
「解き明かしは神がなさるこ
とではありませんか。どうか
わたしに話してみてくださ
い」。エジプトのファラオの宮
廷の責任者の地位にまで登る、
ヨセフの立身出世のきっかけ
となった言葉である。ヨセフ
はこの後この夢の説き明かし

によって大いに用いられることになり、ファラオ
の夢を解き明かすことで、最終的にはファラオの
宮廷の責任者の地位にまで登ることとなる。 
この時のヨセフの言葉は、読みようによっては
夢を解き明かすことのできる自分を神と同等か、
それに次ぐものと考えているように読めなくもな
く、図々しい物言いのようにも感じられる。ヨセ
フ本人にそのような意識があったかどうかは定か
ではないが、少なくとも、神様から夢に関する能
力を賜物として与えられていることを彼が自認し
ていることがよくわかる一言だ。 
この言葉は、ヨセフの立身出世の契機になるも
のであると同時に、彼の霊的な成長を見せるもの
でもある。ヨセフ物語において、「夢」はライトモ
チーフとして用いられている言葉だ。彼は父ヤコ
ブや兄弟たちとカナンの地で過ごしていたころ、
藁束と星の夢を見て、その一族の長になるような
印象を家族に与え、兄弟たちの憎しみを買ってい
た。それがもとで、エジプトに売り飛ばされると
いう苦境にヨセフは陥っている。この時の「夢」
は、彼のこの地上での歩みが下降線をたどる契機
となるものとして物語中で用いられている。一方、
ポティファルの家にある牢獄で夢を解き明かす時
においては、彼の歩みが上昇線を描き始める起点
として描かれている。ヨセフ物語における「夢」
は、物語の転換点を読者に予感させるものとして
機能しているのだ。 
このライトモチーフとしての「夢」を巡って、
ヨセフの立ち位置には変化が起こっている。藁束
と星の夢の時は、その夢を見るのはヨセフ自身だ

ったが、ポティファルの家の牢獄では、他者の見
た夢を解釈する立場にヨセフは置かれている。し
かも、それは彼が意識的に自分から持ち出したこ
とである。この変化から、わたしたちは何を読み
取ればよいだろうか。 
ヨセフの夢に関する能力を、神様が与えてくだ
さった彼への賜物であると考えるとき、ヨセフは
単に賜物を良いものとして受け取るだけの人間か
ら、その賜物を豊かに用い、神様の栄光を証しす
るものとして用いられるところにまで成長してい
るとすることができよう。 
イエス様がわたしたちにお語りになった神の国
は、マタイ福音書25章14節からの「タラントン」
のたとえに語られている。わたしたち神様に祝福
されている者は、天の国の恵みを隠しておくわけ
にはいかないのである。それを隠しておくことは、
神様の目に善しと映らず、「怠け者の悪い僕」とさ
れてしまう。一方、与えられた賜物を豊かに用い
る者は、「忠実な良い僕」とされ、神様の目に善し
と映ることになる。 
わたしたちには、神の国の到来をこの世に伝え
るために自分自身に与えられている神様からの賜
物が何であるかをまず把握する必要がある。その
上で、それを豊かに用いなければならない。自分
の利益のためではなく、天の国の栄光がこの地上
に現わされるために。戦争、疫病、自然災害と混
迷に溢れるこのご時世だからこそ、この地上に神
の国の秩序が示されることを一層力強く求めなけ
ればならない。ヨセフの立身出世は彼個人のもの
ではない。神様に用いられる器として、天の国の
栄光をこの地上、イスラエルの民から見るとエジ
プトという逆境の地で、自分に与えられている賜
物を豊かに用いることによって神の国の栄光を現
すものだったのである。これまでのわたしたち人
間の常識が通用しなくなっている今のこの地上に、
神様の栄光が豊かに現わされますように。そのた
めに御入用であれば、わたしたちが用いられます
ように。
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第 72 回関東教区総会のご案内
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第72回関東教区総会は、2022年5月24日(火)～
25日(水)に、新しくなったさいたま市民会館おお
みや（レイボックホール）を会場に開催されます。
2020年・2021年は新型コロナウイルス感染拡大の
中、書面開催でした。3年ぶりに集まっての教区総
会です。しかし今もコロナ禍の中にあります。十
分な感染予防対策をとって総会を行います。議員
の皆さまには抗原検査にご協力をいただきます。
議案書と共に送られてくる抗原検査キットで総会
当日朝、検査を行い、陰性反応を確認の上、総会
会場においで下さい。総会1日目終了後にも同キッ
トをお配りいたします。2日目も同様にしておいで
下さい。1400人収容の大ホールで距離も取りつつ
総会を行います。 
総会の設営は埼玉地区にご担当いただきます。
また受付や総会特別委員等は、議員の皆さまにも
ご奉仕いただくことになります。依頼のありまし
た際には、よろしくお願いいたします。 
今年の教区総会の議案と流れについては、後日
送付される「第72回教区総会『議案・報告書』」を
ご覧ください。その「目次」には今総会で扱う議
案・報告の全表題が記載されています。また流れ
は「仮執行順序」をご覧ください。議員の皆様は
予め読んで総会にご出席下さるようにお願いいた
します。 
受付は午前9時半からです。午前10時前には登
録を済ませ、当日お渡しする資料の袋に記された
所定の席にお座りください。遅れないようにご協
力下さい。 
袋の中には名札が入っています。議員証として
選挙・採決時も用いられます。会場では常にお付
け下さい。 
教区総会は開会礼拝から始まります。御言葉を
聞き、祈りと賛美を捧げ、主にすべてを委ねて総
会を開始します。なお今回はコロナ禍のため聖餐
式は行いません。 
その後、「組織会」、「議事Ⅰ」。総会のための委
員や奉仕者選任をいたします。 
その後「来賓紹介」。「新任教師紹介、隠退教師
紹介」。昼前に教区内の「関係学校・団体」よりご
報告をいただきます。 
なお今総会は新型コロナ感染拡大防止対策のた
めにお弁当はありません。会場周辺の飲食店をご

利用ください。そのため食事休憩として1時間半を
取っております。ゆっくりとお休みください。 
昼食後、「准允式」を執行いたします。これは教
区総会にゆだねられている「教師をたてる」大切
な式です。教師の誕生を共に喜び、共に祝いまし
ょう。 
第72回教区総会における重要な議案をご案内い
たします。まず2年分の各選挙が行われます。 
「教団総会議員選挙」は今年9月に行われる第42
回日本基督教団総会への教区選出議員として28名
（教師14名、信徒14名）を選出いたします。なお
今回は郵送にて事前に第一回選挙（予備）を行い、
議場で第二回選挙（決選）を行います。 
また今総会期の関東教区の働きを担う「教区総
会議長」「教区総会副議長」「教区総会書記」「宣教
部委員長」「常置委員」の各選挙、また各委員の選
任を行います。祈りつつ投票、または選任をお願
いします。 
「阿部洋治教師の正教師登録」については第68回
教区総会以来、課題となっています。書面総会の
ために一昨年来取り扱うことができませんでした。
御心を求めつつ取り扱います。 
「教区活動方針」は今年度の関東教区宣教活動の
柱となる議案です。コロナ対策支援が柱の一つと
なっています。活発なご意見、議論と共に採決で
きるようにお願いいたします。 
「ナルドの壺献金」ならびに教会互助関係の議案
も大切です。今総会で1200万円を献金目標額とし
て提案いたします。ナルドの壺献金運動による連
帯が祝され、互助による教区協力伝道によって諸
教会・伝道所の伝道がますます前進するように祈
りを合わせましょう。 
2日目午前には教団問安使によるご挨拶をいただ
きます。引き続き、9月の教団総会で提案される教
団機構改定についての協議会を開催いたします。
関東教区としても十分に議論し、教会・伝道所で
も理解いただくための大切な時です。 
2日目の午後には逝去教師と信徒の追悼祈祷が捧
げられます。共に祈りを捧げましょう。 
予算・決算等、法定議案も一つ一つが大切です。
限られた時間で沢山の議案審議を行います。円滑
で内容豊かな協議となりますように、ご協力をお
願いいたします。

教区副議長　熊江　秀一
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第72回関東教区総会を教団規則第65条および教区規則第15条、17条に従って、下記の通り開催いた
しますので、議員の皆様は登録の上、ご出席をお願いいたします。 
 
　日　時：2022年5月24日（火）－ 25日（水）  
　会　場：新さいたま市民会館　レイボック　ホール（大宮駅東口から徒歩3分） 
　宿　泊：東横INN大宮駅東口 
 

［主な議題］ 
（1）   仮執行順序承認の件 
（2）   按手礼・准允式執行に関する件 
（3）   教団総会議員選挙に関する件 
（4）   教区議長報告 
（5）   教区総会議長選挙に関する件 
（6）   教区総会副議長選挙に関する件 
（7）   教区総会書記選挙に関する件 
（8）   教区宣教部委員長選挙に関する件 
（9）   常置委員選挙に関する件 
（10） 各部委員選挙に関する件 
（11） 常任・特設委員会委員選挙の件 
（12） 2022年度関東教区活動方針に関する件 
（13） 秋季按手礼執行の件 
（14） ｢ナルドの壼献金」推進の件　 
（15） ｢会堂･牧師館建築緊急貸出基金」献金推進の件 
（16） 教育費互助奨学金献金推進の件 
（17） ｢2022年度教団部落解放センター活動献金」推進の件 
（18） 2022年度宣教部活動計画に関する件 
（19） 2022年度教師部活動計画に関する件 
（20） 2021年度一般会計決算承認の件 
（21） 2022年度教区歳入歳出予算案承認の件 
（22） 阿部洋治教師の正教師登録に関する件 
（23） 教団伝道所廃止の件 
（24） 教会記録審査を、各地区委員会に委託する件 
（25） 第72回教区総会議事録承認の件 
（26） 次期第73回教区総会開催に関する件 
　　その他 
 
＊議案･建議･請願を考えておられる方へ。議案は総会開会40日前まで（4月14日）に議員10名以上の
同意を得て、また、建議･請願は総会開会21日前までに議員5名以上の同意を得て、総会議長宛で教
区事務所へご提出ください。経費を要する議案･建議･請願は、収支予算案を必ず添付してください。
議案は議員が提出でき、建議･請願は関東教区内の教師および信徒が提出することができます。 
＊なお、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催の形式が変更になる場合があります。 
 

2022年4月12日 

日本基督教団関東教区　総会議長　福島　純雄

第72回関東教区総会開催のお知らせ 
〈公　告〉



新潟地区 
 

地区長　長倉　　望 
 
新潟地区では、3月13日にインターネット会議シ
ステムzoomを用いて完全オンラインで地区総会を
開催しました。選挙が予定されていない総会であ
ったためオンライン開催が可能との判断でした。
昨年の総会は感染症対策のため1時間で終了しまし
たが、オンラインで開催された今年はコロナ以前
と同程度の4時間ほどの協議となり、さまざまな意
見が交換されました。採決の確認の難しさなども
ありましたが、通常の補助書記に加えて、zoomオ
ペレーターをお願いして対応しました。採決結果
発表後に、数え間違いなどの訂正が入ることもあ
りましたが、全体として信頼関係をベースにして
総会が進行されたと思います。 
但し、会計関連の書類のミスや不整合などが散
見され、会計報告承認については別途、書面決議
で行われることになりました。このような不備の
原因としては、コロナ禍の中で総会準備のための
地区委員会がオンライン開催となり、書類の確認
などを十分に行うことが難しかったことが考えら
れます。オンラインもよしあしです。 
しかし、新潟地区が、下越の村上教会から上越
の新井教会までは200キロ近くの距離があり、離島
にある佐渡教会も含む広がりがあることを考える
と、コロナ禍の中でオンライン化が進んだことは、
そのような障壁を乗り越える一助となっているこ
とは間違いありません。昨秋、みんなで協力して
取り組んだ2週間にわたる信徒大会on-lineの効果が
現れてきています。今後も、対面とオンラインを
併用し、その長所を活かしながら、よりよい地区
の連帯を培ってきたいと願っています。 
 
 
 
群馬地区 
 

地区長　藤田　基道 
 
2021年11月27日（土）、大宮教会において西谷
祐司教師（伊勢崎教会）が按手礼を受け、正教師

となられました。私もそこに立ち会い、福島純雄
牧師(教区総会議長)と共に手を置く一人として連
なり、胸が熱くなったことを思い起こしています。 
2021年4月より川上盾

じゅん

教師が代務者として仕え
られた大田八幡教会に、2022年2月より川上純平教
師が主任担任教師として着任。3月20日（日）に熊
江秀一牧師（教区総会副議長）司式により牧師就
任式が執り行われました。 
3月末を以て、上原秀樹教師が甘楽教会を辞任
し、今井浩三教師が群馬町教会を辞任されます。 
それぞれに主の祝福をお祈りします。 
3月6日午後、渋川教会の呼びかけにより緊急祈
祷集会が行われました。ロシア軍がウクライナに
侵攻して1週間、この出来事を覚えて、平和の祈り
が合わせられました。集会の様子はユーチューブ
で同時配信されました。募金など具体的な活動が
なされています。 
群馬地区総会において、ウクライナ難民支援の
ため緊急募金を地区委員会で呼びかけ、52,778円が
寄せられました。感謝します。これは日本キリス
ト教協議会による緊急募金で、ACT Allianceの働
きとして、避難している人の命が守られ、食糧、
衛生品などの配布、心理的ケア、住居提供他に用
いられます。 
 
 
 
 
栃木地区 
 

地区委員長　高﨑　正芳 
 
「集会の中止」、「活動がありません」の言葉が並
びます。昨年に続き地区主催の集会も全て中止し
ました。学生が来日できない未曾有の事態と2年間
向き合い続けてきたアジア学院の困難も栃木地区
の課題に加えたいと思います。 
新型コロナウイルス感染症との向き合い方も3年
目を迎え、社会の関心は“ポスト（後）”から“ウイ
ズ”に変化しています。地区委員会でもzoom等の
手段を活用して、リモートを併用した集会、会議
を開催出来ないか話し合いました。ネット環境の
整備等、課題はありますが、出来ることを積み上
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げていきたいと考えています。 
発足から2年を迎えた「益子伝道を推進する会」
に対しては、地区を越え多くの支援が寄せられま
した。益子教会の宣教を覚えてくださったことに
感謝します。先日発行した『ましこ便り』5号で、
大下正人牧師が教会の現況と課題について書いて
います。益子教会は腰を据えて活動するため、会
堂の建つ土地（借地）の購入を考えています。今
後ともご協力よろしくお願いします。 
宇都宮上町教会の武石晃正師は昨秋按手を受け、
4月に主任担任教師に就任します。無牧の那須塩原
伝道所に新任の教師が与えられることも、地区の
希望です。 
＊『ましこ便り』は益子教会にお問い合わせくだ
さい。連絡先：〒321-4217　栃木県芳賀郡益子町
益子1732-2　電話　0285-81-6062 
 
 
 
 
茨城地区 
 

地区長　橘　　秀
ひで

紀
とし

 
 
茨城地区としての諸活動は昨年度に引き続き、
コロナ禍のため著しい制約を受ける年となりまし
た。茨城地区委員会も第1回を除いた全ての地区委
員会がオンラインでの開催となりましたし、地区
大会も実施することはかないませんでした。それ
でも地区社会部による2.11集会はオンラインのみで
の開催とはなりましたが、かつて牛久教会におら
れた宮島牧人牧師を講師としてお招きし、「寄留者
と共に」と題して入管施設における人権侵害の実
態について学び直すことができました。地区総会
は昨年同様、書面議決となりましたが、顔を合わ
せることなく2年が過ぎてしまうことは残念である
との思いから、並行してオンラインでの協議の時
も持つことにしました。ネット環境の有無により
全教会・伝道所が参加できるわけではないことは
引き続き課題ですけれど、画面上であれ顔を合わ
せ意見を聞き合えたことは恵みであったと感じて
います。またその際、今年度をもって茨城地区内
の教会を辞任される金子敏明教師（牛久教会）と
福島純雄教師（筑波学園教会）の挨拶をいただく
こともできました。それぞれの前途に聖書の神の
祝福と導きを祈る次第です。なお茨城地区委員の

うち金子敏明教師が教会離任のため、若月健悟教
師が治療に専念されるためにそれぞれ辞任を申し
出られたので、次点者から大塚泰惠教師（鹿島教
会）と綿引久美子教師（勝田教会）がそれぞれ残
る1年の任期を引き継いでくださることになりまし
た。依然厳しい状況は続くと思われますが、知恵
を出し合い工夫しながら地区の交わりを深めてい
けたらと願っています。 
 
 
 
 
埼玉地区 
 

地区委員長　小林　　眞 
 
埼玉地区に赴任して、早いもので、丁度丸7年。
そのような地区の経験が少ない者が地区長に選任
されて1期3年が過ぎた。もっとも、本来は1期2
年であるが、今のコロナ禍の中、各委員会が準備
して為される委員会活動（講演会が多い）」が、ほ
ぼ実施出来ていないこともあり、「地区委員は、1
年間スライドして職務を果たそう」と考えた。 
けれども、この1年、大きくは変わらず、地区総
会も選挙も郵送での書面決議。で、2期目も委員長
に選任された。 
委員長としての働きは種々あるが、個人的に、
好きなのは、牧師の転任に従って行われる「就任
式」に出席することである。その理由は、与えら
れる牧師も、迎える会員も、みんなニコニコ顔で
喜んでいるからである。それらを見ながら、この
笑顔が共に、5年、10年でも、いや半年でも長く続
くように願いながら帰途につく。 
もう一つの理由は、就任式の中で、行われる誓
約である。出席の自分が誓約をするわけではない
が、その場にいる関係で、自分に問われる思いで、
その誓約を聞き、心の中で、「はい」と答えたり、
または「神さま、もう少しおらせて下さい！」な
どと考えることもあり、就任の厳しさなどを考え
させられることである。 
それにしても、埼玉地区は、58教会・伝道所が
あり、私たちの伝道対象は、埼玉県民・700万人で
あり、より踏ん張らねばならないと考えるこの頃
である。
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3月1日に第10回常任常置委員会（リモート）を、
3月22日に第5回常置委員会（リモート）を、4月5日
に第11回常任常置委員会（大宮教会）を、4月12日
に第6回常置委員会（大宮教会）を開催しました。 
・2021年度負担金は、完納に至りませんでした。 
・4月8日に2021年度会計監査を受けました。 
・2021年度ナルドの壺献金は、11,578,701円が献げら
れました。 

・宣教部青年の集い「高校生・青年の集い」が、竜ケ
崎教会とリモートでのハイブリットで開催されまし
た。講師に関野和寛氏を迎え、28名の参加があり
ました。 

・准允希望者田村敏紀氏（新津教会主任担任就任予
定）、鵜﨑寿氏（群馬町教会担任就任予定）、清野量
氏（竜ケ崎教会担任就任予定）、甲賀正彦氏（大宮
教会担任就任予定）の面接を行い、5月24日教区総
会において執行することを可決しました。 

・議長報告を、教区総会議案とすることを決めまし
た。 

・2022年度教区活動方針に、平和を祈りウクライナ
問題を記載することを決めました。 

・2021年度教区補正予算に関して、支出「款14教育
費互助基金」へ100万円の繰入を決めました。 

・教育費互助奨学金献金推進に関して、これまでの互
助基金献金と奨学金献金を一本化することを決めま
した。 

・第72回教区総会に関して、①開催について5月24
日～25日の日程でさいたま市民会館レイボックに
て、対面式で行う。②教団総会議員選挙に関して、
総会開催前に予備選挙を郵送で行うこと。事前の立
候補を4月26日まで募る。投票締切を5月13日と
し、開票を17日に行う。③阿部洋治教師の正教師
登録に関する議案を、対面で行える場合は扱い、決
議をとります。ただし、教区関連選挙と並行して行
います。④教会記録審査を地区委託にする。⑤聖餐
式は執行しない。⑥総会出席者に、抗原検査を受け
ていただく。⑦召天者追悼式は、召天者名の読み上
げと祈祷のみとする。⑧宿泊先が東横インに変更に

教区書記　小池　正造

第71総会期第5回・第6回常置委員会報告

着任してひとこと

共愛学園前橋国際大学教務教師　古澤健太郎 
2021年度よりキリスト教関連科目を担当する講師として、共愛学園前橋国際大学の心理・

人間文化コースに着任いたしました。 
関西で生まれ育ち、大学で学び、その後は沖縄県で牧師として、主夫として過ごしまし

た。今、不思議な御心のうちにあって、人生で初めての関東での暮らしを経験しています。 
学生の皆さんと共にキリスト教についての学びを深めていくことは私の夢でした。一度は

諦めかけた夢でしたが、たくさんの遠回りの後、再び道が開かれたことを奇跡のように感じ
ています。 

学生の皆さんとの交わりは、思った以上に困難で、思った以上に喜びに溢れています。非才の身ではあります
が、これまで経験したことの全てを糧として、キリスト教教育と伝道に僅かなりとも貢献できるよう努力して参
ります。どうか宜しく御指導ください。全て御心の内にありますように。 
 

太田八幡教会牧師　川上　純平 
今年の2月1日より太田八幡教会主任担任教師として着任しました川上純平です。私にと

っては15年ぶりの関東教区で、様変わり感もありまますが、今年で教団教師としておよそ26
年の歳月が経とうとしています。 
これまでの私の働きは主の力によってなされたものであり、また主を信じる多くの方々の

ご指導やお支えがあったことを今更ながら痛感し、感謝しております。今回2月に着任し、
およそ1ヶ月はコロナ感染防止策のために信徒の方々が会堂礼拝を行なう事が出来ず、ご家
庭で礼拝を守っていただきました。主が共におられることを信じ祈る日々でありましたが、3

月より会堂礼拝再開となり、先日は牧師就任式も行われ、皆様から暖かいメッセージとご挨拶をいただきまし
た。今後も主が共におられることを信じ、励みたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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関東教区の働き――財務部委員会 
財務部委員会委員長・塩谷一粒教会牧師　佐野　明子 

教区活動に御協力とご加祷くださり、また尊いお献げ物に感謝いたします。  
 2021年度は、新型コロナウィルス感染症の脅威が継続している状況から始まりました。各教会・伝道所の

負担をできるだけ軽減する事を目的として前年度当初予算から10％減としました。その他に教師謝儀互助に
ついても互助委員会との連携のもと申請の幅を広げました。2021年度は、諸集会等がほぼ中止となり支出は
減少しました。ですが、伝道を絶やさない事、その方法を模索する時ともなりました。  
そして新しい年度。2022年度予算のあらましを記します。  

《収入》 
・負担金は2021年度当初予算の現状維持という所から始まります。すでに皆さんの所には負担金割賦額表が
届いている事と思います。 
・伝道資金交付金は2021年度より全体で－3万円となりますが、申請される教会・伝道所の皆様にはできる
だけご希望に沿えるよう配慮したいと考えています。  

《支出》  
新しい課題があります。  

①「奨学金指定献金の充実」これは、信仰の継承、次世代を担う若者を育てる。という事でとても大切なも
のです。この充実のため、教区一般会計から奨学金指定献金に50万円を繰り入れる事としています。これ
は今後、数年続けて資金の確保が必要と思われます。 
②「会堂牧師館建築支援」これは今まで貸与のみでしたが、給付という項目を設ける事を検討して来まし
た。今年度から開始となります。これも一般会計から貸出・給付に50万円ずつ（計100万円）繰り入れる
事としました。 
予備費が800万円を超える事となりますが、これは今年も新型コロナウィルス感染症の影響のある事を鑑

みて支援への資金とする事を検討しています。 
この1年、集会の持ち方も様変わりして来ました。リモートを通しての集会・委員会も多くなりました。

支援の方法も以前とは変わってくるものとも考えられます。また、そういった所に参加することの困難な教
会・伝道所も多くあることを思います。財務部は他委員会と連携して、皆様に寄り添い共に歩む教区を目指
して活動を進めていきたく思います。 

なること。⑨食事について、各自が周辺飲食店でと
る。⑩教団問安使挨拶に引き続き、教団機構改定に
ついての協議会を持つ。以上を可決しました。 

・2022年度教区教会互助に関して、2022年度支援教
会は、13教会（新潟愛泉伝道所、見附教会、前橋
中部教会、桐生教会、太田八幡教会、宇都宮東伝道
所、足利東教会、益子教会、諸川伝道所、鳩山伝道
所、加須教会、秩父教会、桶川伝道所）の9,414,400
円となります。2022年度ナルドの壺献金目標額を
1200万円としました。献金のご協力をお願いいた
します。 

・2021年東北地方地震被災教会会堂等再建募金に災
害援助金より30万円を献金しました。 

・前渡伝道所の廃止について、教区総会議案とするこ
とを決めました。 

・アジア学院サンデー月間の制定について、話しあい
をしました。宣教部の担当として、行うことを決め
ました。 

 

（1）教師異動 
　　太田八幡教会　　　辞　川上　盾（代・正） 
　　　　　　　　　　　就　川上純平（主・正） 
　　東大宮教会　　　　辞　久保島泰（主・正） 
　　　　　　　　　　　就　久保島泰（担・正） 
　　　　　　　　　　　辞　久保島理恵（担・正） 
　　　　　　　　　　　就　久保島理恵（主・正） 
　　宇都宮上町教会　　辞　横山基生（代・正） 
　　　　　　　　　　　辞　武石晃正（担・正） 
　　　　　　　　　　　就　武石晃正（主・正） 
　　三芳教会　　　　　辞　栗原　清（代・正） 
　　　　　　　　　　　就　渡邊典子（主・正） 
　　所沢武蔵野教会　　辞　渡邊典子（担・正） 
　　新津教会　　　　　辞　加藤久孝（代・正） 
　　東京聖書学校吉川教会 
　　　　　　　　　　辞　原田のぞみ（兼主・正） 
　　　　　　　　　　就　原田のぞみ（兼担・正） 
　　　　　　　　　　辞　原田彰久（兼担・正） 
　　　　　　　　　　就　原田彰久（兼主・正） 



 
主事　金刺　裕美 

 
　新年度のご多忙な時をお過ごしと思います。 
　多くの教会・伝道所が、次々と型を変えて長く
続いている新型コロナウイルス感染拡大にいろい
ろと工夫をして礼拝を守っておられます。一日も
早く平安な日が与えられますように祈ります。 
◎書類の提出について 
　教会総会の開催ができないので、年度報告書等
の提出が期日までには無理、という声が届いてい
ます。多少の遅れは仕方がありませんが、大幅に
遅れるような場合は、役員会で決定されたものを
記して提出してください。教会総会が開かれた後、
変更事項が出た場合はご連絡をください。二度手
間になってしまうかもしれませんが、どうぞご協
力くださいますようお願い致します。 
◎教区総会費用の納入について 
　今年度は、対面での教区総会を開催することに
なりました。三密を避け・全員での飲食はせずに
各自で食事をしていただく・2日間の抗原検査をし
ていただくなどして行うことになりました。 
　総会参加費：1人10,000円、宿泊費：1泊7,000円
のご納入をお願いいたします。振替用紙を同封い
たしますので、お入り用な教会・伝道所はお用い
ください。納入は5月17日（火）までにお願いい
たします。 
◎教会負担金減額と納入へのお願い 
　新型コロナ感染拡大の影響を受け、教会財政が
下がり困難になってしまっている状況が多く見ら
れます。今後、負担金割賦減額案が出てくること
も考えられますが、どうぞ、祈りを持って計画的
な納入をご検討くださいますようお願い致します。 
◎教団年金掛金互助申請について 
　教団年金に加入したくても、財政困難なため入
れないという教会の教師・教会への掛金互助があ
ります。希望される教師・教会は必要書類を整え、
地区決裁を経て教区事務所に5月末必着で送付して
ください。 
◎教区事務所の執務日・時間について 
　　火曜日～金曜日　　10時から17時 
※土・日にご連絡をいただくことが多くあります
が、留守番電話になっています。ご了承ください。

 
保険事務　金刺　裕美 

 
　なかなか収束しない新型コロナウイルスです。 
　「3回目のワクチン終わった？」という挨拶があ
ちこちで聞こえます。子どもたちへのワクチン接種
も始まりました。少しずつでも収束へ向かっている
のでしょうか。期待したいところです。 
◎社会保険報酬額報告書は確定額を 
　伝道所・教会総会で確定した月額報酬額・賞与額
の報告をご提出ください。7月に算定基礎届を行
い、等級が決定されます。それまでは従前と変わり
ません。2等級以上の変更は特別に月額変更届を出
し、7月分から変更になります。いずれも変更があ
る場合は、事務所から通知をお送りします。 
◎年間自動払込金額一覧表の送付について 
　ご提出いただいた報酬報告書を基に、毎月の保険
料・賞与保険料等を算出し、各個教会・伝道所ごと
に1年間の自動払込金額表を作成します。6月中旬
頃に送付できるよう準備しています。ただし、報酬
額報告書の提出が遅れている教会は、送付も遅れる
ようになってしまいますが、どうぞご了承くださ
い。 
◎「自動払込希望科目確認書」未提出の教会・伝道所 
　期日までに、確認書の提出をなさった教会・伝道
所の4月分は自動払込ができました。確認書未提出
の教会・伝道所は、4月分を自教会よりご送金くだ
さい。 
　なお、5月分より自動払込を希望される場合は、
急ぎ確認書をご提出下さい。 
◎夏季賞与保険料について 
　賞与支給額の内、千円未満を切り捨てた額に、そ
れぞれの料率をかけて算出し、教会・教師で折半し
てください。 
・健康保険料：9.71％（加入者全員） 
・介護保険料：1.64％（40歳から65歳未満の方） 
・厚生年金保険料：18.30％（70歳未満の方） 
・子ども・子育て拠出金　0.36％（教会・伝道所負担） 
◎生活習慣病予防健診について 
　1人、年度内1回までの健診に対して、けんぽ協
会から健診費用の一部が補助されます。自己負担額
7,169円までの金額で受診することができます。（付
加健診がある場合は少々変わってきます。） 
　ご自身で健診機関の予約を取り、受診してくださ
い。
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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 
何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められ
た時がある。（コへレトの言葉第3章1節）。コロナ禍で3
年が過ぎ、ロシアのウクライナ侵攻で3週間が過ぎ、今
は何時ですかと真剣に、主なる神に尋ね、祈る生活が続

いています。一日も早い終息をお与え下さいと祈る日々
です。2022年度も始まります。この小冊子がお手元に届
けられる日、例年の教区総会が開かれ、いつもの礼拝を
守れる日々をお与え下さいと祈り続けます。（坂口慶行）
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日本基督教団関東教区宣教部委員会
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日本基督教団 関東教区宣教部委員会 
委 員 長 　飯　塚　拓　也 
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　地の塩・世の光として歩みたいなぁ 宣教部委員長　飯塚　拓也（竜ケ崎教会牧師）

2020 年度に続き 2021 年度も、新型コロナウィルス
感染対応に追われる一年となりました。感染拡大の影
響は、2020 年度より 2021 年度のほうが大きかったの
ではないでしょうか。感染者の多い地域の教会は、対
面での礼拝の中止や集会の中止を余儀なくされ、それ
が教勢や会計に大きなダメージとなっています。教会
だけでなく、社会もまた新型コロナに振り回される
日々を送っています。社会は委縮し、親しい人を亡く
した悲しみや喪失感に襲われている方々や、後遺症に
悩む方々がいらっしゃいます。 
一方で、マスコミは、毎日感染者の「数」を報道し
続けています。テレビの画面には毎日のように医療の
専門家が登場し、感染者数のグラフを表示しながら、
今後の感染の予測や注意することを呼びかけています。
それはそれで意味がるのでしょうが、しかし、そこに
は注意しなければならないこともあると感じています。
それは、「私たちはいつしか『コロナを数で考える』よ
うになっていないだろうかと」ということです。感染
を恐れるあまり数にばかり関心が向き、それによって
感染者の数の背後にある、一人ひとりの「いのちの叫
び」が聞こえなくなってはいないかと思うのです。 
感染した人は毎日どんな暮らしをしているのだろう
か？そもそも、入院している？それとも、自宅療養？
長い期間閉じこめられて、どれほど不自由な思いをし
ているだろう？高齢の人や基礎疾患のある人の不安は
どれほど？何より、家族をコロナで亡くした人の悲し
みと喪失感は？ 
今こそ、「地の塩」である教会が聞かなくてはならな
い声がたくさんあるのではないかと思います。 
ロシアによるウクライナ侵攻は激しさを増し、その
攻撃は無差別なものとなっています。攻撃の照準が軍
事施設から駅や住宅にも向けられ、病院や学校・幼稚
園までもが砲撃され、無差別攻撃の様相を呈していま
す。これによって、民間人に多数の犠牲を生み出し、
殺人・レイプ・略奪などが世界に大きな衝撃を与えま
した。それらは、もはやジェノサイドと呼ぶほどのも
のであり、私たちはこんなにもあっさりと平和が破壊
されるのかと言葉を失うばかりです。また、ウクライ
ナの激しい反撃で戦争が思いのままにならない戦況の
中で、プーチン大統領は核の使用までにおわせていま
す。まさに、今や核戦争の一触即発の危機にあること
を、私たちは知らされていると思います。 

そして、この「平和の危機」の中で、キリスト教会
はどのように歩むのかが問われ、今こそ、「世の光」と
しての使命が求められていると思います。 
ご存じのように、2021 年 2月 1日、ミャンマーでは
国軍によるクーデターが発生し、以来、国軍による抗
議活動に対する弾圧が続いています。国軍の弾圧が終
わり、拘束された人たちが解放され、ミャンマーが一
日も早く民主化を取り戻すことを祈ります。 
少し前のことですが、2021 年 7月 24 日の夜に、東
京・港区の浄土真宗光明寺を主会場としてオンライン
による「ミャンマー　祈りと連帯の集い」が開催され
ました。ミャンマーの平和を願って、宗教者や在日
ミャンマー人たちによる祈りのリレーの集いでした。 
その祈りのリレーの中で、在日ミャンマー人の仏教
の僧侶が祈ってくださった祈りが、私の中で強く残っ
ています。その祈りは、「ブッダの言葉（スッタニパー
タ）」にもとづいて祈るものでした。 
スッタニパータは、こう祈ります。 
「いかなる生物生類であっても、怯えているものでも
強剛なものでも、ことごとく、長いものでも、大きな
ものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細
なものでも、粗大なものでも、目に見えるものでも、
見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住む
ものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれ
ようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは、
幸せであれ。」 
具体性のある祈りで、新鮮さを覚え、心に響きまし
た。そして、そのスッタニパータに続いて、「私が嫌い
な人」で始まる祈りが続いたのです。 
「私が嫌いな人が、守られますように」 
「私が嫌いな人が、幸せに暮らせますように」 
「私が嫌いな人の望みが、叶いますように」。 
この｢嫌いな人のために祈る｣に、心が打たれました。

「嫌いな人のために祈れるか？」と、自問しました。 
この「私が嫌いな人が」で始まる祈りこそ、キリス
ト者として、今の世界情勢の中で、私たちが献げる祈
りと思いを巡らします。 
コロナや世界情勢の厳しさの中で迎える 2022 年度
は、大切な年度となると思います。「地の塩・世の光」
として、新しい年度に向かいたいと願っています。
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雪かきを通した繋がり 
 

玉置　千鶴子（長岡教会・柏崎伝道所） 
長岡の地に移り住んで 6年目の春を迎えました。雪
国育ちではない者の赴任は、自分自身も教会や地域の
方々も心配されたことと思います。一から雪かきのや
り方を教えていただきました。「大丈夫、春は必ず来
るから！」との言葉と共に…。とはいえ特に 1年目は
起きる度に「どうか多くありませんように」と願いつ
つ玄関を開けたが最後…、結局 4～5時頃から半日以
上作業してもどうにもならない豪雪の冬でした。会堂
の一部は毎週のように雪降ろしが必要な構造の為、牧
師館の屋根の雪も相まって降ろせば 1階の屋根と同じ
程の雪山となり、後半になると降ろす場所さえな
い…、そのような状況を前に呆然と立ち尽くしてもい
ました。しかし同じように朝早くから作業をしている
近隣の方の姿や言葉、また近くから遠くから具体的に
足を運び手伝って下さった方々、たとえ足を運ぶこと
は出来ずとも大雪の情報を目にする度に「大丈夫？」
と連絡を下さる方々によって、何とか立つことが出来
ていたように思います。 
長岡教会は長らく消雪設備がなく、雪置場もないこ
とから市が管理する車道の消雪設備(地下水をくみ上げ
て融雪する設備)に敷地の雪を出して除雪をしてきまし
た。しかし、条例違反であることから叱責されること
もしばしばありました。また、落雪式の屋根から落ち
た雪で歩道を塞ぐことは当たり前…更に車道まで狭め
たり、隣家のガレージを塞いだり雪崩れ込む状態があ
りました。そこで、17 年度末より「これは地域にマイ
ナスの証しとなっているのではないか？」との問いの
内に教会として自前の設備を持ってはどうかとの話し
合いが始まり、19 年度秋に教区からの支援も受けて設
置されました。この場を借りて感謝申し上げます。 
20・21 年度と再び豪雪の冬で、全く雪かきの必要が
なくなったわけではありませんが、「何とかなる」と
思えるようになりました。また近隣の高齢者宅をはじ
め空き家等の除雪を地域の方々と少しばかりお手伝い
出来るようになったことで、改めて地域の方々との繋
がりが出来ました。 
最後になりましたが代務をしている柏崎伝道所は海
に近いことから長岡程は降りませんが、土曜日の礼拝
以外は無人の為、平日の内に教会の方が雪かきをして
下さり私も早めに行って雪かきをしています。

雪国の恵みについて 
 

　　久保田　愛策（十日町教会） 
雪国での生活はご想像のとおり大変なことが多いの
ですが、その中で気づかされた恵みを以下に記しま
す。　 
①付帯施設の保育園があるため、降雪のある時は朝 6
時から除雪作業になります。限られた時間内で行う
作業はしんどいものがありますが、お隣さんと他愛
もない会話をする中で距離が縮まる感じが分かりま
す。雪国では基本的にみんな除雪をしますから、み
んな雪の苦労がわかります。雪が絆をくれるのです。 
②今シーズンは昨シーズンに続く豪雪でした。こんな
時に限ってコロナで雪掘りキャンプを実施できず残
念でしたが、加えて昨シーズンはよりによって外玄
関入口にあるロードヒーターのボイラーが故障して
ロードヒーターなしでした。ある日などは入口の階
段が斜めの雪の壁となり、スロープ部分も腰の高さ
まで雪がありました。しかし関東教区を通して教団
よりボイラー交換費用をいただき、今シーズンは外
玄関の除雪が本当に楽でした。覚えていただき祈ら
れている幸いを感じることが出来ました。 
③四季の美しさと春の訪れ（うれしさ）がよくわかり
ます。雪国とはいえ新潟県の夏は普通に暑いです。
秋になると山々が美しく彩られます。紅葉の終わる
と山々はチョコレート色になります。そこに白い雪
が降り始め、ガトーショコラのような感じになりま
す。やがて辺り一面真っ白な白銀の世界となりま
す。寒さは太平洋側の人が思うほどではありません
が、暗く晴れ間が少ないのは正直滅入ります。たま
に晴れる日もありますが浮かれてはいけません。冬
の晴れた朝は放射冷却で猛烈に寒くなり路面が凍っ
ていて滑りやすいのです。でも、だからこそ春の訪
れが分かるのです。 
今シーズンは 3月中旬、ある晴れた朝、外に出ると
暖かかったのです。「ああ、（冬が）終わった。春がき
た！」　 
冬（死の世界）が終わり、花々が咲き誇り山々が新
緑で染まる中、すべての命が甦ったような季節、それ
が雪国の春なのです。この時期にイースター（主の復
活）をお祝いする意味が分かったこと、これが雪国に
生きる一番の恵みのように感じます。

豪雪地帯にある新潟地区の教会は、 
長岡教会、見附教会、栃尾教会、小出教会、十日町教会、高田教会、新井教会 です。
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豪雪の地に遣わされて 
 

野澤　幸宏（栃尾教会） 
2020 年度から栃尾教会に主任担任教師として遣わさ
れています野澤幸宏です。神学校新卒で最初の任地で
す。私は埼玉地区で信徒としての信仰生活を送ってき
ましたので、関東教区育ちです。雪掘りキャンプで十
日町教会に、清心保育園の雪下ろしボランティアで小
出教会に、それぞれお伺いした経験もあり、中越地域
の豪雪は知っているつもりでした。しかし、数日間の
お手伝いに行かせてもらうのと、実際に住んで責任を
持つのとでは、もちろん雲泥の差です。20 年間この地
で牧会された前任の手束信吾牧師には、本当に頭が下
がるばかりです。 
着任して最初の冬となった 20 年度の 12 月は、初雪
から大雪となり、関越道で立ち往生が起こってニュー
スとなった程でした。栃尾教会には教区の援助によっ
て購入した、スノーバケットを装備したフォークリフ
トと、2台の除雪機があります。しかし、維持管理は
当然ながら自分たちの責任であり、メンテナンス費用
や燃料費は相当な負担です。また、扱いにも知識や慣
れが必要です。着任が決まっていたその年の 2月に、
引き継ぎのために栃尾に赴く機会がありました。しか
し、そのシーズンは、例年になくほとんど雪が降らな
かったため、実際に雪を相手にしたフォークリフトや
除雪機の扱いを練習することが叶いませんでした。そ
のため、初年度の初雪から、ノウハウもないまま豪雪
との戦いがスタートしました。 
除雪をしようにも、一晩で 50 センチ近くも積もっ
た雪に埋もれたフォークリフトを、スコップで掘り出
すところから始めなければなりません。また、雪をバ
ケットで持ち上げようとしても、効率よく掘り出すこ
との出来るバケットの角度がわかりません。私が四苦
八苦している様子を見かねてか、同じタイプのフォー
クリフトを使って除雪作業をしていたご近所の方が助
けに来て、効率の良い方法を伝授してくださいまし
た。別の時には、フォークリフトで雪を押し出す際に
前輪がはまり込んで動けなくなり、教会員のある方に
助けを求め、仕事中だったにもかかわらず駆け付けて
くださったということもありました。 
他にも、教会員や地区の先生方に、何度も力を貸し
て頂いてなんとか豪雪の時期を乗り越えています。人
一人の力はちっぽけですが力を合わせることが大切
と、豪雪を通して神さまに教えられているようです。

特別豪雪地帯と礼拝堂 
 

成田　顕靖（高田教会・新井教会） 
高田教会が建つ上越市の旧高田市エリアは、1945 年
2 月下旬に 377 センチメートルの積雪を記録した豪雪
地帯です。五六豪雪・六一豪雪と呼ばれる昭和末期の
大雪以降、記録的な大雪に見舞われることがありませ
んでしたが、2021 年 1 月上旬に 249 センチメートルの
積雪を記録する大雪に見舞われました。この大雪で、
高田教会の隣家の屋根雪が雪止めを破壊して落下し、
礼拝堂・牧師館に激しくぶつかり、これにより牧師館
が一部損壊しました。また、新潟中越沖地震で発生し
た建屋の歪みによって屋根鋼板接合部が緩み、雨水や
雪融け水が浸入するようになったことに加えて、屋根
雪落下の強い衝撃によって建屋が更に歪んだため、屋
根鋼板接合部の緩みが拡がり、小屋裏の空間が極めて
狭く換気の悪い屋根の野地板が広範囲に腐朽するに至
りました。 
2022 年も大雪に見舞われ、新井教会近隣の民家が倒
壊するなどの被害がありましたが、合掌造りである新
井教会礼拝堂も、落雪により軒下より上に積み上がっ
た雪が屋根を押すことが度々あり、雪の荷重が長年に
わたって屋根にかかったことにより、合掌丸太柱と屋
根が内側に湾曲しているのをこのほど確認しました。
1983 年に行った礼拝堂建物調査で、合掌丸太柱に深い
干割れが入っていることなどで、設計強度が半分程度
しか期待できない旨の所見が出ていたのですが、この
度の確認を受けて、今後は落雪した屋根雪の移動を頻
繁に行う必要があると思われます。 
1996 年に建築された高田教会礼拝堂はいわゆるデザ
イナーズ物件であり、デザイン重視の複雑な形状であ
ることが仇となりました。それに加え、現礼拝堂建築
以前よりある消雪用井戸揚水ポンプの位置の関係で、
建物の建築可能範囲に制約が生じた結果、隣家との間
隔が狭小化したことにより、屋根雪落雪の直撃を受け
やすい距離になっていたことで、一部損壊の事態に至
りました。近年、ゲリラ豪雨による河川の氾濫や台風
の大型化による被害の甚大化、局所的な豪雪が頻発す
るなど、20 世紀末と比べて気候が著しく変化している
中で、それに十全に対応した質実剛健で且つ単純な形
状の礼拝堂を設計・建築することが肝要であると思い
ます。なお、教会が持つ教派的背景やそれによる神学
に基づいた礼拝堂設計が最優先されるべきことは、改
めて言うまでもありません。

今回、4人の教師より教会の日常を書いていただきました。祈りを共にしたいと思います。
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「関東教区高校生・青年の集い」報告 
 

三浦　　啓（桐生東部教会） 

3 月 23 日(水)に竜ヶ崎教会を会場に「関東教区の高
校生・青年の集い」が開催されました。例年、この時
期に関東教区宣教部主催のKKSの活動が行われてい
ましたが、新型コロナウイルスの流行により、2年前
のこの時期に予定されていた沖縄ツアー（高校生 3名
が参加予定でした）が中止になり、それ以降、高校生
や青年を対象とする集まりを行うことができていませ
んでした。 
この 2年、教会も新型コロナウイルスの影響をさま
ざまなところで受けていますが、若者にとっても、行
動を制限され、我慢を強いられる 2年を過ごしてきて
います。中学校、高校、大学では、新型コロナウイル
スの流行に伴い、授業がオンライン形式やハイブリッ
ド形式の授業に切り替わるなど学習の機会は保たれて
いますが、友だちとの交わりという点では、コミュニ
ケ－ションを取る機会が奪われている状況にありま
す。私は保育園の園長も担っていますが、保育園でも
行事や保育内容が制限され、子どもたちや若者にとっ
てこの新型コロナウイルスに伴うさまざまな変化がど
のように影響するのかを危惧しています。小学生や中
学生、高校生、大学生など交わる機会が激減している
だけに、勉強も大事ですが、友だちとの交わりの時間
がより大切になると感じています。このような状況下
だからこそ、若者がオンラインだけではなく、感染症
対策を施しながらできる範囲で集うことが出来る、交
わることが出来る、共に礼拝することが出来る、皆で
何かのテーマについて一緒に感がることが出来る機会
を確保してあげたい、増やしてあげたい、と思ってい
ます。 
そのような中、宣教部委員長の飯塚拓也先生より何
か高校生・青年を対象とした活動ができないかという
お話をいただき、私の中で是非行ってみたいと思って
いた企画を提案してみました。それは、ルーテル教会
の関野和寛先生を講師に迎えて、関野先生が昨年、ミ
ネアポリス（アメリカ）のコロナ病棟でチャプレンと
して働かれたお話を高校生や若者と聞く、というもの
でした。私たちの生活を脅かす新型コロナウイルスに
真正面から向き合った関野先生のお話を聞き、私たち
がこのコロナ禍で生きること、生かされていること、
そして死について考えてみたいと思ったのです。 
 

今回の集いは、高校生と青年を対象に行いました。
全国各地で出されていた蔓延防止等重点措置は、3月
21 日に解除されていましたが、まだまだ各地での感染
者数は下がり切っていなかったので、会場に来て参加
するか、オンラインで参加するかを選択していただく
形を取りました。当日、会場に 15 名、オンラインで
の参加 12 名の計 27 名の参加があり、関東教区の全地
区（新潟地区、埼玉地区、栃木地区、茨城地区、群馬
地区）からの参加がありました。 
関野先生の講演では、コロナ病棟で働かれていた時
の写真をプロジェクターで映しながら、新型コロナウ
イルスで苦しむ患者たちにどのように向き合い、医療
スタッフたちとどのように働かれたのか、現場の生々
しいお話を聞き、参加者もいろいろな事を考えさせら
れたようでした。また、そのコロナ病棟での話から、
死についての話になり、日本では死についてあまり話
し合ったり、それぞれの想いや考えを共有することが
ない、という関野先生の話を聞きながら、高校生や若
者と死について考えることはとても大切なことだと思
わされました。関野先生からのわかりやすく、そして
熱量のある話に、会場で直接話を聞いた参加者も、オ
ンラインで話を聞いた参加者も、それぞれに感じたこ
と、疑問に思ったことなどを講演の後のわかちあいの
時に話し、皆で共有することができました。 
今回、久しぶりに高校生、若者を対象とした集いを
行いましたが、延期になっている沖縄ツアーをはじ
め、高校生、若者を対象とした活動を感染状況を見極
めつつ積極的に行っていきたいと思います。今回、講
師を務めてくださった関野先生、参加くださった皆
様、いろいろご準備くださった関東教区宣教部の皆様
に心から感謝致します。


