第１８７号

北海道マスコミ伝道センター（ホレンコ）
（札幌市北区

北海道クリスチャンセンター内）

＜ホレンコ＞という名称は、
「北海道マスコミ伝道

の財政的な困難さが大きく数字にも現れるようになりま

セ ン タ ー」
（Hokkaido Radio Evangelism And Mass

した。その結果、数年前より、これまでは毎朝放送をし

Communication）という名称を英語表記したときの、

てきた番組も、日曜日の朝のみに縮小しなければならな

各単語の頭文字を合わせて呼ばれているものです。そ

くなりましたが、幹事会ではそれと同時に別の方法を模

の沿革は、1959 年に北米の教会の援助によって設立さ

索し、試みてきました。

れ、主にラジオ放送や視聴覚教材を用いて道内各地に居

こうして、現在は、事務長、制作スタッフ、総務ス

住する方々への福音伝道活動が行われてきました。そし

タッフの 3 人の姉妹たちが事務局を構成し、こころひ

て、1980 年に北米からの援助が終了した時点で、ホレ

とつとなってホレンコの活動のために毎日奉仕をしてい

ンコの活動を終了するか、あるいは継続して行くか、そ

ます。

の去就が問われました。しかし、道内諸教派、諸教会の

現在行われている主な活動は、次の通りです。

協力を頂き、自立して継続して行くこととしました。そ
して、自立した時点で組織としては「キリスト教視聴覚

★ HBC ラジオ 「喜びへの扉」

センター（アバコ）
」の支部となって、相談や助言を頂

毎週日曜日 午前 6 時 35 分～ 50 分

きながら事業を進めてきました。こうして、諸活動を継

★テレホンメッセージ（℡ 011-736-0105）

続して行くために必要な経費の全てを主に全道の教会・

毎週月曜日と木曜日にテープを交換

個人・団体・そして視聴者の皆さんからの貴い献金によっ

★ FM 放送（ラジオカロス・サッポロ）

て支えられつつ、自立後 33 年が経過しました。
ホレンコは、当初より道内で宣教活動をしているおよ
そ 20 教派、あるいは単立教会、諸団体等の応援と協力

「光の泉」 金曜日午後 4 時～ 4 時 15 分
★ FM 放送（ドラマシティ）
「光の泉」 土曜日午後 4 時 45 分～ 5 時

を頂いて活動をしてきました。現在も、日本キリスト教

★月間機関紙「ホレンコの友」発行

団のほか、７つの教派・団体より幹事が選出されて集い、

★ブライダル（室蘭）

共に幹事会を組織し、運営部会と放送部会に分かれて福

★通信講座

音伝道のために祈りあい、語りあっています。

★オリジナル品販売

しかし、10 年ほど前より、活動を継続して行く上で

ポストカード。ロイズコーヒー ( 会葬用 )

北海道マスコミ伝道センター Hokkaido Radio Evangelism And Mass Communication

所在地 ● 〒 060-0807 札幌市北区北 7 条西６丁目 北海道クリスチャンセンター３階
電話・FAX 共通 ● 011 - 736 - 0104

創立 ● 1959 年
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あなたがたの中に
のり こ

横田 法子牧師（札幌元町教会）

当時１年生の息子の道徳の参観授業。タイトル
は「アンパンマンのこころ」
。まず電子黒板にウ
ルトラマンや仮面ライダーが写し出されました。
「正義の味方」です。次にアンパンマン登場。先
生は説明します。アンパンマンを書いたやなせた

同僚四人と闇市で発見したおでんで三人が食中

かしさんも、こどもの頃ヒーローが好きでした。

毒。なぜ一人は無事なのか不思議に思ったら、野

でも何のために戦っているのだろうと不思議に

菜ばかりを食べていた。食中毒の原因は、ちくわ

思った。悪者をたたきのめして、家とか車とかも

やはんぺん。一人だけ食べなかった理由を発問す

壊して、ごめんなさいも言わずに正義というのは

ると、
「嫌いだった」などの様々な意見の後、
「や

何だか変だ。本当の正義とは何だろう？そしてア

なせさんに食べさせてあげたのだと思います」
。

ンパンマンの世界にやなせさんの考えた正義が描

先生は、無事だった人は後にやなせさんと結婚し

かれました。

た女性で、栄養のあるものを男性たちに食べさせ

続いてエピソードを紹介。子どもの頃、汽車で

てあげようと思って、大根ばかりを食べたのだと

遠くに遊びに行き財布を落とした。線路をたどれ

解説しました。
「正義の味方とはどんな人だと思

ば帰れるはず。日は暮れて、心細くお腹もすき悲

いますか？」と発問し、考えをプリントに書かせ

しかった時、
「やなせくん」と呼ばれた。見ると

ました。皆、しっかり受け止めていたので感心し

友だちの K 君とお母さん。ほっとして、二人が

ました。

光に包まれているように見えた。その時食べさせ

最後に、やなせさんの思う正義が書かれている

てくれたアンパンが、どれほどしみたことか。も

と、
「アンパンマンのマーチ」と「アンパンマン

う一つは戦争から復員したばかりの頃。新聞社の

体操」の歌詞が配られました。

徴税人や罪人が皆、話を聴こうとしてイエスに近寄って来た。すると。ファリサ
イ派や律法学者たちは、
「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしていると」
「あなたがたの中に、
不平を言いだした。そこで、イエスは次のたとえを話された。
百匹の羊をもっている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に
」
残して、見失った一匹を見つけ出すまで捜し回らないだろうか。
ルカによる福音書 15 章１～４節
（日本聖書協会『新共同訳』
）
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「アンパンマン体操」の三番にしびれました。

イエスを十字架に追いやったのは、イエスに生
き方を問われ続けることに耐えきれなかった人間

楽しいこといっぱい

の弱さと頑なさだったのではないかと思うので

でもさびしくなったら

す。勇気のいるその作業をやり続けることができ

愛すること愛すること

すてないで

るように、復活の主イエスが私たちと共におられ

そうさ鳥も花も遊ぶ

みんな君が好きさ

るのだと信じています。羊のたとえを高校入学間

涙なんかふいて

大空を飛びだそう

もない頃に授業で読んだ三年生のクラスで、卒業

アンパンマンは君さ

いつでも君さ

間近に改めて読み深め、どの立場で読んだか聞い

アンパンマンは君さ

かわいい君さ

たことがあります。一年生の頃と変わらない者も

ほらときめくよ

いましたが、多かったのは羊飼いに守られる羊か

君はやさしいヒーローさ

ら、
「あなたがた」に変わった生徒でした。授業
参観でこのことを思いだしました。

一番だけ聞いたことがありましたが、
サビの
「君
はやさしいヒーローさ」の「君」は、アンパンマ

罪人との食事を批判したのは確かに
「正解」
だっ

ンだと思い込んでいたら「君」は子どもたちだっ

たのでしょう。しかし、その「正しさ」をイエス

た。さびしくなったら、正義の味方のアンパンマ

は問うのです。しかも、羊飼いになって考えてご

ンが助けてくれるというイメージでしたが、
「さ

らんと、立場と視点をかえて問い直すことを促す

びしくなったら愛すること捨てないで」だった。

のです。

うなが

確かにアンパンマンは助けてくれる正義のヒー

彼らにとって、羊飼いは罪人と同様に軽視し除

ローに違いないけれど、アンパンマンには「そし

外視する存在でした。
「あなたがたの中に、100

て君は？」という大切な問いかけが込められてい

匹の羊をもっている人がいて、
」とのイエスの問

たことに気付かされました。

いかけに、
「正しい私があの羊飼いなんぞになる
ことはありません、絶対に。だって、あの羊飼い

「そして君は？」は、北星の宗教主任時代に生

ですよ」と、自分の正解を手放せないままなら

徒に投げかけてきた問いでした。聖書は問いかけ

ば、自らを問い直すことは出来ず、そこには他者

に満ちていると伝え、一つの「正解」を押し付け

と共に生きる道は拓けなかったのではないでしょ

るのではなく、自分と向き合い生き方を考える機

うか。

ひら

会となるように心がけました。とりわけ、礼拝で
立ち止まることを求めました。えこひいきしない
神さまの前で、自分の正しさを手放し、聖書の問
いかけを受けて生き方を選び直す場が礼拝だと私
は考えます。正解に固執することよりも、
「それ
は正しいのだろうか」と問い続けることが、他者
と共に生きる出発点ではないでしょうか。
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特集

第 73 回北海教区定期総会報告
2013 年 4 月 29 日 ( 月 ) ～ 4 月 30 日 ( 火 )

会場 … 札幌北光教会

開会礼拝では、横田法子議員（札幌元町）の礼拝説教後、久世そらち議長（札幌北部）の司式により木村
拓己議員（美唄）、松本紳一郎議員（函館）、佐藤紀子議員（無任所）の三名の按手礼式が、高濱心吾議員、
高濱梨紗議員（札幌北光）の准允式が喜びの内に行なわれ、田中文宏議員（真駒内）の司式により聖餐式
うらべ

が行なわれました。 （報告者：教区書記 卜部康之）

●開会

教の拠点作り』と言うが、網走一麦伝道所のことはどう

卜部康之書記（千歳栄光）が議員点呼を行ない、正議員

なっているのか。地区活動助成費配分の方法について説

総数 126 名中、107 名の出席を確認した。久世そらち議

明してほしい」と発言した。それに対して、西岡昌一郎

長は開会を宣言した。

宣教部委員長は、
「パンフレットは送付済である。網走

●来賓挨拶

での伝道は地区報告を待ちたい。助成費配分は考えられ

教団総幹事の長崎哲夫議員（教団問安使）は、教団議長
挨拶文を朗読したが、
「沖縄教区との関係は、教団の最重

きたい」と答弁した。

要課題」と明記された項目を読み上げず省略した。挨拶文

●主な審議事項

は、教団の多岐にわたる活動を簡潔に表現したというより

2012 年度歳入歳出決算承認に関する件（議案第６号）

も、無味乾燥的な文面になっているのではないだろうか。

では、議案は承認されたが、矢﨑和彦議員（苫小牧弥生）

北海教区内の４センターを代表して、道北クリスチャン

が、
「洞爺湖教会宣教協力募金が予算に満たなかった場

センター館長のロバート・ウイットマー議員（名寄）は、

合に教区からの補填はあるのか」と発言した。それに対

同センターの将来を見据えて、藤吉求理子主事が１年間カ

して、今多正行財務部委員長は、
「献金の主体が教会と

ナダへ研修に行くことを述べた。

地区と教区という協議会であるため、想定していない」

さかえ

また、関係学校挨拶では、榮 忍議員（とわの森三愛高校）

と答弁した。また、藤崎裕之議員（江差）は、
「教会に

が、キリスト教主義学校に学ぶ生徒を教会の礼拝に送るの

よって状況が違うので未収金の報告に配慮をお願いした

でぜひ受け入れてほしいことを述べた。

い」と発言した。

●主な報告事項

教区宣教活動方針に基づく 2013 年度活動計画に関

2012 年度議長総括では、島田繁明議員（帯広）が、
「基

する件（議案第７号）では、
第一読会で、
難波真実議員（士

本的には賛同するが表現が遠慮がちである。態度を明確に

別）が地区委員長会議の回数の再検討をお願いしたいこ

してほしい。北海教区は
『宣教の総合化』
ということを言っ

と、矢﨑和彦議員（苫小牧弥生）が洞爺湖教会宣教協力

てきたはずである」と発言した。

協議会の性格を明確にしてほしいこと、
島田繁明議員
（帯

岸本和世議員（隠退教師）が、
「
『教勢の衰退』という表

広）が改訂教団宣教基礎理論の学習会を開催してほしい

現に反対する」と発言したことに対して、久世そらち議長

ことなどの意見を述べ、第二読会でいくつかの修正後、

は、
「数字がすべてではないが、数字にあらわれるものが

第三読会で、藤巻朋子議員（推薦）が、
「青年たちの震

ある」と答弁した。

災支援活動報告を聴き、感銘を受けたと同時に、自分の

2012 年度教務関係報告承認に関する件（議案第４号）

青年時代を想い起こした。北海教区が積み上げてきたも

では、島田繁明議員（帯広）が、
「常置委員会で改訂教団

のが今も生きていると感じた」と発言した。議案は可決

宣教基礎理論について審議しているが、その内容をおしえ

された。

てほしい。また、札幌教会役員会との話し合いはどうなっ
ているのか」と発言した。それに対して、
卜部康之書記は、

2013 年度教区歳入歳出予算 ( 付分担金配分 ) に関す
る件（議案第８号）では、
第一読会で、
難波真実議員（士

「常置委員会で執筆の担当委員を決めて審議し、教団に提

別）が、
「革新部門委員会の予算について青年プログラ

出した。内容は開示できる。札幌教会との話し合いは、お

ムに支援をお願いしたい」と発言した。第二読会では字

互いの主張の論点整理が話し合いの目的であったが、いわ

句の修正以外はなく、議案は可決された。

ば入り口論に終始している」と答弁した。

●協議会

2012 年度各部各委員会報告ならびにその他報告承認に
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る算定因子を駆使して算出しているので、ご理解いただ

総会前日の部落差別問題学習会の講師であった日原

関する件（議案第５号）では、
島田繁明議員（帯広）が、
「教

年和議員（教団部落解放センター）
、年金局理事として、

師の就任辞任パンフレットは各教会に送っているのか。
『宣

稲垣正策議員（函館千歳）が挨拶を述べた。そして、小
西望議員（東北教区）は、スライドを用いて東北教区が

行なっている震災支援のボランティア活動の報告をして下

キリストが信仰的にわれらの主であることを告白すると

さった。

ともに、この世の秩序に対してもその王権を保持したも

続いて、後藤祈さん（札幌北部）と島田創さん（月寒）

うことを認める。日本基督教団はここにその第 12 回総

のボランティア報告があった。島田さんの「ボランティア

会の決議にもとづき、信仰の決断として、現時点におい

とは家族となること。つながりを感じるとき」との言葉が

て現行憲法擁護を表明する」
。以上のような意見が出さ

心に残った。

れ、議案はそれぞれ可決された。

3 月まで酪農学園大学に勤務されていた高橋一議員（無

●教区三役改選（議案第 10 号・第 11 号・第 12 号）

任所教師）は、学生と共にボランティア活動を行なうこと

議長に久世そらち議員（札幌北部）
、副議長に笠田弘

を通して、①教会と社会問題の壁の突破を感じ、②聴くだ

樹議員（琴似中央通）
、書記に卜部康之議員（千歳栄光）

けでなく体で考える体験をし、③結果としての伝道につな

が、それぞれ三選された。

がったことに感動したことを述べた。
次に、教団関係質疑のときが持たれ、教団総幹事の長崎
哲夫議員（教団問安使）との質疑応答が行なわれた。
佐久間光昭議員（置戸）が、
「過疎の町の教会存続のた

議長はその激務に加えて、副議長は教会着任４年目、
書記は３年目でそれぞれ就任している。議場外である議
員から「無理を強いている」と励ましを受けた。送り出
して下さっている教会にあらためて謝意を表したい。

めに教団としての対策はあるのか」と質問したところ、長

●常置委員選挙に関する件（議案第 15 号、半数改選）

崎議員は「教団レベルで具体的に手を入れられる段階には

では次の方々が選出された。
（敬称略、記載は得票順）

ない。教会の『解散』とか『合併』という言葉が聞こえ始

＊新常置委員

めている中で誠実に考えていきたい」と述べた。

〔信徒〕
島田 久美子（月寒）

西岡昌一郎議員（旭川六条）が、教区活動連帯金の今後
と伝道の中味について質問したところ、長崎議員は「一つ

板谷 良彦（北海道クリスチャンセンター）
〔教師〕
小西 陽祐（余市）

の結論が出たわけではないが、プロセスの中で、
『教区活
動連帯金は牧師謝儀ではなく伝道に使ってほしい』という
発言はあった。東京で開拓伝道を 27 年行なった者として、

石川 宣道（室蘭知利別）
＊任期継続の常置委員
〔信徒〕
島崎 康広（千歳栄光）

伝道のために使うお金と牧師のために使うお金は区別でき
ないと考えている」と述べた。

佐久間 光昭（置戸）
〔教師〕
田中 文宏（真駒内）

●総会特別決議について
議案第 16 号・憲法改悪阻止の取り組み推進決議に関す

ロバート＝ウイットマー（名寄）
●結び

る件。議案第 17 号・靖国神社問題に対する取り組み推進

近年、いくつかの教区で、教区の宣教方針に異論を唱

決議に関する件。議案第 18 号・オスプレイ配備撤回を求

える教会が、分担金を未納するケースが増えていると聞

めることを通して、沖縄差別のない社会を目指す運動を推

く。個人的には、分担金は牧師の謝儀を削ってでも支払

進する決議に関する件。第 19 号・アイヌ民族の権利を回

うものと信じてきたが、そのような考え方はすでに過去

復する運動の推進決議に関する件。

のものとなってしまったのか。支える・支えられる関係

以上、４つの平和部門関連の議案の提案後、第一読会で、

とは、相互交流であると信じる。興部伝道所と西東京教

米倉美佐男議員（札幌）は、
「社会問題は教会の外でお願

区の歴史、近年ではアイヌ民族情報センター及び洞爺湖

いしたい。決議されたら各教会に拘束力をもつのか」と質

教会と兵庫教区の関係がそれを証明している。分担金を

問した。それに対して、久世そらち議長は、
「教区総会決

「支払わない」
、さらに活動を「担わない」ところに教団

議に基づいて各委員会が活動をする。教区総会からの呼び

の看板を掲げる意味はあるのか。教団レベルの課題をす

かけとして各教会は受け止めてほしい」と答弁した。

べて教会政治的なフィルターで裁くことは止めて頂きた

第三読会では、次のような意見が出た。榮忍議員（と
わの森三愛高校）
「教会の視点を入れてほしい。このまま

いと強く願う。
人事と宣教方策。将来を見据えたものにシフトしよう

では決議としてふさわしくない」
。浦部浩行議員（新発寒）

としている。連帯を重んじ、小規模教会の宣教を共に支

「憲法は人権と平和を守るためのもの。
教会の課題である」
。

えてきた北海教区にとって、分岐点になる総会だったの

川野真司議員（十二使徒）
「信仰告白として賛成する」
。小

ではないだろうか。

林昭博議員（酪農学園大学）
「学生たちと共に考えていき

一見「静かな」総会に見えたが、同時に、個々の発言

たい。賛成です」
。伊藤大道議員（興部）
「賛成するが、聖

の中に一種の「怒り」を感じた総会でもあった。
「教区

書の視点を入れてほしい」
。最後に、一條英俊議員（推薦）

財政について議場に危機感が足りない。財政面でもビ

は、意見の代わりに 1962 年 11 月 5 日の「憲法擁護に

ジョンを示してほしい」
（三浦英敏議員・札幌北光）と

関する声明」を読み上げた。つまり「われわれはイエス・

の発言が今も心に響いている。
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特集② 北海教区 三役インタビュー
地と教会を故郷と思っていました。21 年前に神学校を
出て旭川豊岡教会に赴任、10 年前に札幌北部教会に転
任しました。神さまの不思議なはからいでサケのように
戻ってきたこの地でうれしく過ごしてきましたが、あと
はホッチャレになるばかり…？
② 1995 年に教区書記に任じられ、
その後も常置委員、
副議長、宣教部委員長、そして議長と、ずっと教区運営
にかかわる責任を与えられてきました。
「主よ、いつま
でなのでしょう」とつぶやきながら、
自分に向かって「主
このたび、教区総会において三役が選出され、前総会

がお入り用なのです」と言い聞かせるばかりです。

期に引き続いて久世議長、笠田副議長、卜部書記が再選

③この 2 年間で急速に諸教会の状況が厳しさを増し

されました。新しく始まる 2 年間の任期に向けて、三

てきていることをひしひしと感じています。諸教会のた

役の皆さんにインタビューに答えていただきました。

めに教区が何をなすべきか、いっそう深刻に問われてい
ます。あわせて札幌教会にかかわる問題の解決に取り

【質問①】 まずは、北海教区との関わりについて教えて

組む責任をつねに意識せざるを得ません。いっぽう、東

ください。また、来る前と来た後で、北海教区の印象は

日本大震災への対応には北海教区らしさが発揮されまし

変わりましたか？現在の印象は？

た。苦しみ、つらさ、弱さ、重荷をわかちあう志を多く

【質問②】 三役としては三選となりましたが、心境は？

の方が共にしてくださり、そこに主の恵みの輝きをも共

【質問③】 過去 2 年間の働きの中で、特に苦労したこ

に見出しています。

と、また印象的な出来事や体験などがあれば教えてくだ
さい。
【質問④】 お働きの中では、つらいことやしんどいこと
も多いかと思いますが、ストレス解消法は？

④まずは休むこと。仕事がたまっていても、できるだ
け何もしない「安息日」を確保するようにしています。
また、ちょっとした時間に台所と庭・畑仕事をすること
が多いです。何も考えずに皿を洗ったり雑草を抜いたり

【質問⑤】 今年度で第 3 次長期宣教計画（10 年間）が

し、花や野菜が育つのを楽しみ、おいしいものを作って

終わり、現在新しい計画を策定中です。今年度からの任

飲み食いし…。それが身体によいかどうかは別ですが。

期 2 年は、北海教区にとって大きなターニングポイン

⑤教会だけでなく、日本そして北海道の社会全体が、

トとなることが予想されます。
北海教区の将来に向けて、

この 2 年のうちにまたいくつか重要な曲がり角を通過

特に重要だと思われる点（課題）はどんなことだと思わ

することになるでしょう。いっそう厳しい時代に向かう

れますか？

覚悟と、その中でなお教会が希望をともし続ける使命を

【質問⑥】 北海教区の皆さんに向けて、ひとことメッ
セージをお願いします。

はっきり自覚し、そのためにあきらめずに励ましあい支
えあうことをいとわないこと。これから教会としてのあ
りかたの正念場を迎えるでしょう。
⑥「教区」とは、狭い意味では教区総会以下の教区の
組織のことであり、議長が責任を負っています。でも、
ほんとうの「教区」は、諸教会や関係諸団体とそこにつ

久世そらち 議長（札幌北部教会）

ながる人々の総体のことだと思っています。教区は、教
区事務所にではなく、みなさんのところにあります。そ

①名前は「そらち」ですが生まれは札幌です。4 歳の
頃まで両親に連れられて月寒教会に通っていました。当
時を知る方々に道内の思いがけないところで会うことが
あり、
「あの頃はかわいらしかったのに」とがっかりさ
れます。その後、東京で育ちましたが、ずっと北海道の
6

の「教区」のために、いっしょに歩みましょう。

特集② 北海教区 新３役 インタビュー

チャレンジがあり、そこから具えられる実りがあるので
はないかと思います。そしてまた、そこには希望という
ことが惹起されてくるのではないでしょうか。課題は同
笠田弘樹 副議長（琴似中央通教会）

時に希望を隠しているのではないかと思います。希を
もって様々な課題に共に取組んで行きましょう。

① 2006 年度、東京教区千葉支区流山教会から琴似
中央通教会へ赴任いたしました。琴似中央通教会 8 年目、
従いまして北海教区も 8 年目です。北海教区に来る前、
特に教区に対する印象はありませんでした。北海教区に
来て、教区内諸教会の繋がりの深さを感じました。教区

卜部康之 書記（千歳栄光教会）

という存在を近く感じるようになりました。
②今年度の教区総会資料の議長総括で、
「日本の社会、

①神学部を出て、京都教区 3 年、東中国教区 8 年、

教会が重い課題を抱えている」と指摘され、議場でのや

北海教区 6 年目です。来る前の印象…謝儀保障制度の

り取りの中でもそうした課題が指摘されました。こうし

充実した教区。現在の印象…おとなりの教会のことを自

た課題に向き合うと、自らの力のなさを思います。しか

分の教会のことのように支える教区。

し、課題のある所に宣教の場があると思い、託された働

②教区三役に適任者はいません。北海教区がこれまで

きを忠実になして行くことを大切にして行きたいという

大切にしてきたことを継続していきたいし、そのために

思いです。

働きたいです。

③苦労ということではありませんが、2012 年度行わ
れた機構改編への対応かな。

③議長と副議長の苦労に比べれば、書記の苦労は小さ
なものです。印象に残っているのは、置戸教会宣教主事

④スポーツ観戦（テレビ放送などを見ながら熱く応援
すること）
。

就任式に教区三役がそろって出席したことです。
④バッティングセンター。ドライブ。野球観戦など。

⑤これまで右肩上がりか現状維持の線を描いていた教

⑤礼拝に集って礼拝から送り出されるという信仰生活

区の教勢・財政等が顕著に右肩下がりの線を描くように

を各教会がどこまで大切にできるかということ。各教会

なって来ました。そのため、教区の働きもこれまでと同

が元気にならないと地区や教区も元気にならないと思い

じようにはいかなくなるかもしれません。そうした中、

ます。また、地区や教区の活動に傍観者とならないこと

これまで教区が持って来た宣教の基本姿勢を一層大切に

です。

して行くことが求められるのではないかと思います。そ

⑥何とかして、いつの日か、62 教会・伝道所すべて

の一つは連帯であると思います。北海道という大きな地

をお訪ねしたいと考えていますので、よろしくお願いい

域にある 62 の教会そして関係学校、関係団体が孤立す

たします。

ることなく、繋がり合い、生かし合って行くことが今ま
で以上に大切になってくるのではないかと思います。そ
うした繋がりの中で単独では得ることの出来ない大きな
実りが諸教会に関係学校に関係団体に与えられると思う

三役の皆さん、お忙しい中、インタビューに回答いた
だきありがとうございました !!

のです。
「モザイクは、何千という小さな石から出来ています。

それぞれのお答えを読ませていただき、厳しい時代の

私たち一人一人は小さな石です。けれども、私たちは一

中にあっても、わたしたちの間に希望は確かにあるとい

つになって神のみ顔をこの世に現します。
」

うことを感じました。これからの 2 年間のお働きに期

（H・ナウエン）

待したいと思います。

⑥ 2013 年度教区総会資料の議長総括に「危機の中

それぞれの健康とお働きが支えられ、豊かに祝されま

だからこそ、さまざまな新たな試みや企てに大胆に取組

すように。また、三役としてこの働きへ送り出してくだ

むことが、主の福音を世にあかしすることにもつながっ

さる教会、ご家族の上に、恵みと平和が豊かにあります

ています。
」と記されていました。今、私たちの暮らす

ようお祈りいたします。

社会も教会も様々な課題を持っています。しかし、議長

（記事・インタビュー 広報委員会）

総括の言葉のように、そうした時だからこそ与えられる
7
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2013 年度から着任された、
牧師・宣教師の先生、8 名のご紹介を
いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

木村 拓己（美唄教会）

ています。北海教区には小さいお子さんのおられる夫婦
教職の多いことに、親しさや嬉しさを覚えています。

北海教区につながるみな

多少困っているのは、言葉のことです。自分が気にし

さま、はじめまして。大阪

てしまっているだけですが、関西弁がかなり濃いので、

より美唄教会にやってきま

あまり前面に出すまいとして却って変な抑揚になってし

した木村拓己と申します。

まったり……。土地に順応したいものですが、難しい部

島松伝道所のアスパラガス

分かもしれません。

を食べてから、憎かったは

趣味はお芝居や音楽鑑賞です。スポーツはちょっと苦

ずのアスパラのおいしさに感動してから、抱いていた北

手です。あとかなりの方向音痴です。至らないところの

海道への密かな思いが早々に叶えられました。

多い私ですが、よろしくお願いいたします。

教区総会での礼拝においては、
按手礼式に与りました。
置かれた手の重み、握られた手の温かみを肌で感じまし
た（あの重過ぎた手を忘れることはないでしょう）
。こ
のような私を選んでくださった神さまに、またこれまで

久保 哲哉（麻生教会）

私を支えてきた多くの祈りに感謝しつつ、新しい地でみ
なさまと歩んでまいりたいと思います。

４月から麻生教会牧師

受按後に「誰よりも笑顔で教会にいたい」と言いなが

として着任した久保哲哉

らも顔は固かったようです。これから様々な状況に立つ

です。昨年の 12 月に東

でしょうが、
「だから」
、
「それでも」笑顔でいたいと心

京教区で按手を受けて、

から思っています。まっすぐにょきにょきとは伸びてい

北海教区へとやってきま

けないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

した。
先日の北海教区総会で按手を受けた函館教会の松本牧
師とは親子ほどの年が離れていますが、東神大で共に学
んだ同級生です。主の不思議な導きで同級生に按手をす

木村 幸（美唄教会）

るという恵みの体験をさせていただきました。
僕自身は東京生まれ、東京育ちです。でも、父が函館

今春より美唄教会で奉仕

出身なので北海道の地に親近感を抱いています。また、

させて頂くことになった、

昨年度まで聖書科の授業を担当していた鴎友学園は札幌

木村幸です。元々が京都市

農学校２期生の内村鑑三の流れを組む学校でした。麻生

の田舎育ちの私は、北海道

教会の初代牧師の榮英彦先生も神学生時代に鴎友学園の

の自然の豊かさ雄大さに、

畑でアルバイトをしていたと聞いています。主の導きは

心が洗われてゆく気分で過

本当に不思議です。

ごしています。
２歳の息子は覚えたての自己主張盛りで、それに手を

そして麻生教会の牧師は代々、麻生明星幼稚園の園長
を兼任するのが習わしです。
御言葉に元気をいただいて、

焼きながらの幼稚園事務はなかなか思うように進みませ

牧師も園長も一生懸命頑張ります。どうぞお祈りくださ

んが、
仕事も育児も夫婦で協力・分担しながら何とかやっ

い。よろしくお願いいたします。
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小林昭博（酪農学園大学）

赴任してから教会の皆さんに良く質問される事が２つ
あります。一つは、
「北海道はいつまでも寒いでしょ？」

酪農学園大学のキリスト

という質問。
「確かに気候は寒いですが、皆さんのお人

教学担当教員として赴任し

柄は温かいです！」そうお答えしています。もう一つ

ました。小樽聖十字教会の

は、
「北海道なんて、
遠いから来たくはなかったでしょ？」

出身ですので、二十数年ぶ

という質問。
「そんなことはありません。
おいしい食べ物、

りに北海道に舞い戻って来

豊かな自然、
温かい教会の交わり。
皆が北海道に来たがっ

たことになるのですが、北

ていますよ！」そうお答えしています。

海教区の方々とは教団の現場でお逢いする機会も多くあ

私たちの家族はその言葉通り、希望を胸一杯に抱いて

りましたので、教区総会ではこれまで様々な議論をして

北海道へと赴任して参りました。抱いていた希望通り、

きた多様な立場の方たちの顔を懐かしく拝見させていた

教会だけでなく、
教区の皆様にも温かく迎え入れて頂き、

だきました。また、北海教区のみなさんにはわたし自身

心から感謝して毎日を過ごしています。

が携わってきた『教会と聖書』や『fad』
（関東神学ゼミ

力不足、経験不足により、皆様に多くのご迷惑をおか

ナール）といった通信の発行にもご協力いただいてきま

けする事があるかもしれませんが、足りない部分は体力

したので、これまでのご恩返しとして、北海教区の働き

で補います。これからよろしくお願い致します。

に積極的に参与していくつもりでいます。
北海道に旅立つ前に、大学では少し大人しくしている
ように、と三人の恩師（高橋敬基、田川建三、山内一郎
の諸先生）から釘を刺されてきたのですが、学生にも教
職員にもテンションが超高いと言われながら、ワイワイ

高濱梨紗（札幌北光教会）

楽しく過ごしています。専門は新約聖書学、
ジェンダー・
セクシュアリティ研究です。キリスト教応用倫理学研究

北海道にきて一番驚い

室というゼミを持っていますので、
気が向いたら遊び
（勉

たのは温かい日の幸福

強？）にいらしてください。

感です。わたしは空っ風
で有名な群馬県が出身地
で、大学の 6 年間は底冷
えの厳しい京都で過ごし

高濱心吾（札幌北光教会）

ました。4 月になると桜が咲き、あっという間にポカポ
カ陽気に変わることに随分慣れていましたが、北海道の

4 月から札幌北光教会に遣
わされました、高濱心吾と

春はなかなか訪れません。先日少し温かい日に大通り公
園を散歩した時は、まさに幸福でした。

申します。連れ合いと息子

これから数年間、この札幌の地で過ごせることを大変

（10 ヶ月）の 3 人で北海道

嬉しく思います。まだ右も左も分からない若造ですが、

へやってきました。教会で

札幌北光教会と北海教区に多くの事柄を教えて頂きなが

働きを始めてから、仕事と

ら教師として仕えていきたいと思っています。どうぞ宜

子育てに、日々バタバタし

しくお願い致します。

つつ慌ただしく過ごしています。
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日高嘉彦（北星学園大学・

丸山澄夫（西札幌伝道所）

北星学園大学短期大学部）
この 4 月から、西札幌
この春から北星学園大学・

伝道所の代務者として着

短期大学部のチャプレンに

任いたしました。2011

就任した日高嘉彦です。札

年度までの 7 年 7 ヶ月は

幌に来る前はタイ王国の首

大阪に遣わされておりま

都バンコクで 17 年間、神学

したが、それまでは北海

校の教師として勤めていま

教区札幌地区で長い間信

した。生まれは九州熊本です。若い時数年イスラエルに

徒として過ごしておりました。ですから、札幌地区への

いたこともあり、暑い所の生活には自信がありますが、

新たな赴任というよりも、帰ってきたという感が大きい

いきなり寒い地方に来て見ると、見聞きするもの、感じ

です。でもリタイヤ状態になって帰ったわけではありま

るものものなど全てが驚きの連続です。

せん。天からの恵みをたくさんいただきましたので、そ

けれど思い返してみると、
「こんな蒸し暑いところに
はとても住めない。
」とバンコクをはじめて訪れた時に

の意味では、支えられ満たされております。
主が、
今度は小さな教会に遣わしてくださいましたが、

感じていましたが、住めば都で素晴らしい人々との出会

今までに学んだことを全力で活かしていきたいと思って

いが与えられ、豊かな文化や自然、食事に接することが

おります。でも、牧会経験は実質的には 8 年にも満た

できました。同じように、主の配剤の中導かれたこの寒

ないわたしです。これから、
みなさんとの交わりの中で、

い北海道の地でも美しい風景や温かな人情、また数々の

北海教区の素晴らしいところを、新たな学びとして、小

良い出会いが備えられていることを期待しています。

さな一歩ですが主の付託に応えていきたく存じます。
西札幌伝道所のためにお祈りいただければ幸いです。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。

北海教区公式サイト
ご活用下さい

http://www.hokkai-net.jp/
広告掲載募集中

「北海教区通信」では、教区・地区活動をよりわかりやすく伝えられる
よう心がけています。教区内にある諸教会が互いに活動を支援し合い、
主にあって豊かな教会形成をしていくために発行しています。教会内の

全面（幅 170mm 高さ 265mm） 20,000 円

お知らせや教会員の方々の働かれている職場の宣伝など、
「北海教区通

１/ ２（幅 170mm 高さ 125mm） 10,000 円

信」に広告を載せませんか。約 3,100 部の「北海教区通信」が、教区

１/ ４（幅 170mm 高さ 55mm） 5,000 円

の教会はもちろん全国に配布されています。どうぞ教区事務所「北海教
区通信」編集部窓口までお問い合わせください。

１/ ８（幅 80mm 高さ 55mm） 2,500 円
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宣教部
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革新委員会

宣教部

連帯部門委員会

牧会者研修会報告

2013 年 1 月 15 ～ 16 日
会場：函館 花びしホテル

ひろみち

石川宣道（連帯部門委員会担当者）

傾けようと考え、一人ひとりの現場での活動報告や課題
を分かち合うことに時間の多くを割きました。

年初、年頭修養会の後に「牧会者研修会」を一泊二日
で開催しました。この会は
「牧会者の苦悩と希望」
をテー
マに隔年で行われています。

高齢化率の増す教会での出来事、衰退していく町に立
つ教会、挙げられる事例は我が教会の如く、身を削られ
るようでした。このような話題であってもテーマの下に

牧会者の働きは遣わされた場によって異なり、そこで

集められた牧師たちでしたから安心して、信頼して語り

出会う人も多様です。時には難しさに直面し悩み祈る牧

合ったのだと思います。その応答は参加者のこれまでの

会者の存在は、ある意味神さまから「放牧」された状態

経験からアドバイスできる事もありましたが、只々御言

で、なかなか研修を受ける機会はありません。

葉に聞き祈るしかできない事もありました。しかし話す
事でまた聞く事によりもう一歩を踏み出す希望が与えら

この「牧会者研修会」は、道内それぞれの地で福音の業

れ、慰めと励ましを受けることもそれぞれにあったこと

に励む同労者とその家族が、年修によって一堂に会した

と感じています。
ここで得たものは各々の教会や施設に、

機会を用いてさらに語り合い、励まし合い、祈りつつ、

新たにされた牧師によって活かされることでしょう。

苦労とともに福音の希望を分かち合う研修となっており
ます。参加者は各地区から一名ずつ、
教区の担当者 6 名、

残念ながら自主参加者には教区の参加費補助がありま

今回は自主参加者を 5 名も得て開催する事ができまし

せん。しかし、研修会で力を得た牧会者は、現場に戻っ

た。

て皆さんに得たものを還元しているのではないでしょう
か。今後続けられるこの会への参加を、是非教会や施設

例年は講師による講演と参加者の懇談によって研修会
としていましたが、今年は特に参加者の声に互いに耳を

より牧師へとお勧めし、参加費にもご配慮いただきたく
お願い申し上げます。
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宣教部
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平和部門委員会

⑤

※平和部門委員会は、22 ページから始まっています。

※平和部門委員会は、22 ページから始まっています。

宣教部

平和部門委員会

④
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宣教部
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平和部門委員会

③

※平和部門委員会は、22 ページから始まっています。

※平和部門委員会は、22 ページから始まっています。

宣教部

平和部門委員会

②
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宣教部

22

平和部門委員会

①

※平和部門委員会は、このページから始まります（P.18 まで）
。

長期宣教計画の総括と策定
北海教区

どうなの？ 北海教区 これからどうなる！

長期宣教計画総括策定委員会

少子高齢化、地域経済の不振と地域社会の疲弊、札幌圏への人口集中と地方の過疎化、格差社会の進行、
年金への不安、雇用の不安定さ、ＴＰＰ参加が及ぼす酪農業への影響…、北海道は、今、多くの危機的状況
に直面しています。これらの要素を数え上げていると北海教区の将来はどうなってしまうのだろうかと不安

になって来ます。けれども、北海教区は「革新・連帯・平和」という柱を立て、祈り支え合って、これまで

も幾多の危機を乗り越えてきました。その教区活動のバックボーンになってきたのが
「長期宣教計画」でした。
今、第３次長期宣教計画を総括し、新しい長期宣教計画を策定するための作業を進められています。その現
状をＱ＆Ａで紹介します。

Ｑ 課題として浮かび上がってきたこ

教が不振だったと？

Ｑ

逆に言うと、この間の都市教会の宣

Ｑ
とはどんな点でしょう。

長期宣教計画総括策定委員会の作業は

どこまで進んでいますか
Ａ

一つは、それだけ一生懸命に取り組ん

Ａ

方拠点都市の教会の宣教力の低下が課題

めとする都市にある教会や、北海道の地

人口動態から考えると、札幌圏を初

員会としての草案を作りました。二〇一三

でいるのですが、それでも教勢の低下

ですね。これは北海教区だけではなくて、

課 題 も た く さ ん 見 え て き ま し た。 Ａ

年教区総会に報告をしました。この草案に

減少に歯止めがかからなかったという

教団全体ではもっと顕著ですが。

第三次長期宣教計画の総括について委

基づいて、皆さんから意見をいただき、ブ

ことでしょう。

では、その状況の中で新しい宣教計

ラッシュアップしていきたいと思っていま

Ｑ

どんな総括になりそうですか。

うよりは、いろいろな意味で新しいこと

ところです。けれども、従来の継続とい

Ａ

それは、どうしてでしょう。

Ｑ

詳細は、各教会に配布されている教区

に挑戦していく要素が必要だというのは

Ｑ

総会資料を見ていただきたいと思います。 も「連帯」という支えあいが、良い機

Ａ

能を果たしてきました。教団が教勢低

共 通 見 解 で す。 厳 し い 状 況 だ か ら こ そ、

す。

詳細に検討したのですが、第三次宣教計画

下という状況にあっても、北海教区は

教会は希望の光をともして、掲げたいも

画はどのようなものでしょうか。

について教会、地区、教区はかなり一生懸

教勢を維持してきたのですが、それは

のですし、諸教会や各地区の取り組みを

北海教区は、革新・連帯・平和と

した。「平和を生きる神の民」という標語も、 連帯によって地方小規模教会が支えら

命に取り組んできたという姿が見えてきま

れ、そこで新しく教会に加わる人たち

サポートしていけるものにしたいと考え

Ａ

この十年間を振り返ると先見的なものだっ

が与えられ、教区全体の教勢を底支え

て い ま す。 ま ず は、「 す べ て の 教 会 が 礼

今、策定のための準備作業を始めた

たことがわかりますし、今の時代の中で実

してきたのです。そういうバランスが

拝を守り続ける」そして、
その礼拝が「豊

それが、変わってきたのですね。

い う 柱 を 持 っ て い ま す が、 そ の 中 で

り多い活動をしてきたといえるでしょう。

ありました。
Ｑ

そうです。この数年間の中で北海

かな」ものになることでしょう。

Ａ

特徴としてあげるならば

教会が礼拝を守るために」意欲的な取り組

道は非常に厳しい社会的、経済的状態

Ａ

Ｑ

みが始まっていますが、その多くは信徒の

に置かれてきました。それが、特に地

ていますので、その委員会報告に総括草

各教会に教区総会議案書が配布され

のように関わればよいですか。

教会や信徒レベルで、この作業にど

話し合いの中から生まれています。中高生

方小規模教会の宣教力を鈍らせてしま

案が載せられています。読み合わせて下

Ｑ

の集いが盛んになりつつあることも注目し

い、教区全体の教勢を鈍らせることに

さって、総括や新しい宣教計画について、

Ａ 「信徒の働き」でしょうか。「すべての

たい点です。

なりました。

ご意見をください。また、地区などで学

習会をして下さることも歓迎です。

要請があれば、地区委員会やその他の

集まりへ委員を派遣して説明し、直接意

見をうかがわせていただきます。
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道北地区：10 教会 1 センター
道東地区：7 教会
石狩空知地区：7 教会
札幌地区：18 教会 2 センター
後志地区：7 教会
苫小牧地区：8 教会
道南地区：7 教会 1 センター

後志地区報告

プによる執事研修会を実施。全道教会中高生春の集いに
30 年ぶりに二人の新中学生が参加。イースター礼拝・

★倶知安伝道所
地区雪下ろしツアー 3 回実施。3 月 4 月に転入者が
ある。イースター礼拝に 12 名が出席。牧師館が屋根の

祝会を持ち寄り愛餐で実施。毎月第 3 金曜日、近隣の
高齢者を招いて
「なごみの会」
を開催。平均 10 名の参加。
★手宮教会

塗り替えを予定。幼稚園は園児 65 名。年少 25 名。補

雪の多い冬、体調不良の会員が多かった。雪で家を出

助教員を募集中。一年を振り返り、たくさんの方々の支

られなかった会員も、雪が解ければ教会生活再開。建築

援、労力、献金で過ごせた一年であった。感謝。

委員会設立。老朽化した会堂、急こう配の教会前坂道の

★岩内教会

課題がある。教会学校は幼稚園の協力で同窓会を実施。

3 月の教会定期総会で謝礼規定など見直した。最高齢

幼稚園は 36 名でスタート。

の信徒が 3 月逝去。満 102 歳のご生涯であった。幼稚

榮 まり子（手宮教会）

園職員 5 名が 3 月末で退職し新体制でスタート。久し
ぶりに新卒の教師 1 名を採用。園児数は 4 月現在 65 名。
園庭のフェンス修理と増設を予定。
★余市教会

札幌地区報告

4 月、30 代の方の転入会式を行い、ペンテコステに
は北星余市高校生が 1 名、受洗予定。若い人たちが教

3 月 21 日（木）に札幌北光教会にて札幌地区総会が

会の新たな仲間に加わり、励まされつつ、新たな年度を

開催されました。今回の総会では、数年来継続審議とし

始めることができた。リタ幼稚園は、大きく体制を変え

てきた、地区が 1986 年から実施してきた地区宣教協

た。根幹はキリスト教保育であることを再確認しつつ、

力献金の制度の一部変更について審議をしました。

歩み始めた。
★小樽公園通教会
3 月、たくさん奉仕を担っていた教会員家族が転居。

いう地区委員会の提案について審議しました。結果、原
案通り、2014 年度から 3 年間実施するということにな

心配したが奏楽を教会員 2 名と求道者 2 名が、新たに

りました。新しい試みがより良い宣教協力の方法となる

奉仕者となった。
昨年後半、
会員に病気・ケガが相次いだ。

ことを願っています。また、三役改選期に当たり、新し

負担が偏らないように皆で教会を担っていきたい。会計

く地区委員長には板谷良彦さん（北海道クリスチャンセ

状況が厳しい。山崎道子牧師は、今年度、北星学園女子

ンター・札幌北部教会）
、副委員長には原和人牧師（手

中高で非常勤講師を務める。

稲はこぶね教会・札幌富丘伝道所）が選ばれました。札

★小樽教会

幌地区にとっては、
初の信徒による委員長となりました。

会堂建築開始。3月末に会堂取り壊し。4月7日起工式。

3 月には浅居正信牧師（札幌元町教会）
、
白井真牧師（麻

礼拝は幼稚園で、集会などは教会仮設事務所。定礎から

生教会）
、松村さおり伝道師（札幌北光教会）の 3 人が

58 年前に埋めた新約聖書を発見。新会堂の定礎として

札幌を離れました。それぞれの新しい任地での働きをお

再び埋める予定。新会堂は 10 月完成予定。幼稚園は園

祈りいたします。また西札幌伝道所の雨貝行麿牧師も代

児 50 名。教諭 2 名が交代。幼稚園主任の 1 名が転入。

務者を終えられました。4 月からは札幌北光教会には高

★小樽聖十字教会

濱心吾伝道師、高濱梨紗伝道師、麻生教会には久保哲哉

「ビジョンを語り合う会」
（30 年目）を実施。スカイ
28

地区内の宣教協力を受ける教会は、申請制度にすると

牧師、西札幌伝道所の代務者には、丸山澄夫牧師が新し

く着任しました。これからよき交わりが持てることを

栗山…石川 美千枝、( 佐藤幹雄 ･ 代務 )。

願っています。

江別…竹井 剛、須藤 栄。

昨年度から、札幌北光教会と琴似中央通教会が置戸教
会と宣教協力し、支援しています。この事柄をモデル

さかえ

ふ き こ

野幌…森 宏士、小幡 冨貴子。
準委員に、長井 美歌〔滝川二の坂〕
、木村 幸〔美唄〕
、

ケースとし、札幌地区においても他の地区と協力しなが

森 起美恵〔野幌〕
。

ら、
礼拝支援等の宣教を担っていきたいと考えています。

・新年度組織（敬称略）
。

また、東日本大震災被災者支援についても、継続的支援

会計…田村 弘子。

を行ってきています。昨年度は東北教区被災者支援セン

監査…栗山教会、美唄教会。

ター「エマオ」に問安し、現状をお聞きしました。その

教会学校…木村 拓己、木村 幸。

後、2012 年 11 月と 2013 年 1 月に札幌地区が主催し、

中高生 ･ 青年…長井 美歌、森 起美恵。

2 回のボランティアを派遣しました。地区内においても

社会…鈴木順一、佐藤 幹雄。

ボランティアの活動報告会を実施しました。2013 年度

牧師会…中田 正道。

も引き続き、
継続的にボランティアを派遣する予定です。
板谷良彦（札幌北部教会）

・信徒大会
事務局に岩見沢教会を、実行委員に、森 宏士（長）
、
佐藤 幹雄、田村 弘子、竹井 剛、石川 美千枝、鈴木 順
一を選出（敬称略）
。各教会にテーマ等についての意見
を募ることとした。

石狩空知地区報告

・ＣＳ夏期キャンプ
8 月 5 ～ 6 日（火）
、
「ぱる」
（北村）にて予定。準備

★地区総会

会を 5 月 12 日（日）地区委員会後に開催。

3 月 17 日（日）
、午後 3 時～、岩見沢教会にて開催

森 宏士（野幌教会）

した（大雪のため、10 日開催予定を延期）
。
2012 年度の地区活動、各教会活動、決算を承認。
2013 年度地区活動案と予算案を可決した。
地区役員（毎年改選）は、委員長に森 宏士教師（野
幌教会）
、書記に竹井 剛牧師（江別教会）を再選、会計
担当に岩見沢教会を選出した。

さいじょう

なお、2012 年度末に美唄教会を辞され、西条教会（愛
媛）に赴任される三輪 正史・三輪 則子両牧師より、ご
挨拶をいただいた。
【写真参照】

道東地区報告
★地区委員会

5 月 13 日（月）
、
阿寒湖温泉にて地区教師会が行われ、

5 月 12 日（日）
、新年度第一回を、美唄教会に赴任
たくみ

ゆき

えいみ

教会報告がなされました。

された 木村 拓己・木村 幸 両牧師と映己くんご一家を

★北見望ヶ丘教会

迎えて、岩見沢教会にて開催した【右列 写真参照】
。

・4 月 14 日（日）
「定期教会総会」で宣教の三つの柱を
確認した。

・新年度地区委員（敬称略）
。

①世代交替を意識しよう

滝川二の坂…中田正道、林 和恵。

②幼稚園を教会の宣教として支援をしていく。

美唄…木村拓己、鈴木順一。

③置戸教会を支えていこう

岩見沢…佐藤幹雄、田村弘子。

・北見の超教派の諸教会と連携していく。
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★置戸教会
・3 月 1 日（金）
、北見栄光教会で行われた世界祈祷日
に５名が出席した。
・3 月 9 日（土）
、旭川六条教会にて、札幌北光教会、
琴似中央通教会と宣教協力について協議し、今年度も 3、
4 回をめどに行き来をすることで合意した。
・3 月 31 日（日）
、イースター礼拝を 15 名の出席でま
もることができた。
・4 月 21 日（日）
、定期教会総会で、年間主題聖句を決
道東地区教師会にて

定（詩編 133:1）
。
★ 春採教会
・3 月 31 日（日）
、イースター礼拝で、転入式を行った。

道北地区報告

・釧路教会と墓地を共有化することになり、
6月1日
（土）
に納骨式を行う。

2012 年度地区総会を終えて

★釧路教会（欠席）

2013 年 3 月 20 日、道北地区総会を名寄幼稚園ホー

★中標津伝道所

ルで行いました。各教会、伝道所・道北クリスチャンセ

・3 月 31 日（日）
、イースター賛美礼拝を行った。

ンターから 18 名が出席し、今年度の道北地区の歩みを

・4 月 14 日（日）
、
「道北クリスチャンセンター」から

総括し、
新年度の宣教について協議しました。この中で、

6 名が来堂。証を中心とした礼拝をまもった。証し：

一部について紹介します。

ウィットマー圭子さん「神様の祝福」ルカによる福音書

★第３次長期宣教計画が 2013 年度で終わります。すべ

19 章 1 ～ 10 節。

ての企画が滞りなく終了しました。教師と地区の信徒の

・4 月 21 日（日）
、中標津伝道所定期総会で、以下のこ

働きであったことを思い感謝です。

とを決定した。

働きの項目としては

目標聖句を決定「あなたの道を主にまかせよ、
信頼せよ」

①「分担金」＝道北地区の通常会計に入り、地区の活

( 詩編 37:5)。

動費として用いられます。この中には美馬牛福音伝道所

★帯広教会

の会堂建築返済支援金も含まれます。

・4 月 28 日（日）
、定期総会で、年間主題「10 年後の
帯広教会の存続のために 祈り、宣教しよう」を決定。
・今年度も継続して「話しを聞こうよ」を年 4 回実施。

②「宣教協力金」＝カナダ合同教会宣教師の働きを支
える献金として用いられます。
③「宣教支援金」＝北海教区謝儀保障を補完するため

・
「アイヌ民族学習会」
を土曜日から日曜日に変更し継続。

に用いられます。宣教の最先端で働かれる教師に十分と

・6 月に新得教会とのブロック集会を以下のように実施。

は言い難いかもしれないが、地区が連帯して働きを覚え

6 月 6 日（木）
、女性の会を実施。

たいものです。これらが大きな柱ですが、このほかに

6 月 16 日
（日）
、
合同野外集会を実施。( 担当：帯広教会 )
★新得教会

④「道北デー献金」＝地区交換講壇日の礼拝献金で、
地区の通常会計の一部として捧げられます。

・4 月 21 日（日）
、定期総会を実施。

⑤「世界宣教日献金」＝ 10 月第１主日礼拝献金で、

・毎月、第 2 主日に「聖書つまみぐい」を小グループ

カナダ合同教会のコーリング・レークス・センターに送

に分かれて実施。参加者が自由に御言葉について語って

られます。50 数年前カナダからハウレット宣教師を派

いる。

遣していただき今日のロバート・ウィットマーさんまで、

・毎月、第 3 主日に、
「賛美の集い」を行っている。

道北地区での宣教の業が脈々と継続されてきたことを覚

・7 月 30 日（火）に、赤磐教会の子どもたちのゴスペ

え、感謝の念を表すものです。このお働きがどんなに大

ルグループ「イッピー赤磐」がコンサートを行う。

きなものであったかは簡単に説明できるものではありま

・地域の保護者と子どもたちが礼拝後の愛餐会でブラス

せん。

バンド演奏した。

たかお

田村毅朗（春採教会）

⑥「美馬牛特別支援献金」＝「会堂建築特別支援金」
として用いられます。これは 2010 年度から 2015 年
度まで「返済金」を支援するものです。
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★
「第４次 新長期宣教計画」
を今年度検討します。
「幻」

の歩道つくりの仕事を行うことができました。
共に祈り、

「計画」
「行動」を踏まえ、これまでの長期宣教計画を振

共に働き、共に食し、大変、充実した時が持てました。

り返り、計画の地区での意味、役割、機能、また必要性

もう一つ特筆すべきことは、今回、“ 昔、青年チーム ”

についてもしっかり検討します。

だけではなく、島松教会の “ 只今、青年チーム ” と、地

★「道北リングの会」 これは道北地区信徒全員が会員

区内の “ 未来の青年チーム ” が一緒になりワークに取り

の対象となる、
「信徒の自主活動団体」です。当面は道

組めたことです。座学と違い、
一緒になって体を動かし、

北地区委員会の組織には位置づけないで、交流や応援、

目に見える形で教会の働きを担ったという体験は、世代

奉仕などの活動を自由に積極的に行っていきたい、との

や性別、障がいの有無に関わらず共有できるものだと思

報告がありました。
（第３回地区委員会承認事項）

います。

★「国際交流担当委員会」 2014 年度にカナダ合同教
会ロンドン教区から道北地区訪問の希望があることが報

主なる神様に感謝いたします。今後も、このような青
年会活動ができるようにしたいと願っております。

告され、
このために今年度からどのように受け入れるか、

小林 茂（幌泉教会）

協議することとしました。
★藤吉求理子さんが、今年度６月からカナダへ研修のた
め出張されることになりました。道北のため、北海教区
のために、
たくさんのことを学んでお帰りになることを、
地区一同恵みに感謝してお見送りしました。
他にもたくさんの報告と、次年度への宣教活動につい
て協議しました。
稲村 隆（旭川六条教会）

ま

歩道作り ― 先ずは基礎工事

苫小牧地区報告
苫小牧地区青年会活動報告
苫小牧地区青年会担当の私ですが自己矛盾に悩んでい
ます。それは、昔、青年だった者ばかりが集まって “ 青
年会 ” を名乗り続けることの時代錯誤体質に希望が持て
ず、目的のための活動ではなく、活動のための活動を行
うために企画を立て参加を呼びかけなければならない
“ ある種のつらさ ” を感じています。
そんな状況に救いの手を差し伸べてくださったのが島

まき

薪積み終了！

松教会と辻中先生、
教会員の方々でした。島松教会では、
「教会には青年たちの力がいる、いや青年ではなくとも
地区の仲間の力がいる」と呼びかけてくださるように、
霊肉共に教会のために自らがお役にたてるような、“ 実
感 ” の伴う働きの機会を備えてくださいました。
こうして、5 月 4 日に島松教会を会場にして苫小牧
地区青年会を開催することができました。参加者はなん
と 30 名！島松教会での青年会活動は 2 年ぶりになりま
す。前回は、島松教会員の方々、地区の方々とともに教
会のペンキ塗りワークを行いましたが、今回は島松教会
改築時に出た廃材を薪に加工する仕事と教会横の空き地

昼食後に ― まだまだ働きますよ
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★各教会・伝道所

★地区の活動

○利別教会 教会目標「祈る信徒になる」を掲げて、教
会創立 120 周年記念に向かって歩んでいます。

昨年度は教区年頭修養会の担当地区であったために、

○渡島福島教会 4 月 10 日に幼稚園の入園式を行いま

一部の地区の活動を中止しましたが、今年度はそれらも

した。入園児 8 名を迎え、21 名でスタートしました。

再開して行うことになりました。

○函館教会 会堂雨漏り防止補修工事のために函館市か

○ 6 月 3 日 ( 月 ) ～ 4 日 ( 火 )「地区牧師会」

ら助成金がでることが決まり、２カ月かけて工事を実施

於 当別トラピスト修道院

する予定です。

○ 6 月 23 日 ( 日 )「地区交換講壇礼拝」

○函館千歳教会 4 月から幼稚園が認定こども園となり

○ 7 月 30 日 ( 火 ) ～ 31 日 ( 水 ) 苫小牧地区教育部と

ました。今年度も「開かれた教会」をめざして歩んでい

合同の「子どもの夏期キャンプ」を奥尻で行う。

ます。
○七飯教会 教会にリードオルガンの寄贈がありまし

★地区宣教協力金

た。また、4 月に三浦きょうこ牧師がひざの手術をされ
ました。

今年度も地区の教会、伝道所に地区宣教協力資金への

○江差伝道所 藤崎裕之牧師が毎週七飯町から通って礼

献金をお願いし、七飯教会に 40 万円を謝儀援助するこ

拝を守っています。

とになりました。なお江差伝道所は財政にゆとりができ

○八雲教会 昨年渡辺兵衛牧師を迎えて、教会の中に少

たことから、今年度は援助を辞退しました。

しずつ新しい変化が起こっています。
井石 彰（函館千歳教会）
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会議を終える前に、両国は決議して共同声明文を出
しました。
内容は両国の宣教活動に対して協力する外、
台湾側は日本に対し、台湾の反原発運動への更なる支
持が求められました。
私たちは双方の教会が手を繋ぎ、
双方の政府に対し共同で原子力発電所の運転停止と廃
炉に向けての具体的な取り組みを要求し、核ゼロの国
に向かって前進することができますように願っていま
す。
今回の会議で双方から貴重な意見が出て、活発な交
流が行われ、分かち合うことができて、私も多くの知
識を学びました。
今年（2013 年）の 3 月 11 日に東日本大地震の特
日本キリスト教団と台湾基督長老教会は二年に一回宣

別集会で、台湾基督長老教会のブシン・タリ議長が仙

教協議会を催しています。第 13 回の協議会は 2011 年

台を訪問しました。そして台湾基督長老教会も台湾の

開催する予定でしたが、日本が深刻な災難に遭ったため

3 箇所で 3 月 22 日から 27 日まで、3・11 祈祷記念

延期し、2012 年の 2 月 20 日から 23 日に台湾真理大

会を開催しました。日本キリスト教団の議長石橋秀雄

学の麻豆 ( マード ) 分校で開催しました。日本からの参

先生を招いて説教や報告をいたしました。私は通訳の

加者は 18 名でした。北海教区の参加者は議長久世そら

協力をしました。更に 3 月 31 日の復活礼拝で台湾全

ち先生と台湾協約委員会の委員長田中文宏先生と田中真

国の長老教会で 3.11 を覚えて特別献金を訴えてくれ

希子先生と私 4 人です。今回の議題は：
「被災者と共に

ました。

苦難を担う」です。

台湾基督長老教会は、日本キリスト教団との長年の

台湾も日本も地震国であり、また必ず台風が通る所に

宣教協力関係、及び基督の体として一つの体が苦しめ

位置している国です。私たちは共に地震、
台風、
津波（海

ば他の体も共に苦しむとの信仰の精神に基づき、3・

水が逆流する）の苦難を経験しており、災害後の復興も

11 東日本大震災で受けた日本の苦難を日本キリスト

また私たち両国の共通の課題です。そのため今回の会議

教団と共に担うことを願ってお祈りいたしておりま

の中で、双方は互いに災害の後の復興の過程を理解し

す。

合って、互いに励まし合い、学び合いました。
3 日目の日程は、2009 年 8 月 8 日に台湾を襲った
台風で最も深刻な影響を受けた地域を訪問しました。一
つは嘉義阿里山
（チャイ、
アリサン）
のゾオ族の地域です。
もう一つは屏東（ピントン）のパイワン族とルカイ族の
地域です。
私と久世そらち先生は屏東地域にいきました。
被災地の復興状況は、いかにもすばらしいように見えま
すが、実際は解決しなければならない問題を、たくさん
抱えていることを知りました。例えば被災地の原住民に
政府は平地の土地を提供するといっていますが、条件と
して原住地の土地を放棄し、二度と原住地に帰って居住
したり耕作しないようにといっています。原住民族を強
制的に原住地から移住させて原住地の権益を放棄させよ
うとする政府に対し、長老教会と原住民族は共に抗議運
動を行っています。
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