
鍵は、わたしたちの生活
に欠かせません。鍵の歴史
は古く、今から4000年以
上前のエジプトにはすでに
鍵があったそうです。自分
が伝道師としてお世話にな
っていた都内の某教会は建
物も部屋数も多かったの
で、預かった鍵が10個近
くありました。それを無理
矢理まとめてくっつけてい
たキーホルダーは、1年と

少しで別れを告げねばなりませんでした。それ以
来、実用性重視で選びに選んだ、非常に丈夫な革
のキーホルダーにつけています。言うまでもなく、
鍵は失くしたら大変困るものの一つです。わたし
も肌身離さず鍵を持っています。わたしが持って
いるのは牧師館の鍵、教会の鍵、納骨堂の鍵、幼
稚園の鍵、車の鍵。わたしはうっかり者なので、
ときどき物を失くします。しかし幸いにして、足
利教会に赴任して以来、一度も鍵を落としたり失
くしたりしたことはありません。これらのどれ一
つ欠けても生活が成り立たないし、それぞれ責任
が重たいものだからです。教会の近所を歩行中、
道路脇の溝にその鍵束を落っことしてしまったこ
とが一度ありました。しかし、意を決して金網を
持ち上げ、溝に飛び込み、サンダルの汚れと引き
換えに無事拾い上げました。皆さんも普段、鍵を
お持ちの方はおいででしょう。どこかに落として
大変な思いをしたご経験もおありかとお察ししま
す。すべての鍵は大切。逆に言うと、大切ではな
い鍵などありません。また、鍵はほんとうに信頼
できる人でないと、渡すことはできないものです。
鍵は、自分や家族、あるいは限られた職員だけし
か持つことができない、信用の証しです。 
イエス様は弟子のペトロに、「あなたに天の国の
鍵をさずける」とおっしゃいました。他の誰でも
なくペトロに、世界で一番大切な鍵を預けるのだ、

と。ペトロは、天と地とをつなぐ、きわめて大切
な役割を主から授かりました。主イエスがなさっ
たように、人を愛し、友となり、福音を伝えてい
く役割を。 
ペトロがイエス様から授かった「天の国の鍵」。
その後のペトロの生き方を聖書からたどって想像
すると、その鍵はたやすく扱える存在ではなかっ
たことでしょう。彼の生涯をかけて、信仰をかけ
て、全身全霊で開けていかなければならないもの。
「天の国の鍵」とはそのようなものです。「なぜ自
分なんかが天の国の鍵を授かったのだろうか」と
問いもしつつ。皆さんもご存知のように、鍵とい
うのは開けるのに案外コツが要ります。鍵が曲が
ってたりドアが歪んでたりすると、なかなか入り
ません。私が普段持っている鍵は、どれもコツが
必要です。簡単にはドアが開いてくれません。ね
じ込んだり、膝でドアを押さえながら捻り込んだ
り。そう、鍵を差し込むだけでは、扉はたやすく
開かないのです。人が鍵の穴に鍵をいれ、汗をか
きながら工夫を重ねてコツをつかむ。その行動自
体を含めて鍵は鍵であると言っても良いでしょう。
鍵は、だんだん自分にしか開けられない代物にな
っていくのです。それと同じように、この世界に
は、自分にしか開くことのできない見えない扉、
あなたにしか使えない見えない鍵があるのです。
それは開けるのにだいぶ苦労するかもしれません。
開けづらいあまりに、途中で諦めてしまうかもし
れません。しかし、自分にしか開けないものが確
かにあるのです。皆さんがおられる教会、それぞ
れの働きの場。きっとそれぞれ抱いている夢があ
り、祈り願っている事柄がおありでしょう。しか
し、強く望んでいる事柄ほど、様々な課題がある
ものです。自分の思い描いたようにはゆかぬもの
です。そのような時は、自分がなんらかの鍵を神
様から授けられ、自分の持てるばかりの力と心か
らあふれる祈りとをもって扉を開けている途中で
す。神様が、この人にこそ開けてほしいとお望み
になる、その扉を。

（1）

日本基督教団　関東教区

神様が託した鍵

足利教会牧師　望月　麻
あさ

生
を

発行者     日本基督教団関東教区 
             総 会 議 長    福　島　純　雄 
事務所     〒330-0844     さいたま市大宮区下町3－39 
             電　　　話    048－647－0862 
             ファックス    048－647－0978 
             郵 便 振 替    00140－3－67727 
Eメール    kantou@air . ocn .ne . jp  
URL        http://uccjkanto.holy.jp/index.htmNo.164 2021年8月1日

マタイによる福音書 16章18～19節



祝

（2）

6月8日（火）午後1時より2021年度春季准允式
が行われ、片岡賢蔵氏（東中通教会担任教師）、清
水義尋氏（越谷教会担任教師）、竹内真理氏（深谷
西島教会担任教師）、平澤巧氏（春日部教会主任担
任教師）、横内美子氏（見附教会主任担任教師）の
5名が准允を受けました。今年は、新型コロナウイ

ルス感染予防対策として、教区総会が書面決議で
行われましたので、教区総会会期中に、み言葉を
語る務めを委ねられた教師の誕生を、多くの方々
と共に祝うことができず、大変に残念でした。当
日は、新型コロナウイルス感染予防対策として、
出席を常置委員会構成員と准允を受けられる関係
教会からの出席も数名に限らせていただきました。 
式では、福島純雄議長から使徒言行録11章から
み言葉の奨めがあり、アンティオキア教会の宣教
の課題と、新型コロナウイルス禍にある現状とを
なぞらえながら、伝道が人の思惑ではなく、神の
計画の中でなされていくことが語られました。 
式後に、准允を受けた方々から所信表明を伺い、
それぞれの教会に遣わされた現場で、み言葉の務
めにあたる決意が語れました。 
 
当日の准允式の様子は、教区ホームページから視
聴することができますのでご覧ください。 
http://koshigaya.holy.jp/kanto/junin2106/junin2106.htm 

教区副議長　小池　正造

6月8日　春季准允式報告

東中通教会伝道師　片岡　賢蔵 
この度、関東教区において、補教師としての准允を受けることがゆるされましたこと、
主に感謝いたします。私は日本基督教団の補教師となることで、主の日ごとに礼拝を守
り、聖礼典を守って教会の存立に仕える教師の職務を、神の召命に応えることと確信し
ています。とりわけ教師の中心的な職務である、神の御言葉をとりつぐ説教において、
主イエス・キリストによる福音を喜び、正しく宣べ伝える務めを果たし、神が私を召し
てくださったことに応答します。この世に生を受けて幼児洗礼を授かり、自らの口で信
仰告白をし、生涯にわたって信仰生活を歩もうとするこれまでの道のりは、常に「あな

たは誰に仕えているのか」を自らに問われるものでした。そして今、教会に仕える伝道者になろうとすると
きに、主なる神が、このことをさらに、明確に問いかけてきているように思えてなりません。よくよく耳を
傾け、正教師になるための準備に入りたいと思います。

越谷教会伝道師　清水　義
よし

尋
ひろ

 
この度、日本基督教団越谷教会に補教師として派遣されました、清水義尋と申します。 
私は神学校入学以前から今日まで召命について考え、悩みながら過ごしてきました。
ですので、このように補教師として仕えることが許されたことを通して、自分の召命感
が御心に適ったものであるということを神様が教えてくださった想いです。そのことを
主に感謝したいと思います。 
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深谷西島教会伝道師　竹内　真
ま

理
り

 
私は幼い時からの夢でありました教員として働いていた5年目、肉体的にも霊的にも
大きく砕かれ、こんな自分が神の深い憐れみによって愛され赦されていることを体験的
に知りました。その翌年にヨハネによる福音書21章17節から直接献身が示され、1年半
を経て主に完全降伏、大好きだった仕事を辞し日本ホーリネス教団東京聖書学院での学
びに導かれました。そして卒業後の進路を祈る中でエゼキエル書37章10節から日本基督
教団深谷西島教会への召しが与えられました。2020年春から牧会させていただく中で、
ますます魂の救いに対する思いが深められ、主が愛してやまない一人一人がこの救いに

与り、そして救いの恵み深さをさらに知って、心から神をほめたたえ、神の栄光のために生きる祝福に導か
れますようにと心から願います。准允していただき教師としての働きが始まりました。どうぞこの小さき者
のために祈りの援護射撃をよろしくお願い致します。

春日部教会伝道師　平澤　　巧
たくみ

　 
この度、准允式を執り行っていただき、補教師としての務めに任じられ、感謝いたし
ます。 
私は、大学生の頃に初めて教会の門をくぐって以来、教会は楽しいところだと感じて
きました。教会には、御言が説教され、信仰者が起こされる喜びがあるからです。そし
て、私もこの喜びにお仕えしたい、伝道のために用いられたいとの志を与えられ、伝道
献身者とされました。 
准允を受け、いよいよ伝道者としての歩みに遣わされることをうれしく思います。イ

エスさまを信じる者が一人でも多く生み出され、福音の喜びがますます広がってゆく。そのために、御言の
役者
えきしゃ

として、神さまと教会とに精一杯お仕えしたく願っております。他ならぬ神さま御自身が、教会に御業
を起こしてくださると信じ、歩みたいのです。 
どうぞ、今後とも豊かなお交わりをいただけますと幸いです。関東教区諸教会の伝道のお働きが祝されま
すようお祈りいたします。 

見附教会伝道師　横内　美
よし

子
こ

 
わたしは信徒として学んでいるうちに教師への志しを与えられました。神学校の４年
間は戸惑いや躓きも含め、すべては主の大きな計らいでした。「傷ついた葦をおることな
く／暗くなってゆく灯心を消すことなく／裁きを導き出して、確かなものとする」（イザ
ヤ42：2-3）と主は言われます。続く「暗くなることも、傷つき果てることもない／この地
に裁きを置く時までは。島々は彼の教えを待ち望む」（イザヤ42：4）のみ言葉を、わたし
は主の許しと励ましとして受けとめました。そこには聴き逃してはならないご命令があ
ると確信しました。絶えず聖書のみ言葉に聴きイエス・キリストを主と告白し、キリス

トの体である教会形成に尽くしてゆく決意です。新型コロナウイルス感染の只中にあって、母教会と神学校
奉仕教会での貴重な交わりとお支えは、かけがえのない贈り物でした。これからも、♪神ともにいまして…
絶えせず共にあれ♪と讃美します。

私は教会附属幼稚園の頃から教会学校に通い、イエス様のお話を聴いて育ちました。そのため、幼稚園の
子どもたちとみことばの喜びを分かち合う機会が与えられていることは大きな喜びです。子どもたちがキリ
ストとともに歩み続けることを祈りつつ、教会と幼稚園に仕えて行きたいです。 
また、教会に集う兄弟姉妹とみことばの喜びを分かち合うために、聖書に聴き、祈りをお捧げする日々の
中で主の御心を尋ね求めたいと願います。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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着任してひとこと

東中通教会牧師　片岡　宝
ほう

子
こ

 
4月の第1週は復活日の礼拝でした。普段はいわゆる分散礼拝の形で主日礼拝を守って
いる東中通教会ですが、この日は私と夫の着任後の初めての主日ということで、皆が同
じ礼拝に集まりました。その日の教会学校では、子どもたちがエッグハントを楽しみま
した。復活祭のメッセージを告げる務めを頂いたこと、礼拝に集う喜びを頂いたことは、
感謝でした。 
幼児から高齢者までを迎える共同体として教会は成長し、祝福を頂いてきました。教

会附属として始まった、みどり幼稚園は今年創立80周年を迎え、学校法人化しました。私は園長代理、宗
教主任としての任も担うことになりました。 
現在コロナ禍により、活動が制限されていること、面会が制限されていることなど、いくつもの課題があ
ります。しかし全ての世代、全ての人に救いの福音を告げることができるというのは、改めて考えてみます
と、すごいことです。教区、教会の中で、励まし合うことができますように。 

高崎南教会牧師　原　　　誠 
4月より高崎南教会へ主任担任教師として着任した原誠と申します。とはいえ高崎南
教会はわたしにとっては出戻りといえるかもしれません。わたしは38年前に当時新島学
園女子短期大学（現新島学園短期大学）の開学にともなって高崎に赴任し、そのとき無
牧であった高崎南教会の兼務主任担任教師として7年の間、この教会と歩みを共にしま
した。その後1994年に同志社大学神学部に移り2019年3月に定年退職をし、その後、高
崎に移りました。その段階で関東教区の無任所教師になったのですが、昨年度1年間、

東北教区の仙台北教会の代務としての責任を負いました。しかし高崎南教会はわたしを主任担任として招聘
し、同時に安中教会の代務として責任を負うことになりました。40年近い空白をおいての群馬地区への復
帰ということになりました。浦島太郎の心境です。これから教区、地区の交わりの中で歩んで行きたいと思
います。よろしくお願いいたします。

和戸教会牧師　佐藤　　進
すすむ

　 
2年の休職期間を経て、和戸教会に赴任しました佐藤進です。神学生時代に関東教区
にお世話になったこともあり、皆さんとの交わりを懐かしく思いながら、新たな喜びを
持ちつつ赴任し、今、主の福音を伝えることに励んでいます。 
和戸教会の今年の年間聖句は、フィリピの信徒への手紙第4章4～5節の「主において
常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなたがたの広い心がすべての人に知
られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。」です。どんな中にあっても、主にあ

る喜びは私たちに迫ってきてやまないことを教会全体で分かち合いつつ歩みたいと願って、教会総会で決め
た聖句です。しかし、私自身この聖句に慰められつつ日々を歩んでいます。用いられる器としては、欠け多
きものでありますが、それにもまして溢れてくる主の喜びに生かされながら、歩んでいきたいと思います。 
今後ともよろしくお願いいたします。
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和戸教会牧師　佐藤さゆり 
神学校時代は国立教会でお世話になり、静岡教会で2年、海老名教会で7年、主と教会
に仕えてきました。2年の休職を経て、埼玉県で一番古い歴史のある和戸教会に赴任し
た、佐藤さゆりです。小学1年生と、幼稚園の年中になった娘がいます。 
私の名前「さゆり」は、イエス様の復活を象徴するゆりの花にちなみます。小学生の
時に名前の由来を聞く宿題があり、その時は、死んでも生きるという、強い名前をいた
だき、自分も強くなった気がして、嬉しかったことを覚えています。信仰告白に至った

20代の時に、自分の弱さを認め、主の十字架と復活の力強さに支えられ、生かされていたことを感謝する
者へと変えられました。 
主の救いにあずかり、自分中心でなく、イエス様を中心として生きる喜びを、多くの方々と共に味わえる
よう、和戸の地で、主の愛に基づき、忍耐深く、主の福音を正しく宣べ伝えて行きたいです。関東教区の皆
様、よろしくお願いいたします。 

本庄教会牧師　疋田　義也 
4月1日より、本庄教会の主任担任教師として就任しました。これまで担任教師として
本庄教会でお支えしてきましたが、5年目を迎える節目の時に、今度は主任担任教師と
して招かれたことの背後に主の導きとご計画を感じています。 
5月30日には熊江秀一先生の司式のもとで就任式を執り行い、教区・地区の皆様から
お祈りと励ましの言葉をいただきました。教師・信徒共に主の前に誓約をし、この地域
に福音を掲げる思いを新たにしました。多くの温かい言葉とお祈りを頂いたこと心から

感謝いたします。皆様の祈りと、主の御言葉に押し出されて励んで参ります。 
最近、運動不足解消の為、散歩を始めました。ある日、川沿いを歩いてみると、そこには車道から隠れて
いた本庄の豊かな自然が広がっていたのです。今は、神様がそのように本庄教会や本庄地域の人々と新しく
出会い、主の愛を伝えるよう招かれているのだと感じています。

関東教区の働き――巡回教師 
巡回教師　冨井　鉄兵 

巡回教師が教区地区の諸教会に多くの回数、招かれることそのものが、小さな群れと大きな群れが対
等に助け合って進んできた、大切な日々を証しするのである。群れを預かることなくさまよう牧師の歩
み、そのただなかで、出会って寄り添い続けてきたひとりひとりがこれまでも存在し、これからも現れ
る。群れについてゆくことのかなわなかった者たち、しかし神はそのひとりひとりを確かな者として数
えてくださるのだ。巡回教師の働きは、群れの助け合いに密接に結びついている。小さな群れと大きな
群れが助け合って進むとき、確かな力となって、群れに集えないひとりひとりの見えない命の交わりを
支えることができる。巡回教師はそれを見届け、見守り、ともに苦楽を分かち合うところに立つのだ。 
按手を受けて15年、巡回教師となって14年、さまよう牧師とは何者か、私は何者か、問うて、あの
名を聖なるかなと心にかきいだき、歩いてきた。いま、巡回教師の力強さを新しく、神がお示しになら
れたと信ずる。教会担任教師・教務教師・神学教師とともに巡回教師は、牧師の立場のひとつに置かれ
ている。教会でもなく、キリスト教主義学校でもなく、育成研究機関の専門職でもない働きは、見えざ
るところでの助け合いと語らいの証しとなり、この使命は続けられている。 
コロナ疫禍のなかで礼拝・集会・会食・お茶会など開催は困難となったが、よき機会が与えられ、新
潟の自宅と京都南部地区の西が丘教会をリモートで結び、主日礼拝説教奉仕は無事に成功をみた。リモ
ートによる活動も十分になしうると知らされた。これは契機である。教区と地区の協力を深め、これか
らも巡回教師を地区において、交流・礼拝奉仕に用いていただき、支えていただくよう、何より働きの
場と糧をますます分かち合えるように心から願う。命の源なるは、我等の間を歩まれる主の大御名こ
そ。然して幾千の詩、遙か彼方ただひとつ仰ぎ望むのは誰も終わりを知らない永遠の物語。
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◆教区総会◆ 
第71回関東教区総会が、書面決議において開催
されました。投票締め切り日（開催日）が5月26
日で、翌27日に常任常置委員によって開票作業が
なされました。議員数264名中190名の議決権行使
により、教区規則第16条に定める議員総数の3分
の1以上の出席があったと認め、総会の成立を確認
した上で、開票作業を行いました。 
開票の結果、書面で賛否を問うたすべての議案
に対して賛成多数で可決されました。なお、議案
第5号「教区総会会期中における選挙に関する件」
は、教区規則で定める任期を超える議案であるた
め、3分の2以上の賛成多数によって可決されまし
た。活動方針案、予算案、議長をはじめとする執
行部、各委員会の選任がなされ、新たに第71総会
期を始めることができます。なお、詳細の票数に
ついては、各教会に送られました「教区総会議決
権　選挙結果」をご覧ください。 
 
◆常置委員会◆ 
5月27日に第1回常任常置委員会が、6月8日に
第1回常置委員会が、大宮教会で開催されました。 

・秋に行われる教師検定試験受験志願者3名への面
接を行い、推薦することを可決しました。 
・第71回関東教区総会（書面決議）の開票結果が
報告され、結果を承認しました。これにより、
結果が確定しました。 
＊議案第2号「准允式執行に関する件」は、6月
8日に大宮教会を会場に片岡賢蔵氏（東中通教
会担任教師就任予定）、清水義尋氏（越谷教会
担任教師就任予定）、竹内真理氏（深谷西島教
会担任教師就任予定）、平澤巧氏（春日部教会
主任担任教師就任予定）、横内美子氏（見附教
会主任担任教師就任予定）の5名の准允式が行
われました。 
＊議案第5号「教区総会期中における選挙に関す
る件」は、教区議長、教区副議長、教区書記、
宣教部委員長、常置委員、各部委員、教団総
会議員の任期を1年延長することになります。
教区書記より該当される各部委員宛てに、任
期延長のお知らせを発送いたします。なお各
団体を代表して各部委員につかれている方で、
団体の役職が変更になっている場合は、そち
らが優先されますので、教区事務所までご連

教区書記　小池　正造

第71回関東教区総会・第71総会期第1回常置委員会報告

追　悼・柏田政治教師

2018年4月より、熊本県天草平安教会より新津教
会に赴任いただきました柏田政

まさ

治
はる

牧師は、2021年3
月7日、この世での71年間の生涯を終えられ天に
召されました。 
どんな時も穏やかで、優しく、先生の笑顔は、
私たちに安らぎを与えてくれました。 
先生は、ご自身の信徒としての経験をかざらず
に語り、イエス・キリストの希望を細やかに、そ
して真っすぐに、説教されました。 
柏田牧師は、2019年9月18日に食道がん摘出手
術をうけられ8か月程、療養されました。抗がん剤

治療を受けつつも、2020年5月17日より復帰され、
お元気な様子で御言葉を語られました。2020年の
クリスマスの頃より体調不良を訴えられ、2021年2
月18日に再入院、3月7日に天に召されました。 
3月10日の柏田牧師の葬儀は、教会葬として小淵
康而牧師に司式をしていただき、長老、教会員が
心をこめて先生をお送りする事となりました。 
わたしたちは、先生が語り続けて下さったみ言
葉をしっかりと心に思いおこしつつ、これからも
歩んでいきたいと思っています。

新津教会役員　上田　晋
しん

三
ぞう
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絡ください。教団総会議員は、議員資格とし
て、教区総会議員であることがありますので、
資格喪失者を確認の上、繰り上げ当選を確認
しました。繰り上げ当選者は、教職・長倉望
（新潟）、三村修（佐渡）、信徒・松本宏子（水
海道）の方々です。 
＊議案第18号「教会記録審査を、各地区委員会
に委託する件」は、以下の詳細を確認しまし
た。審査期日を2021年12月末とし、2022年2
月常置委員会に報告すること。審査方法は、各
地区に委ねますが、経費に関わる部分は教区事
務所と相談をすること。なお経費は、審査に関
わる費用（審査委員の交通費、会場費など）と
する。教会記録は、各教会の責任において、紛
失をしない方法（配達証明つきのもの）で各地
区委員会とのやりとりをしてください。審査形
式は、通常総会時と同様に形式審査とするこ
と。審査に関する書類は、教区事務所で準備を
し、各地区委員長宛に送付する。 

・新型コロナウイルス感染症予防対策に関して、5
月22日にもたれましたリモート（Zoom）懇談会
を受けて、支援策を再検討し可決しました。①
謝儀互助について、昨年と同様に、コロナ禍に
あって19万円以下の謝儀が予算額通りに出せな
かった場合は謝儀予算額の不足額全額を互助し、
月額30万円未満の謝儀支給教会に対しても謝儀
が予算額通りに出せなかった場合に月額2万円を
上限に互助いたします。②全教会・伝道所の
2021年度当初教会負担金額に対して、一律8％の
減額をします。③教会活動支援を目的として、
2020年度経常収入額が2019年度経常収入額と比
較して減額した教会に対して、申請において支
援を行います。いずれも詳細は、別紙をご覧く
ださい。 
・「教区巡回教師登録申請」に関する申し合わせ
（改訂版）を可決しました。この改訂では、教規
128条に定められる「教区からの派遣」という点
を考慮し作成しました。なお、この申し合わせ
は、既に巡回教師として働かれている教師には

適用されません。今後、教区巡回教師として登
録される方が対象となります。 
・隠退教師の代務者就任時の謝儀互助に関する件
は、緊急謝儀互助をもって対応することを可決
しました。関東教区教会互助施行細則の変更が
以下のようになされました。「〈緊急互助申請方
法〉　第5条2．隠退教師から復帰し代務者に就
任した時、教会・伝道所から支給される謝儀額
が、停止された教団年金より少なくなる場合、
その差額の1/2を上限に申請することができる。」
また、教団年金局にも、なんらかの対応をして
いただけるように要望書を送りました。 
 

（1）教師異動 
　　本庄教会　　　辞　疋田國磨呂（主・正） 
　　　　　　　　　就　疋田　義也（主・正） 
　　　　　　　　　就　疋田國磨呂（担・正） 
　　和戸教会　　　辞　最上　光宏（代・正） 
　　　　　　　　　就　佐藤　　進（主・正） 
　　　　　　　　　就　佐藤さゆり（担・正） 
　　太田八幡教会　辞　矢吹　大吾（主・正） 
　　　　　　　　　就　川上　　盾（代・正） 
　　七里教会　　　辞　小林　則義（主・正） 
　　　　　　　　　就　最上　光宏（代・正） 
　　安中教会　　　辞　江守　秀夫（主・正） 
　　　　　　　　　就　原　　　誠（代・正） 
　　新津教会　　　就　加藤　久孝（代・正） 
　　村上教会　　　辞　菊地恵美香（代・正） 
　　　　　　　　　就　池田　純平（主・補） 
　　足利東教会　　辞　羽島　健司（主・正） 
　　　　　　　　　辞　羽島　載憙

ジ ェ ヒ

（担・正） 
　　新島学園短期大学　辞　山本有紀（正） 
　　聖学院大学総合研究所　就　洛

ナ

　雲海
グ ネ

（正） 
（2）届け 
　　宗教法人規則変更 
　　　原市教会　住所変更・役員数変更 
　　教会規則制定 
　　　東新潟教会

教区通信の　教会・伝道所の配送部数変更 
　　　　　　　出席教会で教区通信を受け取られている隠退された先生方のうち 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅配達止めを希望なさる方　は 
　　　　　　電話・ＦＡＸ　０２５－５２３－７００９ 
　　　　　　E-Ma i l　 takada - h ymn@o regano . ocn . ne . j p　へご連絡下さい 
　　　　　　　　　　　　　　（教区通信委員会委員長　成田顕靖（高田教会）） 
　　　　　　部数変更・配達止め・配達止め解除のお申込みは随時受付け致します　教区通信委員会



 
主事　金刺　裕美 

 
新型コロナウイルス蔓延防止対策のため、2年続
いて教区総会が書面開催となってしまいました。
議決権行使書により投票された結果は、常置委員
会にて可決・承認され、各教会・伝道所へご報告
させていただきました。 
◎会堂牧師館建築支援（給付）を可決。 
「会堂・牧師館建築緊急貸出基金」を「会堂・牧
師館建築支援基金」と名称変更し、従前の「貸出」
に「給付」が加わりました。詳細は後日ご案内い
たします。 
◎教会負担金8％減額割賦案の決定について 
礼拝が今まで通りに行えない状況にあり、教会
財政にも困難を生じています。第1回常置委員会に
於いて教会負担金8％減額案が決定され、各教会へ
割賦額をお知らせしています。ご確認の上、早め
の納入にご協力ください。 
◎年度報告書 未提出教会・伝道所へ 
夏季の間に、次年度の負担金割賦額案を検討・
作成しています。急ぎご提出ください。 
◎「教区一覧」の発行　少々遅れています。 
ご迷惑をおかけしておりますが、できるだけ早
く配布できるように準備を進めています。 
◎　教区の公式ＨＰをご活用ください。 
　「日本基督教団関東教区」 
　URL　http://uccjkanto.holy.jp 
教区活動の最新ニュース、お知らせをはじめ、
資料集には教団・教区への提出書類のフォームも
掲載されており、とても便利です。 
◎　教区事務所の夏期休暇について 
　　8月10～20日（火～金） 
※その他、土・日・月および祝日は通常通り休業
です。休暇中、ご不便をおかけいたしますが、
どうぞご了承ください。 
　※緊急連絡先　小池正造教区書記 
　　025-247-0058F（東新潟教会牧師館） 
　　携帯　090-1404-9179

 
保険事務　金刺　裕美 

 
ここ数年、夏に線状降水帯が発生し、局地的大雨
による豪雨災害が起きています。その凄まじい光景
が、報道により何度も繰り返し見せられています。
悲しみや不安・生活困難な中におられる方々を思う
と胸が痛みます。どうか、一日も早く平安な日々が
与えられますようにとお祈りいたします。 
◎算定基礎届けが完了いたしました。 
4、5、6月分の謝儀額を年金事務所に届出し、今
年9月から来年8月分までの保険等級が決定されま
す。謝儀額で2等級以上の変化がある方は7月分か
ら、1等級の変化の方は9月分から保険料が変更にな
ります。該当者へは、変更通知を送付いたします。 
◎賞与（夏季・冬季）社会保険料算出方法 
①支給額の内、千円未満の額を切り捨てる。こ
れを「標準賞与額」と言います。 
②標準賞与額に各料率を掛けて保険料を算出し、
教師と教会で折半します。（小数点以下は4捨5
入、1円未満は教会負担） 
 
 
 
 
 
 
 
 
③夏季賞与保険料の納入は、8月末までに。 
　自動払込をご利用の方は、8月26日引落。 
◎自動払込ご利用の教会・伝道所へ 
「払い込み金額のお知らせ」の引落日を、以下の
ように訂正させていただきます。 
　　4/26，6/28，7/26，9/27，12/27 
◎生活習慣病予防健診を受診しましょう。 
35歳以上の被保険者は、希望の健診機関で予約
をとり、受診することができます。年1回の健診
で、健康状態のチェックをしましょう。一般健診
の自己負担額は7,169円になります。
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教区事務所だより 社会保険事務だより

編 / 集 / 後 / 記 
　私たちは信仰の有る無しに拘らず、祈ることがあると
思います。「祈ったら心が落ち着いた」とか、「祈っても
安心できない」という経験をすることもあります。更
に、祈りの言葉が見つからない時もあります。イエスも
弟子たちに『だから、こう祈りなさい。「天におられる

わたしたちの父よ、（後略）」』（マタイ6章9節）と教えまし
た。子どもの健やかな成長を願い、いつも目をかけてい
る親の様に、神も私たちから目を離さずに見守っている
ことを知らされます。コロナ禍や天災などを含め、厳し
い現実にある皆様に、主が共にいて下さるようお祈りし
ています。 （岩河敏宏）


