まれて
いると思いながら読み、自分なりの考えを纏めて出席
するためです。
議案・報告・礼拝・按手礼式・准允式・逝去者追悼
式・選挙を2日間で行うには、少し無理があると思い
ました。総会の運営方法などの検討が必要ではないか
と感じます。
16日夜に4分科会が行われ、翌日にプリントが配ら
れました。時間の関係で各分科会の報告が省略された
ように感じます。参加しなかった分科会も教区の大切
な働きの一部分です。
今回、特に思った事は教団の重要な役割を担う、教
団総会議員選挙に白票が多い事です。この結果のメッ
セージは、何だろうと思いました。議場から7名連記
の意見がありました。
（報告第2号-8「新潟県中越地震・新潟県中越沖地
震」被災教会・被災地支援委員会報告の中の㈽活動
2.…11年目を迎えた中で、10年の間に再建した会堂
の…建物のチェックを行う必要性が話し合われた。）
の報告に、会堂の雨樋の補修が出来るかなと考え、教
区の連帯に励まされました。2007年に会堂・牧師館が
建てられた事は、教区の皆様の祈りと大きな支えによ
ります。改めて復興の恵みを思います。社会が変化す
る中で、様々な宣教の働きが、実を結ぶようにと祈り
ます。
総会のために奉仕された皆様に、感謝します。

群馬地区
前橋教会 服部　直子

今回はじめて教区総会に出席しました。まずは指定
されている最前列正面に着席。日常に流される生活を

送る私にとり、次々と繰り広げられる出来事は、とて
も新鮮で驚きの連発でした。
教区内に、こんなに多くの教団の教会があるという
事実に驚き、組織の中にあることを実感。各教会がか
かえる問題、組織がかかえる問題を垣間見ることがで
きました。
そして、共愛学園小学校教務教師で前橋教会に出席
している齋藤眞理子さんの按手礼式に参列できたこと
は、ほんとうに嬉しかったです。全員の牧師が壇上に
集まり、按手を受ける方々を囲み手をあて祈る光景
は、とても感動的でした。先輩の手を通して神さまの
愛と力が注がれ、ひとつとされているのを感じ、胸が
あつくなりました。若き牧者がそれぞれの場で神さま
をあかしする働きができますようにとお祈りします。
総会終了間近になっても、議案が沢山あり、案じて
おりましたが、かけ足で終了。その間次々と献金推進
の件があり、これが今、教会の置かれている状況なの
でしょうが、主婦の私は、いささか息苦しさを感じま
した。献金と集金が違うのは言うまでもありません
し、献金に対する考えは人それぞれでしょうが、尊い
献げものが、神さまのご用に用いられますようにと祈
ります。
最後に、東北の片田舎にある母教会の方三人と総会
の場で再会したことは、驚きでした。子ども時代、青
春時代が懐かしく思い出され、お互いが現在それぞれ
の場で、主をあおぎ生きていることを確認できたこと
は、不思議で嬉しいことでした。

栃木地区
鹿沼教会牧師 髙﨑 正芳

原稿の締め切りに追われていたとき、水戸中央教会
から献堂式の案内状が届きました。東日本大震災で被
害を受け、会堂等の再建に奔走してきた関東教区内の
教会及び伝道所、関係施設の建築事業は、水戸中央教
会の竣工を以て全て完了します。しかし昨年9月の関
東・東北豪雨では水海道教会が被災し、教区総会の
1ヶ月前に起こった熊本地震でも甚大な被害が報告さ
れています。未曾有の震災から5年を経て、記憶の風

教 区 総 会 参 加 者 の 声
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化が危惧される中、救援事業に国内外から寄せられた
多くの支援に感謝するとともに、現在進行形の問題
（放射能被害、借入金の返済、今後の災害への備え等）
を確認し、課題として持ち帰った総会でした。
また、教会の再建事業は建物を竣工して終わりませ
ん。「宣教拠点の確保と、将来の宣教に向けての再建
を目指す」（議長報告）事業だからです。昨年度から
運用が始まり、議場や分科会でも様々な意見があった
「伝道資金規則」は、キリストの体としてわたし達の
教会が如何に建てられるのか、そのヴィジョンに関わ
る問題だと思います。関東教区として施行の1年延期
を求めたと報告があったように、施行当初の混乱や実
施を託された地区の戸惑いもありますが、それ以上
に、意見の背後にある福音理解や宣教に対する考え方
の違いを痛感しています。立場の違いをどう克服し
て、伝道資金の活用に反映できるのか。合同教会であ
る日本基督教団に課された試金石に思えました。キリ
ストが力強く宣べ伝えられるため、今総会の議論が一
里塚となることを願っています。

茨城地区
筑波学園教会 松井　　忠

総会に初めて参加しました。受付を小林祥人牧師、
嶋田恵悟牧師に助けていただきながらのご奉仕でし
た。受付の資料は埼玉地区の方々によって良く準備さ
れており、ご案内の手続きをスムーズにすることが出
来感謝です。
会議の前に、礼拝があり400名を超える議員が聖餐
にあずかりました。
何も分からずに参加しましたが、多くの収穫を得る
ことが出来ました。ナルドの壺献金ですが、なんと1
日10円の献金が1年間に1200万円の金額となり、12
の教会、伝道所の謝儀互助、9名の退職金年金の互助、
4名の退職金互助として祝された献金となって、関東
地区の事業の中で、最も用いられていることを知りま
した。
伝道の困難な地域で、ご奉仕をされておられる教会
を共に覚えて、このナルドの壺献金が益々祝されるこ
とを祈ります。
夕方には、開放していただけるかと思って参加しま

したが、18時から20時30分まで、別室で分科会があ
り、ハードなスケジュールの総会でした。
２日目の午後には、逝去者の追悼式が持たれまし
た。2名の教師、3名の教職、100名を超える信徒の
方々の名前がありました。私にとっても、この追悼式
が特別の時でした。七里教会の太田光夫牧師の名前が
あったからです。太田光夫牧師とは、高校が一緒で同
学年でした。卒業してから50年近くお会いすること
がありませんでしたが、大阪で活躍されておられるこ
とを、友人からお聞きしておりました、七里の教会に
赴任されたことも聞いておりましたが、もうメッセー
ジをお聞きすることが出来ないことが悔やまれます。

埼玉地区
坂戸いずみ教会 野澤　幸宏

教区総会に参加するたび、脳裏に浮かぶみ言葉があ
ります。「同じ口から賛美と呪いが出て来るのです。
わたしの兄弟たち、このようなことがあってはなりま
せん」（ヤコブ3：10）
礼拝をもって始まり、教区内の逝去者を共に追悼
し、震災や水害の被災地を共に覚え、准允・按手礼・
新任を共に喜んで、共に祈りつつ進められる総会で
す。それが、いざ議事となると、理性的とは言えない
ヤジが飛び、少数意見を正論で押しつぶすような場面
がみられます。聖なる公同の教会会議が、このような
有様でよいのか、これが神さまのみ心に沿う会議なの
だろうか、と思わされます。この総会への出席がきっ
かけとなり、信仰のつまずきに遭っている兄弟姉妹も
おられるということを聞いています。私のごとき若造
にははかり知れない困難な問題が山積しており、それ
だけに2日間の総会では時間が足りない、という事だ
けは理解出来ます。だからこそ、愛をもって丁寧に話
し合う必要があるのではないでしょうか。集うひとり
ひとりが、主の御許で平等な存在として互いを受け入
れ合い、愛をもっての対話がなされる関東教区であれ
るよう、その一員として祈ります。議長団をはじめ、
この総会の設営・運営のために奉仕され労苦された
方々に感謝し、その上に神さまのお慰めがありますよ
うに。
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祝

伊勢崎教会牧師 遠藤　尚幸
主は、私に主イエス・キリストの福音を、すべての人に宣べ伝えなさい、と命じられまし

た。今、その招きの声は、ひときわ大きな声になって、私の心に響いています。主の招き
は、私にとって、日本基督教団の教師となり、キリストの体なる教会に仕えることとして現
れました。洗礼を授けられ、ちょうど10年の節目に、按手へと導かれた恵みに、驚きを隠す

ことができません。私が今ここにあるのは、ただ神の恵みによる以外の何者でもありません。
十字架と復活の主が、今日も私を召してくださっている。私は、このことを信じ、このことのみを支えと
し、聖書の御言葉を正しく宣べ伝え、洗礼と聖餐の聖礼典を正しく執り行ない、主の再臨を待ち望みつつ、
教会形成をしていく所存です。

沼田教会牧師 小
こ

岩
いわ

輝
かがやき

主の聖名を賛美いたします。按手礼式の際には教区の皆さまに頭に手を置いていただき、
誠に感謝申し上げます。按手礼式からしばしの時が過ぎましたが、未だに 按手という体験は
忘れ得ぬものとなっています。一人の正教師が生まれることのために、どれほど多くの方々
の篤き祈りに支えられているのかということを改めて知るとともに、人間的には多くの欠け

や困難がありながらも、切り込んで来られる神の時があり、神の介入があることを知りました。主の御旨を
問い続け、格闘しつつ、絶えず御言葉を人々に語り、主の宣教の御業に参与していきたいと思います。「ど
うぞお話しください。僕は聞いております」そのようにいつも心の耳を傾けたいと思います。

浦和別所教会伝道師 澤田石
さわだいし

秀晴
ひではる

この度、浦和別所教会に着任いたしました澤田石秀晴といいます。どうぞ、宜しくお願い
致します。私は、定年退職後に、「余生」を生きるのではなく「与生」を生きることを示さ
れ召命に導かれました。関東教区総会において准允を受ける時、とても緊張しましたが、准
允を受けた後、多くの方からお祝いの言葉を頂き、心の中に大きな喜びが沸き上がってくる

のを感じました。いよいよ主に示された「与生」が始まったとの思いと緊張感を与えられ伝道・牧会にあ
たっています。これからは教区の皆様との交わりを深め、この地域への伝道に力を注いでゆきたいと思って
います。今、浦和別所教会では新会堂の建設が最重要課題です。皆様の祈りに覚えて頂ければ幸いです。

祝
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共愛学園小学校教務教師 齋藤眞理子
2016年4月に開校した群馬県前橋市にある、共愛学園小学校の齋藤眞理子です。按手を受
領することができましたことを感謝致します。
小学校では、子どもたちとの毎日の礼拝を大切にしています。日々の礼拝や行事を通して
子どもたち一人ひとりへ、また保護者の方々へ主イエスの教えを伝え、すべての人が神さま

から愛されている大切な存在であることを語り続けます。また神さまは、子どもを招く方であることにいつ
も立ち帰りながら、教会に遣わされている方たちと同様に主の御旨を仰ぎつつ歩んでいきたいです。私自身
が学校と教会の橋渡しとして、また主のからだである教会を愛している事を示しながら、学校と教会の両立
をはかりたいと願っています。

毛呂教会牧師 澁谷　実季
関東教区総会に於いて按手礼を受領させていただきました。ここに至るまで、正教師試験
を何度も受験している私を覚え、多くの兄弟姉妹の祈りに支えられ、主の恵みにより3月に
合格を頂き、この度按手礼受領という大きな恵みに与ることができ、心から感謝いたしま
す。按手の際に牧師方の熱い手が重なり合い。その重み、その祈りを受け、心身ともに熱く

され、これから牧師として御言葉の奉仕者として立つ覚悟ができました。
毛呂教会に遣わされて4年目を迎え、児童養護施設神愛ホームの児童指導員としての働きも始まり、主の
頭なる教会、施設を夫である弘祐牧師と共に形成し、主の栄光を現す為に共に歩んでいきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

燕教会牧師 田中　弘子
教会の皆様の祈りの中で、一信徒から育てていただき、この度、正教師として、按手を拝
領することができました。これまで、祈り、励まし、支えてくださった皆様に、心から感謝
を申し上げます。
まことに足らざるもの、小さき弱気ものを、神様のみ業に用いていただけることに、心よ

り、喜びを感じております。
私は、この4月から、燕教会の牧師として、また、三条教会の代務者として、主のご用にお仕えすること
になりました。教会の皆様と共に、主を証ししつつ歩んでいきたいと思っております。
わたしたち、小さき二つの群れの歩みを、お祈りに覚えていただければ幸いです。

水戸教会牧師 玉置千鶴子
このたびの関東教区総会にて按手を授かり、正教師として立つことが許されましたことを
主にあって感謝します。敬和学園高等学校を卒業後、同志社大学・大学院での学びを経て、
2013年度より茨城地区水戸教会及び聖光学園保育部に遣わされ補教師として歩んできまし
た。引き続き牧会の現場である教会・保育園に遣わされる中で、改めて一人の教師として立

てられている自覚と共に、何より幼い頃より神様と人々に愛され守られ導かれてきた確信を抱きながら与え
られた務めを誠実に果たしてまいりたいと思います。子どもたちをはじめとした一人ひとりが与えられた命
をそのままに輝かし、受け入れられる世界がきますようにとの祈りと共に…。どうぞよろしくお願いしま
す。



十日町教会・田沢伝道所牧師

久保田愛策
雪がほとんど降らず1年中マイル
ドな気候の鹿島から、国内有数の豪
雪地帯である十日町に赴任しまし

た。十日町教会と付帯施設である十日町幼児園の
働きが中心ですが、長野方面に車で20分ほどのと
ころにある、田沢伝道所の牧師も兼務しています。
さらに長野方面に車で10分のところで、津南町集
会という出張伝道も行っています。そして十日町
幼児園の姉妹園である山本愛泉保育園の理事長に
も就任しました。かなり忙しいですが、新潟中越
地震以降、ボランティアの皆さんのお働きのおか
げで、十日町教会は地域の方々の信頼を強く得て
います。私も地域の皆様に快く受け入れられてい
ます。ありがとうございます。

四條町教会牧師 川上　　揚
よう

前任教会は兵庫教区の明石教会で
す。13年の在任期間でした。附属幼
稚園の園長も同じ在任期間務めさせ

ていただきました。2016年4月からは、四條町教会
の主任担任教師と清愛幼稚園の園長、理事長を兼
任しています。栃木、および関東教区ははじめて
ですが、高校時代、群馬県の新島学園で過ごした
ことがありますので、北関東ということではなじ
みがなくはありません。
46歳での新天地、46歳といえば若くはないと思
いますが、こちらに来てからは「若いですね」と
言われることしばしばです。戸惑うばかりですが、
「若い」とは「変わらない」ということを意味する
のだと受け止めれば、背伸びする必要もない、等
身大でいいのかな、と思うこの頃です。

宇都宮上町教会牧師 川崎　献一
世間には、偶然という言葉があり
ますが、私は全て神の摂理の出来事
と信じています。この教団の結成も

「奇しき主の摂理」と呼ぶように、神の予定は揺る
ぎません。ホーリネスの群の人事異動の話を聞い
た時、私以上に妻が驚きました。それは妻の親
友？の鎌田康子師が牧会されていた教会、更に後
任者・池田なおみ師も妻の母教会・北九州復興教
会が出身教会だからです。２人とも若くして召天
されました。私は４代目の牧師で、３回目の転任
です。今度は腰を据えて12年（完全数）の在任を
目指しますが、神の御心は如何に？ちなみに私の
息子も摂理という名ですが、5代目の牧師になるか
どうか？摂理信仰に立ちます。

鹿島教会牧師 大塚　　愼
しん

この度、鹿島教会牧師並びに鹿島
幼稚園園長・理事長に就任するに際
し、まず、神様に感謝致します。

スーパーマンのような青木・久保田両牧師の後を
引き受ける事は、大きなプレッシャーですが、私
なりのペースでじっくり歩んでいければと思いま
す。安中で、生涯非戦に生きた柏木牧師の研究者
であった伊谷隆一（いたに・りゅういち）さんと
いう人に浪人生時代、お世話になった事が、牧師
への第一歩でした。25年程前、水戸教会伝道師時
代にお世話になった天国の白神（しらが）牧師に
も、心から感謝しています。
4人の子ども（3歳～20歳）と妻と共に、教会の
交わりと鹿島幼稚園の働きを通して、神に喜ばれ
る歩みを重ねていきたいと願っています。お祈り、
お支えを戴ければ幸いです。

鹿島教会牧師 大塚　泰惠
主の御名を讃美致します。学生時
代から21年間京都に住ませていただ
き、最後の15年間は、宇治教会でお

世話になりました。宇治教会では、結婚、小中学
生の子育て、出産、赤ん坊育てと、人生の転機と
思われる時期を過ごしてきました。鹿島教会・鹿
島幼稚園に主の導きにより夫と共に遣わされ、身
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着任してひとこと



の引き締まる思いでいます。力の弱い自分を暖か
く見守っていただき、感謝しております。ここで
の交わりもまた、わたしたちにとってかけがえの
ないものとなっていくことを感じています。神を
愛し、隣人を愛する歩みを祈り求めつつ、親子
共々成長させていただけますように一所懸命に励
んでまいりたいと願っています。どうぞよろしく
お願い致します。

埼大通り教会牧師 川添　義和
埼大通り教会はディサイプルの伝
統を持つ教会です。毎週聖餐式が執
行されます。それは良いのですが、

聖餐式の準備、配餐は牧師だと聞き、最初は戸惑
いました。多くの教会は、役員、長老が聖餐式の
準備、配餐をします。4月3日の礼拝より私が準備
をし、配餐をしました。けれども不思議なもので
す。聖餐式の準備、配餐の奉仕がいかに恵まれて
いるかを思わされました。特に配餐は、教会員一
人一人の顔を見ながらパンや杯を渡します。主に
与えられた恵みの一つとしてこれからも聖餐式の
準備、配餐に務めます。

菖蒲教会牧師 東海林昭雄
主よりの召しと信じ菖蒲教会へと
遣わされて来ました。主がなされる
御業は本当に不思議です。月日は半

世紀も経ちますが、小学生時代、郷里の秋田県横
手市で夏休み川遊びをしていた時、対岸で真っ白
い衣を羽織った人たちが次つぎと川の中に入って
行く姿が半世紀過ぎた今でも脳裏にくっきりと刻
まれています。
それは当教会の前任者である細谷武英牧師が洗
礼式を行っていた時の光景であったことを30年後
に知りました。
地元の教会に行ったのは誘われて行った子供会
一度きりで、そのような者が上京してKGK（キリス
ト者学生会）へと導かれ、キリスト者となりました。
サラリーマン、会社経営の経験の後、献身へと
導かれ、そして日本基督教団の牧師となって、そ

れまで全く面識のなかった細谷師との交わりを持
つことになろうとは想像すら出来ないことでした。
菖蒲教会は現在、大変困難な中におかれています
が、病のために引退を余儀なくされた細谷牧師の信
仰と思い深く受け止め、関連のあやめ保育園と共に、
地域伝道に仕えていきたいと思っています。
どうぞ御加祷ください。

七里教会牧師 小林　則義
七里教会は昨年4月、太田光夫牧
師を突然天にお送りしました。教会
員は大きな悲しみを体験いたしまし
た。神に祈り求めつつ、代務者の飯

塚拓也牧師に支えられ礼拝を守ってきました。無
牧を体験した教会はひと味違った強さがあると言
われていますが、確かにその通りだと思います。
それは信仰の自立という強さであり、あくまでも
神に祈り求めるという強さであると思います。七
里教会が無牧となった昨年、私は月に1度の礼拝の
ご奉仕をさせていただきましたが、次第に七里教
会に導かれていきました。神の導きと教会員の祈
りがそこに確かにあったのだと思います。新たな
地でご奉仕が出来ますことを感謝しています。

愛泉教会伝道師 疋田　義也
春から埼玉県加須市の愛泉教会に
着任した疋田義也です。九州から関
東への赴任となりますが、育ちが大
宮区（旧大宮市）であり、故郷に

戻ってきたというのが実際の所感です。
この度遣わされた愛泉教会は戦争で親を失った
日本の子どもたちを保護する為キュックリッヒ宣
教師により創立された愛泉寮（児童福祉施設）が
その原点にあると伺いました。今日も愛泉寮で生
活をしている子どもたちを始めとし、愛の泉の老
人福祉施設の利用者の方が愛泉教会で礼拝を捧げ
ています。
福祉に関わることは初めてですが、愛の泉の社
会福祉の働き、また愛泉教会の礼拝を通じて、神
様の愛の業の為に祈り励んで行きたいと思います。
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巡回教師として思うこと

教区巡回教師 森野善右衛門
東北学院大学キリスト教学科を定年退職して、
関東教区巡回教師として受け入れられてから、今
年で丁度20年になる。仙台から前橋に居を移し、
群馬地区教師会のメンバーとして、聖日礼拝は前
橋教会に出席し、月1回の赤城山礼拝（15年3月で
休止）でも「主の食卓」を担当させていただいた。
一昨年秋には、関東教区開拓伝道協議会のメン
バーが現地訪問され、意義深い交流の機会となっ
たことが記憶に新しい。
教団では、教規第128条で、教師はその職務に
よって　1．教会担任教師　2．巡回教師　3．神学
教師　4．教務教師　5．在外教師に分類され、巡
回教師は、「教区からの派遣により、巡回伝道およ
び問安に従事する者」となっている。昨年度まで
は、私と冨井鉄兵教師（新潟地区）の2名であった
が、今年度から石川栄一教師（埼玉地区）が新し
く加えられた。（教区通信委員会注：6月中旬原稿
受領当時）
巡回教師は、教会担任教師や教務教師とは違っ

て、その活動の場所と枠が固定されていないとこ
ろに特色があると思い、教師の休暇や交代時に、
教会の応援や開拓の働きを担当し、教区外に及ぶ
こともあった。各個教会の伝道・牧会の働きが孤
立化しないで、教会間に問安と交流の場が作られ
広げられることが大切であろう。
そこで報告と交流の場となることを願って、「上
毛通信」を年4回発行して、この7月で85号を重ね
た。毎号多くの読者からの応答があり、対話と交
流の場となっていることは喜ばしい。
現在の教団は、「教団新報」などで見る限り一方

的な伝達広報誌となっていて、異なる意見が切り
捨てられ、対話が成立しなくなっているように思
われる。「教区通信」にも「読者のページ」が設け
られたらどうであろうか。
「上毛通信」10年の機会に、そこに掲載した記事
を選んで一書とし発行した『歴史を生きる教会─
この世の旅人・寄留者として』を2015年に再刷し
た。ご参考までに。
教区名簿を拝見すると、34名もの無任所教師が
おられるが、巡回教師として「現職」に復帰して
いただくことができればうれしく思う。

第66回関東教区総会は、2016年5月16日（月）
～17日（火）の日程で、大宮ソニックシティ小ホー
ルを会場として開催されました。

○第1日目　5月16日（月）
関東教区総会は、主イエス・キリストの神を礼
拝する事から始めます。共に主を讃美し信仰告白
をする事により、聖書の御言葉を取り次ぐ説教者
の𡈽橋誠師（飯能教会）を通して神の御言葉に与
り、聖餐の恵みを分かち合い、献身の心を持って
献金をささげました。
礼拝後は、組織会を経て総会特別委員の選任、
執行順序・議事日程が承認されました。按手礼・
准允式の執行議案は決議され、第66回教区総会中
に教団総会議員選挙の開票事務局設置が承認され
ました。その後、昼食休憩までの時間、在日大韓
基督教会からの来賓者紹介と、ご挨拶がありまし
た。昼食休憩に続いて、教区関係学校・団体の紹
介がなされ、午後の議事に先立って按手礼式・准

允式の執行がなされました。受按者・受允者につ
きましては、教区通信の今号掲載記事を参照くだ
さい。また、関東教区に在籍され25年間仕えられ
た教師、白石多美出師（春日部教会）、山崎ハコネ
師（敬和学園大学）、佐々木佐余子師（白岡伝道
所）、髙橋悦子師（桶川伝道所）と昨年度末で隠退
された教師、真鍋祐一師（村上教会）、三浦修師
（埼玉和光教会）、小鮒實師（三条教会、燕教会）、
細谷武英師（菖蒲教会）、小淵康而師（代 新発田教
会）、横山義孝師（教 東京聖書学校）、木俣修師
（本庄旭教会）の紹介があり、出席された横山師が
挨拶され教区議長が謝辞を述べました。そして、
今春より関東教区に着任された教師の紹介があり
ました（今号掲載記事を参照ください）。雲然俊美
教団問安使、薮田安晴年金局理事長、上原一茂出
版局営業課長による問安使挨拶がなされ、布田秀
治東北教区放射能問題支援対策室「いずみ」運営
委員長が紹介された後に、質疑応答がなされまし
た。

教区書記 栗原　　清

第66回関東教区総会と第1回常置委員会及び第1回常任常置委員会報告



議事に先立ち議運からの提案により、第一回目
の教団総会議員選挙が行われました。この選挙に
先立ち「全数投票ではなく半数投票で行う」議員
提案がありましたが、採決により賛成少数で、通
常通り全数選挙で投票が行われました。
全体協議する事は、ホールを借りている都合上、
時間の制約がありますので、議案や報告が全て上
程された後、四つの分科会へ回付されました。初
日の議事終了後、分科会の直前には、布田秀治東
北教区放射能問題支援対策室「いずみ」運営委員
長が、プロジェクターにより支援活動の報告、そ
の後、有意義な懇談がなされました。同時刻帯で
予定されていた「災害」復興支援報告は、時間の
関係で翌朝に延期されました。その後、分科会は、
隣接したソニックシティビルに会場を移動して4つ
の分科会（教区伝道関係、教会互助関係、宣教部･
社会活動関係、教区財務関係）に分かれて開催さ
れました。分科会後は、総会特別委員会が開催さ
れました。

○第2日目　5月17日（火）
教区総会二日目の最初は、「災害」復興支援報告
を、プロジェクターにより、飯塚拓也「東日本大
震災」被災支援委員会統括が行いました。特に、
震災後5年を迎え、教区内で教会の建て替え工事
は、水戸中央教会で最後となり、総会時点で新築
建築工事もほぼ終了、7月には献堂式を予定してい
る事が報告され、会場は神様への感謝と大きな喜
びに包まれました。
各分科会報告、総会特別委員会報告等は、報告
書の配布をもって行いました。これは、報告時間
を削減し、議案審議に時間を優先させるために、
前回より行われています。
二日目の午後は、2015年度に逝去された教師と
信徒の「逝去者追悼礼拝」を、加藤久幸師（水海
道教会）の司式により行われました。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。教区常置委員会が提案した定例議案は、
全て承認可決されました。今回の総会で、飯塚拓
也議員の提案となる議案第18号「憲法改正に反対
する件」が審議されました。終了時間が迫る中、
時機を逸せずに声明活動をする事を優先し、字句
の訂正等は教区常置委員会に付託し、「第66回関東
教区総会」の名前で声明することが、賛成多数で
議決されました。
最後は、熊江秀一副議長の聖書朗読と祈りがさ
さげられ、第66回教区総会を終了しました。最後
になりますが、この場をお借りして設営担当の埼
玉地区の皆様、総会事務局、集開票委員、その他

のご奉仕者の皆様に心より感謝を申し上げます。

○教団総会議員選挙結果（敬称略）
教職議員
1 秋山　　徹（埼玉・上尾合同）
2 熊江　秀一（新潟・新津）
3 栗原　　清（埼玉・武蔵豊岡）
4 村田　　元（群馬・群馬町）
5 石橋　秀雄（埼玉・越谷）
6 島田　　進（茨城・日立）
7 疋田國磨呂（埼玉・大宮）
8 田中かおる（埼玉・安行）
9 小池　正造（新潟・東新潟）
10 東野　尚志（埼玉・聖学院）
11 深谷　春男（埼玉・東京聖書学校吉川）
12 飯塚　拓也（茨城・竜ヶ崎）
13 木村　太郎（栃木・宇都宮）
14 最上　光宏（埼玉・所沢みくに）
信徒議員
1 金刺　英雄（埼玉・上尾合同）
2 内田　聖子（新潟・長岡）
3 豊川　昭夫（埼玉・越谷）
4 佐久間文雄（埼玉・志木）
5 菊地　　愛（新潟・東中通）
6 國吉常喜與（栃木・宇都宮上町）
7 高崎　道子（栃木・鹿沼）
8 和田　　直（茨城・日立）
9 勝野　奉幸（埼玉・大宮）
10 奥田　幸平（埼玉・埼玉新生）
11 半田香代子（群馬・原市）
12 山川　秀人（埼玉・聖学院）
13 滝川　英子（埼玉・七里）
14 黒田　　毅（埼玉・武蔵豊岡）

○第66総会期第1回常置委員会報告（6月7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」佐々木千沙子師（東京
聖書学校吉川教会担任教師）、關橋 賢師（原市教
会主任担任教師）、疋田義也師（愛泉教会担任教
師）、森田泰司師（宇都宮東伝道所主任担任教
師）の推薦と「補教師試験受験志願者」の中西
恭子氏（新潟信濃町教会信徒）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（群馬町伝道所）、金子智氏
（中条教会）の推薦を承認しました。
・「第66回教区総会議案 第18号 憲法改正に反対
する件」について協議の結果、意見や要望を加
味して修正し、時機を逸せずに関係機関へ関東
教区声明として郵送する事にしました。
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・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。未提出、未審査の教会･伝
道所は、各地区長へお問い合わせください。
・「宣教綜合協議会」開催について、宣教部より
の提案を承認しました。日時：7月18日（月）10
時～15時半、会場：埼玉新生教会
・第67回教区総会会場について、日時：2017年5
月30日（火）10時～31日（水）16時、会場：大
宮ソニックシティ小ホール、設営担当は、群馬
地区となります。
・各種申請に関する件（敬称略）
（1）教会担任教師異動
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）

宇都宮上町教会 辞 澤田　　武（主・正）
辞 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（代主・補）

浦和別所教会 辞 浅田美由紀（担・正）
就 澤田石秀晴（担・補）

菖蒲教会 辞 細谷　武英（主・正）
就 東海林昭雄（主・正）

埼大通り教会 辞 深井　智朗（代・正）
就 川添　義和（主・正）

水戸自由ヶ丘教会 辞 西上　信義（主・正）
就 坂口　慶行（主・補）

七里教会 辞 飯塚　拓也（代・正）
就 小林　則義（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・正）

就 久保田愛策（兼・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）

沼田教会 辞 渡邊　大修（主・正）
就 小岩　　輝（主・補）

中条教会 辞 下田尾治郎（代・正）
就 富井　鉄兵（代・正）

愛泉教会 就 疋田　義也（担・補）
佐野教会 辞 三浦　國昭（主・正）

（2）巡回教師･神学教師・教務教師異動
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 辞 横山　義孝（神・正）

就 西海満希子（神・正）
共愛学園小学校 就 齋藤眞理子（教・正）

（3）宣教師人事
アジア学院（宣教師派遣願）
ダニー・ラパート（ブレズレン教会）
派遣期間：2016年6月1日～2018年3月末迄
共愛学園高等学校
カレン・ストリーダム（ダッチ改革長老教会）
派遣期間：2016年4月1日～2018年3月末迄

・各種申請･届
（1）宗教法人法 第23条申請
勝田教会（牧師館用地181.38㎡、建物106.19㎡）
大宮教会（牧師館取得/マンション80.81㎡）
和戸教会（境内隣接土地取得454㎡）
十日町教会（境内建物除却及び土地売約288㎡）
石岡教会（教会用地380.62㎡、教会堂88.88㎡）
志木教会（園舎･牧師館建築の為の担保借入）

（2）教団特別財産寄付申請
守谷伝道所（教会境内地270㎡及び建物104.95㎡）
三芳教会（駐車場用地198.36㎡）

○第66総会期第1回常任常置委員会報告
（7月12日開催）

・教区教団問題協議会は、2016年10月15日（土）
に開催を予定しています。講師や会場は、現在
交渉中です。皆様の参加をお待ちしています。
・教区四役による問安について　教区内の教会･伝
道所の安否を問う為に、教区四役による問安を
行っています。様々な課題をお持ちの教会･伝道
所で、教区四役の問安を希望される場合は、お
申し出ください。迅速に対応いたします。
・教区内に現在、「『新潟県中越地震･新潟中越沖地
震』被災教会･被災地支援委員会」と「『東日本
大震災』被災支援委員会」の二つの被災支援委
員会がありますが、今後、どのような災害に於
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いても対応する為に「災害対応委員会（案）」等
と名称を統一し、災害毎の会計処理とする方向
で、常置委員会に提案します。
・第66総会期 常置委員会開催日程のお知らせ
2016年9月6日、11月8日、
2017年2月7日、4月11日
いずれも火曜日10時30分から行います。
申請書作成の参考や目安にしてください。

ます。さらに、「戦争の放棄」を「安全保障」に変
え、第9条を改正して武力行使を可能とする道を開
くものとしています。また、「基本的人権の保障」
「信教の自由」という「民主主義の原則」を制限
し、「国家のための国民」体制を築こうとしていま
す。
「憲法改正」が「日本を、取り戻す」ための最後
のくさびであり、「憲法改正」によって「戦前への
復帰」を目指そうとしていることは明らかです。
かつて日本は戦争遂行のために「国民総動員」
体制を強め、天皇を神とする国家体制を確立し、
それに従わない者を徹底的に弾圧しました。信教
の自由は損なわれ、教育、思想、宗教への介入が
行われ、国家への服従が何よりも優先されました。
今、再び、同じ過ちの道に入っていこうとする国
のあり方に対して、私たちは強く反対いたします。
「あなたには、わたしをおいてほかに神があって
はならない」（旧約聖書出エジプト記20章3節）と
あるように、私たちは決して天皇を元首とあおぐ
ことはできません。
「平和を実現する人々は、幸いである」（新約聖
書マタイによる福音書5章9節）とあるように、私
たちは日本と世界の平和を守ることを教えられ、
「彼らは剣を打ち直して鋤とし　槍を打ち直して鎌
とする　国は国に向かって剣を上げず　もはや戦
うことを学ばない。」（旧約聖書ミカ書4章3節）と
あるように、戦争へと向かうあらゆる動きに反対
します。
また、「人は、たとえ全世界を手に入れても、自
分の命を失ったら、何の得があろうか。自分の命
を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。」
（新約聖書マルコによる福音書8章36，37節）とあ
るように、一人ひとりの命の尊さを脅かそうとす
る動きに反対します。
私たちは、国を導く方々のために祈り、平和主
義と国民主権に基づいた政治が行われることを祈
ります。そして、神からゆだねられている「地の
塩・世の光」（新約聖書マタイによる福音書5章13
節以下）としての役割を果たし、国が正しい道へ
と導かれるために声をあげていきます。

［2016年5月17日（火）　第66回関東教区総会にて
可決］

2012年12月に第二次安倍内閣が成立して以来、
安倍内閣は「日本を、取り戻す」とのスローガン
のもとで、日米ガイドラインの改定、国家安全保
障会議設置、特定秘密保護法、防衛装備移転三原
則、集団的自衛権の行使容認の閣議決定、安全保
障関連法といった、対米追従の戦争参加準備を進
めてきました。また、それらに歩調を合わせるよ
うに、言論の自由への侵害が強まり、政府の意に
反する報道等への抑圧は看過できないところにき
ています。
昨夏の安全保障関連法とその成立過程の問題点
は、「立憲国家」を否定するものです。歴代の内閣
法制局長官やほとんどの憲法学者たちが、憲法違
反の法案であることを指摘し続けたにも関わらず、
また、多くの知識人や若者たちが立ち上がり反対
の声を挙げ、国民の共感を得ているにも関わらず、
国会は政府与党の数の論理で強行採決を行いまし
た。そのあまりの強権さに対して、国民の反対の
声は強まることはあっても、弱まることはありま
せん。多くの国民が、安倍政権が目指している国
の方向に、強い危機感を抱いています。
この度、安倍首相は、7月に予定されている参議
院議員選挙において、自民党の選挙公約の中に
「憲法改正」をおいています。当初は衆議院を解散
し衆参同時選挙を行って、憲法改正に向けた議席
獲得を打ち出していましたが、昨今の情勢によっ
て衆議院解散は見送られました。しかし、「憲法改
正」に向けた自民党の動きは何ら変わってはいま
せん。
2012年4月27日決定の自民党の「日本国憲法改
正草案」では、第1条において天皇の地位を「象
徴」から「元首」にするところから始まり、「国旗
及び国歌」「元号」を憲法に明記し、それによって
天皇を頂点とする国家体制を構築しようとしてい
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主事　金刺　裕美

今年度の教区総会は、会場予約の都合で例年よ
り10日ほど早くなりました。ペンテコステの礼拝
を終えて、大急ぎで集合・準備に取り掛かってく
ださった埼玉地区設営委員のご奉仕をはじめ、多
くの方のご奉仕で教区総会を進めることができま
した。皆様方に心より感謝致します。
◎「教区一覧」（名簿）をお届けいたします。
各教会・伝道所・学校・関係団体に、2部ずつお
送りいたします。教会・伝道所の教師異動・住所
や電話の変更、巻末に2016年度の教区活動予定も
あります。また、各種献金の送金先も記載してい
ます。どうぞ、追加・変更・訂正等、お気づきの
点は教区事務所へご連絡下さい。
◎教区ホームページをご活用ください。
URL h t t p : / /ucc j kan t o . ho l y . j p
教区内教会・伝道所の紹介、教区関連の集会案
内・報告等がとても早くご覧いただけ、また写真
も掲載してありますので良く様子が分かります。
教団・教区への各種申請書などをダウンロードす
るのにも便利です。ぜひ、ご活用ください。
◎教区事務所の夏期休暇について

8月12日（金）、16（火）～18日（木）
※土・日・月は通常通り休業です。
※緊急連絡先　栗原　清 教区書記
04-2965-4348　F（武蔵豊岡教会牧師館）

◎教区事務所への送金についてお願い
教区への送金は、教会負担金やナルド献金をは
じめ各種献金がありますが、教団や年金局、時に
は各地区への送金が間違って入金されてきます。
改めて本来の所へ教区から送るのですが、送金料
が二重に掛かることになります。できるだけ、経
費の節約をしたいと願っておりますので、送金時
には教区一覧の裏表紙に掲載されている口座番
号・口座名をもう一度ご確認ください。

社会保険事務 金刺　裕美

いよいよ暑さ厳しい夏がやってきます。それぞ
れの教会・伝道所でも、いろいろと夏期の諸行事
が計画されていることと思います。熱中症などに
は十分気を付けてお過ごしください。
◎扶養者調書の提出、ご協力感謝します。
すでに被扶養者資格を持っている方が、就職や
収入増加などで資格喪失されていないかを確認を
するためのものですが、今回の調査では、該当者
はいませんでした。随時、変更がありましたら、
保険証の返却を忘れずにお願いいたします。
◎算定基礎届けが済みました。
毎年、7月初めに4.5.6月分の謝儀額を年金事務所
に届出します。この届けは、今年9月から来年8月
分までの保険料等級を決定するためのもので、「算
定基礎届」と言います。基礎届により、2等級以上
の変化は7月分から、1等級の変化は9月分から保
険料が変更になります。該当者へは、変更通知を
お送りいたします。
◎夏季賞与社会保険料について
標準賞与額（賞与支給額の千円未満を切り捨て
た額）に、各料率をかけて算出してください。保
険料は、8月末までに納入をお願いいたします。※
自動払込をご利用の方は、8月26日（金）の引落日
までに入金をしてください。
◎厚生年金保険の料率改定について
毎年9月分から厚生年金保険料が0.354％ずつ上
がります。（2018年までの予定）新料額表は、別途
送付いたします。
厚生年金保険料　17.828％　⇒　18.182％
※冬季賞与保険料は、上記料率で算出。
◎生活習慣病予防健診、受診手続き
『医療機関で受診日の予約→教区事務所に連絡→
けんぽ協会に申込み』という流れになっています。
けんぽ協会を通さない受診は、全額自費負担とな
る場合がありますので、ご了承ください。

教区事務所だより 社会保険事務だより

教区通信143号　訂正とお詫び
教区通信143号において、以下の点で漏れと訂正がありまし
た。お詫びして訂正させていただきます。

（4～5頁　地区だより）
群馬地区　｢地区書記　藤」を「地区長　藤　秀彦」に訂正
茨城地区　地区長「福島」を「福島　純雄」に訂正
茨城地区　第2段落末尾「神の愛キリスト」を第3段落「伝道

所」の前に移動
埼玉地区　地区委員長「川染」を「川染　三郎」に訂正
埼玉地区　「敵会」を「教会」に訂正
埼玉地区　「金体」を「全体」に訂正
（6頁　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）
執筆者名の前に肩書「竜ヶ崎教会牧師」を挿入
（8頁　編集後記）
末尾に執筆者名「（清水　義彦）」を挿入



（1）

日本基督教団関東教区宣教部委員会
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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

h t t p : / / u c c j k a n t o . h o l y . j p

5 月 16 日（月）から 17 日（火）にかけて「第 66 回
教区総会」が開催され、この総会において 2015 年度
宣教部報告が承認をいただきました。また、2016 年度
宣教部活動計画が原案通り可決され、早速、諸活動に
取り組んでいます。この宣教部だよりでは、すでに行
われた「新任教師オリエンテーション」の報告と参加
者の感想、また、6月に開催された「関東教区教会婦
人会連合」の総会・修養会と、「開拓伝道協議会」の
報告を載せて、宣教部所管委員会や関連団体の働きも
含めて、関東教区で豊かな宣教の諸課題への取り組み
が行われていることを伝えています。「女性と男性が
共に宣教を担うための地区連絡会議」や「教誨師・保
護司活動」、「教会関係乳幼児施設保育者協議会」とも
連携を保って、課題に取り組んでいきたいと考えてい
ます。「社会活動協議会」や「5地区青年の集い」、「十
日町教会雪掘りキャンプ」、3月の「ＫＫＳキャンプ」
と取り組みは続きます。そこでの様々な宣教の働きを
担ってくださっている方々に感謝します。そして、宣
教部委員会が、文字通り「関東教区の宣教の要」と
なって、諸委員会の働きも含めて、宣教の課題をタテ
糸ヨコ糸に豊かに織り成していきたいと願っていま
す。
教区総会に提案した「憲法改正に反対する関東教区
声明」は、6月 7日（火）開催の常置委員会で可決さ
れ、声明文が関係諸機関に送付されました。この宣教
部だよりが皆さまの手元に届く頃には参議院選挙の結
果も出ていますが、改憲勢力が 3分の 2を握ろうとす
る勢いの中で、経済政策を前面に出すやりかたで、た
くみに憲法改正へと進む危機を強く感じています。私
たちキリスト者は、あの大戦下において何が起きたの
かを今こそ思い起こさなくてはならないでしょう。国
策に従う形で天皇を神とする国家形成の中に教会が加
わり、天皇を拝み、戦争の勝利のために祈りました。
また、宗教統制によって「信教の自由」が侵害されま
した。「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする
ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言

し、この憲法を確定する。」（憲法前文より）は、どう
しても守らなくてはならない砦だと思います。
私たちを取り巻く社会の状況は厳しさを増していま
す。平和の問題も経済の問題に退けられてしまう中、
「いのちと暮らし」が厳しさを増して迫ります。この
厳しさと教会は向き合わざるを得ません。また、信徒
一人ひとりの生活も厳しくなっています。高齢化の進
むことも相まって、教会の現実もまた厳しくなってい
ます。しかし、そんな中でも教会はよく頑張っている
と思います。全体的な下降線と比べると、教会の財政
も下降線をたどってはいますが、その下げ幅には減少
を食い止めようとの努力が読み取れます。まさに「信
仰の力」によって、教会はこの世を歩み続けていると
思います。
ですから、「弱体化」なんて簡単には使いたくあり
ません。教会が弱体化？いいえ、確かに厳しい現実は
あるけれど、みんな一生懸命に取り組んでいるので
す。懸命にそれぞれの地にあって取り組んでいらっ
しゃいます。関関東教区のすべての教会と伝道所こ
そ、関東教区の宣教のフロントです。あとは、それら
の一つ一つのフロントをつなげていくことが大事で
す。互いの宣教の業を知り、覚え、祈り合う群となる
ことに力を注ぎましょう。そう、今こそ「みんなで」
取り組みたいのです。
関東教区のホームページが充実していることも、こ
こで皆さまにお知らせしたいと思います。正式に「関
東教区公式ホームページ」となって、関東教区の諸活
動が続々とアップされています。予定されている諸集
会のお知らせと共に、特筆すべきは「行われた活動等
の報告」がスピーディーにアップされていること。ま
さに「ニュース」としてのホームページとなっていま
す。講演の録音もありますから、読み応え・聞き応え
のあるホームページです。ぜひご活用ください。お友
だちにも紹介いただき、ホームページを通しての伝道
も推進したいと願っています。

今こそ『みんなで』のとき
宣教部委員長 飯塚　拓也（竜ヶ崎教会）
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■報告
2016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 20 日（月）、21 日（火）、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。
秋山徹教区議長の開会礼拝から始まり、熊江秀一教
区副議長と栗原清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」、飯塚拓
也宣教部委員長と成田顕靖教師部委員長による「宣教
部・教師部アワー」と続き自己紹介の後、教区常置委
員の村田元牧師による関東教区「日本基督教団罪責告
白」についての発題がありました。
２日目は朝の祈祷会をし、部落解放同盟埼玉県連合
会書記長の小野寺一規氏による講演「狭山事件と冤
罪」を聴いたのち、狭山事件の現地研修を行いまし
た。石川一雄さんにもお会い出来ました。
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、今回は発題と講演を公開とした為、他教区からの
参加もあり、新任教師 5名を含めトータルで 26 名の
参加者がありました。良き学びと交わりの機会が与え
られまして神様に深く感謝致します。

【発題、講演とも教区のＨＰで聴くことが出来ます】

■感想
関東教区に属する者として

川上　　揚（栃木／四條町教会牧師）
今回、関東教区新任教師オリエンテーションに参加
させていただいた中で、多くの学びの機会を得られま
したことに感謝いたします。
１日目には、関東教区「日本基督教団罪責告白」の
成立経過とその意義について、村田 元先生からの発題
を通してつぶさに聞かせていただきました。その取り
組みの発端から、この「罪責告白」を成立させるまで
の経緯、そして、成立させた後の展望までを、短時間
ながらお語りいただいた中に、この課題に対する関東
教区の謙虚さと粘りと、そして熱意を感じさせていた
だきました。この「罪責告白」を生み出した教区に属
する者として、今後、この「罪責告白」から問われて
いることに真摯に向き合っていければと思います。
２日目には、狭山事件についての講演と現地調査、
そして、石川一雄さんと早智子さんにお会いする機会
が与えられ、感謝でした。ご案内くださった丹波二三
夫さんが「もっとも尊敬する人は石川さんだ」とおっ
しゃったことが印象的でした。わたし自身も、これま
で石川一雄さんの人間性に感銘を受けてきたので、と

ても共感しました。石川一雄さんの「見えない手錠」
が外れる日が一日も早く来ますようにと願っていま
す。
会場の提供、また、お茶や夕食のご準備をしてくだ
さった狭山教会の森 淑子先生、ありがとうございまし
た。

新任教師オリエンテーションに参加して

田尻　真介（群馬／高崎南教会牧師）
教区のいろいろな取組、特に、関東教区の罪責告白
のお話をとおして、私が漠然と思っていた関東教区と
はかなり違った印象を与えられました。以前どなたか
に「関東教区とは教団の縮図のようなもの。教区総会
はミニ教団総会」そんな風に聞いたことがあったので
いろんな主義主張の違いがあってなかなか一つにまと
まることの出来ない教区のイメージを漠然と描いてい
ました。しかし今日のお話を聞いて、そういう違いを
乗り越えて信仰において一つになり、教会としての一
致を求める熱意をひしひしと感じました。それは特に
村田先生の講演と、そのあと質疑応答のとき話された
秋山先生、飯塚先生の話をとおして伝わってきまし
た。それは関東教区という枠をも超えて、教団の真の
合同教会としての一致を遥かに望むものです。そして
それは、きっと教団という枠も超えて、この日本の中
で真の平和を希求する声として響くよう、神さまは計
画されているのかも知れません。私はこんな風になる
といいと思います。それぞれの教区が関東教区と同じ
ように、それぞれの教区の罪責告白を作るように主体
的に動き出す、そういう動きが生まれる空気を作るの
が関東教区の役目だと思います。教区の自主性が重ん
じられるべきかと思います。
それが出揃ったら教団総会の場で一つにまとめて行
く。これはたいへん時間がかかるものかも知れないと
思います。だけれども飯塚先生が言われたように、関
東教区でも、いろんな立場や主義主張があって、最初
はまとめるのはとても無理と思われたものが、話し合
いを重ねることで最後は一つにまとまって行ったとい
うお話に希望があります。これを成し遂げて下さった
のは神さまだと思います。そして、秋山先生が熱く語
られたように、これが達成することが出来たら、本当
に教団が真の合同教会となる基盤が出来ると思いま
す。
この罪責告白は、ただ内向きなものとしてだけ、作
り上げるのはもったいないです。外に向けて発信すべ
きだと思います。日本基督教団が、一つの教会として
の主体的な告白を外に向かって為し、それによってア
ジアの教会との連帯を強め、世界の平和を希求する声
にしていくべきだと思います。
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新任教師オリエンテーションに参加して

川崎　献一（栃木／宇都宮上町教会牧師）
研修会の１日目は、関東教区が提唱する教団が戦時
中に犯した罪責告白を学びました。教団の戦責告白と
の違いを秋山師が適切に説明され、感謝します。
私は、持論に乏しく、何か言った方がいいという次
元での発言はしません。只、話を振られる受け身の姿
勢から意見というより感想を述べました。私は、ホー
リネスの群に属しています。いわゆる社会運動より
も、福音伝道という信仰姿勢です。しかし、同時に社
会の現実も知るべきなので、２日目は狭山事件につい
て学ぶ機会が、神から備えられていました。
狭山事件の現場検証まであり、約 30 分歩きました。
冤罪を訴える石川一雄さんが 31 年間も拘留され、仮
釈放後も 22 年たつのに、未だに無罪放免にならない
裁判の在り方に対しては、抗議運動も必要でしょう。
石川さんも 77 歳の高齢です。被差別部落の背景に理
不尽な怒りもあります。私にとっては、その現実をも
神の摂理と受け止めるには信仰が必要です。　
現実を学び直し、私にも様々な差別や偏見の罪があ
ることを謙虚に認め、石川さんを始め、関係者の方々
や、その他の社会問題のためにも祈るべきと神から示
されているように思います。

新任教師オリエンテーションに参加して

大塚　　愼（茨城／鹿島教会牧師）
私にとっては２５年ぶりの関東教区なのですが、相
変わらずお元気な飯塚先生や村田先生と再開出来、ま
た、同志社大学神学部時代、同じ教会に通っていた熊
江先生とも久方振りに礼拝を共に出来、感謝の一時で
した。
２日目の狭山事件の講演と現地研修でも、大阪教区
部落解放委員会に属していた時にお会い出来て以来の
石川さんご夫妻との再会で、お元気そうな姿を拝見で

き安心しました。
狭山事件の現地を実際に歩くことで、ああ関東教区
に来たのだという実感が湧いてきました。と同時に、
講演の中で、部落解放同盟埼玉県連合会書記長小野寺
さんの「この冤罪事件が長期に亘って解決しない背景
には、政党的な力が複雑に働いている事にも一因があ
る。」とのお話しを聴いて、差別に対すると共に、国
家犯罪と闘う困難さを再確認させられました。
石川一雄さんが、心から笑える日が来ることを共に
祈りたいと思います。

新任教師オリエンテーションに参加して

川添　義和（埼玉／埼大通り教会牧師）
6 月 20 日～21 日に関東教区の新任オリエンテー
ションに参加しました。場所は狭山教会でした。
話がずれるかもしれませんが、私は、18 歳から 26
歳まで狭山市にあった飲食店にて働きました。当時、
狭山教会は、狭山台 2丁目にありました。高校生の時
に日本基督教団の教会の礼拝に出席していたこともあ
り、狭山にも教団の教会があるのかと当時思いまし
た。仕事が忙しく、当時、日曜日は休みが取れなかっ
たので、狭山教会に顔を出すことはしませんでした。
再び狭山市に行く機会が与えられたことを不思議に思
いました。
オリエンテーションに参加して一番印象に残りまし
たことは、石川一雄さんに狭山現地事務所にてお会い
したことです。獄中生活 31 年 7 ヶ月の生活を余儀な
くされ、無実を訴え続けている姿を見て複雑でした。
世の中で事件が起きれば、事件の度合いによって警察
は動きます。世の中には数え切れない程に事件は起き
ますが、警察が関わる場合は、的確に調査がされるこ
とが大きな課題です。そうでないと無実な人が捕まる
こともあるからです。
お忙しい中、教区 4役、宣教委員の方々、会場の準
備を整えてくださいました狭山教会に感謝致します。
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関東教区教会婦人会連合総会・修養会報告

飯沼　淳子（23期委員長、栃木／西那須野教会員）
第 42 回の総会・修養会を 6月 2日（木）、3日（金）
埼玉グランドホテル深谷（深谷市）で埼玉地区の担当
で開催した。関東各地から 75 の教会と伝道所、総勢
306 人が参加し、深谷教会の法亢聖親牧師の礼拝に
よって皆の気持ちが一つとされた。「ただで受けたの
だから、ただで与えなさい」（マタイによる福音書 10：8）
との御言葉はこの後に持った修養会のテーマに導かれ
るようにお話しくださったと思った。今年の担当は会
場選びに苦心の末、県の中心ではなく北西に位置する
深谷を選んでくださり、私達は修養会としての快適な
二日を過ごした。修養会に先立って行った総会ではこ
の 1年の活動を報告と、活動に伴う会計に関しての承
認をいただいたことを感謝したい。今回の修養会には
大津惠子さんを迎え、自分一人では気が付いていても
関わりを避けてしまう「暴力」について考える時を与
えられた。大津さんと私は同じ教会なので、打ち合わ
せに時間をたっぷりとることができた事で安心して、
落ち着いて対処することが出来たが、参加した人全員
に音声や画像を等しく伝えることができなかったのは
残念だった。また２日目のグループセッションの後、
分かち合いの時間が足りず、上手に会をすすめること
ができなかったことが心残りであった。次回の反省と
したい。
すでに教会単位で、個人で矯風会の会員として活動
しておられたり、子どもの貧困問題に憂慮しておられ
る方も大津さんの話に励まされたとの感想があった一
方で豊かな日本と錯覚していた、無関心であった、教
会に持ち帰り、皆と話し合ってみたいなど、多くの感
想や、意見、決心を寄せてくださった。一人一人の小
さな力、知恵を神さまは大切に用いて下さることを信
じたいと思う。深谷西島教会の竹内成子伝道師による
礼拝でこの会を閉じた。私が小さい時、家で持たれた
集会で聞いた懐かしい“ただ信ぜよ”の讃美歌の言葉が
体中に染み渡り、力が湧いてくるようだった。
時間いっぱい私たちのために会場を使わせてくれた
ホテルにあわただしく感謝して、深谷教会へ向かい、
食事をとった後、深谷教会の礼拝堂に落ち着き、パイ
プオルガンの響きにはじめてホッとした気持ちになる
ことができた。楽器も絵画も讃美歌も全て神様の栄光
を現わすものと心から感じて、帰途に就いた。

開拓伝道協議会報告

佐藤　謙吉（群馬／島村教会牧師）
6 月 26 日（月）、27 日（火）宇都宮東伝道所で、今
年度の「開拓伝道協議会｣が行われました。今年で 38
回目。
出席は教区内各地区から 22 名（内牧師は 15 名）。
主題は「高齢者の伝道――終活から新しい生命へ」　　
午後 2時から開会礼拝は、三村修牧師（佐渡教会）
による佐渡伝道の独特な取りくみと発想に刺戟を与え
られた。主題に係る講演は、森田泰司牧師（宇都宮東
伝道所）が担当された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1977 年に開設された伝道所の歴史と現状を語り、現
在、礼拝出席が平均 6名（90 代 1 名、60 代 1 名、80
代求道中 1名、牧師夫妻）という中での取りくみにつ
いて語られた。少子高齢化という日本全体の流れの
中、それぞれの地域での、教会の取りくみの充実が重
要な課題であることに思いを至すひとときであった。
わたしは、53 年前、西那須野教会の担任教師だった
が、その頃、宇都宮東伝道所は、まだなかった。その
頃の県の牧師会で、小山市の開拓伝道が決議され、真
岡市への開拓伝道の話題が出ていた。
第１日目に、3・11 の被災から、新会堂を献堂され
た宇都宮教会を訪問して、木村太郎牧師と長老たちか
ら献堂までの経緯の説明を受け、感謝。
夜、ホテルでの現場報告。互いに伝道、牧会の紆余
曲折を語らい、伝道への刺戟と励ましを与えられるひ
とときであった。
２日目は、午前 8時 30 分から佐藤牧師による早天
礼拝がまもられ、移動して被災し、新会堂を献堂され
た、宇都宮上町教会を訪問。川崎献一牧師は神学校の
先輩の長男で、役員の国吉さんは、召された国吉牧師
の風貌を思い出させなつかしかった。
全体協議も良い語らいのひとときであった。
閉会礼拝は、竹花基成牧師（委員長）が「幻がなけ
れば、民は堕落する」と語り締めくくった。
開拓伝道への幻は、続く――
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2015 年 10 月 20 日、群馬同宗連（現在、日本

キリスト教団群馬地区が議長教団）が主催する人

権・同和研修会」が開催され、フリージャーナリ

ストの角岡伸彦さんを招いて『これからの解放運

動』と題する講演をしていただいた。 
(なお、文中「部落民」という言葉が出てきますが、

これは部落出身者である講師自身が使われていた

ものであり、そのまま記載します。） 

 
      講師の角岡伸彦さん 

 角岡さんは部落解放運動の歴史を次の３つの

ポイントによって振り返られた。 
① 1871 年の解放令。これにより「穢多・非人」 
という階級は「無くなった」。しかしそれで解放

されたかというと、「全然解放されなかった」。言

葉が変わっただけで差別の実体は残った。 
② 1922 年の全国水平社の創立。水平社の運動 
は、「どこ」と「だれ」を明らかにする運動であ

った。それは固有名詞を持った意義ある運動であ

ったが、戦争に巻き込まれる中で水平社も戦争協

力の道に進んでしまい、その後自然消滅した。 
③1969 年から始まる同和対策事業。劣悪な部落

の住環境を改善し差別克服を目指すために、３３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
年間で１５兆円もの国費が注入された。それだけ

部落差別の負の遺産は深かった。ただ事業を展開

するためには「どこ」が部落で「だれ」が部落民

を特定する必要があった。それに対し部落内にも

「そっとしておいたらそのうちなくなる」「寝た

子を起こすな」そんな意識があった。ここでひと

つのジレンマが生じる。そもそも部落解放運動と

は、「部落」を「無くす」運動なのか、それとも

「残す」運動なのか。これは今でもうまく整理さ

れていない。 
しかし角岡さんは「同和対策事業を『部落を残

す運動』としてとらえないと、今後の解放運動は

見通せない」と語られた。無くすものは「差別」。

それははっきりしている。では何を残すのか。「そ

れは文化と人だ。」と角岡さんは言われる。 
まずは文化。その一つが「食文化」である。例

えば「さいぼし」という馬肉の燻製。「屠殺＝ケ

ガレ」という価値観から、牛馬の解体はもっぱら

「賤民」である部落民に負わされてきた。それは

差別という負の遺産を生み出したが、同時に「サ

イボシ」という食文化を残した。「サイボシ」は、

今では部落以外でも高級食材として喜んで食べ

られている。それ以外ではタイコ。皮革製品も部

落民が深く関わってきた伝統産業だ。近年になっ

て、部落民の中から作るだけでなく演奏の技術も

高めようという人々が現れ、イギリスで開催され

る「ドラム・フェスティバル」に招待されるグル

ープなども生まれている。もうひとつ残すもの。

それは人である。部落民の状況も随分変わってき

ている。昔は部落民同士の結婚がほとんどであっ

たが、最近では部落外の人と一緒になる人も多い。

住んでいる地域も部落外という人が増えている。

これらの人は「部落民」なのか？純粋な意味では

「違う」のかも知れないが、それでも「関係者」

ではある。被差別部落の歴史を知り、自分のルー

ツや地域にアイデンティティを抱いて生きる「部

落関係者」が生まれてほしい．．．また部落出身者

でなくても、この課題に関心を持って関わる「関

係者」が現れてほしい．．．それが角岡さんの願い

である。「〈関係者〉とは、『関係ない』と思わな

い人。それがキーワードです。」（角岡氏） Ω 

―群馬同宗連『人権・同和研修会』報告ー 

テーマ：「これからの解放運動」 

講師：フリージャーナリスト 角岡伸彦さん 

（群馬）前橋教会牧師 川上 盾 

 

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  tel 048-781-2829 

郵便振替 00140-3-67727 

加入者 日本基督教団関東教区 



 

 
 
 
 

 

 

2016年 3月 7～8日、狭山教会を会場に開催 

された部キ連（部落問題に取り組むキリスト教連

帯会議）第24回狭山現地調査・学習会に参加し、

翌日午後、要請行動に参加しました。 

 参加者は、他のキリスト教派の教会を含めて２

０名でした。この内、関東教区は５名、他教区か

ら４名、日本基督教団は合計９名でした。 

第 1日目は、開会礼拝とオリエンテーション・

夕食の後、午後7時から石川一雄さん、早智子さ

んの講演がありました。石川一雄さんは７７歳に

なり、仮釈放されていますが、一審で死刑判決、

二審で無期懲役判決を受けていて、現在は東京高

裁に第３次再審請求を申し立てています。検察庁

にはまだまだ多くの証拠が残っていると考えら

れるので、徹底した証拠開示を求めています。石

川一雄さんが元気な内に再審が開始され冤罪が

晴れるように、 被差別部落に対する差別意識が

なくなりますように、 全ての人権が守られます

ようにと、 祈りを合わせてこの日の研修を終わ

りました。 

 翌日は、午前中は狭山現地調査・学習会に参加

し、午後は、第１８回狭山事件再審・証拠開示要

請行動のために、霞ケ関にある高等検察庁、高等

裁判所へ行き、対応した係官に、石川一雄さんの

想いも込めて私たちの想いをそれぞれの言葉で

伝えました。 

 

 

 

 

  

 

2016 年 5 月 24 日（火）午後 1 時～2 時 30 分 

日比谷野外音楽堂で『不当逮捕５３年！いまこそ、

事実調べ・再審開始を！』の市民集会（右段の写

真）と、キリスト者前段集会（午前 10 時 30 分

開始）が開催され、関東教区からの参加者は７名

で、飯塚拓也宣教部委員長が教区を代表し連帯の

挨拶をしました。先日、5 月 16 日の関東教区総

会ロビーで集めた「狭山事件の再審を求める東京

高裁宛の署名用紙」（２５名分）を、会場で直接

石川早智子さんに手渡したところ、後日ご丁寧な

感謝のお手紙をいただきました。 

 
5・24狭山事件の再審求める市民集会 於日比谷野音 

《新委員の自己紹介》    

(栃木)上三川教会牧師 野口佳男           

 1955年埼玉県出身。病院薬剤師 

として２５年間勤務し、召命を受けて５０歳で献

身。2009 年 3月東京聖書学校卒業。2014 年 5月

按手礼。栃木地区へ来て３年目。福音伝道活動は

信徒時代を含めて１４年以上になりますが、部落

解放については全くの素人です。よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ω 

部落解放センター活動献金をおささ

げください！  日本基督教団部落解放セ

ンターは、日本から部落差別をなくすために

「部落解放祈りの日」運動、解放劇、狭山事件

の再審要求運動、など様々な活動を続けていま

す。部落解放センターの活動は、皆様の献金に 
よって支えられています。 今年度「関東教区

の活動献金」目標は３５万円です。この目標が

達成されるよう祈りを合わせてください。 

 

部キ連・第 24回狭山現地調査・ 

学習会と要請行動に参加して 

 
教区教会婦人会連合 （新潟）東中通教会 

伊豆田百合子 

関東教区部落解放推進委員会委員と連絡先 

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    野口 佳男  047-384-7004 

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 

部落解放センター運営委員 

     丹波二三夫  090-7706-7402 

狭山事件の再審を求める市民集会

報告  （埼玉）和戸教会 後藤龍男 
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