
「おとめマリアより生まれ」
は本当ですか。はい、そうで
すよ。それは、信じられない
な。20年ほど前、とあるキリ
スト教主義学校で学生さんた
ちと交わした会話を思い出し
ます。クリスマス、あるいは
聖書を巡るこうした疑問に、
どう答えるのでしょうか。 

マタイとルカはクリスマスの出来事を、ヨセフ
とマリアそれぞれの立場で記します。そこには、
共通点が3つあります。告げ知らせること、しかし
信じることができないこと、そして受けとめるこ
とです。そこでルカによる福音書1章26節から38
節を通して、神の言葉を聞く喜びについて確認い
たしましょう。 
第1に、神の言葉を聞く喜びは、受け取ることか
ら始まります。神が天使ガブリエルをマリアのも
とに遣わします。天使は28節で「おめでとう、恵
まれた方」と告げます。こうして御子の誕生が神
の導きの中で起こったことを私たちは知るのです。 
こんにち、聖霊が聖書を通して私たちに神の言
葉を告げます。教会で聖書のメッセージ、その証
しを聞きます。それは使徒1章8節で昇天の主イエ
スが「わたしの証人となる」と語った通りです。
また「宣べ伝える人がなければ、どうして聞くこ
とができよう」とローマ10章14節に書かれていま
す。そして「神は、宣教という愚かな手段によっ
て信じるものを救おうと、お考えになったのです」
とⅠコリント1章21節で言われています。しかし
マリアと同様に、私たちはそれを受け止めること
が出来ません。 
第2に、神の言葉を聞く喜びは、疑いを拒否しま
せん。マリアは29節で「戸惑い……考え込んだ」
とあります。そして34節で「どうして、そのよう
なことがありえましょうか」と語ります。古代の
マリアも現代の私たちも処女降誕など信じられな
いのです。 
私たちは、マリアの声にもっと耳を傾けたいと

思います。こんにち、教団の教会、その教師とし
て、私たちは信仰告白にあるとおり「主は聖霊に
よりてやどり、処女マリヤより生まれ」と告白し
ます。それは科学的でない、学問的でないなど
様々な理由をあげることが出来るでしょう。例え
ばキリスト教主義学校の学生に、処女降誕なんか
信じなくてもいいのですよなどと、分かった顔を
して言うのでしょうか。マリアの戸惑いや否定は、
私たちの戸惑いであり否定です。そこで天使とマ
リアの対話にその答えがあります。 
最後に、神の言葉を受けとめ、喜びが訪れます。
37節で天使は「神にできないことは何一つない」
と語ります。私たちはここで、聖書が教える神や
世界の見方にもとづいて考える必要があるでしょ
う。35節から36節で、天使は「聖霊があなたに降
り」と、なぜ処女降誕が起こるのかを明確にしま
す。さらに「あなたの親類のエリサベトも」と実
例を提示します。そしてこれらの言葉を聞いたマ
リアは、38節で「お言葉どおり、この身に成りま
すように」と応えたのでした。何も考えないで受
け入れたわけではありません。 
こうして、マリアの人生に起こったことを大切
にしたいものです。信じられない私たちが、礼拝
で聖書を通して主イエスに出会います。私たちは、
Ⅰテサロニケ5章23節に「霊も魂も体も」とある
ように、マリアと同じく私たちの存在全体で主イ
エスを信じ受け入れ、キリストの体なる教会の一
員になるのです。 
このように教会は、宣教という愚かな手段を通
して「おめでとう、恵まれた方」と、人々に福音
を伝えます。「信じられない」と語る現実に向き合
います。そして一人でも多くの方が主イエスを私
のキリスト、救い主と信じて、バプテスマを受け
た人が聖餐に与かるようにと祈ります。新型コロ
ナウイルス感染症が続く日々にあって、おとめマ
リアより生まれた主イエスをお祝いするクリスマ
スを過ごしたいものです。
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地 区 だ よ り

 
 
新潟地区 
 

地区長　長倉　　望 
 
新潟地区はこの数年“地区の連帯の再構築”を意識
して歩んでいます。そんな中で直面した新型コロ
ナウィルス感染症。対応として昨年中止せざるを
得なかった新潟地区信徒大会を、今年はオンライ
ンで開催することを決め準備を重ねてきました。
数年前から“地区委員会に信徒大会をお任せにする
のではなく、地区内の全ての教師が何らかの役割
を担う”という形で信徒大会を企画してきましたが、
今回もそのことを大切に、各教師がオンラインで
何らかの発信を行うことを通じ地区内教会の“発信
力”を高め、また教会に集う一人一人のオンライン
へのアクセスのケアを心がけることによって、私
たちの“受信力”を育てることも、信徒大会の目的の
一つとして意識されました。 
オンライン開催を決めたものの、どのような形
になるか皆目見当もつかない、という状態でした
が、地区内教会の教師と信徒の協力と、その豊か
な賜物によって、10月31日から2週間にわたり、
本当に多様でユニークなプログラムが展開され、
豊かな交わりと励ましの時となっていきました。
信徒の方が中心となって発信する企画が多数あり、
信徒大会の名にふさわしい内容となりました。 
オンラインゆえの参加の難しさ、ということが
課題ですが、同時に、オンラインでなければ参加
できなかった人たちの参加が多数ありました。ど
のような形であれ、参加できる人とできない人は
出てしまいます。大切なのは、参加できた人が、
与えられた恵みを分かち合うことを通して、新潟
地区全体が、神さまの祝福と励ましを受けていく
ことなのだ、と思わされています。 
詳しくは「宣教部だより」をご覧下さい。

 
 
群馬地区 
 

地区長　藤田　基道 
 
2021年度～2022年度群馬地区委員会が組織され、
これまでに3回会議を行いました。 
地区教師会も3回開催。内1回は関係学校教師の
参加を望み、休日にZoom利用と会場参加で実施し
ました。 
地区講壇交換礼拝と地区大会は今年度も実施し
ません。ただし、来年度に向けて地区大会の準備
をする予定です。 
7月16日（金）には共愛学園前橋国際大学短期大
学部が学校法人平方（ひらかた）学園より移管さ
れ、開学式が執り行われました。 
7月18日（日）主日礼拝において、福島純雄牧師

（関東教区総会議長）司式により高崎南教会・原誠
牧師就任式が執り行われました。歩みが祝福され
ますようにお祈りします。 
地区壮年部では9月12日（日）にZoom利用を基
本とし、前橋教会を会場にして研修会が実施され
ました。 
地区婦人部役員会議が10月8日（金）渋川教会
において開催されました。 
イエスさまはまことのぶどうの木、つながれて
いるお互いであることを意識します。現在の状況
で、うれしいことを誰かに伝えたり、困ったこと
があって助けを求めたり、一緒に取り組んだりし
ていくことを望みます。共にすることが、お互い
を友に変え、やがて実を結ぶでしょう。
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栃木地区 
 

地区委員長　髙﨑　正芳 
 
『世界がもし100人の村だったら』という本が、
数年前にベストセラーになりました。それに擬え
て言えば、「16世帯の栃木村」と表現することも出
来るでしょう。コロナ禍で新年度を迎え、難航し
た地区委員長の選出でしたが、臨時地区総会を急
遽対面で開催し、髙﨑を栃木地区（村）の代表に
選出して、今年度の地区活動をスタートしました。 
スタートしたと言っても、地区が主催する行
事・集会は昨年度から休止状態が続いています。
一般社会ではリモートワークが一気に浸透し、教
会でもZoom会議やリモートの集会が珍しくなくな
りました。しかし、地区内の実情に目も向けると、
（100世帯には到底及ばない）僅か16世帯の地域で
あっても、ネット環境の整備に違いがあることに
気付きます。 
課題はハード面に限りません。リモート形式に
よらない、対面での集会を望む意見が出される一
方で、感染症の収束が確信できるまでは、不定
期・多人数の集会は欠席したいという不安の声も
聞こえます。ハード、ソフト（心）両面で一様と
は言えない16世帯が、地区の交わりをどうつくる
のか。新任の村長として試行錯誤しています。 
そうした中、足利東教会に関谷慶太牧師が就任
し、10月17日（日）に福島純雄議長の司式で牧師
就任式がおこなわれました。感謝を以て報告しま
す。また昨年立ち上げた「益子伝道を推進する会」
に対しても、困難な時期に多くの支援が寄せられ
ました。感謝すると共に、引き続きご協力よろし
くお願いします。

 
 
 
茨城地区 
 

地区長　橘　　秀紀
ひでとし

 
 
コロナ禍のため地区諸活動も依然として著しい
制約を受けています。2021年３月開催の茨城地区
総会も地区長・地区委員選挙を含むすべての議案
が書面議決となりました。新たなメンバーで始ま
った地区委員会も、引き継ぎの第一回委員会以外
はすべてオンライン（zoom）での開催を余儀なく
されています。 
このような状況だからこそ互いに覚え合い祈り
合うことが大切と感じた地区教師部は、やはりオ
ンライン（zoom）ではありますが教師会を開催し、
近況報告と情報共有の場を設けてくださいました。
ネット環境の有無などで全員が参加できていない
ことは今後の課題ですが、一時、課題を共有し合
えた恵みの時でした。 
地区社会部は対面とオンライン双方の可能性を
含めつつ、2.11集会の準備を進めています。収容者
を死亡させてしまったことで改めてその問題性が
浮き彫りになっている出入国在留管理庁（前・入
国管理局）の非人道的な在りようについて、県内
に収容施設を抱える私たち自身の問題として改め
てその実情を伺う予定です。 
神の愛キリスト伝道所・小池与之祐牧師のお連
れ合い小池高子さんが6月29日に帰天されました。
7月22日には闘病中だった日立教会の島田進牧師が
帰天されました。多くの方がコロナ禍ゆえに駆け
つけられない寂しさを胸に、祈り合わせたことと
思います。 
守谷伝道所の若月健悟牧師が胃癌のため全摘手
術を受けられ、抗がん剤治療を続けておられます。
若月牧師の快復と守谷伝道所のことを覚えてお祈
りいただければ幸いです。
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埼玉地区 
 

地区委員長　小林　　眞 
 
コロナ禍・感染が、なかなか収束しないと思っ
ていると、10月中旬以降、全国のコロナ感染者数
が、日毎に極端に減って来たのに驚き、過去の数
字は、本当なのかと考えざるを得ない。 
このコロナ禍の中、新年度が始まってから、本
来、地区や各個教会に関わる喜びの行事（准允式、
献堂式、各教会の新任教師・就任式他）や諸集会
だけでなく、埼玉地区活動を始め、各委員会主催
の行事も大きく制限されてきた。 
と共に、各教会内での会食も行えず、教会の中
での「交わり」も最低のことしかできず、寂しく
思う方々も多いと考えられる。 
例えば、毎夏に開催される中学生・ＫＫＳキャ
ンプや、ＣＳせいと大会や、８月平和集会も中止
にせざるを得ず、残念な限りである。 
また何よりも、各個教会の中心である礼拝の内
容・項目においても、交読詩編を省いたり、讃美
も控えめに歌う等の工夫を求められている。 
そのような中で、教師会や、各委員会などが、
オンラインで開催されている。 
私は、オンライン会議は、必ずしも賛成ではな
かったが、実際に使用し始めると「口角、泡を飛
ばす」議論には無理があるが、報告プラスアルフ
ァの会議なら、有効と思えるようになった。 
けれども、ユーチューブなどで広められている

礼拝のあり方は「あれでいいのか？」という思い
を拭いきれない。勿論、家庭での礼拝を守る意味
や意義は充分に認めるし、文明の利器としてのＰ
Ｃの働きを評価はするが、どこかで、礼拝の姿勢
を崩している気がするのである。

カット·今橋　朗

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
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追　悼・遠藤公義教師・島田進教師・森田弘道教師

遠藤公義 教師 
 

毛呂教会牧師　 
澁谷　弘祐 

 
遠藤公義先生と最後にお
会いしたのは、2020年3月16
日に開催された2019年度巡
回教師の会でした。その時
の遠藤先生は年齢を感じさ

せない生き生きとした様子で、支援しておられる
家庭集会の報告をされました。家庭集会の世話を
される理由は、既存の教会に繋がることの難しい
方々が礼拝と聖餐に与るためであると述べられま
した。更にその席上で巡回教師の重荷について意
見・要望を頂きました。その目的は、巡回教師の
活動の可視化と個々の教師への支援でした。教師
部が充分に寄り添えないでいることを口頭でお詫
びしました。 
この事は、教師部を通して常置委員会で協議す
るきっかけとなりました。協議の経過を分かち合
う機会を探りましたが、断続的に緊急事態宣言が
発出され実現に至らず、2020年度の活動報告と意
見を書面で寄せて頂く旨を依頼したところ、2021
年3月27日付けで返信を頂きました。長らくご体
調を崩されていること、それでも家庭集会の世話
は継続され、時折近隣の方も参加されていること
等、文面から巡回教師としての召命の喜びが溢れ
ていました。先生は次のように締め括っておられ
ます。「巡回教師と教区との関係は、同じ宣教の働
きを担う者としての繋がりの祈りが大切であると
思います。教区は、あらゆる場面で、巡回教師の
働きを覚えて祈りをもって派遣する姿勢を持って
いただければ、巡回教師の働きは、たとえ小さく
思えても心強く働きを担っていくことが出来ます
から、教区の祈りは絶やすことなく続けていただ
きたく願います」。 
先生の働きに心から感謝し、共に歩まれた教
師・信徒、ご家族の上に主の慰めを祈ります。

島田　進 教師 
 

日立教会員 
富永　研司 

 
島田進牧師は、2021年7月
22日に72歳の生涯を全うし
天国に召されました。2003
年8月に日立教会に赴任され
てから、進牧師は18年にわ

たり私たちを牧会して下さいました。5年ほど前に
悪性リンパ腫であることが判明し、血液中の血小
板の数が急激に低下する病で治療法も十分に確立
されていない病でした。進牧師は、抗ガン剤と輸
血の助けにより、文字通り最後の日まで誠実に牧
会に取り組まれました。 
7月に入ってからも、進牧師は7月7日にはご高
齢の求道者の病床洗礼を、7月18日には若竹青年の
信仰告白式を実施されました。若竹青年（高校3年
生）は、島田進・信子牧師の孫にあたります。進
牧師の喜びは如何ばかりだったことでしょう。さ
らに7月21日には見附教会をご家族で訪問され、
新任の横内美子伝道師および教会員の方々との交
流が持たれました。見附教会は進牧師の母教会で
あり、長年牧会された教会でもあります。訪問の
翌朝（7月22日）、進牧師は新潟のホテルで倒れら
れ天国に凱旋されました。自分のことよりも、教
会と教会員を大切にされた島田進牧師らしい最期
でした。 
使徒パウロは「わたしが世を去るべき時はきた。
わたしは戦いを立派に戦いぬき、走るべき行程を
走りつくし、信仰を守りとおした」（Ⅱテモテ4:7）
と語りました。島田進牧師の生涯は、将にこの聖
書の言葉通りでした。私たちは進牧師を誇りに思
います。また、素晴らしい牧師を遣わして下さっ
た神様に心より感謝します。

ご遺族の意向により 
遺影を掲載しません



森田弘道 教師 
 

愛泉教会牧師 
深井　智朗 

 
森田弘道先生は、1937年3
月3日、現在の加須市にお生
まれになった。不動岡高校
在学中に、愛泉教会の藤崎
五郎牧師から洗礼を受けら

れ、東京神学大学に進学した。卒業後は青森の弘
前教会に赴任され、その後、当時の西ドイツのボ
ン大学に留学され、帰国後は、愛泉教会の牧師と
なり、キュックリヒ宣教師、阿部志郎先生の後を
受け、社会福祉法人愛の泉の理事長に就任された。 
豪快に、厳しく、大きな声で、いつでも先頭に
立って、教会と諸施設を率いてこられた。 
愛の泉の理事となり、愛泉教会で礼拝を守るよ
うになって10年になるが、先生はキリスト教社会
福祉についての教科書を書きたいと言っておられ
た。それはついに完成しなかったが、先生は書物
ではなく、そこで子どもたちが、高齢者が喜びを
もって生きることができる、具体的な福祉の現場
を残された。現在の社会福祉法人愛の泉と愛泉教
会それ自体が、文字によってではなく、先生の祈
りと汗によって書かれた教科書だと思う。 
先生に厳しく叱られた、という話を多くの人か
ら聞かされた。でも、それと同じくらい、先生に
助けられ、慰められたという話も聞いた。 
先生は、多くの事業を起こされ、日本の社会福
祉事業に貢献され、誰も真似することができない
ような大きな業績を残されたが、先生の牧師とし
ての最後のご奉仕のひとつは、お孫さんの洗礼式
で、その後先生は体調を崩され、再び講壇に立た
れることはなく、2021年8月28日、心不全で召さ
れた。84歳であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「追悼」欄は、現任のまま召天された教師の追悼
文を掲載しています。 
隠退・無任所で関東教区とゆかりのある教師で、
8月下旬～11月下旬に召天された教師は、 
・矢吹一夫教師（最終任所・見附教会） 

9月14日召天 
・細谷武英教師（最終任所・菖蒲教会） 

11月4日召天 
です。 
御遺族の上に天来の慰めがありますようお祈り
申し上げます。
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カット·今橋　朗
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着任してひとこと

 

 

村上教会牧師　池田　純平 
 
村上教会に着任してから半年が経ちました。雉の鳴く声や栗の花の匂い、蛙の大合唱
に強烈な大風など、季節が様々に表情を変えて行く姿に感動しながら過ごしてきました。
教会員さんには白鳥が飛来すると冬が来たということだ、と教えてもらいました。最近
は、クァクァ鳴く白鳥の飛来に感動しながら、冬の準備を始めています。 
私は、東京都町田市で生まれ育ち、大学からこれまでずっと関西地方にいたので初め

ての雪国の冬が楽しみです。もちろん大変なこともあると思いますが教会や、子ども園など周りの人に教え
てもらいながら越していきたいと思います。143年もの間、村上の地でなしてきた宣教の業も、主により頼
み、周りの人と協力して引き継いでいきたいと思っています。 
現在私は、併設する認定こども園村上いずみ園で、未就園児の親子が集う広場を主に担当しています。滋
賀の水口教会、神戸の甲南教会での担任教師時代にも幼稚園・学童での働きをしていたので、ここでも活か
していきたいです。 
教会は、教会学校が現在休止状態になっているため、いつか再開し、子どもの居場所となりたいと願って
います。これからのお交わりを、よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 

足利東教会牧師　関谷　慶太 
 
足利東教会に着任しました、関谷慶太です。 
私が洗礼を受けたのは2000年です。新潟の見附教会です。本屋に聖書を見つけても、
隅の目立たない方にあり、厚くて何を書いてあるのか分からないでいました。教会の門
を叩き、牧師先生から、神の言葉の絶対性を聞いていて、それがきっかけでプロテスタ
ントで洗礼を受けることになりました。 

説教を聞いている中、イエスさまが子ロバに乗られエルサレム入城される場面の、「主がお入り用なので
す」との御言葉が留まり続けました。主は小さい者でも御用の際に用いて下さるという、神の偉大さを思い
ました。道が開かれ、神学校に入学することになり、この箇所は神学校から伝道者になった数年間、自分が
留まり続けていた御言葉になりました。 
私と神様との出会いは、神がこの私を用いて下さっているという、神への偉大さを覚えるものでした。私
が神を捜し求めて、主に出会ったという場面は確かにありましたが、実は神が私を捜して下さり、出会って
下さっておられました。 
よろしくお願いいたします。
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関東教区の働き――教誨師・保護司 
益子教会牧師　大下

おおしも

　正人 
関東教区は、現在7名の牧師が教誨師として関わってくださっております。それぞれの場所によって
違いますが、教誨師の働きは、主に受刑者とのかかわりがメインです。集合教誨と個人教誨がありま
す。所長や、刑務所の考え方が統一されておりません。場所によっては、「宗教色を出さないでくださ
い」と考える場所もあります。しかしわたしは、宗教色を出さなければ、意味がないと思っています。
だから集合教誨の場合は、必ず許可をもらって讃美歌と聖書を読みます。多くの受刑者は、キリスト教
に初めて触れる人だからです。限られた時間を有意義な時間を過ごしてもらいたいと思い、短い時間の
中で礼拝をしています。 
また、個人教誨では、悩んでいることを傾聴し、聖書を一緒に読んでいます。どんな時にも神様はわ
たしたちを見捨てずにいることを御言葉によって励ましています。 
そして教誨師の働きで一番大事なのは悔改めの心が与えられ、再犯を抑止し、神様の愛に目覚めてほ
しいと祈ることを大切にしています。 
 

＊　＊　＊　＊　＊　＊ 
 
                             　　関東教区で現在活動している教誨師は以下の方々です。 
                             小池正造　東新潟教会　　新潟刑務所 
                             堀江知己　前橋中部教会　前橋刑務所 
                             大下正人　益子教会　　　黒羽刑務所／喜連川社会復帰センター 
                             望月麻生　足利教会　　　栃木刑務所 
                             水谷和人　氏家教会　　　喜連川少年院 
                             金子敏明　牛久教会　　　水府学院 
                             澁谷弘祐　毛呂教会　　　川越刑務所 

聖学院大学総合研究所教務教師・東京教区奥沢教会牧師　洛
ナ

　雲
グ

　海
ネ

 
 
4月より聖学院大学総合研究所に特任教授として着任した教務教師のナグネ（洛雲海）
です。東京教区南支区の奥沢教会主任牧師を兼任しています。 
ナグネとは旅人、寄留者などを意味する韓国語に由来します。こう名乗ることで、地
上にある限り、自分は天の故郷を目指して歩み続ける旅人であるということを心に刻ん

でいる者です。 
東京生まれの東京育ちですが、去る3月までの22年余り、韓国で生きておりました。途中2011年からは
教団宣教師として韓国での宣教に従事してまいりました。派遣先教団は大韓イエス教長老会（ＰＣＫ）、主
に長老会神学大学校（ＰＵＴＳ）の教員として仕え、ソウルのセムナン教会では協力牧師として日本語礼拝
部に仕えていました。 
今後「イエス・キリストの福音伝道と神の国の具現化」を目指し、大学や教会を通して神さまと世に仕え
てまいりたく願っています。お交わりとご教示とをよろしくお願い申し上げます。
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2年振りとなる教師部研修会
を、9月27日にZoomによるリ
モート形式で開催しました。講
師に山口陽一牧師（東京基督教
大学学長）を迎えて「神学教育
の現状～コロナ禍の非日常とこ
れからの教会」を主題に講演を
頂きました。 
開会礼拝は、埼玉地区委員長
が所用で欠席のため、ヤコブの
手紙5章7節から12節より「忍
耐で主に覚えられる」と題して
澁谷が担当しました。 
続いて講演がはじまり、2部
構成のうち第1部では、冒頭で
自己紹介を加えたご自身の信仰
歴を披露された後、東京基督教
大学の紹介とその特色を中心に
資料と動画で解説がありまし
た。記憶に残ったのは、感染拡
大による制限の中で学生の得意
な領域については学生の意見や
協力を仰ぎ、皆で力を合せて課
題を一つ一つ解決したとの話で
した。それが可能となった理由
として、先生は、学生の年齢構成が高校卒業後間
を置かないで入学した若者中心であること、献身
者を送り出す教会が支援団体として大学を支えて
いること等を挙げられました。 
休憩をはさみ、第2部では、コロナ禍を一時的な
危機と捉えることをやめて、その非日常が日常化
された状況に対して現在取り組まれていることと
将来への提言がありました。日本基督教団との協
力関係にはじまり、様々な青年伝道団体とも連携
して青年を取り巻く環境への理解と支援を行い、
青年の献身者が生み出されるために尽力している
こと、また若者特有の悩みや個性を理解し互いに
受け入れる過程では一定の基準も必要であり、関

東教区罪責告白は大きな意義があると強調されま
した。他者を排斥・攻撃し傷つけるのではなく神
に委ねて話し会いを重ね、傷の痛みと共に歩むこ
とが大切であり、東京基督教大学は「Stand in the 
Gap 破れ口にキリストの平和を」をコンセプトに
大学改革を続けている、そしてその根底は悔い改
めであると講演全体を締め括られました。 
質疑応答や全体協議では、講師への感謝の言葉
と共にそれぞれの教師の願いや苦悩が語られ、交
わりの時となったことも感謝です。講演の動画配
信の準備を進めていますので、公開の際にはぜひ
ご覧下さい。参加者は32教会38名でした。感謝し
て報告致します。 

教師部研修会　リモートで開催
教師部委員長　澁谷　弘祐
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9月14日に第2回常置委員会がリモートで、11月
2日に第5回常任常置委員会が、9月9日に第3回常
置委員会が大宮教会で開催されました。 
・検討を続けてきた巡回教師規定について、可決
をいたしました。 
・前渡伝道所の廃止について、教区総会議案とし
て扱うことを確認し、準備に入ることを可決し
ました。 
・無任所教師・神尾明夫教師についての活動につ
いて、意見交換がなされました。今後の教団無
任所教師としての活動についての意思について
確認をするため教区執行部で訪問することを決
めました。問安受け入れの書簡を配達証明つき
で送ることを決めました（第2回）。 
　この決定を受けて、書簡を送付しましたが、返
信がありませんでした。これを受けて、福島純
雄教区議長は、秋山徹教団総幹事に今後の対応
について問い合わせをし、その返信について常
任常置委員会、常置委員会で共有しました。改
めて、問安受け入れの書簡を送ることを可決し
ました。 
・奨学金基金について、8月末時点での奨学金指定
献金残額が202,652円にたいして、今年度の申請
が456,000円となっていることが確認された。協
議の結果、今年度の対処として、教育費互助基
金の積み立て目標額を超過している部分につい
て、奨学金指定献金に組み入れることを決めま
した。ただし、問題の解決とはなりませんので、
今後も献金のアピールを継続することを可決し
ました。また、今年度の課題として、教育費互
助基金、奨学金指定献金のそれぞれの運用規定
を検討することになりました。 
・秋季按手礼を希望する方の面接を行いました。
面接の結果、11月27日（土）午前10時30分より
大宮教会で按手礼を執行することを可決しまし
た。按手を受けられるのは、池田純平師（村上
教会主任）、西谷祐司師（伊勢崎教会主任）、武
石晃正師（宇都宮上町教会担任）の3名です。 
・春季教師検定試験受検志願者の面接を行いまし
た。面接の結果、3名（Ａコース1名、Ｂコース
1名、Ｃコース1名）の教区推薦を可決しました。 

・2022年度教団伝道資金の配分額が決定し、伝道
交付金が、申請額（300万円）に対し91％支給の
273万円となりました。これを受けて、互助委員
会で、配分枠を検討し、集会事業費93万円、地
区伝道支援130万円とすることが報告されまし
た。 
・2022年度教区予算･教区負担金に関して、教区教
会負担金を、次年度新型コロナウイルス感染収
束後の活動再開を見込んで、現状維持案で計算
することを可決しました。教区教会負担金総額
は、41,019,000円（614,000円減）となります。 
 
 

（1）教師異動 
　　見附教会　　　辞　冨井　鉄兵（代・正） 
　　　　　　　　　就　横内　美子（主・補） 
　　東中通教会　　就　片岡　賢蔵（担・補） 
　　大宮教会　　　辞　高橋　真之（担・補） 
　　春日部教会　　辞　石橋　秀雄（代・正） 
　　　　　　　　　就　平澤　　巧（主・補） 
　　越谷教会　　　就　清水　義尋（担・補） 
　　村上教会　　　辞　菊地恵美香（代・正） 
　　足利東教会　　就　関谷　慶太（主・正） 
　　日立教会　　　就　島田　信子（代・正） 
　　東京聖書学校　辞　原田　彰久（教・正） 
　　　　　　　　　就　原田　彰久（神・正） 
 
（2）届け 
　　23条申請 
　　　東中通教会（目的外使用） 
　　宗教法人規則変更 
　　　新発田教会（付帯施設廃止、ほか） 
　　　東中通教会（付帯施設廃止、ほか） 
　　　白岡菖蒲教会（住所変更／名称変更） 
　　　東京聖書学校吉川教会（役員数変更） 
　　教会規則変更 
　　　東中通教会（総会成立要因） 
　　　埼玉和光教会（全面変更） 
　　　東京聖書学校吉川教会（役員数変更） 
　　　埼大通り教会（役員数変更） 

教区書記　小池　正造

第71総会期第2回・第3回常置委員会及び第5回常任常置委員会報告
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  奨学金への献金をお願いします 

 
教区総会議長　福島　純雄 

主のみ名を賛美いたします。 
関東教区の諸教会・伝道所の皆さまが、主の業のために日々取り組んでいらっしゃいますことに
心より感謝を申し上げます。私共関東教区は、皆さまと共に主に仕えてまいりたいと願っています。
主の業に励みつつ、私たちはそれぞれの教会の課題を覚え祈り、互いに励まし合って歩みましょう。 
 
さて、教会の課題を覚える一つとして、関東教区では関東教区内の教師家族及び伝道献身者の教
育費を互いに支え合うために、教育費互助制度を充実し、そのために「教育費互助基金」献金の推
進を進めてきました（第71回教区総会　議案・報告書205ページにその内容があります）。 
この「教育費互助金」の中には「融資金」と「奨学金」がありますが、今回協力をお願いしたい
のは「奨学金基金」の原資となる「奨学金指定献金」です。 
「奨学金」は、2020年度は、大学生2名、神学生1名、高校生1名の計4名に、456,000円の奨学金
を支給することができました。しかし、2020年度の奨学金指定献金は132,500円であり、不足分は前
年度繰越金より支出しました。奨学金の支出が、奨学金指定献金を上回る状況でした。これによっ
て、2021年度への繰越金が、年度当初の598,952円から275,252円へと大きく減額となりました。 
2021年度に入り、すでに大学生2名、神学生1名、高校生1名より奨学金の申請があります。 
奨学金は必要があっての申請ですので、速やかに申請にお答えしなければなりませんから、申請
に対応するために急きょ教育費互助基金より594,644円を奨学金基金に繰入れました。 
また、皆さまにお覚えいただきたいことは、2020年度より「教師謝儀互助」の際の教育費手当が
科目変更されたことです。その理由は、『子どもの教育費については、奨学金で対応する』こととし
たためです。 
これらによって、「奨学金基金」の充実が、2021年度より急務の課題となっています。しかし、
2021年度目標額60万円に対して、2021年11月5日時点で88,400円(14教会・個人より)の実績にとど
まっているのが現状です。 
つきましては、ぜひ「奨学金指定献金」へご協力をお願いいたします。 
 
2021年度も新型コロナウィルス感染問題によって、各教会とも会計に苦しい状況があることを承
知していますが、奨学金の必要性を覚えていただき、祈りつつお献げくださいますよう重ねてお願
いいたします。 
主のご降誕のときを間近にする日々の中で、新型コロナウィルス感染問題によって社会を闇が覆
うこの時に、私たちの関東教区にある諸教会・伝道所が希望の光を放つことができますようお祈り
いたします。 
主の祝福が皆さまの上に豊かにありますように。どうか、良きクリスマスをお迎えください。 
 

献金のご送金はゆうちょ銀行振替口座へ 
 

口座記号番号　００１４０－３－６７７２７ 
口座加入者名　日本基督教団関東教区事務所 

 
教区配布の通常払込料金加入者負担払込取扱票（赤色印刷の用紙）をご利用下さい 

通信欄の送金明細には「奨学金指定献金」欄に献金額をご記入下さい



 
主事　金刺　裕美 

 
2021年も、新型コロナウイルスに追われて、終
りそうです。主イエスのご降誕の光が、多くの
方々の上に届きますように祈ります。 
◎教区一覧　追加・訂正をお知らせいたします 
別紙をご覧ください。 
◎各種献金へのご協力をお願いいたします 
例年、教区総会の折にお捧げいただいておりま
す各種献金・特別献金ですが、現在の献金額はか
なり厳しい状況です。特に、奨学金指定献金が枯
渇し、次年度、申請の100％に応じることは困難に
なりそうです。また、今年度より会堂・牧師館建
築支援基金で、貸出金に給付金の項目が増えてい
ます。5年間、一般会計からの繰入も予算化してい
く予定です。どうぞそれぞれの献金目的をご確認
いただき、祈りの内に覚え、お支えください。 
詳細は、同封の「クリスマス献金のお願い」の
ポスターをご覧ください。 
◎新型コロナウイルス対策支援金について 
2019年度と2020年度の経常会計を比して、2020
年度が減少している教会の活動に対して、申請に
より支援金を給付することになっています。支援
を希望される教会・伝道所は、今年度最後の常置
委員会2月8日（火）で審議されますので、送れな
いように教区事務所へ申請書をお送りください。 
◎2022年度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、
必要書類を添付し地区委員長へ送付してください。
地区決裁後、教区締切の1月末に遅れないよう申

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

請書をお送りください
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

。 
◎教区事務所　冬期休業日のお知らせ 
期間　12月28日（火）～1月7日（金） 
※土・日・月は通常の休業日となります。　 
※緊急時の連絡は、小池正造書記まで 
　東新潟教会　025－247－0058 Ｆ 
◎1/17より、ゆうちょ送金手数料が変更されま
す。主な変更点をお知らせいたします。 

・ゆうちょ銀行のＡＴＭや窓口から現金で送金
～～～～～～～～～～～～～～

を

する場合、赤色・青色の用紙の色に関わらず、
払込人に1回110円の手数料が加算
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

されます。 
・窓口で硬貨を預け入れ・払い戻しをする場合、

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

枚数により手数料がかかる
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ようになります。 
※その他、詳細は過日ご案内のプリントを参照。 

 
保険事務　金刺　裕美 

 
やっと新型コロナワクチンが済んで一安心と思っ
ていましたら、次はインフルエンザが大流行しそう
とのこと。心配は続きますが、一人一人の基本的な
注意が感染予防のカギです。皆様の健康が守られて
クリスマス・良き新年を迎えられますように願って
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。
12月末までに納入してください。 
※自動払込日は、12月27日（月）です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 
◎自動払込日に注意！ 
12月は賞与保険料も加わります。また、年度末
の2・3月は1日早い引落日になります。確実な入
金をお願いします。また、教会負担金・ナルド献
金・各種献金等の引落にご協力いただける場合は、
引落日の4日前までにご連絡ください。 
◎「医療費のお知らせ」をお送りいたします。 
昨年10月～今年9月までに受診した医療費の内
訳です。内容をご確認ください。これは、医療費
控除の申告手続きに使用することもできます。
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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 
一つの号に3名の召天された現任教師の追悼文を掲載し
たのは、これまでの教区通信ではなかったことであり、
また全く思いもよらないことでありました。殊に、親し
く交わりを頂いた教師の訃報に接し、コロナ禍の中で葬
儀に県を跨いで参じることも状況上叶わないことは、ま

ことに悲しいものであり、また悔しさもあります。終末
後に全く新たな姿に変えられて顔と顔を合わせる時が訪
れることに希望を抱くものです。 
11月17日に石川喜一教師（ベウラ教会）が召天されまし
た。次号以降に追悼文を掲載する予定です。 

（成田顕靖）



（1）

日本基督教団関東教区宣教部委員会

No.91            　2021年12月12日

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

2 0 2 1 新潟地区信徒大会 o n - l i n e  
新潟地区長　長倉　　望（新潟教会牧師）

新潟地区では、新型コロナウイルス感染症への対応
として昨年度中止（延期）した信徒大会を、今年度は
オンラインで開催することを決定し、準備を重ねてき
ました。オンライン開催を決めたものの、どのような
ものになるのか、皆目見当もつかない、というのが本
音でしたが、「少なくとも主題講演の配信くらいはで
きるだろう。他のことはダメでもともと！とにかく何
ができるかやってみよう！」と、チャレンジしてみる
ことに。そこには、「失敗したって大丈夫。このチャ
レンジを通して地区内教会の “発信力” が高まり、ま
た教会に集う一人一人の “受信力” が育っていくこと
は、宣教の新しい力となっていくに違いない」という
思いもありました。 
そうはいっても発案者として、どのような企画が可
能なのか、頭を悩ませた時期もありましたが、「私だ
けが悩むのではなく、みんなに一緒に悩んでもらえば
いいんだ」と気づかされ、「みなさん、少なくとも一
つは何かの企画を出してください。ひとりでは難しけ
れば、誰かと一緒に企画してください」と教師会で呼
びかけて、それぞれに企画書を書いてもらいました。
どれくらいの企画が出てくるのかわかりませんでした
ので、「信徒大会ウィーク」として 10 月 31 日～11 月
14 日の 15 日間としました。 
オンラインにアクセスするのが難しい人たちが多い
ことが予想されましたが、開会礼拝、閉会礼拝や主題
講演などに関しては、パブリックビューイング会場と
して、いくつかの教会でプロジェクターを設置してい
ただき、個人でアクセスできなくても、教会に来れば
参加できるという形を取ることができました。また、
それぞれの教会で、参加希望のあるプログラムについ
ては、適宜、教会で視聴し参加できる形を整えて下
さったと聞いています。加えて、ネット配信に詳しい
教師の企画と指導で、事前に教会同士をオンラインで
つなぎ、信徒大会のためのオンラインアクセス講座
を、2回にわたって開催していただきました。 
今回の信徒大会のテーマは『讃美歌 21』419 番をも
とに、「さあともに生きよう～神は愛だから」と定め

ました。コロナ禍にあってなかなか集まることができ
なくても、共に生きる信仰の友として、互いのすばら
しさを発見し励まされて歩みたいと願ったからです。 
主題講演をお願いしたのは、社会心理学者でありク
リスチャンである碓井真史先生（新潟青陵大学）。「ロ
バの子の心理学～用いられる人生のために」と題し
て、不安の多い時代にあっても命輝かせて生きていく
ための手がかりを、聖書が語る人間の真実と心理学が
解き明かす心のメカニズムから、軽やかにご講演いた
だき、大きな励ましを受けました。 
また、ふたをあけてみれば、地区内教会の教師と信
徒の協力、その賜物によって、本当に多様でユニーク
なプログラムが展開され、豊かな交わりと励ましの時
となっていきました。信徒の方が中心となって発信す
る企画が多数あったことも、信徒大会の名にふさわし
いものだったと思います。 
オープニングを飾った 2 夜連続の非暴力コミュニ
ケーションワークショップは好評につき 4夜連続企画
となりました。精神障がい者ピアサポートグルーブ代
表の方が語ってくださったリカバリーストーリーは、
みんなそれぞれに弱さを持っている、それでいい、そ
れで大丈夫！という慰めと励ましを受け、互いの弱さ
を分かち合う時となりました。教会が大切にしている
ものを紹介したり、「普段の聖書研究会に地区の方た
ちにも参加してもらう」という企画は、お互いの教会
の雰囲気を知る良い機会となりました。敬和高校器楽
部のジャズライブ配信や、オンライン撮影による完全
自主製作短編映画「世界の夜明けは近いぞよ」上演な
どのお楽しみもありました。特に短編映画では出演者
たちの芸達者ぶりに笑いがこみ上げ、教師たちの新し
い一面を知りました。新潟の歴史を振り返る講演や教
会が遣わされている地域を紹介する企画も複数あり、
わたしたちが宣教の現場としている新潟についての理
解を深めることができました。子どもたちの心理と絵
本についてのお話、憲法カフェと題した平和学習、そ
れぞれに気づきを与えられ学びを深めました。子ども
でもできるパン作り、クリスマスカードを作ろう、な
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宣教部伝道は今 
 

大下　正人（益子教会） 
宣教部伝道担当では、「ナルド懇談会」の開催を担
当しています。ナルド懇談会は、以前は教区互助を受
けていらっしゃる教会に集まっていただき、それぞれ
の教会の現状を分かち合い、あわせて教区への要望な
どを聞く機会でした。このナルド懇談会を発展させ、
会場は互助を受けていらっしゃる教会で行うことと
し、その教会が属する地区の皆様にも参加いただく形
にしています。そうすることで、その教会の課題を教
区だけでなく地区にも共有していただき、互いに励ま
し合って宣教の業に励めるようにと願っています。こ
の「ナルド懇談会」が、2020 年度と 2021 年度は延期
となりました。それは、コロナ感染問題によるもので
すが、2022 年度にはぜひ開催したいと願っています。 
同時に、そのように「集まって祈りを共にする」こ
とが困難だからこそできることを求めています。それ
が、「祈りによる覚え合い」です。 
宣教部では、毎年「お祈りカレンダー」を作成し、
教区内諸教会・伝道所に配布しています。これは、
「ナルドの壺献金」を、「祈りの献金運動」として推進
したいためです。教会の礼拝で毎週祈っていただき、
一人一人の祈りでも祈っていただくことを願っていま
すので、この祈りの献金運動に、一つでも多くの教会
が、一人でも多くの方が加わってくださいますようお
願いいたします。 

このお祈りカレンダーを活用して、新潟信濃町教会
では毎週ハガキの寄せ書きをしてくださり、郵送して
くださっています。これは、本当にありがたいアイデ
アです。このアイデアを活用させていただき、例えば
教区のホームページに、幾つかの寄せ書きシートを掲
載できないかと考えています。ダウンロードして、教
区内で祈りのハガキが行き交ったら素晴らしいのでは
ないかと思います。また、お祈りカレンダーで祈るに
あたって、その祈る教会の課題を知りたいとの声も聞
いています。確かに、祈るにあたっては、その教会が
どのような教会なのか、何を課題とし、何を祈ってほ
しいのかがあるかないかでは、祈りの内容がずいぶん
と違ってきます。このため、お祈りカレンダーの発行
に合わせて、諸教会・伝道所からの祈りの課題をまと
めたいとも考えています。紙ベースでのまとめになる
か、ホームページを活用するかも含めて、アイデアを
2022 年に活かしたいと思います。 
先日、ナルド献金に関するアンケートに協力いただ
きました。その際「宣教バンク」について質問しまし
たが、「宣教バンクとはなんですか？」との回答をい
ただきました。各教会には、色々な賜物を与えられた
方々がおられます。神さまは多岐にわたる賜物を与え
てくださっていますから、その賜物を、教会を超えて
活かし合えればずいぶんと助けになるし、それぞれの
教会の宣教が豊かになることでしょう。そんな「賜物
の分かち合い」を目指しています。 
 

ど、お互いのスキルを分かち合う企画もありました。
自然農法でつくられた畑の紹介では、神さまの創造の
不思議を感じました。「オタク伝道師が神学用語をオ
タク用語に読み替えてみた」「めぞん一刻にみる愛の
カタチ～ギリシャの価値とへブルの価値～」という、
一風変わった企画もありました。新しい創作讃美歌を
紹介し、一緒に歌おうという企画では、収録したのが
夏だったために蝉の声が響いていたのはご愛敬、新し
い賛美歌の息吹に励まされました。「礼拝賛美の今」
と題して各教会の賛美動画をつなぎ合わせて一つの賛
美をつくり上げた企画は、この信徒大会を象徴するも
のだったと思います。 
朝の黙想のYouTube 配信から始まり、牧師たちが
かわるがわる世話役をつとめ自由に時を過ごす「夜カ
フェ」で毎日が終わる信徒大会。合間合間には、各教
会の紹介動画が流されました。ちょっと大変ではあり

ましたが、本当に新潟地区にある豊かさが分かち合わ
れ、励ましに満ちた時を過ごすことができたと感じて
います。オンラインゆえの参加の難しさ、ということ
が課題でしたが、同時に、オンラインでなければ参加
できなかったであろう方たちの参加が多数ありまし
た。考えてみれば、どのような形であれ、参加できる
人とできない人は出てきてしまいます。大切なのは、
参加できた人が、与えられた恵みを分かち合うことを
通して、新潟地区全体が、神さまの祝福と励ましを受
けていくことなのだ、と思わされています。 
創世記 12 章で、アブラハムが祝福の源となるべく
神さまに召しだされたように、わたしたちもまた、新
潟地区信徒大会の恵みと祝福を携えて、互いに励まし
合いながら、出会う人たちと神さまの愛を分かち合う
歩みへと遣わされていきたいと願っています。

宣教部は今
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宣教部教育は今 
 

疋田　義也（本庄教会牧師） 
ここ 2年間、様々な会がコロナウイルスの影響を受
け、活動自粛を余儀なくされてきました。その中で、
各教会においても、対面形式の集会に代えて Zoom
（ズーム)等を用いた非対面(リモート形式)の礼拝や集
会、役員会や委員会が取り入れられたことでしょう。 
今年 9月に教団教育委員会の第 11 回青年担当者が、
Zoom形式で開かれました。そこでは、学生キリスト
教友愛会（SCF）の活動が Zoomミーティングで継続
的に行われていることや、YouTube を活用して陣内
大蔵師による音楽ライブと牧師家庭で育った体験談を
通じての証し（東京教区南支区）を配信したこと、ま
た Zooｍミーティングを使って参加者が即興で音楽を
演奏したり歌ったりする「持ち寄りライブ」（神奈川
教区）を行ったことが紹介されました。これらの取り
組みに共通していることは、いかにして若い世代の方
と接点や繋がりを持てるかを模索している点です。イ
ンターネット回線やパソコンが普及し、ネットを用い
て青年に居場所を提供しようという試みです。また、
遠方からも参加が可能となる、移動時間や大きな会場
を必要としない等の利点もあります。 
同時に、青年や、小学生、中学生・高校生を対象と
した会は、対面形式で人間関係を参加者同士が築く中
で行われてきました。このため、オンラインの活動で
あっても、信頼できる関係を築くことが大切という課
題があります。参加者が心を開いて話をすることや、
新しい参加者が輪に入っていけず取り残されるという
点です。 
コロナ第６波の懸念もささやかれていますが、参加
者一人一人に配慮した、安心して参加できる居場所
を、教会が若い世代の人々に提供するためには、ウィ
ズ・コロナの時代の一つのツールとして、インター
ネットの活用が続くでしょう。同時に、2022 年度・
2023 年度に向けて、「集って、話す」活動が再開され、
充実していくことが求められていると思います。 
教区の教育活動は、各地区の活動を支え、地区と地
区の活動をつなげる役割でありたいと願っています。
そのために、ＫＫＳ担当者会を開催し、情報交換と企
画の立案をしたいと考えていますので、各地区よりの
担当者を出していただけますようお願いいたします。 
なお、青年の集いはさらに一年延期することとなり
ました。二年間の延期で、教区の青年のつながりが弱
くなっている課題がありますので、来年の再開に向け
て担当者会で話し合う予定です。また、ＫＫＳ沖縄
キャンプは 3月に実施予定で、沖縄側とその可能性の
調整を進めています。 

宣教部社会は今 
 

本間　一秀（川口教会牧師） 
「社会活動協議会」は、コロナウイルス感染問題の
ため、2020 年度に続いて、2021 年度も開催を延期す
ることとなりました。担当する新潟地区では、2022 年
度実施に向けて準備しています。テーマは「阿賀野川
水銀中毒問題」です。「鉱毒被害」の中で、特に阿賀
野川水銀中毒問題は企業による証拠隠滅があり、事件
の全容解明は長期化していると聞きます。約 50 年前
「企業の社会的責任」が問われた時代がありましたが、
形骸化させてはなりません。しっかりとした学びの時
を持ちたいと思います。11 月 29 日に、「社会担当者
会」を開催し、2020 年度の「社会活動協議会」の開催
要領の協議をします。その後、教区内諸教会・伝道所
の皆様に案内をお送りしますので、関心を共有してく
ださり、ぜひ参加くださいますようお願いいたしま
す。 
「社会活動協議会は」は、従来、各地区を回って毎
年開催してきました。5年に 1回のローテーションで
回るのですが、それによる負担感も少なくなく、何ら
かの改善が必要となっていました。そこで、社会活動
協議会を隔年で開催し、社会活動協議会を開催しない
年は、「沖縄現地研修」を行うこととなりました。こ
うすることで、各地区を回ることが 10 年に 1回にな
り、より十分な準備をもって協議会を開催することが
できるのではと期待しています。「沖縄現地研修」は、
2年に 1度の開催を予定しています。 
「沖縄現地研修」は、かつては教師部や常置委員会
で開催し、回を重ねながら、沖縄について学びを深め
てきました。琉球国が薩摩藩に組み入れられ、沖縄と
される中で失われた琉球のアイデンティティーを学
び、戦時下においては唯一の地上戦の地とされ、多く
の住民が犠牲となったこととその傷跡が今もなお生々
しく残っていることを知りました。戦後、アメリカの
統治下とされ、多くの基地が作られ、人々は基地と隣
り合わせの生活を余儀なくされています。その基地の
一つ「普天間基地」は、世界一危険な基地と言われて
いますが、この基地を返還するのではなく、沖縄辺野
古の海を埋め立てて基地を移設する工事が、県民の反
対を押し切って行われています。そして、この埋め立
てのために、沖縄県南部の遺骨が混じった土砂を使用
しようとしています。 
「沖縄研修」の学びの中から、関東教区では「日本
基督教団罪責告白」を生み出しました。研修で学んだ
ことからの学びが、告白へとつながりました。この沖
縄現地研修の 2022 年 3 月実施を目指しています。
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7月 29日の宣教部問安で感じたこと 
 

伝道担当　伊賀　　滋（太田八幡教会） 
宣教部は問安を大切にします。今回アジア学院、西
那須野教会、塩谷一粒教会と氏家教会を問安し、教会
の課題を共有し共通項を探して複数教会の共同牧会を
念頭に祈りを合わせる重要性を改めて認識しました。 
アジア学院は、昨今のコロナ禍による国境を跨った
移動に大きな制約が出ている中でも前向きに取り組ん
でいる様子に感銘を受けました。学院スタッフと共に
夕食を囲んだ時、若い世代に経験して欲しいものがた
くさんあるとの事で、宣教部だよりでアジア学院の働
きを紹介したいと思いました。 
西那須野教会は、アジア学院の設立に協力した経緯
から学院の学生さんの礼拝出席があり、多様性に富む
礼拝が行われています。コロナ禍で従来の教会活動が
困難になり、ラインでの教会員の安否確認や礼拝の
ネット配信をしていますが、アナログ世代への対応が
悩ましいとのこと。昨年のクリスマスにはパイプオル
ガンによる演奏とクリスマス聖誕劇を実施したそうで
す。県北部における西那須野教会の役割を考えると共
同牧会も視野に入るが、まだ時間が必要との事でした。 
塩谷一粒教会は、現住陪餐会員が 9名、礼拝は 4～5
名で守っていて、会堂建築を願っていますが資金等の
心配から建築の話し合いを一時中断しているとのこと
でした。確かに、小規模の教会が自力で建築に取り組
むことは大変なことですが、近隣の教会での共同牧会
が可能になれれば、建築もまた共同で取り組むわざと
なります。宣教部の問安をきっかけとして、近隣の教
会同士が、それぞれの教会の課題をみんなの課題にで
きるような取り組みを目指したいことを確認する機会
となりました。 
氏家教会は、教会創立の 1年後に幼児教育施設ヒカ
リ園を設立し、こどもの人格と自主性を重んじた保育
を重ね、地域の信頼が厚い園です。保育の独自性を貫
くため認可外施設として歩み、教会の基金を取り崩し
ながら運営を行ってきました。しかし、このため公的
補助はなく、保護者への保育料無償化にも認定され
ず、園児が激減し基金もほぼ底をつく状況をなってい
るそうです。一旦は閉園を決定し、全ての園児の卒業
まで活動を継続する予定でしたが、ヒカリ園は氏家教
会の宣教の大きな柱ですから、何とか廃園を免れて保
育を継続できるよう、認定こども園化に取り組むこと
となりました。そのための協議を自治体と教会とで始
めていて、そこに聖霊の導きを見た思いがしました。

2021年度関東教区教会婦人会連合 
 

委員長　森田　美和（宇都宮東伝道所） 
今年は委員交代の年であったため、直前まで対面で
開催する方向で関東教区教会婦人会連合第 47 回総会
の準備が進められていました。しかし、ワクチン接種
が始まったばかりの時期で感染拡大の不安もあり、今
年の総会も昨年と同じく書面決議とせざるを得ません
でした。委員の引き継ぎも、直接お目にかかって行う
ことができずに 27 期の活動が始まりました。 
感染者数の倍増により、委員会を開催することが難
しい状況でしたが、メールや電話で連絡を取り合い、
9月中旬に関東教区教会婦人会連合便りを発行するこ
とができましたことは、とても大きな恵みでした。長
引くコロナ禍で、疲れを感じている時だからこそ一人
ひとりが、希望を持ち前向きに歩むことができるよう
な紙面になることを願い、教会活動の様子や思い、新
委員の紹介を各地区の方々に書いていただきました。
原稿をお寄せくださった方々、そして発行のためにお
祈りくださった方々に心より感謝いたします。 
第 27 期全国教会婦人会連合の主題は「聖霊に導か
れ、神の召しに応える─ 使徒言行録を学びつつ ─」
です。今の状況でどのようにすれば、神様の召しに答
えることが出来るのか悩む日々が続いていますが、離
れていても互いを思い祈ることが出来る恵みを改めて
強く感じました。今は、具体的な祈りの課題を共有し
て、それぞれの場で祈り合うということ。そして、課
題に対する主の働きが目に見える形となるように願
い、教会婦人会連合の働きを、進めていきたいと思い
ます。現在、新型コロナの感染者数は減少してきまし
たが、安心できる状況にはありません。 
第 27 期委員は、（地区・教区＝副委員長：石井わか

（埼玉・安行）、書記：竝木夏実（茨城・水戸）、会
計：岩渕康子（新潟・東中通）、広報：山洞京子（群
馬・桐生））［敬称略］です。 
一同、互いに祈り合うことを大切にして、主の働き
を待ち望みつつ活動していきたいと思います。諸集会
が再開されましたら、是非ご参加ください。また 27
期の活動のために、お祈りください。


