






想像してみてください。 
皆さんの教会の10年後の姿を･･･。 

どんな未来が見えますか？ 

 ひとつの教会の力だけでは、なかなか牧師を呼ぶことが難しい小さな教会を支えるための、北

海教区独自のしくみです。北海教区のすべての教会から少しずつ献金を出し合って、小さい教会

の牧師謝儀を応援するのです。ちなみに、去年度（2012年度）は13の教会に総額で約2,000

万円を支給しました。 

「謝儀保障制度」のこれまでとこれから 
～共に支え合う未来のために～ 

《 特集 》  北海教区 歴史探検隊 

 いま、わたしたち北海教区は大きなターニングポイント（転換点）に置かれています。１０年間の

長期宣教計画が今年で終わり、次の計画が立てられつつあります。未来へ新しい一歩をふみ出そうと

している今、わたしたちは一度立ち止まって、「これまで」の歩みをふり返り、「これから」の時代へ

何を受け継いでいくのか見極めなければなりません。 

 特に時代はますます混迷を深めています。これからの時代はますます共に支え合っていかなけれ

ば、地域から教会が消えてなくなってしまうかもしれません。 
 
 わたしたち６２の教会・伝道所が、共にどんな未来を描いていくのか？ 

 そのことを考えるために、これまで北海教区の宣教を支えてきた大きな柱のひとつである「謝儀保

障制度」について、Ｑ＆Ａ形式で分かりやすく特集してみました。 

Ｑ そもそも、謝儀保障制度ってなぁに？ 

Ｑ へぇ～、そんなに？ でも献金が集まらなかったときはどうするの？ 

 この制度を始めた当初は、それぞれの教会に呼びかけて献金を集めていたんだ。でも、それだ

となかなか集まらなかった。だから途中でやり方を変えた。必要な分のお金を、教区のすべての

教会にできるだけ公平に割り当てる形にしたんだ。それが今の「自立連帯献金」としてささげら

れているお金だよ。 

Ｑ．ほかの教区にも小さい教会はたくさんあるけど、どうしているの？ 

他の教区にも小さい教会を財政的に支える制度をもっているところもある（四国教区、東北教

区、奥羽教区、九州教区など）。ただ、これだけの資金を全額負担金として集めている教区は、今

のところ北海教区だけなんだ。 

おそらく、北海教区は教会同士のつながりが他の教区よりも深いからこそ、このような思い切っ

たやり方でもやってこられんだと思うよ。そうでなければ、とっくにダメになっていただろうね。 



Ｑ．そもそも、北海教区はなんで謝儀保障を始めたの？ 

 実は、今の「謝儀保障制度」が始まったきっかけは、北海道の牧師の生活があまりにも苦しかっ

たからなんだ。なかでも、戦後、教団が計画を立てて行われた「北海道開拓伝道（北拓伝/ほくた

くでん）」によって生まれた小さい教会の牧師の生活は、ときに食べるのにも困るほどだったそう

だよ。これではいけないというのが、そもそもの出発点だったんだ。 

Ｑ．「北拓伝（ほくたくでん）」って、 

    なんか聞いたことはあるけど･･･？ 

戦争が終わった後、考えの違いから旧日本キリスト教会の

教会が教団から抜けてしまったときがあったんだ。その一番

深刻な影響を受けたのが北海教区で、約半数の教会がなく

なった。そこで、北海教区と日本基督教団が計画を立てて新

しい教会をたくさんつくろうとした。そして北海道の各地に

小さい教会がたくさんできたんだ。 

でもその計画は「ゼロから教会をつくって、5年間で自立

できるように」という、とてもじゃないけど無理のある計画

だった。その結果、生まれたての小さい教会に来た牧師やそ

の家族がとても苦しい生活をしいられたんだ。中には逃げる

ように去っていった牧師や、挫折して教会の牧師をやめてし

まった人もいたそうだよ･･･。 北拓伝時代に設立された教会 

Ｑ．じゃあ今はこの制度があるから牧師の生活は安心できるようになったの？ 

 う～ん、どうだろう？ 謝儀保障を受けたからと言って、牧師謝儀のぜんぶを援助してもらえる

わけじゃないんだ。 

これまで北海教区では、牧師家庭の生活を守るためにかなり昔から教職の「謝儀基準」を決め

て、なんとかその目標に近づけるように呼びかけてきたけれど、なかなか現実は厳しい。まして

今、謝儀保障を受けていない教会も、みんな財政的に苦しくなってきている。今でもほとんどの

教会の牧師謝儀は、教区の基準に届いていないんだ。 

そんな中で、この制度を続けていくのか、続けていくためにはどう工夫すれば良いのか、みん

なで考えないといけないと思うんだ。 

Ｑ．「謝儀保障制度」以外の、別の方法で工夫できないのかな？ 

 少なくとも、この制度がなくなったり今より縮小してしまったら、いくつかの教会は、今後、

牧師の招聘をあきらめなければならなくなるだろう。 

 もちろん、そうならないように、最近は２つの教会でひとりの牧師を招聘したり、牧師がいな

くても信徒が積極的に教会を支えていこうとするケースも出てきている。でも、やっぱりできる

だけ多くの教会に牧師がいるということが、大きい力になるんじゃないかな？ 

MEMO     【教職謝儀基準】 
 
 初めて「教職謝儀基準」ができたのが1963年。  

 その後、時代に合わせて改定を続けてきた。 

 最近では謝儀基準額を抑える一方で、こども  

 の教育費がかかる教職に、教区の会計から 

 「奨学手当」が支給されるようになった。 



ご意見をお寄せください。 

koho-info@hokkai-net.jp 

Ｑ．これからも「謝儀保障制度」を続けていくことのメリットは？ 

この制度は「援助を受けている教会が得をして、支えている教会が損をしている」と誤解されや

すい。でも実は、謝儀保障を受けている教会の人たちは、支えられていることを喜んでいる一方で

支えている教会の人たちも苦しいということをよく分かっていて、援助を受けていることに負い目

を感じたり、申し訳なく思っていることも少なくないんだ。 

でも、実際は違う。毎週日曜日に、６２の教会で礼拝が行われていることが、６２教会ぜんぶの

信徒・牧師にとってうれしいことだったからこそ、わたしたちはこの制度を続けてこられたんじゃ

ないのかな？「強さも弱さも分かち合う」ことで、すべての教会が豊かにされてきたんだ。 
 
「メリット（意味・利益）」という言葉がふさわしいのかどうか分からないけれど、 

  肝心なことは、わたしたちが誰にとってのメリットを求めていくのかではないかな? 
 
   「自分の教会にとってのメリット」か？ 

     「北海教区全６２教会にとってのメリット」か？ 

       「日本キリスト教団にとってのメリット」か？ 
 
         ・・きっと答えはそのどれでもない。 
 
わたしたちが求めるべきは、「神さまにとってのメリット」なんじゃないのかな？ 

わたしたちが共に歩もうとしている未来が、神さまに喜んでいただけるようになることだと思う

んだ。そんな未来をみんなで造っていくために、わたしたちにはいま何ができるのだろう？ 
  
あなたはどう思いますか・・？         

 

       （記事：山崎道子／広報委員会） 

 
 資 料  『北海教区通信」アーカイヴス 
 ･･･ 過去に発行された教区通信の記事を発掘!! ･･･ 
 
 北海教区通信第47号（1973年10月10日発行）から 
 見出し：「財政と献金 これでよいのか」 

  特集：教区財政の実態 ～必要なものさえ支弁できない～ 

  ・ 教職謝儀の実態 42歳の牧師がわずか41,652円 

  ・ 献金の実態 三十一献金に満たず 

  ・ 予算編成方針 二つの提案 

    （自立連帯献金の倍増と謝儀保障強化） 

  ・ 別表 会計表、財政の5年推移表、牧師の生活実態表 

       教会別月定献金の1人平均額と順位 

       謝儀基準実施状況 など 

  

 今から見ると、かなりきわど

い記事ですね!!  データとして

は貴重ですが、「月定献金の

ランキング」って・・。 

 それだけ危機感が強かった

ということかもしれませんが。 





●各種献金のお願い

北海教区の宣教活動推進のために袋献金をお願い

いたします。教会員の皆様に献金封筒を配付してい

ただき、一人一人が献金の意義を確認してご判断の

上、お献げ下さい。

・９月  障がい者と共にある教会形成推進献金

・10月 性差別問題活動献金

・11月 部落差別をなくす運動推進献金

・１月 年頭初穂献金

・２月 靖国神社問題活動献金

・通年 洞爺湖教会宣教協力献金

・通年 東日本大震災支援活動募金

●活動予定

道東アイヌ民族フィールドワーク

　2013 年 10 月 7 ～ 8 日　場所:中標津伝道所･知床

信徒と教職の共同研修

　「北海教区が大切にしてきたもの」

　2013 年 10 月 13 日(日)18:30 ～ 20:30

　会場 ： 北海道クリスチャンセンター

教職講座　2013 年 10 月 14 ～ 17 日

　会場 ： しんしのつ温泉たっぷの湯

年頭修養会　2014 年 1 月 13 ～ 14 日

宣教協議会　2014 年 1 月 14 日

小規模教会協議会　2014 年 1 月 14 ～ 15 日

　上記３集会の会場 ： ロワジールホテル旭川

幹事室より
北海教区幹事　日向恭司

●消息（教区便覧変更）

　後志地区委員長　小西陽祐→榮まり子

　江別若葉学園理事長　土谷良治→土谷直穂実

【住所変更】　

　佐々木鉄男（新住所）

　　　美唄市東 2 南 4-3-12 パインウッド 2

　柳幸三郎（新住所）

　　　札幌市清田区北野 2 条 2-8-20 ｳｯﾃﾞｨＶ .B-201

【訃報】

　高田　弘　2013年 6月 15日逝去

　甲田武典　2013年 9月 1日逝去美味しい!!
道産の野菜と果物

回った場所です。珍しかったのは、北海道の酪農家や畑作・畜産の農家の方々との

交わりがたくさん与えられたことです。どの場所でも農家の畑から採ってきたばか

りの野菜や果物と手作りの料理をいただきました。

　北海道の田舎育ちで、小学生の頃に近所の農家から毎朝、まだ殺菌処理をしていない搾りたて

の牛乳を分けてもらっていた、その味も何十年かぶりに楽しめましたし、畑で赤くなってもいで

きたばかりのトマトやもぎたてをゆでたトウキビもいただきました。東北から北海道にしばしの

保養に来た親子たちと一緒に、私も北海道の安心で美味しい食材に癒される思いでした。

中標津伝道所－道北三愛塾(名寄・士別)－利別教会－青少年夏期キャ

ンプ（芦別）－親子短期保養プログラム(札幌・滝川・北広島）、8月に

幹事の日記 

Pick Up! 

 

　集会案内：「信徒と教職の共同研修」

「北海教区が大切にしてきたもの」
～教団宣教基礎理論ってなあに？～

　北海教区は、これまでの「教団宣教基礎理論」から多くの影響を受けて教区形成をしてきました。教

会の「体質改善」と「伝道圏伝道」の理念は、北海教区に新しい宣教への活力と連帯の精神をもたらし

てきました。しかし、教団はその宣教基礎理論を評価することなく改訂しようとしています。これから

の北海教区において、何を大切にしていかなくてはならないのかを、学び、考えてみましょう。

　と　き　2013年 10月 13日 （日） 午後6時30分～8時 30分

　ところ　 北海道クリスチャンセンター

　講　師　山本光一さん（京葉中部教会牧師・前北海教区幹事）

　参加費　300円　　　　　　　主催：北海教区宣教部委員会・北海教区宣教研究委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ：北海教区事務所まで（011-716-5334）





「 
 

「若い人はここにいます！」
報告者：小西陽祐（余市教会）  

 
「若い人が教会からいなくなった」と言われて久

しい。それでも、わたしは、「若い人はここにいま

す！」と声高に言いたい。なぜなら、わたしは、参

加者たちの姿に心が大きく揺さぶられるからだ。 
 
今回、道北地区から参加してくれた中学生たちが

いる。数年前から「中高生春の集い」やこのキャン

プに欠かさず参加してくれている。失礼だとは思う

が、最初に出会った時、わたしは頼りなさしか感じ

なかった。  
けれども、この中学生たちを送り出してくださっ

ている教会の牧師がこう言っておられた。「青少年キ

ャンプに行くようになって、あの子たちの教会への

かかわり方が明らかに深くなったね。今までは嫌々

礼拝に出ていたが、最近はヒムプレーヤーでの奏楽

を自分から声をかけて担当してくれるようになった

し、一人の奏楽者として礼拝前の祈りも共にささげ

るようになってくれた」。 
そして、この中学生たちは、７月１５日に地区の

近隣の教会が協働して運営にあたっている和寒伝道

所で開催された「こども祭り」を積極的に担ってい

た。自分の所属する教会ではない小規模教会の働き

に積極的にかかわっているのだ。 
まさに北海教区が大切にしてきた「連帯」や教区

宣方針に記された「教会につらなる一人ひとりが、

宣教の担い手となることができる教会形成を進めま 
 

第２８回 全

 
 

場所  芦別祈りの家 

テーマ  共に生きる生活 

講師  高濱心吾牧師（札幌北光教会） 

聖書研究 後宮敬爾牧師（札幌北光教会） 

炭鉱講座 矢島満子さん（札幌北部教会） 

震災の話 島田創さん（月寒教会） 

参加者 １８名(中高大学生) 

＋大学生スタッフ ３名 

＋スタッフ １０名（途中・部分参加含） 

 

  

 
す」との言葉を体現している姿がそこにはある。 

そして、今回は「スタッフをしたい」と自分たち

から申し出てくれた３名の大学生がいた。大学生が

スタッフとなったのは、約１０年ぶりのことだ。こ

の大学生たちもまた「春の集い」や青少年キャンプ

を経験してきたメンバーだ。この大学生たちも、「宣

教の担い手」なのだ。 
読者の皆さんは、実際に、会ったことはなくても、

この中学生・大学生たちの姿に、心を揺り動かされ

ないだろうか？希望を感じないだろうか？ 
 
２８回目を終えた青少年夏期キャンプ。最近「こ

のキャンプは岐路に立っている」との言葉を良く耳

にする。その理由は、教会の建物自体が古くなって

きたことや、「教区の財政が厳しい中で芦別祈りの家

にお金をかける必要はあるのか」ということにある

のだろう。 
けれども、本当の岐路は、「わたしたちは、若い人

たちと宣教のパートナーとして共に歩む覚悟をする

のか。しないのか。」ということだとわたしは思う。  
わたしは、芦別祈りの家にお金をかけることによ

って、ここでキャンプをすることによって多くの若

い人たちが宣教の担い手として育っていることを肌

で感じてきた。そして、若い人に「宣教の担い手」

として育ってもらうためには、厳しい時だからこそ、

必要なお金をかけなければいけないはずだ。若い人

に必要なお金を使う「覚悟」が、今求められている。 
少なくとも、わたしは、その覚悟をしたい。 

 
※感想文集およびカラー刷りの報告書は、後日、

各教会にお送りしますので、ご覧ください。 



【予告】 北海教区「教会音楽研修会」

「礼拝の奏楽を学び合いましょう」 

教会の礼拝奏楽の担当者、これから礼拝の奏楽をしたいと思っている方、 
礼拝奏楽の学びを希望する方、ぜひご参加ください。 

 
と き： ２０１３年１０月１９日（土）午後１時３０分～３時３０分 
ところ： 日本キリスト教団 小樽公園通教会 （小樽市花園 4-20-18 ℡ 0134-22-2859） 
参加費： ３００円 （当日配布される資料代です） 
発題・実技指導： 榮まり子 高杉香苗 （宣教部革新部門委員会） 
プログラム内容： 奏楽者としての歩みを振り返り証、実技指導と楽譜の紹介や選曲の課題を具体的に

（讃美歌を 1曲練習してご用意くださると、具体的に学ぶきっかけになります。） 
主 催： 北海教区後志地区・北海教区宣教部革新部門委員会（教会共育担当） 共催 
問い合わせ： 北海教区事務所まで （℡ 011-716-5334） 

 





「集会の形は、いつも同じ。何か違

う形を考えられないだろうか？」。そん

な声から今回の集会は企画されました。

「授業」ですから、徹底的に学校にこ

わだわりました。チャイムに始まりチ

ャイムに終わる。学校から借りた机と

イスに、制服を着た生徒役が座って授

業を受ける。給食も準備。先生役には、

現役の教師として働かれている牧口充

枝先生をお招きしました。 
教会内だけではなく、市民運動の

方々も参加してくださる新しい試みと

なりました。今後にも生かしていきた

いものです。 
今回、参加してくださった方の中か

ら、大学生の島田真彦さん 月寒教

会 の声を皆さんにご紹介したいと思

います。 
 
■島田真彦さんの感想■

私が、なぜ出席しようと思ったのか

というと、参議院議員選挙を前に改め

て憲法について知る機会がほしいと思

ったからです。憲法の授業では、戦争

という日本国憲法の成立の背景を踏ま

えて、憲法の３つの柱を軸に説明して

いました。劇のような流れで授業が進

められ、生徒役の方々のジョークも飛

び交う、和やかな雰囲気でした。  
今回の授業はとてもわかりやすく丁

寧な内容で、小中学生にもぜひ聞いて

ほしかったと感じました。 
この授業での学びから、私は憲法改正について

真剣に考えなければならないと思いました。私は、

憲法は今のままが一番良いと考えています。なぜ

なら、１９４５年までの日本の反省を生かした国

民を守る憲法だと思っているからです。日本は敗

戦を経験することで、戦争を一切放棄するという

憲法９条をつくりました。あのような悲惨な出来

事の原因の一つは、まぎれもなく軍隊という存在

です。戦争中は、軍隊が国民や国を守ってくれる

と信じられていた。その結果が、たくさんの国民

の犠牲でした。私が高校生の時、広島へ修学旅行

に行った際には、被ばくした女性が戦争の恐怖と

悲しみを語ってくださいました。戦争がいかに無

意味で恐ろしいものかということを、戦争の体験

がない私たちに鮮明に伝えてくれました。 
このように、現在の戦争を体験していない世代

においても、平和教育はしっかりと為されていま

す。それなのに、憲法９条を改正して「国防軍」

をつくろうとする動きがいよいよ進んでいます。

現在の不安な世界情勢の流れに乗って、「武力」

で物事を解決しようとし、国防の重要性が騒がれ

ています。不安になった国民の隙をついて、「力」

の必要性を説いています。 
どのようにして自衛隊はできたのか、どういう

過程で自衛隊が海外派遣できるようになったの

か。自衛隊の歴史を観ていくと、日本は着実に再

軍備への道を進めていたことがわかります。気づ

いたら絶対に止めなければいけません。 
止めるには動かなければなりません。 
でも今、憲法改正は選挙に行くだけでは解決で

きない問題になっています。だから、私は今、２

つのアクションを考えています。 
①デモへの参加。原発再稼働反対のデモに一度

参加した時も、積極的に伝えること、それによっ

て知ってもらうことの大切さを学びました。デモ

のような積極的な動きはとても大切だと考えて

います。  
②教育者となり、未来の世代の子どもにも伝え

授けること。子どもたちが平和に過ごすことので

きる、明るい未来をつくりたいからです。 
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この集会の記事が、朝日新聞７月１１日号の３０面

に掲載されました。



北海道外キ連　夏のキャラバン
　　一日目：8月 26 日（月）　於：旭川豊岡教会

　　二日目：8月 27 日（火）　於：留萌宮園伝道所

　　テーマ：「在日外国人をとりまく今、共生を求めて」

　　講　師：林
いむ

 炳
びょんてく

澤さん

（日本の戦後責任を清算するため行動する北海道の会共同代表、
ＮＰＯ法人さっぽろ自由学校「遊」共同代表 ）



北海道におけるホームレス支援の現状 
　～生活保護法改悪は何を意味するのか？（仮題）
　　日　  時：１１月４日（月、休）午後
　　場　　所：札幌の予定
　　問合せ：韓

はん

 守
すひょん

賢（旭川豊岡教会 牧師、0166-33-9522）

江卸発電所・東川遊水池朝鮮人強制連行・動員犠牲者遺骨発掘
２０１３東アジアの平和のための共同ワークショップ
　　日　程：8月 18 日（日）～ 20 日（火）

　　場　所：上川郡東川町を中心に
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教会で起こり得るハラスメントの一例を紹介します。教会形成に関わる問いかけとして受けとめ考えてい

ただければと思います。ハラスメントとは、教会の交わりからの阻害や無視、嫌がらせ、言葉・身体的暴力、

性差別的な言動、役割・奉仕からの排除、必要な情報を与えない、自分の価値観や方法や責任を押しつける、

人の意見を聴かない、大声を出す、脅す、人前で怒鳴るなどの人格を傷つけ尊厳を否定する人権侵害を指し

ます。牧師と信徒、主任牧師と担任牧師、主任牧師と隠退牧師・前任牧師、信徒と信徒、男性と女性、おと

なとこども、外国人と日本人などの様々な関係性において起こる可能性があります。 

ケース１ 

Ａさん（女性） 教会を訪ね、牧師に悩みを聞いてもら

い祈ってもらったことをきっかけに礼拝に出席し始め、洗

礼を受けた。教会生活にも慣れてきたが、聖書を読んでも

分からないことばかり。牧師に何度も聞いていると、牧師

は「聖書は神の言葉。どうして疑問を持つのか。」と質問を

聞くことを拒否するようになった。さらに、ことあるごと

に「あなたは不信仰な人だ。」「信仰生活をしっかりしない

から悩みが多いのだ。」などと以前に相談したことまで持ち

出して、人前で怒鳴るなどきびしく指導するようになった。

Ａさんは、「私の信仰は未熟なのか」と考えると眠れない日

が続いている。

※フィクションです 

！ ポイント ！

＊疑問を持つことを否定するのが「信

仰」でしょうか。

＊たとえ牧師でも、「信仰」を評価して

いいのでしょうか。

＊信頼して相談した内容を別のときに

持ち出すことはどうでしょうか。

＊第三者の前で怒鳴ることはれっきと

した言葉の暴力であり脅しです。怒鳴

られる人の気持ちはどうでしょうか。

ケース２ ※フィクションです

教会の役員でバザーの責任者となったＣさん。バザーを

成功させようとがんばっていた。Ｄさん（女性）を「食堂

の責任者」と指名した。しかし、料理が苦手なＤさんが「私

には無理です。私は○○のほうがいいです。」というと「女

性なんだから台所仕事くらいできるでしょ。」と強い口調で

意見を退けた。また青年のＥさんに会場の設営を任せよう

とした。Ｅさんは、今は体力に自信がないので断ろうとし

たが、「若い男性はあなただけなんだから当然でしょ。」と

話を聞こうとしない。

！ ポイント ！

＊リーダーシップは必要ですが、相手の

意見を聞こうとしないのは問題です。

＊「女性は台所仕事」「若い男性は力仕

事」という役割分担の押し付けはどう

でしょう。

 

パワー・ハラスメント防止委員会 

これってハラスメント？ 

パート１ 

教会におけるハラスメントに悩む人のために 

北海教区ハラスメント電話相談 

０１１-７５７-６２８２ 
毎月第３金曜日 午前 11時～午後 11時 

上記の日時以外はつながりません。 

 

＊ 
＊ 
＊ 
＊ 

ハラスメントは誰にでも、どこにでも起こり得ると認識するこ

とが大切です。ハラスメントをしていることに気づいてない場

合が多くありますので、自己吟味も必要です。ハラスメントを

受けたと感じたら、信頼できるどなたかに相談してください。

教区ハラスメント電話相談窓口にも、お気軽にご相談ください。



 

心と体をリラックス！親子短期保養プログラム

東日本大震災支援委員会

　8月16～ 22日、日本キリスト教団主催、北日本三教区（東北・奥羽・北海）企画による第４回

『心と体をリラックス！親子短期保養プログラム』  が北海道で行われました。東日本大震災の被

災や原発事故による放射能のために心身に大きなストレスを抱えているこどもたちや親たちが、数

日間のびのびと過ごし、

力を回復することを願っ

ての支援活動です。

　今回は6組の親子(小学

生9名）が参加しました。

普段は放射能汚染が心配

で、安心してこどもたち

を外で遊ばせることがで

きません。毎日の食事も

常に食材の産地を気にし

ながら、東北・関東圏か

らなるべく遠くのものを

買うようにするため、食

費が倍にもなると聞きま

した。今回の食事は北海

教区の6つの教会にお願

いし、なるべく道産の食

材を使うようにしていただきました。最初は緊張

気味だったこどもたちが、すぐに仲良くなって、北

海道産の美味しい野菜や果物をいただき、外で走

り回って楽しく遊んでいる様子に、嬉しくて泣き

そうになってしまいました。滝川のカヌー体験で

は、終わりの時間にどしゃ降りにあたりましたが、

それも楽しい思い出です。     　文責：日向恭司

※ 資金が不足気味です。 お献げ下さい！  （2013 年 8 月 28 日現在残高 ： 95,496 円）

    北海教区東日本大震災支援活動募金  今年度募金目標：２５０万円（現在 451,413 円）

                                                  期間：2013年 4月 1日～2014年 3月 31日

    送 金 先 ： ゆうちょ銀行　　口座名義 ： 『北海教区東日本大震災支援委員会』

　      　　　　　　記号:１９０７０　番号:４９９４３１           ＊ゆうちょ銀行以外からの振込の場合

                                                                                             店名９０８    口座００４９９４３

 　主なプログラム　
1 日目・歓迎夕食会（札幌北部教会）
2日目・朝食（札幌北部教会）
　・ピリカコタン（アイヌ文化を学ぶ）
　・ジンギスカン（札幌北部教会・札幌地区CS）
3日目・自由時間
　・太平こどもの家夏まつり
4日目・朝食・昼のお弁当（真駒内教会）
　・モエレ沼公園ピクニック
　・ガトーキングダムのプール
　・夕食ときょうけつ染め（琴似中央通教会）
5日目・朝食（月寒教会）
　・北海道こどもの国で昼食・自由時間
　・滝川でカヌー体験
　・滝川二の坂教会で夕食会
　・ふれあいの里コテージに宿泊
6日目・くるるの杜（北広島）でとうきび収穫体験
　・昼食　バイキング
　・札幌北光教会で夕食会
7日目・朝食（札幌北光教会）・お別れ会

四つ葉のクローバー探し! この光景が幸せ!!(^_^)



「北海道の旅を終えて」 　五十嵐明日香（母）
　夏の北海道に、子どもたちと共にお招きい
ただいて、素晴らしい七日間を過ごさせてい
ただきました。この旅を計画して、実行に携
わってくださった先生方、おいしいお食事を用意して、私たちを歓迎してくださったたくさんの教会の方々、
共に旅をしてくださったご家族の皆さま、すべての方々に心から感謝申し上げます。
　今回の旅で、それぞれに抱える問題や、辛さを分かち合うことができ、また、私の話を聞いていただくこ
とができ、本当にありがたかったです。ただ、話を聞いてもらう。それだけのことが、どれほどありがたい
ことなのか、今回はとても心に染みました。
　北海道はとても雄大で、美しく、素晴らしいところです。まだ知らない北海道を、もっと見たいと思いま
した。美しい空と星に、何度もいやされるのを感じました。六日目の夜の満月も、本当に美しかったです。
　たくさんの感謝を心に、明日からまた、会津で、頑張っていきます。子どもの命を守る。それだけが、私
の生きる力です。しぶとく、あきらめずに。子どもとともに笑顔で。
　このプログラムにかかわってくださった、すべての皆さま、本当にありがとうございました!！。

原田里桜（りお 11歳）
一日目。　初めての飛行機に乗って、初めて
北海道に来た。そして、他の人たちと初めて
会った。何もかも初めてで緊張した。
二日目。　ピリカコタンに行き、アイヌの
人々のことを学んだ。知らないことを知るこ
とができた。夜には札幌北部教会に行って、
夕食を食べた。たくさんの人がむかえてくれ
た。
三日目。　三人でオタルに行った。夜は「太
平こどもの家夏祭り」に行って夕食を食べた。
みんなでゲームもした。
四日目。　モエレ沼公園に行って遊んだ。高
くて急な山にがんばって登った。山の上はす
ずしかった。それからプールに行った。あお

いちゃんと二人でスライダーを2－3回すべりに行った。夜は、きょうけつ染をして、うちわを作った。
上手くできたからよかった。

五日目。　こどもの国に行った。と中で　かみなりが鳴ってきて、外で遊べなかったのが少し残念だった。
滝川でのカヌー体験、初めてカヌーに乗ったけど、上手くこげたし、楽しかった（転んでいたかっ
た、、、）。滝川二の坂教会で夕食を食べた後に、コテージにとまった。

六日目。　くるるの杜で　とうきびの収穫体験をした。甘くて大きなとうきびが取れてうれしかった。
　雨にあたってしまうことが多かったけど、楽しく過ごすことができました。楽しいことが沢山あったけど、

私は四日目のプールと、五日目のカヌーが楽しかったです。
　新しい友だちもできました。このプログラムに参加してよかったなあ、と思います。機会があったら、ま
た来たいなあ…(^o^)

長谷川煕（ひろむ　９歳）
　一番楽しかったことはプールとカヌーで
す。プールはウォータースライダーが楽し
かったです。カヌーは最初はゆれてこわ
かったけど、なれると、こわくなくなりま
した。また来年も北海道に来たいと思いま
した。
　おせわをしてくれたみなさん　ありがと
うございました。

モエレ沼公園の芝生で、手作りお弁当タイム

滝川のコテージで、19人大家族（^0^）の団らん



 

１．ディヴァン宣教師招聘の経緯 

2001 年に「第８回日本基督教団と台湾基督長老

教会との教会協議会」が北海道で開催されました。

そこでは、アイヌ民族と台湾原住民（ユエンツー

ミン）の宣教の歴史と課題が中心テーマとして話

し合われ、互いの民族の権利・尊厳を回復する取

り組みに力を注ごうとしている姿勢に共鳴し合う

ことができました。また交流会に参加してくださ

ったアイヌ民族と台湾基督長老教会（以下、ＰＣ

Ｔと略）参加者達との親しさ溢れる交流は、協議

会全体を温かな雰囲気で包みました｡ 
そして「教会協議会」の最終日に採択した『共

同声明』には、次の文章が盛り込まれました。 
｢私たちは日本のアイヌ民族と台湾の原住民が

向き合っている重大な課題、民族アイデンティ

ティーと差別、言語と文化、土地の所有権、就

職難、自主権などの問題を学んだ｡私たちは両国

の先住民族が抱えるこれらの問題解決のために

努力する｡また両教会は、アイヌ民族・台湾原住

民の宣教に関するパートナーシップを具体的に

実現するように努める｡そのためには、人的、物

的の交流が望まれる｡｣ 
またＰＣＴ総会議長が「アイヌ民族の宣教課題の

ために､原住民の宣教師を派遣する用意がある」と

発言されたことも、わたしたちにとって大きな招

きとなりました。 
 その「教会協議会」を受けて翌 2002 年に､北海

教区から二名が、教団台湾協約委員長と共に台湾

のＰＣＴ総会事務所を訪れ、あの『共同声明』に

うたわれた「アイヌ民族・台湾原住民の宣教に関

するパートナーシップ」について協議しました。

その後も台湾や札幌での協議を重ねた結果、2005
年８月、ブヌン民族出身のディヴァン・スクルマ

ン宣教師が北海道に着任したのです。 
 
２．ディヴァン宣教師の活動 

ディヴァン宣教師が着任してから早８年が経過

しました。その間、ディヴァン宣教師は、北海教 

 
区アイヌ民族情報センターの活動委員としてアイ

ヌ民族の人権回復の運動を担いつつ、アイヌ民族

のこども達と共に活動している帯広の「とかちエ

ケテカンパの会」に関わってきました。また、札

幌地区木曜礼拝をはじめ、北海教区に属する教会

の礼拝での奉仕を通して、台湾基督長老教会の働

きや台湾原住民族の課題を分かち合ってきました。

そして、その働きは北海教区の枠を超えて道外の

教会・センター、あるいは他教派の教会にまで及

んでいます。また、台湾基督長老教会との交流に、

通訳をはじめとして様々な形で積極的に取り組ん

できました。その他、キリスト教主義学校や北海

道大学先住民研究センター等諸団体での講演など、

その働きは、どんどん広がっています。 
 

３．お金の話 

宣教師の生活と活動には、もちろんお金が必要

です。ＰＣＴと北海教区は、宣教師の派遣・受け

入れに際して、その点についても協議をし、ＰＣ

Ｔには宣教師の定期的給与について責任を負って

いただき、北海教区は住居や宣教活動費について

責任を負うこととしました。そうは言っても、教

区財政には限界がありましたので、「台湾基督長老

教会原住民宣教師後援会」を設立し、その後援会

が実施する全国募金によって、必要な活動費を生

み出してきたのです。ちなみに、その「後援会」

の運営委員会（事務局）を北海教区に属する者が

担う形をとって、財政だけではなく、ディヴァン

宣教師のサポートも行ってきました。 
この７月、各教会に『緊急のお願い』を送らせ

ていただきましたが、前年度の全国募金は大幅に

落ち込み、現在とても厳しい会計状況になってお

ります。ディヴァン宣教師とその活動を覚え、具

体的な支援の輪に加わっていただければ幸いです。 
                (Ｍ．Ｓ) 

 

 台湾原住民
ユエンツーミン

宣教師の活動とその意義 
台湾基督長老教会原住民宣教師後援会 

郵便振替 
口座番号 ０２７２０―１―４１２３０ 

加入者名  台湾宣教師後援会 





ナルワン合唱団友の会 コンサート&交流会 

ご 案 内 

台湾には現在、１４の原住民族が政府に認められており、約５１万人がそれぞれ

独自の言語、文化、社会システムをもって生活しています。まさに多様性に富んだ

豊かで美しい宝の国です。

原住民族（ユェンツーミンツ＝台湾における先住民族のこと）の中で、キリスト者は

％を占めています。そのため、原住民族の教会牧師を養成するための玉山神学院

があります。その神学院に「ナルワン合唱団」が作られ、１９９４年に初めて全国

音楽大会に参加し、大学の部で最優秀賞を受賞、その後、海外からも招かれ、聞く

人びとを魅了しています。

この度、合唱団 による「ナルワン合唱団友の会」の皆さんの来道に伴い、急き

ょ、コンサートと交流会の時を持つことになりました。台湾の各民族から集まった

牧師たちは深い信仰心と共に自分自身の民族文化を大切にしています。

この機会に皆さんの歌声を聞き、音楽と文化の交流の輪を広げたくご案内いたし

ます。どなたもお越し下さい。

 

日 時 １０月２９日（火） 午後６時より８時

各民族のお話や軽食を囲みながら交流の時間も持ちます。 

会 場 北海道クリスチャンセンター 大ホール  

会 費 ５００円 （軽食も準備いたしますが、持ち込み大歓迎！） 

 
 

 

 

 

 

 

主催 日本キリスト教団北海教区 アイヌ民族情報センター 

協賛 北海道クリスチャンセンター・台湾基督長老教会原住民宣教師後援会運営委員会 

ナルワン合唱団友の会                          4民族が集います!! 

 団長：張培理（フヤン、アミ族） 指揮者：葛嘉雯(ヴァヴァゥニ、パイワン族)  
 団員：田啟榮（サオ、ブヌン族）、古美玲（ブニ、ブヌン族）、王祖祥（ワン・ズシャン、 

    ブヌン族）、田韓娜（テン・ハンナ、ブヌン族）、一萬．星（イワン・シン、アミ族）、 

 羅曉芳（ロ・シャゥファン タイヤル族）、王喆（ウン・ツェ、ブヌン族）    

 



 新しい長期宣教計画（案）が、ようやくひとつの形にまとまってきました。 

 委員会では「新しい計画は、これまでの計画の単純な延長ではなく、原点（ゼロ）から

つくる」という方針で議論を進めてきました。それは、教会も社会も「右肩上がり」の時

代でなくなり、これまで通りでは立ち行かなくなるという予測があるからです。 

 しかしながら、これからは厳しい時代だからこそ、ますます主の福音が必要とされてい

くとも考えられるでしょう。次の時代に、北海教区にあるすべての教会がより力強く、よ

り豊かな活動をしていくためには何が大切かを考えながら計画を準備しています。 

 今回は、ようやく全貌が見えてきた新しい計画（案）の大きなポイントとなる「標語」

と「期間」について委員会からの提案をお伝えします。 

 標語は「礼拝の喜びに生きる民」 

《 お知らせとお願い 》 

 近く、各教会に新しい宣教計画（骨子案）をお送りします。ぜひ意見や質問をお寄せ

ください。また、各地区委員会で時間を取っていただければ、委員を派遣して内容の

説明を行い、直接意見をうかがいたいと考えています。委員派遣の要請は、後宮委

員長（札幌北光教会）までお知らせください。 

今後は、教職講座、地区委員長会議で検討した上で、来年1月の宣教協議会に

提案する予定です。 

長期宣教計画総括・策定委員会ニュース №3 

 この標語は、「宣教の総合化」という北海教区長年のビジョンを新たな言葉に言い換えたものです。背景には、こ

の10年の北海教区の最重要課題である「すべての教会が礼拝を守るために」という思いがあります。 

 神によって礼拝に招かれ、いのちを与えられ、隣人と出会い、日々の課題や恵みを分かち合って互いに支え合

い、そして日ごとのわざへと派遣されていく。わたしたちの信仰の帰結するところ、それが「礼拝」です。 

 この信仰の原点であり、宣教の最前線である「礼拝」を問い直し、より豊かに刷新し、そこに集う誰もが生き生きとし

た喜びにあふれるような宣教力のある礼拝を目指したいのです。同時に、自分の教会の礼拝だけが豊かになること

ではなく、北海教区すべての教会のことをみんなで考え、有機的に支え合っていける関係を作っていきたいと考えて

います。 

 この「いのちと力にあふれた礼拝」というイメージは、北海教区にある多様な信仰についての考え方を持つ信徒たち

が力を合わせて、これからも共に教区形成をしていくためのビジョンとして共有できるのではないでしょうか。 

新しい宣教計画（案）のポイント 

 新計画は１０年間とし、３期制をとる。 

 各期ごとに集中的に取り組むべき重点活動を定める。 

 新しい宣教計画は、従来と同じ10年としました。流動する社会情勢の中で10年では長いという意見もありました

が、状況が不確かだからこそ、教区の宣教計画は長期にして各個教会の働きをしっかりと支えたいという考えです。 

 同時に、変動が激しい時代になるという予想のもとに、10年を３期に分けて、１期目４年、２期目３年、３期目３年、 

合計３期10年のスパンを持つ計画として提案したいと思います。宣教計画の具体的な内容は10年間継続して取り

組むものとなりますが、その中から特に、各期ごとに重点的に取り組むべき活動計画を定め、一定期間その活動に

集中して取り組めるようにします。そうすることで、状況の変化に応じて計画を見直したり、新しい課題に対応すること

が可能になるというメリットが考えられるのです。 















しなやかに、誇り高く生きる女性を育てる 
 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜豊かな人間性と確かな学力を育成＞  

 

本校では必要な知識を学ぶことはもちろ

ん、部活動や学校行事、奉仕活動も大切

にし、多様な物事を経験する教育を実践

しています。現代を生きる女性を取り巻

く複雑な環境で、「自分らしさを大切に

し、他者と共に生き、輝くことができる

女性」として一人一人が、かけがえのな

い存在となってほしいという願いがある

からです。そのような女性こそが、これ

からの時代を牽引するリーダーシップを

発揮できるはずです。 

【学校説明会情報】  
 

○一貫課程 １０月１９日（土） ９：００～ 
 

○高校課程 １０月１９日（土）１０：３０～ 

      １１月１６日（土）１０：３０～ 
 

     高校課程では３科２コース制で 

    一人一人の進路目標を実現します 

【入学試験情報】  
 

○一貫課程 １月１０日（金） 
 

○高校課程 

 推薦・単願入試     １月２５日（土） 

 一般入試（釧路・帯広） ２月１８日（火） 

 一般入試（札幌）    ２月２１日（金） 

               ２２日（土） 

 

神様からの「贈り物」 

をもらっていない人は 

一人もいない  
 

 学校長 浅里 愼也 
 

みなさんは「神様は一人一人に、大切で

素敵なものを与えてくれている」という

話を聞いたことがありますか？ 私た

ちの学校は、あなたが受け取った贈り物

が、どんなものなのかを自分で知って、

美しく星のように輝く女性に成長でき

る学校です。夜空に輝く星たちのよう

に、私たちの学校で色々な経験をしなが

ら輝きを増して、あなたも２１世紀の世

界に輝く星になりませんか？ 



遺愛学院 遺愛女子中学高等学校 

（ 資料請求先 〒040-8543 函館市杉並町 23 番 11 号 電話 0138-51-0418 ） 
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉａｉｊｏｓｈｉ-ｈ.ｅｄ.ｊｐ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

遺愛について 

139 年前に創基された北海道で最も伝統のあるキリスト教主義の中高一貫の女子校です。 
礼拝が毎朝守られ、心の教育を大切にしており、明るく元気な生徒たちが活気ある学校生活を送っています。緑が豊かなキャ

ンパス内には国の重要文化財があり、アリーナと呼ばれる体育館は道内有数の設備で、部活動も盛んです。 
進路指導が充実しており、北大や札医大、北星大、酪農大など道内の大学はもちろん、東大、京大、一橋、東北大、お茶の水

女子大、筑波大、早大、慶大、上智、ＩＣＵ、東京理大、青山学院大、東京女子大、津田塾大など国公立・私立ともに多くの実

績を残しています。近年は、国公立大学医学部・薬学部への進学者が増えています。約 90 人が入れる寮があります。 

中学校入試 

第１回 １２月１４日（土） 

※ ＡＯ入試 自己推薦入試 一般入試 

（ＡＯと自己推薦には 10/26、11/23 実施の 

オープン模試の受験が必要です） 

第２回  ２０１４年１月２５日（土） 

※ 一般入試 

（詳細はお問い合わせ下さい。） 

高校一般入試 

札幌受験会場設置（Ａ日程） 

（函館・帯広・北見会場もあります） 

２０１４年２月１８日（水）   

会場：かでる２･７ 

          （札幌市中央区北２西７） 

※ 推薦入試についてはお問い合わせ下さい。 
桜の季節の本館（国の重要文化財） 
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● 推薦選抜入学試験
【試 験 日】 年 月 日（土） 【試験科目】 小論文、面接
【出願区分】 Ａ区分…キリスト教会に所属する方、 あるいは

キリスト教主義高等学校卒業見込みの方・卒業者の方
Ｂ区分…文化活動やスポーツ活動で優れた業績を修めた方

● 自己推薦入学試験 ～自己推薦入試の出願受付は、９月中旬に終了しました。

● 一般選抜入学試験
【試 験 日】 全学部日程 年 月 日（水） 学部個別日程 年 月 日（日）
【試験科目】 全学部日程 英語、国語、選択（日本史、世界史、政治・経済、数学から１科目選択）

学部個別日程 英語、国語、選択（日本史、世界史、政治・経済、数学から１科目選択）

【試 験 地】 全学部日程 札幌・仙台・新潟・東京・金沢・静岡・名古屋・京都・神戸・和歌山・米子・岡山・広島・
高松・松山・福岡・鹿児島

学部個別日程 札幌・東京・金沢・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・広島・高松・福岡

● 大学入試センター試験を利用する入学試験
【個別学力検査日】 年 月 日（金） 【試験科目】 小論文
【選抜方法】 大学入試センター試験の｢英語｣の成績、および神学部が実施

する個別学力検査の｢小論文｣の成績により総合的に選抜します。

学部第３年次転入学・編入学試験
【試 験 日】 年 月 日（土） 【試験科目】 英語、論文、口述試験

大学院博士課程（前期課程）（後期課程）入学試験 春期実施

【試 験 日】 年 月 日（土） ～ 秋期実施分の出願受付は 月下旬に終了しました。

春期実施は、前期課程および後期課程の各入学試験（それぞれ社会人特別選抜入学試験を含む）を実施します。

試験科目などは入試要項でご確認ください。

詳しくは、各入試要項 （送料共 円） をご覧ください。 ※ 学部一般選抜入試以外の試験地は、京都です。

同志社大学 神学部・神学研究科 http://www.d-theo.jp/



 
 

     
      チャペルタイム（礼拝）  
時間：月～金 12：10～12：30（9/17～1/20） 
場所：チャペル（金曜は英語礼拝です。）  

チャペルコンサート 
Crystal Tears（歌とパイプオルガン） 
開催日：10/3（木） 12：10 開演 
  
大森 潤子（ヴァイオリン） 
開催日：11/20（水） 12：10 開演 
    
 
今井奈緒子（新パイプオルガン披露演奏会）  
開催日：1/14（火）夕方 予定 

スミス・ミッションセンターからのお知らせ  

スミス・ミッションセンター 
キリスト教神学講座（無料） 

 
☆ 「ギリシャ語原典講読」（月１回） 

 

 
 
 
 
 
 
■ 大学の構成 

大 学 院    文 学 研 究 科   言語文化コミュニケーション専攻（修士課程） 
           経 済 学 研 究 科   経済学専攻（修士課程） 
           社会福祉学研究科   社会福祉学専攻（修士課程・博士〔後期〕課程） 
                      臨床心理学専攻（修士課程） 
 
文 学 部   英 文 学 科  心理・応用コミュニケーション学科 
経 済 学 部  経 済 学 科 経 営 情 報 学 科  経 済 法 学 科 
社会福祉学部  福 祉 計 画 学 科 福 祉 臨 床 学 科  福 祉 心 理 学 科 
短期 大学部  英 文 学 科 生 活 創 造 学 科 
 

■ 試験日程                  
 出願期間                                      
 2014 年１月１５日（水）～１月２９日（水）消印有効                     

  

 試験日 

 社会福祉学部 2014 年 ２月 ６日（木） 

 経 済 学 部 2014 年 ２月 ７日（金） 

 文 学 部 2014 年 ２月 ８日（土） 

 短期大学部 2014 年 ２月 ９日（日） 

 合格 発表日 2014 年 ２月２１日（金）１０時 

    
 

以下のように、公開の行事・活動をいたしております。ご参加を歓迎いたします。 
                

 
 
 

 
    

 
 
 
  
  
 
 
 

 
※詳細につきましては、ＨＰにてご確認下さい。 

 
 

 

〒004-8631 

札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号 

TEL 011-891-2731 

URL http://www.hokusei.ac.jp/ 

     宗教改革記念講演会 

 開催：10 月 29 日（火）13：00 予定 
講師：吉田曠二（ジャーナリスト） 

      

問合わせ先 
・ チャプレン 

TEL （代）891-2731（内線 6280） 
E-mail：hidaka＠hokusei.ac.jp 
 

・ 総務課  
TEL （代）891-2731（内線 4146） 







札幌ＹＷＣＡ Ｌｏｎｄｏｎ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ チャリティコンサート 

YWCA（Young Women’s Christian Association）は、キリスト教を基盤に世界中の女性たちが平和な世界を実現するために活動する国際 NGOです。 

ロロンンドドンン  アアンンササンンブブルル  
ロンドンで活躍する超一流プレイヤーたちが、名器と共にふたたび来道 !! 

2013年は札幌と小樽の 2公演。 珠玉の音色をぜひお楽しみください。 
 

《 札 幌 公 演 》  《 小 樽 公 演 》 

2013年 12月 7日（土）14:00開演（13:30 開場）  2013年 12月 8日（日）15:00開演（14:30 開場） 

札幌コンサートホール Kitara小ホール  日本キリスト教団 小樽公園通教会 

3,000円 （前売り） 3,500円 （当日）  2,000円（前売り） 2,500円（当日） 

※ ロビーにてチャリティバザーを開催。  ※ 前回 Sold Outのため、チケットはお早めに。 
 
～ このコンサートの収益金は、東日本大震災被災者支援および札幌ＹＷＣＡの青少年活動に用いられます。～ 

 
【チケット購入・お問い合わせ先】  ・・ チケットは近日発売開始 !! 

札幌ＹＷＣＡ    札幌市北区北 7西 6  Tel/Fax 011-728-8090  E-mail: sapporo@ywca.or.jp 
小樽公園通教会  小樽市花園 4-20-18  Tel/Fax 0134-22-2859  E-mail: otaru@oregano.ocn.ne.jp 

 
【主  催】 一般社団法人 札幌ＹＷＣＡ 



 
                       

                        
 

                                              
 

                                                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

キリスト教書はもちろん 一般書のご注文もＯＫ 
１万円以上お買い上げは送料サービス！ クレジットカード・図書カード使えます！ 

御注文はファックスかメールを御利用下さい。sasaki@jb-shop.com（hp http://www.jb-shop.com） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

北海道キリスト教書店 
〒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内 
電話 011-737-1721 FAX011-747-5979 営業時間 午前９時～午後７時(月～土) 日・祝は休業  

 

 

「教会づくり入門」  
榎本保郎 著 

「ちいろば先生」こと榎本保郎牧
師のエッセー教会づくり入門の新
装版。 一般社会の閉塞感が
教会にも入り込んでいる今日に
あって、牧師も信徒も是非再読
の必要性を感じる一冊！ 
● 教文館刊 新書判サイズ 

新装１５２頁 １，７８５円  

「いのちの糧の分かち合い」 
  いま、教会の原点から学ぶ 
             山口 里子著 
全国各地を精力的に講演活動
する著者の最新作。聖書を徹
底的に読み直す作業を通して
福音の開放的な力を探る。目
からｳﾛｺ。真に刺激的な「新しい
聖書の学び」の８編を掲載。 
● 新教出版社刊 ２５８頁 

          ２，３１０円 




