
私は現在、新島学園中学校・
高等学校で宗教主任として働い
ておりますが、その前は東京で
日本キリスト教団の学生青年セ
ンター、学生キリスト教友愛会

（略称・SCF）の主事をしており
ました。そこに集う青年達と話

をしていて、教会の持つあるイメージが青年達を教
会から遠ざけているかもしれないと思いました。そ
れは「学校イメージ」です。教会の礼拝では参加者
は全員前を向いて座り、講壇で牧師が話す説教を聞
きます。教室で生徒全員が前を向いて座り、教卓で
話す教師の授業を聞くのと実はよく似ています。私
が接した心の傷を負った青年達には、学校で傷つけ
られた人が多くいました。友達同士のトラブルによ
ることも多いのですが、教師に傷つけられることも
多かったようです。学校は本来生徒の成長を支援す
る場所なのだと思いますが、現実の学校の多くは生
徒の気持ちをくみ取ろうとせず、大人の理屈が上意
下達に伝えられる場となっているようです。学校の
授業では生徒は質問もできますし、教師と生徒のや
りとりで授業が進むこともありますが、教会の礼拝
では牧師の説教に質問することはできず、終わるま
で一方的に聞くことが求められます。また、講壇が
会衆席よりも一段高い場所に作られている教会も多
く、学校に傷ついた青年達にとっては、上意下達、
一方通行での意思伝達のイメージがより強く感じら
れるのだと思います。

そのため、これは私の前任の先生が始められたこ
となのですが、ＳＣＦでは空間における正面や中心
を極力作らないように心がけました。参加者全員が
車座になって座り、お互いの顔をみながら礼拝を守
るようにしました。また、牧師が一方的に話すので
はなく、望むなら誰でも話すことができる「分かち
合い」の時間を多く持ちました。参加者が上下関係
を感じる要素を極力排するように努力をしたので

す。このやり方は、空間や時間の使い方としては決
して効率のいいものではありません。車座になって
座ると、全員が並んで前を向いて座るよりも広いス
ペースが必要になります。たくさんの人数が一度に
礼拝を守ることを考えれば決して得策とは言えませ
ん。しかし伝道とは効率だけで捉えてはいけないも
のでしょう。学校イメージを排したことで、青年達
に福音と出会う場所を、教会とは少し違う場所を提
供できたと思っています。

私は今、新島学園中学校・高等学校で働いていま
す。学校イメージの払拭に努力をした私が、現在学
校で働いているのは皮肉なことです。学校に招かれ
た時、私は「学校イメージ」を単に批判するのでは
なく、学校の内部からそのイメージと真剣に向き合
い変えていくことを神から求められていると思いま
した。学校が、大人の理屈を上から下へ問答無用に
垂れ流す場所ではなく、生徒達に神から与えられた
賜物が神の働きにより活き活きと伸びていく、教師
と保護者がそれを祈りと努力をもって支援する場所
になること。
「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、

成長させてくださったのは神です。」
教育の本質を表現した、学校にとってよるべき指

針となる御言葉です。この実現を目指し頑張ってい
きたいと思います。

多くの若者を傷つけた従来の「学校イメージ」。
私が今働いている学校自体も、そして教会も、それ
と向き合うことが求められていると思います。その
ヒントはどうやら「どう語るか」よりも「いかに聴
くか」にある気が最近しています。
「自由教育　自治教会　両者併行　国家万歳」
新島学園の建学の精神である新島襄の言葉です。

教会と学校が共に刺激し合い、助け合い、補い合
い、祈り合いながら、歩んで行くことを心から願っ
ています。
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献　堂 浦和別所教会

浦和別所教会伝道師 澤
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浦和別所教会は、1934年、横山英男牧師が浦和
別所に住居を定めて伝道を開始して83年経ちまし
た。戦後には戦災孤児救援事業（現ホザナ園）を
開始、1950年に礼拝堂と孤児養育施設を兼ねた教
会堂献堂（約100㎡）、1985年教会堂増改築（約190
㎡）と教会堂の歴史が刻まれてきました。借地に
建てられた教会堂の老朽化もあり、1998年に会堂
建築準備委員会を発足、それから20年を経過して、
新会堂を建てることが出来ました。

この新会堂の建設にあたり、予想外の問題が
次々と起きました。例を挙げると、新会堂の土地
の埋設文化財の発掘や銀行からの融資があります。
銀行からの融資は、教団が保証人となる制度を活
用することが確実と思っていたのに、その融資制

度が廃止され、個別に銀行と折衝しなければなら
なくなりました。これまでの取引銀行に融資の申
込みをしたところ門前払いでした。この様に、私
たちのシナリオは、どんどん書き換えられてしま
いした。そして、次の手が見えてこないのです。
その様な中で、私たち教会員は、「祈りの束」と名
付けて毎日朝6時と夜9時に祈りました。主は、こ
の祈りを聞き届けて下さり、別の銀行からの融資
を可能として下さいました。まことに奇蹟を見た
思いです。このように主の力に支えられ待望の新
会堂が完成しました。この新会堂建築は浦和別所
教会だけの事業ではありませんでした。多くの教
会・個人がこの事業に加わり、祈りと献金を献げ
て下さったことを忘れることはできません。この
新会堂建築に関わった全ての方々に、感謝すると
共に神さまの祝福をお祈りします。
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甘楽教会牧師 上原
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昨年の9月、甘楽教会に赴任しま
した上原秀樹と申します。甘楽教会
は、認定こども園甘楽幼稚園があり

園長としても歩んでいます。園長になるのは初め
てです。また、甘楽教会のクリスマス燭火讃美礼
拝のときは教会員だけではなく、幼稚園の保護者、
地域の方々が聖歌隊に参加してくださるので、聖
歌隊の人数は、約40人です。

わたしにとって初めてのことが多く、初心に戻
り多くのことを学んでいます。正直いいまして、
わたしの能力ではとても賄うことができません。
教会員、幼稚園の職員、地域の方々に支えられ歩
んでいます。そして、教会員、近所の方々から農
作物をいただき、群馬県のよさを実感しながら感
謝し歩んでいます。

白岡伝道所牧師 福島
����

英
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白岡伝道所は、1985年5月に開所
しました。故福島聖二牧師が幼稚園
の一室をお借りして集会を始めたの

です。農村から都市への移行地域がら中々伝道は
伸びません。江戸時代からの古い習慣と戦いなが
ら、何とか色々な集会で話すチャンスを戴き福音
の種蒔きをしました。長年キリスト教保育に携わ
らせて戴き、幼稚園でも礼拝をし讃美歌を教えた
り聖書のお話をし大変喜ばれました。福音の種子
は長い年月蒔かれ続けました。先日クリスマスに
女子高生が1人受洗しました。幼稚園時代から神様
のお話を聞いて育った方です。蒔かれた種子が刈
入れを待っていると思います。今年は刈入れにも
力を入れようと思っています。主が許したもうな
らですが皆様もお祈り下さい。

本庄教会牧師 疋
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11月から本庄教会に担任教師とし
て着任しました。待降節中、12月10
日には東野尚志教区議長の司式のも
と就任式を行って頂きました。今

年、本庄教会は創立130周年を迎えます。この時期
に就任することができ大きな恵みです。

本庄教会は高崎線本庄駅と新幹線本庄早稲田駅
との丁度中間にあります。駅近くには商業施設や
新築の家もあり発展していく町の様子がうかがえ
ます。主は、神の国をからしだねの木が成長して
鳥が巣を作る様子に譬えられました。本庄教会も
この地にあって、主の恵みのもと豊かに実を結び、
町の人々が礼拝の交わりへと招かれて神の家族に
加えられるよう、兄弟姉妹や主任の疋田國磨呂牧
師と共に、祈り努めます。

これから教区諸教会の皆様と共に、福音宣教に
励んで行きますので、宜しくお願い致します。

埼玉中国語伝道所牧師 林
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在留資格が下りて丁度1年経ちま
した。台湾長老教会から、埼玉中国
語伝道所に派遣されました宣教師、

林美音です。
この一年は、人生の中では一番短い一年だと感

じました。先ずは、日本語の説教が、日本人教会
員の要望に応じる事に励んだことです。2017年は、
日本語猛アップの一年だとも言えます。そして、
就任してからは、宣教の為に長すぎた教会名を短
く改名しました。

2年目からは、本格的な中国人伝道に入りたいと
思ってます。その為に、神さまは教会から中国語
神学校へと、3人の神学生を送り出して下さいまし
た。

又、教団の先生方とも、まだあまり親しくする
時間がありませんでしたが、今後、教団にもっと
馴染み、教団と台湾長老教会の架け橋に力を尽く
したいと思ってます。

着任してひとこと
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隠退教師の近況報告隠退教師の近況報告

【今年3月末、隠退された先生方より】

�兵庫教区にいますが覚えてくださりありがとう
ございます。普段は一教会員として仁川教会で
礼拝しています。たまに無牧の教会に応援に
行っています。カードもありがとうございます。
お一人おひとり懐かしく思いながら見させてい
ただきました。 （奥村　益良）

�この度は「クリスマスプレゼント」を頂き有難
うございました。いたずらに年月だけを経過し
たような私を隠退教師の一人に加えて頂き恐縮
に存じます。お陰様で、適当な環境を与えられ
て毎日を過ごしております。ここ新生会、教団
を含めて、沢山の先輩隠退教師との出会いがあ
ります。「ここも神の御国、、」なのかも。

（宮内　常喜）
�クリスマスおめでとうございます。このような

御配慮いただき申し訳なく、ありがとうござい
ます。本庄教会協力牧師として、1回説教、1回
奏楽、毎週活花と、何だか忙しく用いていただ
き、体の続く限り、治療しつつ励んでいます。　

（疋田　勝子）　
�この3月で60年に亘る教団教師の生活に区切り

をつけ、今年発行した「上毛通信89号」も終わ
りとしました。『現代を生きる教会−対話・共
生・平和』を、今年末に新教出版社より刊行し
ました。 （森野善右衛門）

【お連れ合いが帰天されたご家族様の上に
主のお慰めをお祈りいたします】

�夫は既に召天致しましたのに、皆様と同じように
プレゼントを頂戴し驚き、涙致しました。11/3
に新潟教会の長倉望牧師ご夫妻から納骨式を執り

行っていただきました。夫の身に余るメッセー
ジを頂き感謝でございました。今、頂きました
カードを写真に見せて飾り、話しています。有
難うございました。 （松井　和榮）

※松井愛美師　2017.5.28　逝去
�思いがけないクリスマスプレゼント感謝いたし

ます。夫 大津健一が亡くなって、早半年が過ぎ
ました。悲しみは薄れましたが、なつかしさが
続いています。パートナーを亡くされた方には
同じ思いをされている事と存じます。どうぞ、
皆様の上に神様の慰めがありますように。

（大津　惠子）
※大津健一師　2017.6.22　逝去

�今日は思い掛けず、お心のプレゼントが届きま
した。心の底から驚き、ビックリしております。
ありがとうございます。現在、伊勢崎教会で礼
拝を守り、クリスマス礼拝に転会式を与えられ
ます。先生方、主事、皆様のお祈りが強く届い
ております。西上の目を細めている顔を思い、
共に感謝しています。皆様のお名前、何度も何
度も読み返し感謝の祈りを捧げます。

（西上　立子）
※西上信義師　2017.7.22　逝去

�現在、大（とも）さんは特養白寿苑で元気にお過
ごしです。

（石坂　大さん代理　にじのいえ信愛荘　松村　誠一）

※石坂幸雄師　2017.9.23　逝去

�クリスマスプレゼントの受領返信を頂きました
福本光子師が、2017年12月27日に召されまし
た。主の慰めをお祈りいたします。

年々、お歳を重ねられて療養中・リハビリ中と
いう方々が増えてきています。どうぞ、癒しの御
手が豊かにありますようにお祈りください。

今年も、関東教区でのご奉仕を最後に隠退された教師またはパートナー77名の方へ、クリスマス
カードと現金１万円のプレゼントをお送りしました。皆様、引退後でも憶えられていることに大変
喜ばれておられます。近況報告の中から、一部だけですが、ご紹介いたします。（原文のまま）
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2017年度関東教区「教団問題協議会」報告

去る2017年10月21日に、関東教区『教団問題協
議会』が大宮教会を会場に開催されました。この
集会は、専ら教団総会議員として選ばれた方々に、
時の教団が直面している課題・問題を学び共有す
るために企画されたものと聞いておりますが、教
団総会が開催されない年にはこうした事柄を離れ
て様々なテーマを取り上げ、総会議員以外の皆さ
んにも集会参加を呼びかけてきた由です。2017年
は特に宗教改革500周年の年であり「宗教改革と私
たち」という主題の下、講師として須田拓先生

（橋本教会牧師・東京神学大学准教授）をお招き
し、また3人の発題者も立てて集会を実施致しまし
た。参加者は40名を少し超える程度でしたが、と
ても恵まれた集まりだったとの感想を持ちました。

本記事執筆者である準備責任者・福島純雄牧師
による司式・説教によって開会礼拝を守った後、
早速主題講演の時間に移りました。短い紙面です
ので、講演内容を丁寧にご紹介することはできま
せんが、まず須田先生は、信仰義認の根幹には信
仰と洗礼によってキリストに結ばれるということ
があり、キリストの義が私たちに転嫁されるのだ
と説明して下さいました。この事は決してルター
が最初に言い出した事ではなく、古代の教父たち
もよく語っていたことだと言われました。また、
福音信仰の根幹を取り戻したことは、おのずと教
会のあり方にも変革をもたらさざるを得ず、教会
が教会であるのは何によるのかが鋭く問われるよ
うになったと教えて下さいました。キリストに結
ばれた者として自由だからこそ、その限界にも心
を向けることの大切さを指摘されました。

講演後の昼食時には、4つのグループを作って共
に昼食を食べながら講演についての感想を共有し
あいました。どこのグループもとても話が弾んだ
ようで、講演に関する事以外にも様々な話題が飛
び交ったようです。

昼食後には、西川口教会・金田佐久子牧師、前
橋教会・川上盾牧師、大宮教会信徒（関東教区教
会婦人会連合委員長）西谷美和子姉からそれぞれ
発題をいただきました。まず金田牧師からは、西
川口教会での実践として、説教前の悔い改めの祈
りを大切にしておられる事と、「万人祭司」のささ
やかな具体化のひとつとして、教会の中に祈りの
グループを作り教会より発信されるメールを通し
て互いに祈り合っている事が紹介されました。川
上牧師からは、友人に多くカトリックの方々がお
られるゆえ宗教改革を素直には喜べないとの思い
が吐露され、しかし宗教改革がもたらしてくれた
最大の賜物としての寛容と自由を大切にしてゆき
たいと語って下さいました。西谷姉は「宗教改革
がもたらした自由に生きる幸い」という題の発題
レジュメをご用意下さり、かつて属しておられた
教会での体験を通し、現在自由に奉仕ができる喜
びを語って下さいました。

発題後は常任常置委員として今回の集会の準備
責任者のお一人でもあった秋山徹牧師の司会のも
と、須田先生も加わっていただき全体協議の時間
が持たれ、活発な質問や発言が続きました。最後
に、同じく常任常置委員としてこの集会の準備責
任者のお一人だった熊江秀一牧師の司式にて閉会
礼拝を守り、集会を閉じました。

なおこれは本集会そのものの内容とは関係があ
りませんが、この集会のあり方について様々な意
見が出ています。私がかつておりました東北教区
でも、教団総会に出席する議員のためのオリエン
テーションの機会を持っておりましたが、それは
あくまで総会議員だけのためのものでした。関東
教区は集会が多すぎるとの意見もあり、この会も
本来の趣旨に戻すのも一考ではないかとも感じま
す。今後の検討の課題です。

教区副議長 福島
����

純
��

雄
�
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教師部委員長 羽
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2017年10月23〜24日（月・火）に、群馬県高崎
市のニューサンピアを会場に、関東教区教師部研
修会が行われました。講師に元・東京教区頌栄教
会牧師、元・聖隷クリストファー大学教授の鈴
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木
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崇
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巨
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先生をお迎えし、「2000年前の牧師、100年後
の牧師」というテーマで、二日間有意義な学びの
時を持つことができました。また、40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
ぞれ遠
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師、島
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師にご奉仕
いただきました。

鈴木先生はご講演の中で、ご著書の『牧師の仕
事』を踏まえて、個々の牧師のあり方にも触れて
おられましたが、統計データやご自身の他教派・
他教団との交わりに基づき、日本基督教団のあり
方についても一石を投じる、意義深いものでした。

1日目のご講演は、鈴木先生の経歴のご紹介から
始まりました。そして、牧師の辞任や転任、経済
状況といったデリケートな話題にも踏み込みつつ、
教団全体も見すえたお話となりました。

2日目は、家庭のあり方、葬式、牧会訪問といっ
た話題に触れ、また、先生の他教派・他教団との
関わりを踏まえて、「聖霊派（カリスマ派）の人々
に、頭を下げて学びなさい」と勧めておられまし
た。癒しや異言など、教団ではなじみの薄い賜物
については、参加者からも反応がありました。
「牧師の仕事」に留まらず、日本基督教団のこれ

からについて、考えさせられる研修会でした。

財務部委員長 若月
����

健
��

悟
�

2017年度関東教区会計・書記役員研修会が2017
年11月11日（土）午前10時30分〜午後3時30分、
大宮教会において、35名の参席により開催されま
した。テーマ・講師は、「伝道資金」熊江秀一牧師

（教区常任常置委員・大宮教会牧師）、「謝恩日献金」櫻井
淳子氏（教団年金局業務室長）、「100円献金」鈴木秀信
氏（「引退教師を支える運動」推進委員会事務局長）、「教区
各種献金」金刺裕美氏（教区主事・上尾合同教会会員）

により、教区が関わる献金全般についてお話しい
ただき、内容豊かな学びとなりました。

2015年度開始の教団・伝道資金は、その原資を
各教区負担金・献金により賄っています。関東教
区は各教会・伝道所に新たな賦課をすることなく、
負担しています。各教区への配分金は、地区を通
して地区活動・小規模教会・伝道所に配分されて
います。このような現状から、関東教区の全教会
の理解を得にくい現状があります。牧師・役員が
良く理解し、信徒へ伝えていく努力が必要である
ことを学び合いました。

教団年金は、互助制度であるため、教師年金掛
金の多少にかかわらず、一定の額で支給されます。
助け合いの精神がその基盤にあることは、教団の
大切な信仰の証であることを学び合いました。そ
の原資は、毎月の年金掛金、11月の謝恩日献金、
100円献金により賄われています。さらに安定した
年金を確保し、隠退教師を支えるために、関東教
区がこれまで培ってきた信徒運動をさらに高め
合っていく大切さを覚えました。

教区各種献金は、多岐に及びますが、特に、教
師謝儀と社会保険料との関係を具体的に学ぶ機会
が与えられました。社会保険料などが右肩上がり
になっている現状を踏まえ、賢い支給配分方法を
考慮する必要を痛感しました。会計役員は大変な
労苦を担っておられることと思いますが、謝儀の
支給配分方法により教会の負担額や教師の手取り
の額に違いが出てくることをご一考いただければ
と思います。教区事務所にお尋ねください。

講師の皆さまお疲れさまでした。感謝！

教師部研修会報告 会計・書記役員研修会報告
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11月14日に大宮教会で第3回常置委員会が、1月
16日に教区事務所で第2回常任常置委員会が開催さ
れました。
・筑波キリスト教活動委員会報告で、今まで担当

常置委員は陪席でしたが、委員扱いになること
が報告されました。

・教区部落解放推進委員会報告で、岩河宏美さん
が協力委員として追加されたことが報告されま
した。

・春季教師検定試験受験志願者を面接し、正教師
試験志願者として、坂口慶行教師（水戸自由ヶ丘教
会）を、補教師試験志願者として、大久保一秋氏

（飯能教会）、山野心氏（久喜復活伝道所）、渡邊典子氏
（所沢武蔵野教会）を推薦することを可決しました。

・秋季按手礼式執行に関して、受按者がいないた
め、執行しないことを可決しました。尚、准允志
願者のみの場合は、教区総会時に執行すること
を確認しました。

・伝道資金に関して、教団より、申請額から50万
円を減額された決定額が通達されました。その
対応として、高校青年信徒育成プロジェクト費
用を宣教部費の中に設けることで、次年度対応
することを決めました。ただし、今後の対応に
ついては財務部で検討することとしました。

・GMIMに関して、教団がGMIMとの宣教協約を
締結するに際し、現地訪問に福島副議長が同行
することとなりました。

・東日本大震災被災記念礼拝に関して、今年度は
開催をしないこと、共同の祈りを作成し、礼拝
で用いるよう配付することを決めました。

・教区機構変更に関して、委員会の活動状況を踏
まえて、内規の中で、位置づけを再確認するこ
とを決めました。

・地区総会派遣者を決めました。
新潟地区　東野尚志議長
群馬地区　小池正造書記
栃木地区　秋山　徹常任常置委員
茨城地区　熊江秀一常任常置委員
埼玉地区　福島純雄副議長

・教区派遣者についての旅費条項について、作成
いたしました。

・各種申請に関する件（敬称略）
（1）教師異動

本庄旭教会 就 柳瀬　聡（兼主・正）
甘楽教会 辞 山下智子（代・正）

就 上原秀樹（主・正）
本庄教会 就 疋田義也（担・正）

（2）第23条申請
浦和別所教会（土地・建物取得／建物除去）

（3）合併
羽生の森教会

羽生伝道所と東京復活教会の合併
（4）伝道所名称変更

埼玉中国語礼拝伝道所→埼玉中国語伝道所

教区書記 小池　正造

第67総会期第3回常置委員会・第2回常任常置委員会報告

お 願 い

＊就任式執行について、必ず教区事務所にご相談ください。

＊法人教会は、就任関連書類とあわせて、代表役員変更登記に必要な証明書の申請書と切手（600
円分）もあわせて提出してください。尚、代表役員変更登記後は速やかに代表役員変更届を提
出してください。これらの書類は、教区ホームページにありますので、ご活用ください。

＊按手礼・准允執行について、教区総会時に希望される方は、4月17日常置委員会で面接を行い
ますので、それまでに教区事務所にご相談ください。



主事　金刺　裕美

例年をはるかに越える大雪に、困難な日々を過
ごしておられる方々を憶えてお祈りいたします。
年度末を迎え、今年度の締めや新年度の諸準備で、
ご多忙なことと思います。
◎2017年度教会負担金　納入のお願い

完納されていない教会・伝道所は、できるだけ
早く納入をお願いいたします。

◎書類一式を、3月はじめにお届け致します
年度報告書、教区総会関係書類をはじめ、たくさ
んの書類を送付いたします。届きましたら必ず、

「送付書類・受領・提出確認表」に基づき、中の
書類を確認し、その後、書類作成担当者にお渡し
ください。2018年度の教区総会は、5月23・24日

（水・木）に開催されますが、報告・議案書の作
成のために、それぞれの提出期限があります。ご
確認の上遅れないよう送付してください。

◎パソコン用年度報告書フォームがあります
教区HPに、パソコンを使って作成できるフォー
ムがあります。どうぞご活用ください。作成後、
必ず印刷してA3版用紙でご提出ください。

◎「自動払込希望科目確認書」提出4月17日締切
現在ご利用の教会・伝道所も自動引落を希望さ
れる時は、必ず提出してください。締切日を厳
守されないと、引落しに間に合わないこともあ
りますのでご注意ください。

◎2018年度教団年金掛金支援金申請書の締切
新年度、支援を希望される教会・教師は、地区
決裁後、5月末までの必着でご送付ください。6
月第1回常置委員会で審議し決定されます。

◎2017年度教区一覧の変更・追加
・守谷伝道所〈FAX追加〉0297−47−0207
・浦和別所教会〈住所変更〉さいたま市南区別所2−3−2
・埼玉和光教会〈FAX追加〉048−487−7876
・埼玉中国語礼拝伝道所〈名称変更〉埼玉中国語伝道所

保険事務　金刺　裕美

寒暖の差が激しいこの時季です。健康に気を付
けてお過ごしください。
◎3月分の自動払込日は、3月23日（金）です

年度末のため、再引落しがありません。期日前
までに確実な入金をしてください。

◎3月分より、健康保険および介護保険料率改定
・健康保険料率：9.87％　⇒　9.85％
・介護保険料率：1.65％　⇒　1.57％
少し、料率が下がります。新料額表でご確認の
上、入金、送金をして下さい。

◎協会けんぽ　報酬額報告書の提出について
等級決定（保険料算定）のための届出書です。
教会総会において確定された金額をご記入のう
え、総会終了後、至急提出して下さい。

◎4月～6月分保険等級は、3月分と変わりません
昨年度に比して、謝儀額に変更があっても、4〜6
月分の保険等級は変わらず、保険料も3月分と同
額です。特に謝儀額が下がった場合に、保険料を
減額して送付してこられる教会が多々あります。
保険料の変更がある場合は、必ず事務所からご
連絡をいたします。

◎被保険者生活習慣病予防健診の受診について
1人年1回の受診に対して、埼玉県健康保険事業財
団から補助があります。受診希望の方は検診機関
で予約を取り、教区事務所へご連絡ください。

◎「特定健診受診券」は、ご自宅に届きます
被扶養者（配偶者）の特定健康診査受診券・パ
ンフレットは、ご自宅に送られます。

◎異動届けは、保険者証を添付して5日以内に返却を
被保険者の異動は、被扶養者の分も一緒に。被
扶養者の異動は、その方の保険証だけ返送して
ください。

◎新規加入を希望される方について
年度初めは、手続き後保険証が手元に届くまで
2、3週間位かかってしまいます。加入後、直ぐ
に使用を希望される方は、早めにご準備下さい。
新規加入に必要な書類等をお知らせいたします
ので、事前に教区事務所までお問い合わせくだ
さい。

（8）

教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記
1月22日（月）東京近郊では積雪20cmを越える「大

雪」となった。雪対策もなされておらず、住民も不慣れ
な土地なのだから混乱が起きるのは当然である。だがそ
れは「東京ローカル」な話だ。まして雪国に住む人に
とっては「そのぐらいの積雪がなんだ」と言いたくもな

るだろう。東京の情報を全国一律に流すのはどうなのだ
ろうか。さて我が教団はどうか。一部の人たちだけで決
めたことが全てになってはならないだろう。この教区通
信が関東教区の皆さんにとっての大切な情報の共有の一
助になればと願っている。 （金子　敏明）
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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．５７     ２０１８年３月４日 

 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 

2017 年度の関東教区部落解放現地研修は、群

馬地区の担当。全国キリスト教学校人権セミナー

との共同開催として、8 月 18 日（木）高崎市倉

賀野町の「たかさき人権プラザ」において行なわ

た。	 

	 最初に映画『タケヤネの里』が上映され、

被差別部落の伝統産業である竹皮草履や竹筬（た

けおさ）の技術が紹介された。高崎は、かつて日

本一の竹皮草履の生産地であり、倉賀野は表編み

の中心地の一つ。この竹皮を使った雪駄表は 高

級品として全国を席巻したという。上映会後は安

田耕一さん（当委員会委員）によるレクチャー。

被差別部落が生み出した製品への誇りを語る一

方で、「映画の中でこの表皮作りの場所を明らか

にできなかったところに群馬の差別の現状があ

るのではないか」との指摘がなされた。	 

映画に登場した竹皮編み伝統工芸士の前島	 

	 美江さん（高崎在住）も来場され、失われかけ	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

た技術を引き継いだ思いを語られた。	 

	 その後、部落解放同盟・平井豊さんのお話を聞

く。古くから東京と信越方面を結ぶ水運の河岸と

して栄えた倉賀野宿、その治安を守るための一翼

を長吏たちが担った。彼らは水運業には関わるこ

となく、女性たちの多くはぞうり作りや竹細工に

関わっていた。人々の暮らす「ムラ」は、旧中山

道からは至近距離にありながら、明治になっても

地区内への神輿渡行を拒まれたという差別事件

があり、裁判に訴え勝利するという歴史もある。

以来、水平社結成や、日本農民組合の事務所が置

かれるなど、群馬における解放運動のひとつの拠

点となってきた。平井さんは「差別で一番損をす

ること、それは命を落とすこと。」として、結婚

差別による自死の現実を語る。しかし一方で「ム	 

ラには助け合いの精神がある。貧乏で死んだ人は

‐教区部落解放現地研修（群馬地区）‐  

映画『タケヤネの里』で伝統産  

業を学び、高崎市倉賀野宿を  

フィｰルドワーク  

（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	 	 	 	 熊江	 秀一	 

埼玉県さいたま市大宮区下町3－39	 

日本基督教団大宮教会	 

連絡先	 TEL	 048-641-6148	 

郵便振替	 00140-3-67727	 

加入者	 日本基督教団関東教区	 

 

 

 

 
伝統産業製品の竹皮草履等が展示された 
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一人もいない。孤独死もない」と、人々の連帯を

生む共同体の豊かさを示された。	 
	 お話を聞いた後、平井さんの案内で「フィール
ドワーク」へ。同和対策事業などにより地域の
景観も大きく変わり、住民の入れ替わりもあると
いう。一方で不動産物件案内地図の内容や、コン
ビニ開店のチラシ（所在町名を事実と違う形で表
記）といったところに、まだまだ残る差別の現実
を指摘された。	 
暑い夏の午後、熱い思いに満たされたプログラ
ム、終了時刻は予定を１時間近く上回っていた。	 

◇栃木地区 四條町教会の事例 

	 私たちの教会では、依然として残っている部落差

別がなくなることを覚えて、７月第２主日礼拝の時、

祈りと共に部落解放センターへ献金を捧げており

ます。そもそものきっかけは、今から１４年前、部

落解放委員会に関係していらっしゃった、平山正道

牧師が四條町教会に赴任された時から始まったと

記憶しております。	 

	 また、しょうがい（障害）を与えられた人たちと

共に礼拝を長年守っております。今後共、差別と人

権問題に積極的に関わっていきたいと願っており

ます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （阿久津マキ子）	 

	 「狭山事件の再審を求める中央市民集会」が

2017年 10月 31日（火）、秋空に強い日差しの中、

東京都・日比谷野外音楽堂で開催されました。午

前中に行われた前段集会「キリスト者の集会」で

は、関東教区議長･東野尚志牧師が石川さんの見

えない手錠を一刻も早く解き放ちなければなら

ないと、熱く訴えられました。その後、カトリッ

ク教会の神父と日本基督教団	 東所沢教会の指方

周平牧師が祈られました。また、病の中にある丹

波二三夫兄の現況報告に続いて、指方牧師が祈ら

れました。この日は宗教改革 500 年の記念すべき

日だけに、事件の真実が明らかにされ、神の正義

が早く実現するようにとの思いをつよくしまし

た。「市民集会」後、日比谷野外音楽堂－内幸町

―	 数寄屋橋―東京駅八重洲口前―常盤橋公園

迄（約 55 分）のデモに参加し、私は「石川一雄

さんは無実です	 狭山事件の再審開始を」のプラ

カードを掲げて、石川さんの叫び想いながら歩	 

きました。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  部落解放センター活動献金を 
おささげください！   

 「部落解放センター」は、キリスト教関係

者の差別事件が多発するなかで多くの信徒

の祈りの中で生まれました。	 

部落差別について考え、互いの痛みを分か

ちあい自らが変わろうとする人びとが共に

祈り支えあう解放への取組みに、ご支援をお

願いいたします。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ましょう。	 

	  

部落解放の祈りの日、取組み例 

 

委員長	 	 	 	 	 	 熊江	 秀一	 	 048-641-6148	 

宣教部委員長	 	 飯塚	 拓也	 	 0297-64-3768	 

教師部委員長	 	 羽島	 健司	 	 0284-41-7865	 

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	 	 	 	 	 	 大下	 正人	 	 090-4459-5450	 

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	 	 阿久津マキ子	 028-624-1191	 

協力委員	 	 	 	 丹波二三夫	 	 	 	 

	 	 〃	 	 	 	 	 	 岩河	 宏美	 	 048-485-9913	 

部落解放センター運営委員	 	 安田	 耕一	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0276-25-0905	 

四
條
町
教
会
の
正
面
全
景 

「狭山事件の再審を求める中央市民

集会」に参加して  
（新潟）見附教会牧師	 柳田雅江 
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