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いつも共にいてくださるイエスさまのお姿
ヨハネによる福音書

8 章 1 節〜11 節
宇都宮東伝道所牧師

私たちといつも共にいてくだ
さるイエスさま。みなさんは、
私たちと共におられるイエスさ
まのイメージを、どのように考
えていますか？ 福音書に登場
し、力強い業とみ言葉を示され
る方。あるいは、神さまの愛を
素直に受け取ることができない
人々を、激しく非難される方。どちらの姿も聖書
の中で示されています。
けれども、この時代、私たちを悩ませ、悲しま
せ、惑わすものに取り囲まれている時、イエスさ
まはどのようなお姿で、私たちと共におられるの
か？ それを考えた時、私は姦淫の現場で捉えら
れ、イエスさまのところに引き出された、一人の
女性の横にたたずむ方のお姿を思い浮かべます。
その時の様子を少しでもリアルに描くなら、こ
の女を石打の刑で殺すのか?! それとも、神の愛を説
く主イエスは赦しを与えるのか?! と、目が血走り、
今にも大きな石を投げつけようとする人々。彼ら
の目と、石を持った手が向かう先は、一人の女性
ではなく、なんとかしてイエスさまを罠にかけて、
隙あらば女性に向けて振り上げた石を、イエスさ
まに投げつけてやろうと、殺気だった人々。一方、
その場に引きずり出された女性は、無理矢理引き
ずられてきたことで、衣服が破れ、身体の所々に
血がにじんでいる。それよりも、今その時、人々
から大きな石を投げつけられて、苦しみながら死
んでいかなければならない恐怖におののき、とて
も顔を上げることなどできない。まさに死に面し、
恐怖におののいて、地に倒れ伏している女性。
その時、イエスさまが取られた行動。それは、
迫ってきた人たちに立ち向かう声を上げるのでも
なく、奇跡を起こして、その女性をその場から救
い出すことでもありませんでした。イエスさまが
取られた行動は、ただ、何も言わず「地面に書き
続けられた」ということでした。

森田 泰司

この場面で大切なことは、イエスさまが何を書
いたか？ではなく、罪の恐ろしさに震える女性の
そばで、その女性と本当に出会う瞬間まで、イエ
スさまは「何も言わずにただ、待っておられた」
ということです。イエスさまが、人々の質問にす
ぐ答えられなかった理由は、人々をいらだたせる
ためでもなく、女性の罪が明らかなので、人々の
思い通りにさせようということでもありません。
罪を犯した女性だけでなく、全ての人は罪を犯し
た罪人として、罪を悔い改めなければならない。
そのことのゆえに、私たち人間どうしが互いに裁
きあうのではなく、まず、一人一人が神さまの前
にへりくだり、罪を悔い改めて、赦しを求めるべ
きではないか？ということでした。
そして、その場で最も罪の恐ろしさに震えてい
た女性にとって、神さまであるイエスさまが、罪
を糾弾しようとせまるのではなく、ただ、犯した
罪を思い、神さまの前に悔い改めを願う、その時
を待っていてくださる。
罪の悔い改めを待つ神さま。このことほど、私
たちに平安を、安らぎを与えてくれることはない
のではないでしょうか。今この時、私たちも神さ
まから、罪を悔い改めて、神さまの前に進み出る
ように、神さまは待っていてくださいます。神さ
まが待つことがなければ、私たち人間は、すぐに
も滅びへと向かうでしょう。しかし、神さまがだ
れよりも我慢強く、待っていてくださる。それも、
私たちの心の中の思いをすべてご理解され、わた
したちの不安も恐れも知った上で、待っていてく
ださる。それだからこそ、わたしたちは、罪を赦
し、受け入れてくださる神さまを信じ、信頼する
ことができるのではないでしょうか。
神さまの愛。それは、いつも私たちと共にいて
くださり、静かに私たちを見つめていてくださる
イエスさま。そのお姿に神さまの愛、罪の赦しの
恵みを感じ、主に信頼してこれからもお従い続け
たいと願う者であります。
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地 区 だ よ り
新潟地区
地区長

長倉

望

夏から秋にかけて、新潟地区では様々な学びの時
が与えられています。講師に宋富子さん（在日大韓
基督教会川崎教会名誉長老）を迎えた社会部主催の
8・15 集会（8 月 15 日）
、巣鴨教会牧師の渡辺善忠牧
師を講師に迎えた教会音楽部主催のキリスト教音楽
講習会（10 月 9 日）は多くの参加者が与えられ、実
り多いものとなりました。また、今年のメイン行事
として「信徒と教職が共に伝道を考える集い」
（9
月 24 日）を新潟教会にて開催しました。テーマは
「子どもと教会」
。今回は外から講師をお招きするの
ではなく、地区内から 4 名の発題を受けました。積
み重ねの中で教会の中に子どもたちがいる教会、近
所の子どもたちが教会を慕って出入りする中で受け
てきたチャレンジ、子どもたちが巣立っていなくな
った教会がこれから持とうとしているビジョン、な
んとなく子どもがいる教会など、お互いの状況を持
ち寄ることによって、この新潟という地において、
それぞれの教会で様々な神さまの出来事が起こって
いる、ということを感じることができた、豊かで励
ましの多い会となりました。特に佐渡教会の荒井真
理先生が、教会に出入りしている子どもたちと一緒
に参加し、普段の交わりの姿を示しつつ発題をして
くださったことは、特筆すべきことでした。
この学びを受けつつ 11 月 11 日に、臨床心理士の
田中恒彦氏（新潟大学准教授）を講師に迎え「子ど
もを支える教会の役割」という講演と交わりの会を
教育部主催で開催します。また 11 月 18 日には小規
模教会懇談会を開催し、支えあいを深めるための企
画作成ワークショップを行う予定です。

群馬地区
地区長

川上

盾

8 月 18 日（土）高崎教会を会場に、平和集会を開
催。映画『標的の島』上映会、沖縄・辺野古新基
地建設や高江ヘリパッド建設、石垣島・宮古島の
ミサイル基地建設の現状とこれに反対する人々の

運動が映し出された。29 名の参加者と共に、平和
への思いを分かち合った。
9 月 24 日（月）新島学園中高を会場に、「教会こ
どもの集い」を開催。『みんなでバベろう』をテー
マに、118 名が参加。“KAPLA”というフランス製の
精巧な積み木 4000 枚を使い、「塔を建てては壊す」
を繰り返し楽しんだ。
9 月 17〜18 日は地区壮年部の一泊研修会（伊香
保）、10 月 18 日には地区婦人部の全体集会（高崎教
会）が行なわれ、それぞれ交流を深め合った。
2018 年度の地区大会は、11 月 23 日（金）、新島
学 園 短 大 を 会 場 に 行 わ れ る 。テ ー マ は 『賛 美 一
体』。各教会からの賛美の歌声を持ち寄り、最後は
参加者全員で “ハレルヤ・コーラス”。歌声による
交流の地区大会である。
8 月 12 日、田尻かおり教師（高崎南教会）が天に
召された。54 歳。ここ数年、ガンの治療に向き合
い続けながら地区行事にも参加しておられただけ
に、大変残念である。葬儀は夫・田尻真介牧師の
司式により行われた。天上での平安をお祈りいた
だきたい。
群馬地区は、2018 年度は 4 つの教会（吾妻、太田
八幡、島村、沼田）が新任の教師、2 つの教会（桐
生、伊勢崎）が無牧・代務体制という状況で、継
続性を持った地区活動の展開に苦心している。し
かし今年度を乗り切れば、新たな人の協力も得て
充実した活動ができるだろうと期待している。

栃木地区
地区委員長

木村

太郎

今年度の栃木地区は、足利教会に望月麻生先生、
那須塩原伝道所に若林俊郎先生をお迎えしました。
また今年は、小山教会附属こひつじ保育園開設 40
周年記念の年であり、さらには、上三川 教会が土
地取得と新会堂建築の決断を与えられ、具体的な
手続きを進めています。過去、現在、そして未来
にわたって、地区に連なる教会・伝道所の上に、
主の確かな導きがあることを一つひとつ心に刻む
年度の歩みとなっています。
地区の活動として、ここ数年特に教育部では、
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大人向けの学びの会、子ども向けのデイキャンプ
という二本立てで活動を行い、多くの実りを与え
られています。また青年部においても、バーベキ
ューフェスタを開催し交わりを深めています。
また、今年の婦人部修養会では、四條町教会の
藤知佳先生から、女性の視点から聖書の御言葉を
読むことについて多くの示唆をいただきました。
11 月下旬に開催されたオータムフェスタ（信徒大
会）では、「様々な差別に取り組むキリスト者〜差
別の根絶を目指して〜」と題して、安田耕一兄と
大津惠子姉から、キリスト者として実存をかけて
取り組んで来られた差別問題について貴重なお話
を伺うことができました。
県北、県央、そして県南に立てられている主の
教会・伝道所が、キリストの救いの福音を宣べ伝
える業によっていただく喜びの実りを分かち合い、
また、その業を通して示される様々な課題をも
共々に祈り合う一つの群れとなることができるよ
う、さらに整えられていくことを祈っています。

茨城地区
地区長

福島 純雄

茨城地区の大きなトピックとしては、過ぐる 10
月 20 日(月)に地区大会が開催された事です。ケセン
語訳聖書などで広く知られている山 浦 玄 嗣 氏をお
招きして、先生の聖書の言葉に対する情熱と、そ
こに込められた喜びのメッセージたる福音を何と
か日本の人々に伝えたいとの熱き思いに触れる事
ができました。今年 3 月また 7 月とＧＭＩＭ（イン
ドネシアのミナハサ福音キリスト教会）に正式に
加入された大洗ベツレヘム教会・新大洗ベツレヘ
ム教会並びに小山エクレシア教会から 60 名を超え
る皆さんも駆けつけて下さり、昼食時にはすばら
しい踊りや賛美をご披露下さいました。他の地区
にはない茨城地区ならではの豊かさを感じた時で
した。
なお、この原稿を書いている途中に開催された
第 41 回教団総会において、日本基督教団とＧＭＩ
Ｍとの宣教協約締結がはれて承認されましたので、
今後はますます地区内の 2 教会との相互交流が進ん
でゆくものと期待しています。
伝道資金の活用についてですが、当地区では近
隣に教会がない地域にある小規模教会などを重点

的に支えてゆこうとの方策を立てて、交付される
伝道資金を配分しています。昨年度までは 4 教会が
交付対象教会でしたが、今年度からはこれに諸川
伝道所が加わりました。4 月より井上 理 牧師を招聘
して教会としての再出発を切ることができたから
です。
最後になりましたが、日立教会の島田進牧師が
血液の病気のために加療中です。どうぞお祈りに
覚えていただければと願います。

埼玉地区
地区書記

大坪 直史

2018 年度も半期が過ぎました。埼玉地区では今
春から今夏にかけて幾つかの教会で新任教師の就
任式が行われました。埼玉地区は、新任教師の皆
さまに、主の豊かな祝福と恵みのもとに、地区内
諸教会・伝道所の一致と連帯において、福音の前
進のために共に力強く歩んでいただきたいと祈っ
ております。なお、例年、主任担任教師の就任式
が主日礼拝中に行われることがありますが、諸教
会・伝道所との交わりを深めていただくため、就
任式は可能な限り礼拝後に開催していただきたい
と願っております。また、地区内には、現住陪餐
会員 20 名以下の教会・伝道所が 4 分の 1 存在します
が、地区内諸教会・伝道所が福音の前進のために
相互に交わり、協力することができますよう、ま
ずは最寄区毎の活動の充実と、教師委員会の活動
の活発化を呼びかけています。その他、埼玉地区
では、常設委員会の他、特設委員会や各部その他
の諸活動が行われていますが、各活動が地区全体
の一致と連帯に資するものとなっているかどうか
再確認しなければならないということを考えさせ
られています。主にある地区の活動は、そのため
に献げられた地区分担金をもって、地区のために
なされるべきで、個人的な主義や主張が過度に展
開されるべきではないからです。最後に、9 月より
「埼玉地区ハンドブック 2018」を配布しています。
前回の発行から 9 年ぶりの発行となりますが、主が
新しいハンドブックを用いてくださり、地区内諸
教会・伝道所の諸情報が共有され、相互の交わり
が深められ、一致と連帯が強められて、主の御栄
光が大いに現わされますよう希望しています。
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着任してひとこと
巡回教師

遠藤

公義

今年の 4 月から巡回教師に戻りました。巡回教師の働きには決まりがない。それは要請
があれば何でもするということ、伝道の必要を満たすバックアップです。牧師不在にな
った緊急時。どんなに小さな家庭集会の礼拝要請も。ギターを抱えて「みんなで歌いま
しょう」。ゴスペルマジックとお話。子供会のゲームとお遊び。キリスト教美術の講座と
実技指導。結婚式と離婚率を下げる講座。「幸せな家庭を創る二十の方法」の講座。突然
の葬儀の司式者。人生相談とカウンセリング、等々以前の働きです。私の場合は緊急事
態が多いので、声がかからない方が善いのかもしれませんね。

追
塩谷一粒教会牧師

佐野

明子

田尻かおり先生との出会い
は、10 年程前になります。
Ｃコース受験の時でした。こ
の受験は、相談する人も周りにいないので、とて
も孤独です。その受験日に初めて会ったのに、ま
るで今まで友達だったかのように声をかけてくれ
ました。驚きましたが、その暖かくもあり活気溢
れるお顔を忘れる事は出来ません。
第一印象は「いつまでも話したい人だな。また
会えたらいいな」という感じ。でも次の試験も同
じ時に受験するとは限らないのがＣコースなので
す。ところが次の時。会う事が出来ました。
試験後、かおり先生と私ともう一人の方ととて
も仲良くなって、3 人でお茶を飲んで将来の夢を語
り合いました。その後も沈んでしまいそうな心で
いる時に、いつも電話がかかってきて。遠く離れ

田尻かおり教師御遺族の田尻真介教師より、召天直後
である 8 月 19 日の主日礼拝でなされた説教原稿が、遺影
と共に当委員会に寄せられました。ここに掲載致します。
教区通信委員会

キリストのかおり
高崎南教会牧師

田尻

真介

ここ 2、3 日、めっきり、秋めいて、朝晩は涼し
いくらいなので、あの酷暑はどこに行ったんだろ
う、と首を傾げています。過ごしやすいのはいい
のですが、実におかしな天気です。それも、かお
りが天国に行ったとたんなのですから妙です。先

悼・田 尻 か お り 教 師

ているのに、すぐ近くで励ましの言葉をかけられ
ているような平安がありました。それが、かおり
先生の放つ「キリストの香り」だったのかなって
思います。
そしてお互い牧師となって…。お会いした回数
は、数えるほどです。その言葉はいつも「久しぶ
り元気？」そしてお互いに喋り捲る！
最後にお会いした時も、いつもの笑顔でした。
そして最後にお話しをしたのは、5 月の終わり頃。
「いつも祈っているから」そう言うのが精一杯でし
た。その電話の最後の会話。かおり先生「生きな
きゃ」、私「うん、生きよう」。お互いに、自分の
心にも言い聞かせた言葉のようでした。
今も一緒に、この道を歩んでいるように感じま
す。笑いながら、おしゃべりしながら。
あなたから頂いた、キリストの香りを何時まで
も感じています。
かおり先生本当にありがとう。またね！

週の日曜日の朝、あの暑い最中に、とは言いまし
ても病院の中は涼しかった訳ですが、かおりは天
に召されて、私はふらふらになりながら、炎天下
の中を病院と牧師館を行ったり来たりしていまし
た。ただの 1 週間前なのに、季節が変わってしまっ
て、ずいぶん昔のことのように感じてしまいます。
この 1 週間に起きたことがまるで夢のように感じら
れます。私が司式をしてかおりの葬儀は無事、終
わったのでしょうか。それもずいぶん、昔のこと
に感じられます。
どうも神さまは、あの一連の出来事が、もうす
っかり昔のことなのだと私に思わせたいらしいよ
うです。そう思えるんだったら、それは私には都

（4）

153 関東.qxp_レイアウト 1 2018/11/22 16:08 ページ 5

合がいいのですが。あれからずいぶん時間が経っ
たというのなら、幾分かは悲しみも和らぐという
ものですから。
それにしても、あの暑さには参りました。あの
暑さが、かおりの天国行きを早めたのは間違いあ
りません。そして、かおりが天国に行った途端、
この秋の涼しさというのは、まるで彼女を早く天
国に連れ帰るための神さまのご計画のように今で
は思えてしょうがありません。実際かおりも私も、
つい 1 ヶ月半前まで、こんなことになるとは思って
もいませんでした。私たちは、かおりは決してが
んが悪くなっていいないし、神さまは、生きる希
望を与えてくれていると信じていました。
今日は本当は、「最も大いなるものは愛」という
説教題だったのを、どうしても語れなくて、勝手
に変更させていただきました。申し訳ありません。
告別式が終わってからの 3 日間は、かおりががんと
分かってからの 3 年半あまりの日々を振り返ってい
ました。がんを抱えていましたが、幸い新薬のお
かげで、ずっと闘病生活という訳ではなくて、普
通に生活の出来る時間が多く与えられ、牧師とし
ての仕事にも精を出していたと思います。途中、
幾度かの入院の折には、死にそうになって悲嘆に
くれたこともありましたが、その度に神さまは、
かおりを再び立ち上がらせて下さり、神さまがか
おりを生かそうとされていることを肌で感じまし
た。だから今回も私たちは、神さまがきっと、生
きる道を備えておられると思っていましたし、丸
山ワクチンはきっと効いている、そう信じていた
のです。
6 月 28 日に急に具合が悪くなって高崎総合医療セ
ンターに入院となったとき、私は、主治医にこれ
が最後になるだろうと言われるなど、思いもしま
せんでした。そのあとのことは前夜式でもお話し
たとおり、次から次にむずかしい問題が起こって、
最善を尽くしていただいたのですが、最後は、駆
け足で天国に旅立って行ったなぁ、そんな感じが
しています。
本当に最後の方は、強引に神さまが天国に連れ
帰ってしまったという印象が強いんです。本当は
もっと早く連れて行くところを、3 年半以上も待っ
たんだから、もう連れて行きますよ、イエスさま
がそんな風に言っているようです。かおりは、キ
リストのかおり、私のかおりを天国でも伝える役
目があるんですよと。
かおりが最後、かなり苦しまなければならなか
ったのは、神さまが強引に天国に連れ帰ろうとし
たからだと思うんです。かおりはまだまだ、この
地上で生きていきたかったのを、無理やり連れて
行こうとしたので、それが痛みや苦しみになった
のだと思います。だけれどもその苦しみは、イエ
スさまの十字架の苦しみに似ていて、死から復活
の命に生きるために、かおりの場合は必要だった
のかもしれません。
私は、かおりが復活したと信じています。

天に召される 2 日前の夜、痛みに悩まされながら
も夢うつつの状態が続いていたとき、かおりが突
然、今から言うことを書いておいてというので、
慌てて、持って来ていたホワイトボートに、言わ
れるままに書きました。すっかり忘れていたので
すが、あとからそれが出てきて、そこにはこう書
いてありました。
神さまのところに行くとき、祝福と現実の間の
しるし
はやく書いて下さい、壁になっているのだ
シャガールのようになっている、きえちゃっ
た、もとのところ？
彼女は、あちらの世界とこちらの世界を行き来
していたのでしょうか。
ちょうどその頃、長男の恵は、埼玉に帰ってい
たのですが、母親のことが気になって精神が不安
定になっていたようです。あとから彼から聞いた
話では、その夜、彼はお母さんが来てくれたと感
じて、お母さんと呼びかけたそうですが、すると
気持ちが急に楽になって、それからは落ち着ける
ようになったと話していました。
これまで私たちは、何度も引っ越しをして新し
い場所に行っては、新しい人たちとの交わりを与
えられてきました。するとかおりは、すぐに新し
い人たちの交わりの中で、新しい自分を生き始め
るんですね。決して家庭の中に閉じこもることは
ありませんでした。むしろ家庭を常に周りにオー
プンにして、家族はそれに巻き込まれていました。
それはまるで彼女自身が教会のようでした。その
開かれた場所に彼女は、誰でも招いて、彼女の周
りにはいろんな人たちが集まってきたのです。と
ころが彼女は、一旦、新しい場所に行きますと、
昔の人たちとの交わりを懐かしむことはあまりあ
りませんでした。気持ちはすぐに新しい人たちの
中に入っていきました。昔の友人とは、本当に親
しい 1 人か 2 人の人とだけ長く付き合っていました
が。そう考えると、今、彼女は、あちらの世界の
新しい人たちとの出会いや交わりで忙しく、こち
らのことは、特に私のことなんか、すっかり忘れ
ているような気がします。そんな女性なんですね。
彼女はよく天国に行ったら、白血病でなくなった
中学 1 年生の女の子に会いに行くとか、浦野さんの
お孫さんや、祥子さんや陽子さんにも会いに行く
と言っていました。天国に行ってもまだ悲しみの
中にいて、孤独だったら可愛そうだから、と言う
のでした。そして災害でなくなった人たち、紛争
や飢餓でなくなった子どもたちのところに行って
励ましたいと言うのでした。
だから彼女は、今は忙しいのです。でもきっと、
うれしそうに、自由に羽ばたいていると思います。
天国でも多くの人たちの輪の中で、キリストのか
おりとして、笑顔をふりまいているはずです。そ
して一段落ついたら、地上の私たちにも会いに来
てくれるのではないでしょうか。まぁ、私があっ
ちに会いに行く方が早いことでしょうが。

（5）
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教団問題協議会報告
教区常任常置委員

教区教団問題協議会が 9 月 29 日（土）午後 1 時よ
り大宮教会で開催されました。25 教会より 33 人の
出席がありました。今回は第 41 回日本基督教団総
会を前に、
「教団機構改定」をテーマに佐々木美知
夫牧師（第 40 総会期教団副議長・静岡教会）を講
師としてお迎えしました。教団機構改定は今回の
教団総会には議案とはなりませんが、教団の緊急
の課題として、すでに明らかにされています。今
回の教団総会では協議会が行われ、来年の関東教
区総会でも時間を割いて話し合われることになる
でしょう。
この機構改定は教団の教勢・財政の将来的な危
機に向けての対策として計画されています。現在
教団の運営を支えている負担金は約 2 億 5000 万円
（伝道資金を除く）です。これが教勢減少の中で 10
年後には約 2 億円となることが予想されます。その
中で機構改定が緊急の課題となっています。
佐々木牧師は長年教団に仕えてきたご経験から、
まず歴史を振り返り教団機構検討の歩みを語られ
ました。1968 年の第 15 回教団総会より 1 総会期を
かけて教団の機構が整えられる一方で、教団紛争
になったこと。1984 年（第 23 総会期）より教団の
財政検討が始まったこと。また 2004 年、第 33 総会
期 に 教 団 機 構 改 正 ・財 政 検 討 委 員 会 の 答 申 が 、
2008 年、第 35 総会期教団機構検討委員会の答申が
出され、それぞれ承認されるが具体的に実現され
ないジレンマも語って下さいました。
しかしその間に少子・高齢化による財政、信徒
数の減少。受洗者数減少（2016 年度は教団の歴史
の中で初めて 1000 人を下回った）は進んでいきま
す。
そして第 39 総会期、予算決算委員会の「今後の
教団財政の見直し」の報告の中で、深刻な現実が
明らかにされます。
「2020 年度を超えた時には教団
財政は破綻をきたす予測が否めない。2020 年度ま
でに教団はなにをどのようにするのかの再検討を
して、教団機構そのものを変えない限り、それ以
後の教団財政は破綻をきたすだろう」
。このことは
2016 年の第 40 回教団総会の議長報告でも取り上げ
られました。そして同総会期に「教団伝道推進方
針」策定。
「教団機構・財政検討小委員会」設置と
なります。佐々木牧師はこれらの検討は、伝道の
視点からであることを強調されます。そして教団

熊江

秀一（大宮教会牧師）

のそれぞれの地にある 1700 余の一つ一つの教会・
伝道所がその地の拠点教会として立ち続けて行く
ためのものであると語られました。
具体的な教団機構改定案は教団事務局の適正な
仕事量設定の上での人件費見直し（現在 1 億 5000
万円を 1 億円に）。教団総会議員数見直し（教師、
信徒各 100 人に）。常議員会の構成員を教団三役と
教師、信徒各 6 人に。総幹事の下に総務局、伝道
局、宣教研究所、部落解放センター、出版局、年
金局を置く体制にし、委員会構成もこれに合わせ
て見直す。「全国伝道推進献金」「教団奨学金献金」
の実施です。
そして「教団伝道推進基本方針」を 3 つの運動
（１．祈祷運動 ―共に祈ろう― ２．信徒運動 ―
共に伝えよう ― ３．献金運動 ― 共に献げよう
―」を柱として取り組むということです。これら
の案に対して、関東教区が、それぞれの教会・伝
道所が自らの課題として検討してゆくことになり
ます。
なお教団総会の中の協議会で様々な意見が出さ
れました。教団問題協議会でも遅すぎるという意
見が出たように、もう待ったなしという感である。
教区での取り組みとの整合性や一つ一つの教会の
存在や働きがおろそかにならないようにしてほし
いとの意見。また若い世代の感覚を取り入れてほ
しい。対話と多様性を大切にしてほしい。教団の
献金運動の振り返りが必要。本当に大切なものは
削減しないでほしい。教団職員との交渉は丁寧に
行ってほしい。伝道をする信徒の育成、宣教論が
希薄になることは避けてほしい等の意見が出され
ました。総会の協議会では質問に答えるという形
ではなく、意見を沢山出してもらうという形でし
た。全体的に否定するのではなく、もう取り組ま
ざるを得ないという思いからの意見だったと感じ
ています。
石橋秀雄議長が 5 選されました。この教団の取り
組みを、自らのこととして取り組んでいくことが
望まれます。佐々木牧師は静岡教会でこの機構改
定と教団伝道推進基本方針を毎月「伝道の招き」
という文章で分かち合っておられました。この教
団の課題を伝道の課題として教会・伝道所で分か
ち合い、話し合うことができるように教区として
も学びの時が必要だと思わされます。
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第 68 総会期第 2 回常置委員会報告
教区書記

○第 68 総会期第 2 回常置委員会報告
（9 月 11 日 大宮教会開催）
・教師部より、遠藤尚幸教師(伊勢崎)の異動に伴い
關橋賢教師(原市)に変更になったことが報告され
ました。
・互助委員会より 8 月 10 日に秩父教会を教区四役
で問安したことが報告されました。また、互助
規則において幾つかの不備があることが分かり、
今後検討していく旨もあわせて報告されました。
・教団問題協議会について、9 月 29 日（土）午後 1
時より大宮教会において、今教団総会において
一つの課題となる「教団機構改定」について、
佐々木美知夫教団副議長より講演いただくこと
を決めました。
・世界宣教委員会報告として、教区内にある大洗
ベツレヘム教会がミナハサ福音キリスト教会
（ＧＭＩＭ）に加入したことが報告されました。
このことによって、教区内には大洗ベツレヘム
教会、新大洗ベツレヘム教会、小山エクレシア
教会の 3 教会があることになります。また、教団
総会においては、日本基督教団とＧＭＩＭが宣
教協約を結ぶことになっています。今度、より
よい交わりができることを願っております。
・2019 年度教団伝道資金について、申請額 350 万円
を可決しました。内訳は、伝道交付金 300 万円
（教会協力費 60 万円、地区支援金 190 万円、雪害
援助 50 万円）と教区伝道方策交付金 50 万円（研
修会参加費 10 万円、離島伝道 40 万円）となりま
す。
・災害について、西日本豪雨に関して、長倉望委員
を現地(四国教区、西中国教区、東中国教区)に派
遣しました。各教区にはお見舞金として各50万円
を送金しました。北海道胆振東部地震に関して、
三浦啓教師を現地に派遣しました。お見舞金とし
て50万円を送金しました。
被災教区へのお見舞金、被災地への派遣費用をま
かなうために関東教区独自の献金を募ることにな
りました。
・北川辺伝道所廃止に関して協議し、廃止するこ
とを可決しました。第 69 回関東教区総会に議案
として提案いたします。また、今後閉所礼拝を
行います。
・教団総会議員の変更について、島田進議員（日
立・教師）より体調の不良を理由に辞退の申し
出がありました。次点 1 位・福井博文議員（東中
通・教師）の繰り上げを確定しました。
・各種申請に関する件（敬称略）

小池

正造

（1）教会担任教師異動（5 月以降教団同意済みのもの）
下館教会
就 山野
心（主・補）
狭山教会
就 大久保一秋（主・補）
久美愛教会
辞 遠藤 公義（主・正）
就 鈴木 佳子（主・正）
大宮教会
就 高橋 真之（担・補）
浦和別所教会
辞 大友 英樹（代・正）
就 澤田石秀晴（主・補）
所沢武蔵野教会
就 渡邊 典子（担・補）
菖蒲教会
就 佐藤
繁（担・補）
聖学院教会
就 東野ひかり（担・正）
愛泉教会
辞 森田 弘道（主・正）
就 森田 弘道（担・正）
就 深井 智朗（兼主・正）
北川辺伝道所
就 川染 三郎（代・正）
伊勢崎教会
辞 遠藤 尚幸（主・正）
就 疋田國磨呂（代・正）
三条教会
辞 田中 弘子（代・主）
就 長倉
望（代・主）
（2）神学教師、教務教師異動
共愛学園前橋国際大学
辞 鎌田 正之（教・正）
聖学院
辞 五十嵐成見（兼教・正）
就 五十嵐成見（教・正）
（3）隠退届
鎌田 正之 （教・正）共愛学園前橋国際大学
中堀仁四郎 （無・正）八王子北教会
（4）宣教師登録
Karen Strydom（NG KERK AndrewMurray）
アジア学院
Caitlin OʼQuinn（ブレザレン教会）アジア学院
Elizabeth Mbundu
（Walloon Reformed Church, Netherlands）
共愛学園中学高等学校
Evert Osburn（CGMB 東京教区）聖学院
各種申請･届
（1）宗教法人法 第 23 条申請
東中通教会（建物取得）
上三川教会(建物譲渡、境内地取得、建物取得）
（2）宗教法人規則・教会規則
上尾合同教会 教会規則変更
（3）互助申請
教会協力費（集会・事業）
小出教会（事業）花壇整備事業
七里教会（集会）北田康広コンサート
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教区事務所だより

社会保険事務だより

主事 金刺 裕美

度々の大きな災害により、今も困難な生活を強
いられているたくさんの被災された方々がおられ
ます。特別な主の顧みが与えられ、クリスマスの
恵みがおひとりお一人の上に行き届きますように、
心よりお祈りいたします。
◎教区一覧 追加・訂正表の送付について
発行後の訂正・追加等をお知らせいたします。
◎クリスマス献金のお願い
クリスマスを前に、たくさんの献金依頼が届い
ていることと思います。そのような中で、教区か
らもお願いをさせていただきました。各種献金の
目的や目標額を同封のポスターでご覧いただき、
祈りの内に憶えてお支えください。
◎教会負担金納入についてのお願い
2018 年度も 3 分の 2 を過ぎ、納入ゼロが 25 教会・
伝道所あります。ご承知のように、教区活動は当
年度納入いただいた負担金により行われています。
教会財政も困難な状況かと思いますが、ご理解の
上、ご納入をよろしくお願い致します。
◎2019 年度謝儀互助申請について
謝儀互助を希望される教会・伝道所は、必要書
類を添付して地区委員長へ送付してください。地
区決裁を受けた後に、教区への申請提出期限が 1 月
末必着ですので、遅れないようご準備下さい。
◎教区事務所 冬期休業日のお知らせ
期間 12 月 28 日（金）〜1 月 4 日（金）
（その他 土・日・月は通常の休業日です）
※緊急時の連絡は、小池正造書記まで
東新潟教会 または 携帯 090−1404−9179
◎お願い！ 送金料節減へのご協力
10 月よりゆうちょ銀行のＡＴＭ無料振込回数が 1
回になりました。来年 4 月からの各種手数料の大幅
値上げの変更通知も届いています。送金料は、皆
様の献金や負担金からの支出ですので、教区事務
所も教会も、なんとか節減を考えていかなくては
なりません。教区からのお願いですが、現在、振
替用紙を用いて送金されている教会負担金やナル
ド献金・各種献金等を、自動払込の中で一緒にご
利用下さいませんでしょうか。振込額に関わらず
同額送金料で済みます。また、5 万円未満まで送金
料が同じですから、少しまとめて送金する。窓口
でなくＡＴＭから送金するなどで、事務費が大き
く節減されます。どうかご協力下さい。
※4 月 1 日から、自動払込手数料も現在の 25 円から
54 円に変更されます。

保険事務 金刺 裕美

「継続は力なり」。確かにその通りなのですが、
情けないことに、私は続けることの難しさを充分
経験しています。でも、「休んでもやらないよりま
しかな。」などと勝手に考え、自分を甘やかし、向
寒の時を迎えようとしています。
◎冬季賞与社会保険料について
賞与保険料は、標準賞与額（支給額の千円未満
を切捨てた額）に各料率を掛けて算出した額。

※算出額の小数点以下は、４捨５入します。
賞与保険料の負担……教師と教会・伝道所で折
半し、12 月末までに納入してください。
※自動払込日は、12 月 26 日（水）です。
◎「生活習慣病予防健診」申込み お急ぎください
2018 年度枠にて受診希望の方は、医療機関で予
約後、予約日・医療機関名を教区事務所へご連絡
ください。なお、健康保険事業財団からの給付額
を差し引いた検査料は健診者の負担になりますの
で、各自医療機関でお支払い下さい。
◎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 月分は 25 日になります。事前に確
実な入金をしてください。特に、12 月は賞与保険
料も加わりますので、入金の前にもう一度ご確認
ください。また、教会負担金・ナルド献金・各種
献金の引落をご協力いただける場合は、引落日の 1
週間ほど前を目途にお知らせください。
編/集/後/記
本号では、夏に召天された現職教師の追悼記事を掲載
した。本誌をお読みの皆様の中には、それぞれに故人と
の想い出を回想しつつ読まれている方もおられるだろ
う。「故人は想い出の中で生き続けている」と葬儀説教
等で語られることがある。最早直接顔を合わせることは
叶わないが、回想する中で過去に経験した交わりを追体
験できるということだろう。それは言わずもがな、復活
の命と新たに変えられた姿での再会を私たちが信じつ
つ、そうしていることである。その命を御自身の死と復
活によって与えるために、キリストは降誕されたのだ。
（成田顕靖）

（8）
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2018 関東教区宣教を考える集い報告
広場があれば人が集まり、新しい出会いがうまれる。教会の役割は？
ベテスダの家が生まれた日
京都教区

川口がん哲学カフェ
世光教会

新井

純

西川口教会

金田

佐久子

「ベテスダの家」というしょうがい者施設がありま
日本では、2 人に 1 人ががんになる時代です。さら
す。世光教会が母体となって設立されました。設立の
に、がんを治療しながら生きていくという、がんと共
きっかけは、買い物にも自由に出かけられないと嘆く
存する時代となりました。がんになったので、求道
お母さんを支えるためでした。教会はさらに「ちいろ
し、救われ、神のみもとに召された信仰の友がありま
ば弁当」という、高齢者やしょうがい者への配食サー
した。今も治療中の人や、経過観察が続いている教会
ビスを開始します。多い時には毎日 200 食以上のお弁
の仲間がいます。筆者は牧師としてその苦悩に寄り
当を宅配していました。これらの活動は、「弱い立場
添ってきました。苦悩とは、病気の治療だけでなく、
に置かれている人の存在を知った時、そのまま放って
家族、仕事、死と向き合うことなどです。今までの生
はおけなかった」という思いに突き動かされた信徒に
活が大きく変わらざるを得なくなってしまうのです。
よって始められました。教会は直接的には活動を主導
雑誌「信徒の友」2014 年度連載の樋野興夫先生著
していません。志を持った信徒の方々の思いを受け止 「がんと生きる」を読み、「がん哲学外来」を知り、
め、場所を提供しただけです。
「これだ！」と思いました。「がん哲学外来」とは、生
現在、教会が入っているマンションの 1 階では、 きることの根源的な意味を考えようとする患者と、が
「ス・カサ」という高齢者食堂が運営されています。 んの発生と成長に哲学的な意味を見いだそうとする人
これも教会員が始め、ボランティアによって運営され
との対話の場です。順天堂大学医学部病理・腫瘍学教
ている食堂です。メニューは 600 円の定食のみ。お弁
授の樋野先生が提唱され、一般社団法人がん哲学外来
当にして配食もしていますが、近隣にお住いの方々の
が設立され、各地で活動が展開されています。
憩いと交わりの場になっています。食事を共にすると
がんをきっかけにして、礼拝に来られた方がありま
いろいろな話が出てきて、その会話の中から悩みの相
したが、苦しんでいる人は地域にもっと多くいるで
談や、してみたいことが明らかになり、新たな活動が
しょう。そのような方が気軽に来られるように、がん
生み出されます。絵手紙教室、ヨガサークル、手話で
哲学外来カフェを始めたいと思いました。約１年祈
歌う会、お薬相談などなど。ついには「よろず相談」 り、運営方法を検討し、2017 年 1 月に樋野先生をお招
なる大胆な看板まで掲げるようになりました。特別な
きして講演会を開催し、2017 年 3 月から川口がん哲学
力を持っているわけではなく、誰にも相談できない
カフェいずみを始めました。活動は、教会堂を借り
人、相談することを知らない人が、迷いながらも相談
て、「川口がん哲学カフェ世話人会」が運営しており、
できる窓口ができたと思っていただければわかりやす
世話人には筆者と数名の教会員が当たっています。
いかもしれません。
がん哲学カフェを始めて、新しい出会いがありまし
以前、信徒の友に書かせていただきましたが、広場
た。西川口教会は埼玉県にありますが、埼玉県のホー
があれば人が集まり、人が集まれば何かが始まる、と
ムページに、埼玉県「がんサポートハンドブック」の
考えます。公園が良い例です。公園があれば子どもた
データがあり、そこに現在８か所ある埼玉県内のがん
ちが集まり、子どもたちが集まれば遊びが展開される
哲学メディカルカフェが紹介されています。県の公的
のです。ならば、教会も広場になれば様々な可能性が
な発行物に掲載されているのです。その情報を見て来
広がるのではないでしょうか。教会の常識（？）や理
られた方もありました。感謝しています。これからの
解の範疇を超えたところに、何か面白いものが隠れて
展開を楽しみにしています。
いるように思います。
（1）
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午後、昼食を共にしながら第 2 分団はテーマ「教会

参加者の感想

は『広場に』になろう part2」─ 地域の「居場所」と
しての教会 ─ について話し合われました。それぞれ
人間の顔が違うように各個教会によって伝道のやり方

目指せ、教会に広場を
和子

が違うのに感心しました。こども食堂と高齢者の送り

京都教区世光教会の新井純牧師と西川口教会金田佐

迎えに関心が集まりました。特に教会の高齢化に伴っ

久子牧師の話を伺いながら「地域に開かれた教会」と

て出席したくてもできない高齢者の送り迎えに良い方

いう言葉が浮かんだ。私たちはそのことを願い行動し

法はないだろうか。送迎バスが必要なのか。近隣の教

たいと思いながらも実現されていないことが多々ある

会との連携ができないものかいろいろ頭を巡ります。

のではと。世光教会はマンションの 7 階にあり、住民

今後マンパワーが必須になることは確実です。７月に

との密接な関係の中で配食サービス、社会福祉関係に

開催された埼玉地区役員・伝道委員研修会でも｢しゃ

取り組んでいる。川口教会も「がん哲学カフェ」を昨

べり場：さいたまの伝道」と題して各々の教会の伝道

年よりやられている。この二つの教会の働きは、誰が

の成功例、夢や希望を話し合い共有することで次の宣

リーダーシップをとるか等の様々な問題がある中で、

教に結びつくと思います。一部だけの集会ではなく

教会員の奉仕により先ずはやってみる。地域との信頼

もっと多くの教会を呼び込める集会になりますよう祈

性が必要不可欠であると感じた。雪深い新潟の津南町

ります。

長谷川

聖学院教会

中深見で育った私は、子供の頃、寺の境内で毎日のよ
うに遊び、住職も一緒になって、かくれんぼをした記
憶がある。今思うに地域のための寺であったのだ。今

地域に開かれる教会
大宮教会

は教会がそのような場になりつつあると思うのだが、

西谷

祐司

日本基督教団に属する教会は、まず例外なく「地域

まだまだのような気がする。例えば聖学院教会の場合
は大学の敷地内にあり、大学との種々の制約があり、

に開かれた教会」「地域に根差した教会」を謳（う

地域に開かれた教会を目指しながらもままならぬ点が

た）っていると思います。しかし実際には、「そのた

ある。しかしながら学生への伝道や地域の人々が教会

めに何をすればいいか」が分からない教会が多いので

に足を運んでくれたらと長年コンサートを行なってい

はないかと思います。

る。春と秋に教会員たちでチラシの原案を考え、三千

そういう意味で新井純先生が講演で語られた京都・

枚を印刷して配布している。
「コンサートからは礼拝

世光教会から生まれたしょうがい者支援施設「ベテス

には繋がらない」と耳にしたことがあるが、種は蒔か

ダの家」や配食サービス「ちいろば弁当」の試みは大

ねば芽が出ず実らないと教会全体で淡々と奉仕してい

いに参考になる取り組みの経験でした。いずれも教会

る。老いも若きも集まれるひろばが教会にあったらと

から外に出て行って何か（施設の経営、配食サービス

願う。此の度、この会に出席し両牧師のお話を伺うこ

事業）を始める試みでした。思い付きで出来るもので

とができ感謝であった。

はないでしょうが、牧師と教会員が共に祈る中で外に
出て行く勇気が最初の一歩だと感じます。
一方、西川口教会の「川口がん哲学カフェいずみ」
の場合は会堂を会場として提供し、外部から教会に人

グループ討議感想
俊平

を招く試みで、企画次第ではいろいろと応用が利きそ

子どもたちによる開会礼拝は新鮮に感じました。お

うな気がしました。また、教会内の理解を得やすいと

大宮教会

神部

二人の講演を聞いて「ベテスダの家が生まれた日」の

思いました。

講演で一つ印象に残ったのは、おせっかいおばさんが

いずれの場合も、しょうがいを持つ方、自分で食事

いた点です。教会員は奥ゆかしい方が多いのですが大

の支度ができない方、病気を患っている方と、「社会

宮教会も「おせっかいおばさん」「おせっかいおじさ

的に弱い方々」との交わりがポイントだと感じまし

ん」がいて教会をかきまわしているので、時にはうる

た。主イエスの宣教の業が、飼い主のいない羊のよう

さいと思いつつ息づいているのを感じております。

に弱り果て、打ちひしがれている人々になされたよう

「がん哲学外来」はメディアで取り上げられたもの

に、教会が地域に開かれるとは、常にそこに目を向け

を「川口がん哲学カフェいずみ」として教会活動とし

ることだと改めて示されました。これからも全国の教

て取り組むエネルギーに敬服します。このパワーは必

会の地域への働きについて知りたいと思います。

ず伝道に結びつきます。
（2）
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が、洗礼を受けた。子どもが幼稚園の頃から続いて

「こんなことができたら」「やろうよ」「そうだね」
水海道教会

加藤

いる「サムエルナイト」（竜ヶ崎教会、月 2 回・土

久幸

今年も、教区の宣教を考える集いに参加できました。

曜夕方に始まり、夕食、夜泊まって日曜日の礼拝に

開会礼拝の新井純牧師の説教（聖書：マルコ 6・30

も出席して帰る、毎回 20 人くらい参加）に出席し

〜44）は、憐れみに満ちたものでした。私にとって

たことが教会へ来るきっかけとなった。子どもの卒

は、「目からうろこ」ではなく、
「目から丸太」（ルカ

園後も子どもも保護者もつながっている例がある。

6・42）のような体験でした。

・今回の事例の中心となった人の熱情がすばらしい。

二人の主題講演を通して、世光教会と西川口教会の

二つの事例のそれぞれの教会で、教会の人たちがど

そばで、ある「一人」から始まり広がっていく活動の
様（さま）が、目に浮かぶように伝わってきました。

う受け止めたかをもう少し聞きたいと思った。
・大宮教会の例では、「オープンカフェ」を始めたば

分団では、「ベテスダの家」や「川口ガン哲学カ

かりで、現在はならし運転しているところ。

フェ『いずみ』の取り組み」などは特別の才能や技能

・月 1 回、讃美歌練習の後に夕食をとっている。
「そ

がある人だから始まったのだという感想もありました

れぞれの居場所」になっていると思う。今日のお話

が、人まねではなく、思いがあるところにはどこでも

を聞いて、これを更に継続していきたいという後押

こういう活動は始まるというような意見もありまし

し、勇気をいただいたように思う。

た。また、様々な課題にぶつかっても、状況（人や牧
師）が変わっても、歩みや活動が継続されていく力は
何かなどについても話し合われました。

「宣教を考える集い」全体の感想

全体を通じて、人々の求める願いとそれに応えよう

宣教部委員

東大宮教会

久保島

泰

とする思いが出会うところには、すでに「広場」が生

7 月 16 日（月）大宮教会（埼玉）を会場にして、

まれつつあるのかなあと感じさせられました。そし

「関東教区の宣教を考える集い」が開催されました。

て、それが教会で少し意識化されたり取り組まれたり

参加者は大人 64、子ども 9 名でした。昨年に引き続き

すると「地域の『居場所』としての教会」というよう

「教会は広場になろう」というテーマで、新井純牧師

に捉えられていくのかなと考えさせられました。ま

（世光教会・京都）と金田佐久子牧師（西川口教会・

た、「あなたがたのうち二人が地上で心を一つにして

埼玉）に発表をしていただきました。

求めるなら…」（マタイ 18・19）や「わたしの名に

どちらのお話も、この世にあって悩み苦しんでいる

よって願うことは…」
（ヨハネ 14・13）の言葉が想い

方々の「隣人」になりたいという信仰の志なのでしょ

起こされました。こどもも共に捧げる礼拝・一日は、

う。そして、また、どちらも、志を与えられた一人の

素適でした。

祈りから始まっている点も興味深いものでした。
志を持った一人ひとりが集まり何事かを始める時、
実はそこに神の導きがあり、祝福が与えられる、のだ
と気づかされました。

「宣教を考える集い」、第５分団での感想等報告
安生

もう一つ、印象深かったのが、開会礼拝の司会を

第 5 分団には、8 名の方々が集まり、午前中の講演

竜ヶ崎教会の子どもたちがしてくれたことでした。そ

についての感想と自分の教会との関連や課題を出し合

こにも「教会が広場になる」ことの形が示されている

い話し合った。

と思わされました。

鹿島教会

山本

・教会が居場所や広場になることで、いろいろと障害
が出てくる。しかし、意外にも活路が示されること
を知らされた。
・これらの活動を始めるに当たりいろいろと手続きが
あるのではないか。もう少し具体的に聞きたいと
思った。
・お二人の先生から大変感動深い事例紹介だった。自
分の教会ではどんなことができるのかを考えたい。
・最近はコミュニテイが壊されていると言われる中
で、大変よいヒントをいただいた。
・今年 4 月に、教会へ出席し始めて 8 年たっている
（3）

7 月 16 日に集まった参加者の皆さん
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第 25 回「女性と男性が共に宣教を担うための
地区連絡会議」 講演：｢暴力ではなく“愛”を」

関東教区宣教部社会活動協議会に参加して
益子教会

大下

正人

陽子

去る 9 月 16〜17 日関東教区宣教部社会活動協議会

今回の会議では、講師として大嶋果織さん（共愛学

に参加することができ、感謝いたします。今回のテー

園前橋国際大学教授）をお招きしました。大嶋さんは

マは、「渡良瀬川の慈しみ…」パート 2 と題して、足

ご自身の研究及び大学で若い学生たちとの対話を経

利教会を会場に行われました。飯塚拓也宣教部委員長

て、ジェンダー（性）意識の実態を考察なさっておら

の開会礼拝の後、塩谷一粒教会の佐野明子牧師より

西那須野教会

大下

西那須野教会

れ、それに基づく講演でした。

「1972 Before-after」と題して講演会が行われました。

第一部では、グループに分かれワークショップが行

足尾出身という観点から自分の体験談を語ってくださ

われました。「ある人からの相談事例（子育て中の共

いました。足尾というだけで差別を受け、あまり口に

働きカップルの片方からの相談）に対して、あなたな

したくなかったと述べられていたように、重い口を開

らどう答えるか？」という例題でした。私たちはグ

いてくださったことは本当に衝撃を受けました。足尾

ループ討論の中で、この事例の相談者を事例の詳細よ

鉱山鉱毒事件は、長い年月が経った後も人々の心に差

り「女性」だと想定して考えていましたが、実際は男

別や偏見を生み出していたのです。その講演の後、田

性だと後から聞かされ驚きました。いかに無意識に、

中正造大学の坂原辰男氏、太田八幡教会の安田耕一氏

社会によって教え込まれてきた男性・女性の先入観を

の講演で 1 日目を終えました。2 日目は、現地研修を

持って物事を捉えていることかに気付かされました。

行いました。前回は、佐野にある田中正造記念館から

次に、聖書の中で、3 分間で知っている名前を男女

渡良瀬流域を見て回りましたが、今回は、足尾で本来

それぞれに書き出し、その中で悪い人、良い人、どち

入ることのできない旧松木地区に行きました。そこで

らともいえない人と区分けする作業をしました。その

は、足尾の歴史と現状を足尾に緑を育てる会阿久津正

結果、上がった名前の数は圧倒的に男性が多く、どち

幸氏に足尾の環境問題について聞き、実際に見て歩

らともいえない人が多い一方、数少ない女性の中で、

き、人間がしてきたことの罪深さを知りました。その

悪い女性は徹底的に悪く描かれていると。よって、聖

環境を取り戻す運動の一環として参加者全員で植樹体

書は男性の登場人物を中心に描かれていることに気が

験をさせていただきました。

つかされました。

今回の研修に参加して改めて感じたのは、人間が欲

第 2 部では、現代の若者の広い性の意識と世代間

を満たそうとする時、必ず、何か弊害をもたらすこ

ギャップ、いろいろな性別：LGBT（レズビアン、ゲ

と、またその弊害によって、被害を受ける人がいると

イ 、バ イ セ ク シ ャ ル 、ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー の 略 ）、

いうことであります。更にそこから人は偏見を持ち、

DSDs（体の性のさまざまな発達、医学的には性分化

差別をしてしまう。その構図をどこかで断ち切らねば

疾患）を持つ人々等について、資料や子どもの教育向

ならないと思うのです。それには、私たちがまずその

け DVD 教材（「いろんな性別 ─ LGBT に聞いてみよ

現状を知ることが必要であるということを改めて認識

う」）を用いて、LGBT だけでは表現できない多様な

いたしました。今回参加した方の声では何回も足尾に

性のありようがあることが説明されました。そして、

足を運んだが、普段は入ることが制限されている松木

「人を性別で鋳型にはめること」、また「いる人をいな

地区に入ることがはじめて出来たとの声も聞こえてき

いとすること」はその人の可能性・存在を否定するこ

ました。これからはより制限されて松木地区自体入れ

とで、「暴力」であると話されました。また、聖書の

なくなるかもしれないのです。それだけ実りがある研

登場人物の中にも LGBT がいたのではという神学があ

修会だったと思います。これだけのことをしてくだ

ることも紹介されました。全体のまとめとして、教会

さった関東教区宣教部に心から感謝したいと思いま

は暴力ではなく愛の場所になるために、異議申し立て

す。ぜひ機会があれば皆さんもご参加いただければ、

を聞きながら、聖書の読み方も研究され、軌道修正さ

幸いです。私たちはキリストを信じ、共に歩む者とし

れ続けるべきであるとのことでした。

て、自分の根底にあるものを必ず取り除いてくださる

今後教会として偏見を持たずに、互いを受け入れ、

神様にこれからも期待しています。

キリストの愛でどう愛していくかが宣教課題の一つと
なるのではと、気づきが与えられた良い講演でした。

（4）

