
今秋、泉町教会は特別な記
念日を迎えました。教会創立
100周年の記念日です。100周
年を迎えるにあたって、教会
堂内外の整備事業を実施しま
した。建物の外側も内側もき
れいになり、教会の皆がうれ
しく感じています。記念日

（10月7日）に近い日曜日には創立記念礼拝をささ
げましたが、当日、記念として、略年表や泉町教
会の歴史が印刷されたプリントが配られました。
それらのプリントと共に、私たちは泉町教会の歴
史を心に留めながら、感謝の礼拝をささげたので
した。
泉町教会はホーリネス教会の信仰の伝統を受け
継ぐ教会です。その信仰の伝統を大事にしつつ、
公同教会の形成に寄与することを目的として、日
本基督教団の中に、「ホーリネスの群」と称するグ
ループが形作られていますが、泉町教会もそのグ
ループに属しています。教会数としては、全国で
60教会ぐらいですから、まことに小さな群れです
が、志を同じくする教会と教職により、その歩み
は続けられ、本年、結成70周年を迎えました。
ホーリネス系の教会の歴史の中には、太平洋戦
争中に弾圧を受けたという出来事があります。
1942年の教職の一斉検挙、1943年の教会解散とい
う弾圧をホーリネス系の教会は受けたのでした。
泉町教会も教会解散させられ、戦時中、教会堂で
礼拝等の集会を行うことができなくなりました。
しかし、近隣教会で礼拝をささげさせて頂くなど
して、我々の信仰の先達は信仰生活を続けました。
そして、戦後すぐに教会は復興し、その歩みが続
けられ、この度、創立100周年の記念日を迎える恵
みを与えられたのです。
その恵みを感謝しながら、記念礼拝をささげた
わけですが、その記念礼拝の日に先立って、礼拝
堂の正面には掛け軸が飾られました。それはかつ

て泉町教会で御用をなさった先生が泉町教会の創
立60周年のときに、記念としてお書きになられた
掛け軸です。特別な時にだけ飾ることにしている
掛け軸ですが、今秋、その掛け軸を久しぶりに出
して来て、礼拝堂に飾ったのです。教会創立100周
年の記念日という特別な日を迎えるからです。 
その掛け軸に大きく書かれているのは「神は愛
なり」。どのような思いを込めて、その文字を書か
れたのか、今となっては分かりませんが、100周年
の記念日を迎える中で、教会に託されている大事
な務めを確認させられたように思いました。「神は
愛なり」これは、時代が変わっても、変わること
のない良き知らせであり、この福音を伝えること
こそが、いつの時代でも、変わることのない教会
の大事な務めではないかと改めて感じています。
ホーリネス系の教会では礼拝等で聖歌を用いる
伝統があります。その聖歌の中に「神はひとり子
を」という題がつけられたものがあります（聖歌
392番）。その1節の歌詞はこうです。「かみはひと
りごをたもうほどに　よびとをあいしたもう　か
みは愛なり　ああ　かみはあいなり　けがれはて
し　われさえ　愛したもう　かみは愛なり」先達
も我々も親しんで歌って来ている聖歌の一つ。そ
の聖歌の題のところには小さな字で聖句と箇所が
添えられています。「それ神はそのひとり子を賜う
ほどに世を愛したまえり」（ヨハネ3：16）クリスマ
スによく読まれる聖句です。
神様とは、その独り子を犠牲にしてまで、あな
たを愛し給うお方です。あなたに愛されるふさわ
しさがあるからではありません。「けがれはてしわ
れさえ　愛したもう」なのです。罪人に過ぎない
私たちの身代わりとなって、主イエスは十字架で
死んで下さいました。その十字架の出来事によっ
て、最も鮮やかに示されたのが神様の大きな愛で
す。今日から今年のアドヴェント。神様の大きな
愛に包まれている自分に気づかされ、感謝にあふ
れるクリスマスを今年も迎えたいと思います。
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神は愛なり

泉町教会牧師 佐藤　　泉

ヨハネによる福音書3章16節
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「韓国基督教長老会京畿中部老会との交流」
特設委員会委員長・宣教部委員長 飯塚　拓也

2015年に行われる予定だった交流訪問がマーズ
の流行によって一年延期となり、今年の5月30日
（月）～6月2日（木）に行われました。参加者は10
名で、群馬地区と栃木地区からの参加者がなく寂
しく感じましたが、その分京幾中部老会の方々と
の参加者の交わりが深くなったと思います。
今回の訪問も、京幾中部老会の皆様の心のこ
もった準備を常に感じることもできるプログラム
となりました。初日の5月30日（月）は夕方に安養
中央教会で開会礼拝を守り、チェ・ソンパル老会
長によってマタイによる福音書28章16節以下の
「大宣教命令」による説教をいただきました。「す
べての民をわたしの弟子にしなさい」を、京幾中
部老会と関東教区の交流の意味を示すみ言葉とし
て語ってくださったことが、とても印象的でした。
二日目の31日（火）は「歴史」の学びをさせてい
ただき、江華島を訪問し、日本と韓国との間に起
きた「江華島事件」の歴史の舞台をたどることが

できました。京幾中部老会との交わりを深めるた
めに、日本と韓国の歴史を学ぶことは欠かせない
ことです。過去の事実に学びつつ、主にある和解
にたって、交流を深めていくことの大切さを今回
も教えられました。三日目はソウルにある韓国基
督教長老会の宣教教育院と神学研究所を案内いた
だきました。民衆の神学が生み出された土壌に触
れることができ、宣教の取り組みの基盤には神学
の研究が常におかれていることに深い敬意を持ち
ました。また、この日は水曜日でしたので、旧日
本大使館の前で毎週持たれている従軍慰安婦とさ
れた方々への謝罪を求めての「水曜デモ」に参加
させていただきました。関東教区を代表して秋山
議長がアピールをしてくださり、一日も早い解決
を訴えることができました。最終日は「インチョ
ンの明日を開く家」に案内され、高齢者やホーム
レスの方々への様々な支援を学びました。
来年度は交流の3期目に入ることとなりますが、
これからも交流を重ねたいとの思いで京幾中部老
会の皆様と一致し、感謝しつつ帰路に着きました。

献 堂 水戸中央教会

水戸中央教会献堂式とその後

水戸中央教会牧師 山本　隆久
あの大震災から5年4ヵ月、7月17日に、水戸中
央教会は献堂式を迎えた。石橋教団議長、秋山教
区議長、福島地区長から祝辞を頂き、飯塚宣教部
委員長には、式辞をお願いした。関東教区全体か
らお祝いと励ましの言葉をいただいた。ドイツや
韓国からも来賓があり励まされた。在日インドネ
シア人の大洗ベツレヘム教会のボーカルグループ
や近隣教会と協力してゴスペルフラダンスなども
祝会で披露された。関東教区の皆様にこの紙面を
借りて心より御礼を申し上げる。業者のトラブル
によって設計からやり直しとなっても、献堂を迎
えられたのは、本当に皆さんの支えがあったから
だ。会堂及び牧師館は4月28日に引き渡されたが、
引越しと片付けが大変であった、献堂式後、物置
を設置し、最近ようやく少し片付いてきた。前会
堂は廃園になった幼稚園園舎を物置や書庫として
使っていた。特に書籍が多く、今では入手不可能
な神学書なども沢山あったが、かなり処分せざる
を得なかった。9月11日に教団の支援で井上とも子

先生によるチェロのコンサートが開かれ、110名ほ
どの参加者があった。大変に慰められた。地域へ
のお披露目と伝道の意味も兼ねている。10月3日に
は茨城の女性部の修養会があり、これも100名弱の
参加者で、11月19日はバザーを行う予定で準備し
ている。小さな群れであるが、会員の方々はよく
頑張っている。ただ行事をこなすだけではなく、
それぞれの信仰を深め、伝道してゆく、信仰共同
体の在り方を模索している。牧師個人は、神学生
時代、力を入れなかったヘブライ語をなんとか使
える物にしようと、55の手習いである。

韓国基督教長老会京幾中部老会を訪問して
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着 任 し て ひ と こ と

宣教部教育担当 小林　祥人

今年の「関東教区の宣教を考える集い」は昨年
と同じく埼玉新生教会を会場に行なわれ、「教会と
子どもPart2 ─ イキイキした礼拝・イキイキした
子ども」というテーマのもと、以前私たちの教区
で多年にわたってお働きをされた塚本潤一先生
（芦屋浜教会牧師）を講師にお迎えしました。関東
教区諸教会伝道所の大人ばかりでなく子ども達、
また教区内のキリスト教系大学からも、幼児教育
や保育を志す学生さんたちの参加が多数あり、エ
ネルギッシュな雰囲気に満ちた集いとなりました。
「さんびかがもたらす恵み」と題した講演（ただ賛
美歌を歌うのではなく、その中にどんな祈りが込
められているのかを知って歌うことの大切さや、
賛美歌は心の中で歌うと自分に向かい、声に出し
て歌うと他者に向かう、といったことが示された
ところが、特に印象的でした。なお子どもたちは
この間、別室で宣教部委員長と楽器の手作りを楽
しみました）に続く「こどもさんびか」の指導も、
堅苦しい賛美歌練習とはまったく違い、初めて聴
く曲でもすぐに歌いだせるようなノリと暖かさの
こもったリードで楽しく参加できました。また教
会紹介では竜ヶ崎教会による「子どもと大人が共
に守る礼拝」が紹介されました。「宣教を考える集
い」ではありますが、今回は頭の中で理詰めに考
えるのではなく、体（声）を実際に使ってみると
いうことによって、それぞれの教会の課題や、キ

リスト者としての子どもとの関わりを、自分の中
に見つけ出していく、とでもいえそうな会となり
ました。子どもが教会に来ない、などの声をあち
らこちらで聞きます。しかしその一方で、信仰の
継承の重要さと同時に、子どもの居場所となりう
るかということもまた、今日の教会の大きな課題
といえましょう。そのようなことも楽しさの中で
考えさせられました。私たちはふだん礼拝の中に
豊かな「楽しみ」を求めて教会に向かいます。そ
れと同じ本当の喜びと楽しみは、大人ばかりでな
く子ども達にとってもまた礼拝の中に確かにある
はずだし、またそうであるべきだ、ということを
教会の実践の中で展開していくことを学ぶことが
できました。

関東教区の宣教を考える集い

佐野教会牧師 石川　榮一
「主の山に備えあり」 ─ この度、佐野教会に、牧師として就任させていただきました
石川です。地区・教区諸教会のお祈りと励ましを受けて佐野教会の、このような出発を
始めることが主に許され、感謝です。
23才の時、洗礼を受け、30才で日本聖書神学校を卒業。以来4つの教会で奉仕をさせて
いただきました。そして今、佐野教会での務めを、わが牧師人生の集大成にして、教会員
と共に伝道に励んでまいりたいと願っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

講演中の塚本潤一牧師
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2016年度関東教区「教団問題協議会」報告

2016年度の関東教区「教団問題協議会」は、「教
団の恵みと課題、未来の展望」 ─ 教団議長と共に
─ という主題のもと、教区内の17の教会・伝道所
から計26名の参加者を得て、10月15日（土）、上尾
合同教会において開催された。
熊
くま

江
え

秀
しゅう

一
いち

牧師（教区副議長、新
にい

津
つ

教会）の司
式・説教による開会礼拝の後、石

いし

橋
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秀
ひで

雄
お

牧師（教
団議長・越谷

こしがや

教会）による主題講演をうかがった。
日本基督教団の第40回総会の直前ということも
あり、石橋議長は、総会資料の中に印刷された
「議長報告」に加筆修正を施した差し替え版（総会
当日配布資料）の原稿を配布、その文書に基づい
て過去二年間の活動を振り返りながら、与えられ
た恵みを数えつつ、教団の直面する課題を示した。
特に、贖罪信仰がなければ教会は立たず、伝道も
空洞化することが指摘され、伝道資金の制度の実
施も信仰の一致に基づく伝道協力であることの必
要性が訴えられた。さらに世界的な視野に立つ伝
道協力の推進や高齢者伝道・青年伝道の取り組み
についても、宗教改革500周年の記念事業を視野に
入れて展望が述べられた。東日本大震災被災者・
被災教会支援は一区切りとなるが、新たに熊本・
大分被災教会支援の活動を進めること、また重要
な課題である教師養成制度検討の取り組みについ
ても述べられた。
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ふか

谷
や

春
はる

男
お

牧師（東
とう

京
きょう

聖
せい

書
しょ

学
がっ

校
こう

吉
よし

川
かわ

教会）
と佐

さ

久
く

間
ま

文
ふみ

雄
お

兄（志
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き

教会）、東
ひがし

野
の

尚
ひさ

志
し

牧師（聖
せい

学
がく

院
いん

教会）が、教団の常議員としての立場から、そ
れぞれに教団の抱える諸課題について発題的に語
り、伝道の困難な時代であればこそ、正しく福音
を語る教師が立てられることと信徒による伝道の
盛り上がりが必要であることが力強く訴えられた。
石橋議長体制で3期を過ごす中、被災支援のための
精力的な活動と共に、伝道推進室の設置、改定宣
教基礎理論第二次草案の検討、伝道資金制度の開
始等、教団が伝道する教会となるための枠組みが

少しずつ整えられてきた。紛争の後遺症を脱却し
て、伝道を推進するためにも、この路線を継続し
ていくことが大切であると指摘された。
昼食を挟んで、午後には、既に各教会と議員に
送付されていた第40回総会の議案書に基づき、秋

あき

山
やま

徹
とおる

牧師（教区議長・上
あげ

尾
お

合
ごう

同
どう

教会）が大切な議
案について丁寧に解説し、総会が取り組む課題に
ついて確認した。特に、議長報告をしっかり受け
とめて、日本基督教団がどのような教会であるか
を明確にして行くことの必要性が説かれ、基本信
条に立つ公同教会としてのあり方と宗教改革の信
仰を受け継ぐプロテスタントキリスト教会として
の筋道を貫いた上で、合同教会としての豊かさを
受けとめていくべきことが説かれた。
主題講演、発題、解説を受けての全体での質疑
応答においては、神学校教育の問題、教団と距離
を置いている沖縄教区への対応、教区間・教会間
で信頼関係を築いていくことの大切さ、宗教改革
の三大原理の一つである万人祭司（全信徒祭司）
をより良く生かす道についてなど、多岐にわたっ
て活発な協議が行われた。参加者は多くなかった
が、教団総会に臨むためのよい準備が与えられた
協議会であった。最後は、東野尚志牧師（常任常
置委員）による閉会礼拝をもって散会した。

聖学院教会牧師 東
ひがし

野
の

尚
ひさ

志
し
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教師部書記 羽島　健司

9月26～27日（月・火）に、新潟県十日町市のあ
てま高原リゾートベルナティオを会場に、関東教
区教師部研修会が行われました。講師にキリスト
者学生会（KGK）総主事の大

おお

嶋
しま

重
しげ

徳
のり

先生をお迎え
し、「若者と生きる教会」をテーマに、二日間有意
義な学びの時を持つことができました。また、30
名近くの教師が集い、交わりの時を与えられまし
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
ぞれ手

て

塚
づか

信
しん

吾
ご

師、三
み

浦
うら

啓
けい

師、島
しま

田
だ

進
すすむ

師にご奉仕い
ただきました。
大嶋先生の講演は、単なる若者伝道の方法論に
は留まらず、終末論や聖霊論をも視野に収めつつ、
若者に伝道することの意味や、教会の伝統、そし
て信仰そのものを問い直すものでした。
1日目は、若者の変化と、それでも変わらない面
を整理するところから始まりました。そして古典
的な教理や教派的背景も大事にしつつ、若者に届
く言葉で語り直すことの重要性を確認しました。
2日目の講演は、「信仰継承と教会教育」をテー
マに、幼児期から青年期に至るまでの若者それぞ
れに応じた教会の伝道について、講演がありまし
た。大嶋先生ご自身の家庭礼拝の経験や、超教派
的なキャンプ、青年伝道の専門家「ユースパス
ター」を立てる試みなどのお話がありました。
教会自体が、終末の完成を夢見る未完成の存在
であり、それは失敗を経て成長していく若者と似
ている、というお話が印象的でした。若者と共に、
神様の導きを祈り求めていきたいものです。

教区書記 栗原　　清
○第2回常置委員会（9月6日開催）
・｢伝道資金の申請と配分」について協議し、2017
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。今年度分の地区伝道
支援金（150万円）の配分については、各地区と
協議の上、配分されます。
・長期間活動休止中の直江津教会は、代表役員の
消息を調査した上で、教区が代表役員代務者を
選任し、今後の処理をします。
・被災支援に関する委員会が、新潟中越沖地震と
東日本大震災の二つあるが、委員組織は同一で
あり、今後も災害は発生する事を予測した上で、
あらゆる災害に対応する委員会へ今後統合して
いきます。
・第66回教区総会の評価と反省、申し送り事項を
協議しました。限られた時間内で、議事日程を
行う努力を今後も続けます。按手礼･准允式は、
総会で行う事が良いが、秋季執行で課題があり、
今後協議をします。会場変更等も意見や要望が
ありますが、コストや利便性で、現在開催して
いる会場がベストである事を確認しました。聖
餐式の杯回収に工夫が必要な事を確認しました。
・教師の社会保険料の未徴収について確認し、訪
問などで、理解を求めていく事を確認しました。
・主な各種申請等（敬称略）
（1）教会担任教師異動

浦和別所教会　　辞 浅田美由紀（担・正）
就 澤田石秀晴（担・補）

矢板教会　　　　就 横田満朗（代・正）
中条教会　　　　辞 下田尾治郎（代・正）

就 富井鉄兵（代・正）
佐野教会　　　　辞 三浦國昭（主・正）
諸川伝道所　　　就 福島純雄（代・正）

（2）巡回教師･神学教師･教務教師異動
共愛学園小学校　就 齋藤眞理子（教・正）
教区巡回教師　　辞 石川榮一（正）

（3）宗教法人第23条申請
勝田教会　（牧師館用地及び建物）
大宮教会　（牧師館取得/マンション）
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却）
石岡教会　（教会用地、教会堂）

（4）教会規則変更申請
鹿島教会　（住所変更、公告方法変更）

（5）教団特別財産寄付申請
守谷伝道所（教会境内地及び建物）
三芳教会　（境内地購入）

※常置委員会を経る法人関係の申請が多くなっていますが、
開催直前の申請は、お取り扱いできない場合があります。
お早めにご相談下されば幸いです。

第66総会期第2回常置委員会の主な報告教師部教師研修会報告
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主事 金刺　裕美

今年も残り１ヶ月となりました。それぞれの教
会・伝道所では、クリスマスの諸計画・準備にお
励みの日々と思います。人の心の暗闇に、キリス
トの光が届きますように祈ります。
◎教会負担金納入のお願い

今年度の負担金割賦額を確認の上、3月初旬ま
での完納をめざし、ご納入ください。
◎クリスマス献金のお願い

多方面から献金依頼が届いていることと思い
ます。教区活動の為にも祈りお支えください。
◎「教区一覧」正誤表をお届けします。

2016年度教区一覧追加・訂正・変更等の正誤
表を、同封いたしました。ご活用ください。
◎教師謝儀互助申請について。

新年度、謝儀互助を希望される教会・伝道所
は、必要書類を整えてまず地区へお送りくださ
い。地区決裁後に教区に届くようになります。
申請書の提出は、教区必着1月31日厳守ですの
で、余裕をもってご準備下さい。

◎教区事務所　冬期休業日のお知らせ
期間：12月28日（水）～１月5日（木）
※土・日・月は通常の休業日です。
※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）

◎教区事務所へ車での来所について
新築された大宮教会は、駐車場がありません

ので、来所の際は、できるだけ公共の乗物をご
利用ください。車でおいでになる場合は、コイ
ンパーキングをご利用いただくようになります。
◎社会福祉施設援助金への推薦のお願い

教団社会委員会から「教団の教会または教区
が何らかの形で関係し、無認可の法人格を持た
ない開拓的社会事業で、経済的援助を必要とし
ている」ことが条件で、１教区１施設の推薦を
してくださいという案内がありました。教団締
め切りは12月末日です。ご希望の施設がありま
したら、提出書類をお伝えいたしますので、至
急、教区事務所までお知らせください。

社会保険事務 金刺　裕美

今年も、風邪やインフルエンザが流行する季節
を迎えています。また、自己負担額が少なく、５
年に１度肺炎予防接種をうけられる年齢がありま
す。各市町村の広報等を注意してご覧ください。
◎2月3月の保険料自動払込日に注意！
毎月の引落は、原則として26日ですが、年度末
に近づく2月・3月分の引落は24日になっていま
す。事前に確実な入金をお願いいたします。また、
12月分の引落は、賞与保険料も加わります。
◎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ありません。
・賞与保険料は、12月末までにご送金ください。
◎年金事務所の調査について
昨年度、年金事務所から加入者全員の賃金台
帳・源泉徴収簿等の提出請求があり、皆様に提出
をお願い致しました。しかし、提出しない方もお
られた為、今年度、再度の調査があるかもしれま
せん。正確な会計処理・帳簿処理を行い、請求さ
れたら必ず提出できるようにご準備ください。
◎生活習慣病健康診断受診について
毎日の生活の積み重ねにより健康を損ねている
という事もあります。１年１度の健診を習慣とし
て、安心して日々をお過ごしください。

教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記
今号145号をお届けします。
ご多忙の中、原稿を執筆くださった方々の、ご協力に

感謝いたします。
今、私たちは降臨節・アドベントの時期を迎えています。

キリストの降誕と言う過去の歴史的な事実を記念するだ

けでなく、未来に向かって、神の国、神の支配がやがて
世界にもたらされるという、希望に向かって開かれた信
仰の姿勢をも意味する季節ですから、皆さんもご自分の
信仰をもう一度見直して、新たな気持ちで、キリストの
誕生を待ち望みましょう。 （江田めぐみ）

9.91 % 9.91 %
1.58 %

9.91 % 9.91 %

18.182 % 18.182 % 18.182 %

0.2 % 0.2 % 0.2 %
子ども・
子育て
拠出金
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私たちは、日頃さまざまな場面でさんびかを歌って
います。礼拝や集会などで、あるいは日常の生活の中
で、何気なくさんびかを歌っています。しかし、その
さんびかの成り立ちや、どのようにして生まれたのか、
ということを知ると、もっとそのさんびかのことが好
きになり、深く味わうことができるようになります。
『こどもさんびか（改訂版）』137 番「かみさまにか
んしゃ」は、花房泉一さんが作詞したものを、『こど
もさんびか 2』の編集作業で、小山章三さんが作曲し
たものですが、その時の気持ちをこう語っておられま
す。「ある日の会議に出された『かみさまにかんしゃ
しましょう』は、席上で歌詞を読んでいるうちにメロ
ディが浮かんできた。”こどもとおとながいっしょに歌
うさんびか！”なんとすばらしいことしょう。」
このエピソードは、『こどもさんびか』とは何か？
この『こども』とは誰のことか？ということを考える
時に、非常に大切なことを教えてくれます。『こども
さんびか』というと乳児・幼児から始まって小中学生
ぐらいまでの「いわゆる」こどもを想定しているよう
に思われがちです。しかし、『こどもさんびか』の編
集委員会では、「大人も子どもも、みんな神さまの
『こども』」と考えました。だから上述の 137 番のよう
に「こどもとおとながいっしょに歌うさんびか」こ
そ、私たちがめざす「さんびか」なのです。
129 番「どんなときでも」は高橋順子さんが作詞さ
れました。しかし、順子さんは骨肉腫の患者として病
床にあり、7歳という短い生涯を終えて天に召されま
した。7歳の少女が苦しい闘病生活の中でどのような
思いでこの詞をつづったのか、いや祈ったのか、と思
うと、安易に歌うことのできない尊さ・気高さを感じ
ます。同時に同じように苦しんでいる方々と歌えた
ら、その方々にとってどんなに励ましとなり、慰めと
なることでしょう。
このようなエピソードは、『こどもさんびか改訂版

略解（日本キリスト教団出版局）』の編集作業中に見
つけたり、寄せられたりしたものです。たとえば 127
「あさひうけて」は、『こどもさんびか（1966 年）』に
は作詞者不詳、作曲者ブラッドベリーと記されていま

す。ブラッドベリーは「主われを愛す（愛の主イェス
は）」の作曲者で、19 世紀アメリカを代表する有名教
会音楽家です。作曲者は有名でも作詞者がわからな
い･･･とされてきたのですが、その後のさんびか研究
が進んで、作詞はファニー・クロスビーという女性で
あることがわかりました。
クロスビーは生後 6週間で視力を失いました。しか
し、質の高い教育を受けて、44 歳の時からさんびかを
作ります。そして生涯なんと 4000 以上のさんびかを
作った人だったのです。視力のないクロスビーが、聴
覚や嗅覚をはじめ全身の感性をとぎすませながら、朝
日を受けて小川が流れ、野をうるおして草木を生かし
ている。なんと神さまのわざはすばらしいものだろ
う、なんとすばらしいことだろう愛のわざは･･･と詠
んだのかと思うと、この「さんびか」そのものが、す
ばらしい神さまからの贈り物であると思わされます。
このように、さんびか一つ一つの成り立ちを「知っ
て」歌うことによって、それぞれの作者の人生や信仰
に触れ、私たちは神さまをより身近なものとしてとら
えることができ、感謝の思いや願いをストレートに神
さまに届けることができるようになります。ぜひ、一
つ一つのさんびかに込められた人生や願いや祈りを、
『こどもさんびか改訂版略解』を利用して知っていた
だければ嬉しいです。
さんびを歌うことを通して、私たちは喜びを与えら
れます。そして慰めや希望を与えられます。そのよう
なさんびかがもたらす恵みを、一人でも多くの方々と
一緒に分かち合いたいと思います。

関東教区の宣教を考える集い／2016 年 7月 18日開催

さんびかがもたらすめぐみ
講師 塚本　潤一（芦屋浜教会牧師）
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「宣教を考える集い」に参加して

川口　孝弘（埼玉新生教会員）

去る 7月 18 日、埼玉新生教会において「教会と子
ども」をテーマとした教区宣教部主催の集会が行われ
ました。衰退感が否めない教会学校の現状から脱却す
べく、講師の塚本潤一先生による子どもと一緒に楽し
く歌いながら学べる体験学習型の一日講習でした。開
会礼拝の後、午前は「さんびかがもたらす恵み」、午
後は「さんびかでイキイキ」という主題で、子どもと
大人が共に捧げる公同礼拝を目指した一つの方法論と
して、『こどもさんびか改訂版』（以下「さんびか」）
の有効活用術を数多く紹介いただきました。
賛美歌から私たちは、感謝、賛美、喜び、聖書、慰
め、祈り、希望の７つの恵みが得られることを先生は
豊富な知識と経験から分析し、実例を挙げながら解説
してくださいましたが、子どもたちが真剣に聞き入っ
ていたのがとても印象的でした。この７つの恵みは賛
美の根幹であると同時に、目と耳だけではなく体で味
わい、応答するための大切な要素であると改めて気づ
かされました。更に、より思いを深めて賛美するため
のヒントとして、作詞者（作曲者）が詩（曲）に込め
た祈りや背景など楽譜の裏側を知ることの大切さを教
わり、大いに納得いたしました。私は賛美歌の歴史や
背景を知ることを好み、学生時代より探求しています
が、賛美歌の解説書は教職者や奏楽者が選曲の参考程
度に読むべきものと考えていました。しかし、会堂に
招かれたすべての者が曲の背景を知って賛美をすると
き、より深くイキイキとした豊かなハーモニーが生ま
れることを今回とくに感じることができ、私にとって
の大きな励みとなりました。
近年、賛美歌の研究が飛躍的に進んでおり、容易に
インターネット等から情報を得ることができます。ま
た、先生から紹介された『こどもさんびか改訂版略
解』（日本キリスト教団出版局 2015 年）は、曲ごとの
解説が詳細に掲載されており、賛美の豊かさを補うた
めのツールとして大変有用なものと思います。小さく
見える「さんびか」の短い詩も、背景に埋め込まれた
作者の壮大なストーリーを心で触れたとき、声の出し
方や歌い方も違ってくると思います。優しい言葉で書
かれた「さんびか」を思い巡らせながら丁寧に歌った
今回の講習から、参加された方々は、子どもと大人が
思いを一つに賛美をする喜びと励ましを受け取れたの
ではないでしょうか。教区の各教会・伝道所の礼拝が
豊かにされますように切に祈ります。

関東教区教会婦人会連合第33回研修会報告

飯沼　淳子（教区教会婦人会連合委員長、西那須野教会員）

2016 年 9 月 13 日（火）、午前 10 時 30 分から午後 2
時 30 分まで、埼玉新生教会（埼玉地区）を会場にし
て、教区教会婦人会連合第 33 回婦人研修会を開催し
ました。婦人研修会は 2年に一度の開催ですが、2年
前は他の集会と重ねってしまい開催をしませんでした
ので、4 年ぶりの開催となりました。参加者は 214
人・76 教会でした。
6月 2日、3日に行われた教区教会婦人会連合総会
後の修養会で、大津惠子さんにうかがったお話から、
神様からいただいた体を用いて自分のためだけでな
く、家族のため、周りの人のため、教会のため、地域
のため、日本のため、世界のためといくらでも働く機
会を求められていると感じました。もう少し若かった
らと思いましたが、70 歳が働き盛りという事をきい
て、何もしていない、見ていない、聞いていないこと
を痛感しました。この度の研修会ではさらに何もして
いない自分を発見しました。
この日は朝、かなり強い雨で、私は大宮駅から歩き
ながら、きっとキャンセルの人が多いのではないかと
思いましたが、8時半に教会に着き、準備を始め、受
付の机を出して、各地区の名札を貼る間もなく、どん
どん皆さんが来られてびっくりしました。雨が幸いし
たと思わずにはいられませんでした。樋野興夫先生は
大きな声でも早口でもない、穏やかな語り口なのに心
にずんずん迫るお話をなさり、この日、私達は 200 名
の大人数で「がん哲学外来」に、誘われて来たのだと
思わされました。
この会を催す側としてあれこれ心配したことがどう
でもよくなって気持ちが楽になりました。樋野先生の
事をすでにご存じの方も多く、「がんカフェ」に参加
しているという方、主催している方もいらしたと思い
ます。先生がしきりにおっしゃっていた教会こそ、こ
のようなカフェを開いたらよいとのお言葉で、教区の
中に広がっていくといいなあと思いました。
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女性と男性が共に宣教を担うための
地区連絡会議報告

子どもたちを取りまく暴力を考える・Ⅲ
～子どもへの暴力防止（CAP）プログラムを体験する～

玉置千鶴子
（女性と男性が共に宣教を担うための地区連絡会議委員、水戸教会牧師）

７月 29 日（金）新潟教会を会場に、第 23 回女性と
男性が共に宣教を担うための地区連絡会議が開催され
ました。新潟地区をはじめ各地区より 26 名の方が参
加してくださり、“CAP・にいがた”より 3名の講師を
お迎えして、総勢 29 名で会を守ることが出来ました。
同会議ではこれまで、人と人との間でどのようなこ
とが暴力になるのかを学んできました。その学びを経
て今年度はCAP（Child Assault Prevention＝子ども
への暴力防止）のプログラムを体験するワークショッ
プを通して、何が暴力となって私たちの心と身体を傷
つけ、生きる力を奪うのかへの気付きが与えられると
共に、弱くされている人、子どもたちや女性たちを力
づけるために何が出来るかを学びました。
一人ひとりが持っている権利、それは“安心でき
る・自信をもつことができる・自由な選択ができる”
ということであり、暴力とはそれらが奪われること。
そして暴力に暴力で対抗せず、相手の権利を奪わない
で自分の権利を守る方法を共に学びました。
CAPの基本となる考えは“自分を大切にする心”（人
権意識）の育成です。そのために私たちが出来る言葉
がけについても学びました。特に性暴力の被害にあっ
た人は一人では処理しきれない出来事を受けて冷静に
順序立てて話すことは出来ません。だからこそ私たち
に出来ることは事実確認ではなく、徹底して聴き手に
なるということでした。そして「私に話してくれてあ
りがとう。あなたが言ったことを信じるよ。あなたが
悪いんじゃないんだよ。私に何か出来ることある？あ
なたは大切な存在ですよ。」と伝えることで自分を大
切にする心を守ることができると学びました。ワーク
ショップを通して私たちそれぞれに出来ることを学ん
だと同時に、自分自身もまた大切な存在であるとの思
いを抱くことが出来る機会となりました。
今回ワークショップを行ってくださったCAPは 47
都道府県すべてにあるそうです。今回参加することが
出来なかった方も、お近くのCAPでワークショップ
等を受けてみてはいかがでしょうか。

第46回関東教区社会活動協議会報告

川村　邦彦（宣教部委員社会担当、新潟教会員）

今年は 9月 18（日）～19（月）。茨城地区が担当さ
れ、会場は土浦市「ビジネスホテルつくし」。参加者は
50 名（埼玉 5、栃木 1、群馬 2、新潟 8，茨城 34）、昨
年の関東北部水害で参加出来なかった地元茨城地区の
皆さんが多数でした。特に会場を提供された土浦教会
の皆様のおもてなしの食事で散会しました。感謝。
テーマ『今、“いのち〟を見つめる―脱原発と非戦を
考える』は地元からの素材（東海原発、予科練平和祈
念館；土門拳の予科練生の写真展示、雄翔館；全予科
練戦没者の遺影と遺書展示）を通して今日的課題を考
えるに十分なものでした。
講師は村上達也氏（元東海村村長で、全国脱原発首
長会世話人）でした。JCO臨界事故に遭遇―原子力政
策のお粗末なこの国の姿を体験されました。そのこと
を通じて個人と国家について戦後 70年間は日本国憲法
の核心は人民であって国家ではないことは憲法の前文
（国民主権の宣言）で守られてきた。だが、今の安倍政
権によって日本国憲法は危機に瀕している。（国家主義
政権の誕生と世論のき弱性）・日米同盟と憲法―解釈
改憲（集団的自衛権）、新安保法制（戦争法）・自民党
憲法草案は「国体」回復（戦前回帰）を目指している
ものだ。原子力政策も『国策』と称し日本軍の論理と
国家の論理（力で国民に犠牲要求）と同じ。
JOC臨界事故の背景には『国策』『安全神話』『想定
外』そして「仮想事故」を称した。福島原発事故時の
対応（国、県）も住民保護より原子力政策、原発維持
を優先した国家の論理。村上氏は国策としての原発と
特攻隊―予科練－戦争遂行は軍の論理（国体維持、国
家が全て）。キリスト者はいのちを大切にする宗教。
皆さんの一層の奮起を期待すると励まされました。
翌日のフィールドワークの予科練平和祈念館のチラ
シには「志願した昭和の少年たち―青春群像を通して
命の尊さと平和への認識を深める」とありました。反
面で雄翔館のチラシには「日本の国の為に尊い命を散
らせた亡き戦友の霊を慰めるとともに誰の為、何の為
に散華していったのか」とありました。天皇制国家主
義の時代に生れた若者の悲劇の歴史を思わされました。
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第47回日本基督教団
「みんなの伝道協議会」報告

加藤　久幸（水海道教会牧師）

9 月 6 日～8 日、第 47 回教団「みんなの伝道協議
会」（旧開拓伝道協議会）が、東北教区センター「エ
マオ」を主会場に、開催されました。主題は「どこで
誰とつながるのかⅢ～3・11 地震・津波・原発事故の
ただ中で～」、13 教区から教区推薦・自主参加を含め
44 名が参加（当日 1名欠席を含む）。
6日は、講演と発題で、次のように行われました。
災害と教会Ⅰ　主題講演「アブラハム少数派」新免
貢さん（宮城学院女子大学）。
災害と教会Ⅱ　被災教区からの報告・提言　①北海
教区～1993 奥尻～久世そらちさん（札幌北部）、②兵
庫教区～1995 阪神淡路～佃真人さん（宝塚）、③関東
教区新潟地区～2004 中越・2007 中越沖～長倉望さん
（新潟）、④奥羽教区～2011 東日本～邑原宗男さん（江
刺）、⑤関東教区～2015 関東・東北豪雨～加藤久幸さ
ん（水海道）、⑥九州教区～2016 熊本・大分～庄司宜
充さん（別府）。
７日は、参加者の希望によって、福島コース「原発
事故・放射能汚染を巡って」（飯館村～浪江伝道所～
請戸漁港）、宮城コース「地震・津波被災を巡って」
（洞源院～女川～エマオ石巻）、各々のフィールドワー
クに参加しました。
8日は、全体協議を行い、次年度は九州教区で開催
する方針を確認しました。
今回は、日本の各地で様々な災害と向き合って教会
関係者が集いました。被災・復興という現実におい
て、主体は誰か、誰と向き合っているのか、という問
いを受けました。エマオメールマガジン第 56 号にも
触れられているように、被災・復興という現実におい
て、行政や支援者が推し進め語る言葉ではなく、被災
者一人一人が本当の言葉を語っている（語れる）ので
あり、私たちは、その言葉にきちんと出会っているの
か、という問いかけでした。具体的な反省や示唆も豊
かにありました。
今年度になってから、九州では地震・水害・噴火、
北海・奥羽では台風、東中国では地震、各地で被災が
続く中での開催でした。個人的には、私たちの歩みは
土と人と神に応答する人間であり続けることと、再確
認させられました。主の慰めを祈り、各々の現場に散
らされる祝された会でした。

※関東教区の宣教を考える集い、教会婦人会連合研修
会、社会活動協議会の講演などは教区のホームペー
ジで録音を聴くことが出来ます。

「出会う！働く！考える！
十日町雪掘りキャンプ」2017 のご案内

長倉　望（雪掘りキャンプディレクター、新潟教会牧師）

今年も「十日町雪掘りキャンプ」を開催します。
豪雪地帯十日町で、中越地震の際に実際にボラン
ティアセンターをになった十日町教会に寝泊りし、
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
像作りや雪祭りも楽しめます。
今年の日程は 2017 年 2 月 15 日(水)～19 日(日)。

「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。

ＫＫＳキャンプのご案内
小林　祥人（宣教部委員教育担当、取手伝道所牧師）

関東教区宣教部では今年度も高校生を対象とした
ＫＫＳキャンプを企画しております。今回は青年の
参加者も募集します。
アジア学院でのスタディ・ツアーや、レクリエー
ション、また聖書の学びなど互いの交流を通して私
たちが神さまのもとで共に生きていることに思いを
はせ、そして「平和に過ごす」とはどんなことなの
かを一緒に考えたいと思います。
新しい年が来ましたら詳しいご案内を各教会伝道
所にお送りいたします。たくさんの高校生・青年の
皆さまの参加をお待ちします。

日　時：2017 年 3 月 29 日（水）～31 日（金）
場　所：アジア学院（栃木県那須塩原市）
テーマ：「平和を生きる」

～いのちのつながりを考えよう～
聖　書：コリントの信徒への手紙二 13 章 11 節
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