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ピンネシリは、北海道樺戸郡新十津川町と石狩郡当別町の境にある標高 1,100mの山。　　

山頂からは日本海、オホーツク海、晴れていれば利尻富士まで見えるという。山名は

アイヌ語で「男山」を意味する。かつて石狩平野が海だったころ、大嵐で人々は波にさらわれそうになっ

たが、この山に逃れて助かったというアイヌの伝説が残っている。　　（出典：Wikipedia）
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苫 小 牧 地 区

浦河郡浦河町昌平町東通 32

表紙の教会

浦 河 教 会

　2016 年 6月第 1主日、わたしは新たな思いで浦河に
向かいました。元浦河教会の玄関を入ると、わたしの到
着を待っていた役員たちから、「先生、すぐここに電話
してください。浦河伝道所の〇〇さんが亡くなりました」
と、メモを渡されました。当座の対応を電話で済ませ、
元浦河の礼拝を終えて伝道所に向かいました。
　そこには「北海道特別開拓伝道計画」第 1期計画で
設立した浦河伝道所と60年を経た旧会堂がありました。
彼は礼拝堂裏の部屋で眠っていました。この建物はもと
もと教会堂、どんなに手を加えても住環境としては不十
分の上に老朽化がすすみ、建物所有者、提供者として重
い責任を覚えました。隣接して 1974 年、ひとりの信徒
が私費で建築築寄付した鉄筋コンクリートの会堂があり
ました。
　早速、浦河伝道所定期総会議案書を遡って調べること
と併せて、当面の課題などを礼拝後自由に話し合いまし
た。そこで浮かび上がったのは、伝道所が長年課題とし
ながらも先送りになっていた「墓地取得と会堂新築」と
「宗教法人格」の取得でした。
　こうした課題に取り組みつつ、伝道所は第 2種教会
を設立し、宗教法人を取得しました。さらに、課題を処
理するべくほとんど毎月、教会協議会と拡大役員会を繰
り返しました。拡大役員会は役員のほか礼拝出席者や関
係者が陪席し、出席者が自由に発言できる場にしました。
　2019 年 4月、定期教会総会において「二つの既存建
物を除去し、跡地に教会堂、共同宿舎の新築」を決議。
併せて、共同宿舎は社会福祉法人浦河べテルの家が建築
し、「そのために必要な土地を、教会は貸与する」こと
を決議し、直ちに会堂建築委員会を設置ました。手持金
は 1500 万円。会堂建築委員会、教会役員会、教会協議
会のすべてに設計監理士 ( 札幌在住 ) の陪席をお願いし
ました。作業の進捗状況と情報の共有、関係者の発言の
機会を開かれたかたちで保ちました。
　ここでまとめられたのが「温かい、明るい、バリアフ
リー」の教会堂でした。それは単に物理的概念ではなく
精神的・心的、信仰の関係概念として豊かな内容をたた
えていました。そこから生まれたのが「円形会堂」です。
教会堂の外形、構造、間取り、芸術・象徴はキリスト教
信仰の表象であり、地域社会に向けての宣教の姿勢を示
します。
　礼拝堂は半円形です。残る半円部分は会議室、事務室、
玄関、トイレ、キッチンなど。建物全体は箱舟をイメー
ジ。床面はすべてフラット。礼拝堂は円形ですが、いわ
ゆる牧師を中心に会衆がこれを囲む「円集中方式」では
ありません。会衆が囲む中心に伸縮可能な楕円形のテー
ブルを置き、天井から『いばらの冠』をさげました。テー

ブルは説教壇 ( 司会台 )、聖餐卓を兼ね、牧師も司会者
も礼拝者のひとりとしてテーブルに席をとります。12
個の天井からさげたランプがこれを照らし、礼拝者の間
に神が共におられる、礼拝の共同体性を体験する場とし
ました。テーブルは伸縮でき、その外側にテーブルを必
要としない人が個別の椅子で二重、三重にテーブルを囲
む。椅子は低高、予備を含め 80脚作成。他に、自由に
移動できる説教台、司会台、聖餐卓を準備しました。礼
拝堂の壁に十字架を付けることは避けました。十字架が
装飾のように過剰に使用される状況に違和感を覚えるか
らです。十字架は会堂の壁に掛けるものではなく、主イ
エスに従う者一人ひとりが負うべきものと理解していま
す ( マタイ 16:24)。床暖房を採用し履物はそのまま。
　教会の地域社会との関係も教会堂の構造、設備等に具
現化されます。多目的使用、多機能会堂を掲げても、構
造、機能、宗教象徴がそれになじまない場合もあります。
浦河教会はそれらを念頭に置いて、教会堂を『アゴラ』
と名付けました。その日の糧を求める人、傷つき・病め
る人とこれを援ける人、こども・年寄りなど、集められ
た人たちが、神の救いの出来事の体験者、証人として、
神をほめたたえて出て行く広場を目指しました（マタイ
20: １～ 16，マルコ 6:53 ～ 56，ゼカリヤ 8：3～ 8）。
　不思議にも墓地は、旧会堂の半地下駐車場を再生する
かたち『教会納骨堂』を完成させました。教会員のほか
にその関係者、家族や関係者とのつながりが切れてし
まった人が、希望に応じて個人、家族、共同で共に記念
される場としました。
　当初、2階の一部を障がいを持つ人たちの共同住宅と
して計画しましたが、
新型コロナウイルス感
染症拡大から仕様を変
更し、これを事務所と
して「浦河ベてるの家」
就労継続支援事業に貸
与しました。既存建物
撤去費用を含めて総額
１億円の事業となりま
した。神さまの計画以
外の何ものでもありま
せん。
　みなさまの篤い祈り
と温かい応援を感謝し
ます。
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復活は、私たちにとって再生である。政治
学者の姜尚中（かん・さんじゅん）さんが、新
聞のコラムに洗礼とそれによる再生体験を語っ
ていた。姜さんは日本基督教団の信徒である。
大学の非常勤講師として上尾市に住んでいた時
に洗礼を受けた。外国人登録法で義務付けられ
ていた指紋押捺を拒否した時、支援者の中に土
門一雄牧師がいた。
洗礼はトゥワイス・ボーンだという。姜さ

んは洗礼によって、自分ではどうしようもない
苦難の中、一旦死んで生まれ変わる体験をした。
しかしその日常は思うに任せず、更なる困難に
も遭遇した。長男を亡くした。愛する者の死が
これほどシリアスとは思わなかった、洗礼を受
けていなかったなら支え切れなかった、という。

同時に洗礼から学んだことがあった。不幸
であるがゆえに、より強く生きがいを感じ、生
きることの意味を深く摸索するようになった。
人生の目的は幸福にあると言われるが、違って
いる。人生の最後の一秒まで、自分が生まれて
きたことの意味を見付け出すことであると気付
いた、という。
十字架と復活。主イエスは罪の赦しのため

に、人に代わって十字架の死を引き受けられた。
復活は死の克服と人の罪に対する神の勝利、救
いの完成を意味している。私は姜尚中さんの文
章から、新たな視点を与えられた。主イエスに
あって、私が生きることの意味を問い続けるこ
とである、と。

[ 教会案内 ]　道北地区   　旭 川 六 条 教 会 　

　　　　　　　　主日礼拝      午前 10 時 15 分～ 11 時 00 分（短縮礼拝実施中）　　
　　　　　　　　　　　　　  礼拝は編集の上、毎週火曜日頃に YouTube 配信されています。　　       
　　　　　　　　最寄駅　 　 JR「旭川」駅下車、徒歩 15 分　
　　　　　　　　　　　　　  経路は教会ホームページをご覧ください。　　
 
　　＜祈って欲しいこと＞
　　　①　感染症、ウクライナ、気候変動・・・と、たくさんの不安がありますが、困っている人、
　　　　　苦しんでいる人を忘れずに祈り続ける教会でありたいと思います。
　　　②　会衆派教会（組合教会）の伝統に根ざして、信徒一人一人の自覚の上に歩み続けられるように。

　  目を上げて、わたしは山 を々仰ぐ。
　　わたしの助けはどこから来るのか。
　　わたしの助けは来る
　　天地を造られた主のもとから。　　　　　　　　（詩編１２１：１）

新型コロナウイルス感染症は三年経っても
収まらず、社会や世界に目をやると、平和も正
義も公正も大きく揺らいでいるような気がす
る。
冬がやって来た。大雪山も山全体が真っ白

になった。私は、山を見上げると心が和む。大
雪山という名前は、一体誰がつけたのだろう。
山に雪を戴くと、そうだ「大雪山」だと思う。
これ以外の名前は相応しくない。たっぷりと雪
をまとった雄姿こそ大雪山なのである。
高くて大きな山には、勇ましい名前が付く

ことが多い。槍ヶ岳とか剣岳、穂高岳といった
山を思い浮かべる。どの山頂も鋭く切り立って
いて、人を寄せ付けない。大雪山はなだらかな
稜線が続き、すそ野が広い。そこにたっぷりと
雨や雪が降る。夏でも雪渓が残っている。山裾
には深い森があって、山全体が蓄える水量は膨
大である。高山植物も豊富である。チングルマ
の群落に目を奪われたことがあった。紅葉も色
鮮やかである。
降った水は低地へと流れていく。やがて川

となって田畑を潤す。ここ旭川では、一年を通
してきれいな水が絶えることなく供給される。
大地は生きていて、水は絶えず循環している。
その大きな自然のサイクルの中に、私たちも存
在する。昔もそうだったし、これからも変わら
ないだろう。

不安な日々を送っている。しかし、それは
人間の世界のことであって、自然の世界のこと
ではない。大雪山は今年も雪をたくさん戴いた。
神さまは変わることなく、人も自然も、全てを
見守っておられるように思われる。
ところが、人の命は不思議でわがままであ

る。同じ生き物でも、植物ならば生きているか
枯れているかのどちらかで、生きているのに死
んでいるようだということはない。動物も、死
んでいるようでも生きているということはまず
ない。ところが人間だけが、脈があって呼吸も
しているのに、活力を失う。不安に心が震える。
悲しみはその都度形を変え、消え去らない。そ
して私たちは気付く、心が大切な役割を果たし
ている、と。

では心とは何だろう。狭くもなるし、萎む
こともある。閉ざされることだってあるし、乾
くこともある。痛み、切れ、ささくれ立つ。そ
の一方で膨らみ、熱くなり、燃えることもある。
やがて癒され、鎮まる日が来る。心は不思議で
ある。
多くの人が心を病む経験をした。崩れ落ち

そうな自分を感じた。命が自分のものではなく、
心も制御できないように思われた。

みことばに聴く

十字架と復活 － 死と再生
後藤　正敏 牧師（旭川六条教会）
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後藤　正敏 牧師（旭川六条教会）
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「新幹事に聴く」特集①
1 期 4 年 に わ た っ て 務 め ら れ た 小 西 陽

ようすけ
祐 教 区 幹 事 の 退 任 に

伴 っ て、 第 82 回 北 海 教 区 定 期 総 会 は 韓
はん

 守
すひょん

賢 新 教 区 幹 事 を
選 任 し ま し た。2022 年 10 月 1 日（ 土 ） 北 海 道 ク リ ス チ ャ
ン セ ン タ ー に お い て 就 任 式 が 執 り 行 わ れ ま し た。 就 任 の 辞
で 話 さ れ た こ と を 再 構 成 す る 形 で、 今 回 掲 載 い た し ま す。

教区幹事就任式での挨拶の様子

聞き手：木
きむら た く み
村拓己（広報委員長）

話し手：韓
はん
　守

すひょん
賢（教区幹事）

【お詫び】
うっかり教区幹事の似顔絵
依頼を忘れてしまいまし
た。お詫びすると共に、こ
こでは韓教区幹事がお好き
な万年筆をお顔だと思って
ください・・。　

質問①　
2022 年度については、旭川豊岡教会牧師、認定こども園ひまわり園長としてのお働きに加え、
教区幹事の任に就くこととなりました。現在の率直な思いを教えてください。

　教区幹事就任式でも話しましたが、本来ならば、私の教区幹事就任は必要なかったはずだ
と思っています。つまり、小西陽祐先生が体調を崩されなければ、そのまま小西陽祐先生が
北海教区幹事としてお働きを続けておられたはずで、そうできるなら、それが一番、良かっ
たと、私は今でもそう考えています。
　新型コロナウイルス感染症の日々が始まり、それまで当然と考えられてきたことを、一つ
一つ、改めて考え直し、対応し直さなければなりませんでした。北海教区の働きを考える時、
北海教区幹事に多大な負担がかかってしまったことは事実だと思います。
　小西先生は今も、体調が完全には回復せず、苦しんでおられます。私たちは、そのことを
忘れてはいけないのだと思います。
　教区幹事が休務される中で、北海教区は一年以上の時間を過ごしました。五役会、常置委
員会を中心に、教区幹事休務の状況をなんとかカバーしようと懸命に立ち続けてきました。
しかし、「教区幹事不在」の時間が続けば続くほど、「北海教区における教区幹事の必要性」
が感じられました。「今、この状況の中で、私は何かをしなければいけないのではないか」
と考えました。そのようにして、今日、この時を迎えています。

質問②　
7月より週に二日程度、旭川
と教区事務所（札幌）を可能
な限り行き来しておられます。
そのお働きはどうですか？

　もちろん、まだまだ分から
ないことだらけです。今、私
のすべきことは、「周りの人た
ち、周りの状況をよく見るこ
と」「少しずつ理解を深めるこ
と」「そこで生きて働いている
人たち、そこで起こっている
事柄の喜びや悲しみ、誇りを
少しずつだったとしても感じ
ようとすること」だと思いま
す。　　（次ページに続く）

（似顔絵イラスト：塩谷真澄）

2022 年 10 月 1日（土）韓守賢教区幹事就任式　

於　北海道クリスチャンセンター



－　5　－

質問③　
大切にしたいこと、大切にしてきた　
ことをお聞かせください。

　一つ目に、「私が大切にしたいこと
／大切にしてきたこと」は、「一人の
人間として尊厳を持って生きていき
たい」ということです。
　在日コリアンとして、日本社会、
韓国社会で生きてきました。私はこ
れまで一人の人間として、尊厳を持っ
て生きることができない時間が長く
続きました。
　なぜ、私はこんなにも生きづらさ
を感じるのか？
　なぜ、私が、私の感じる生きづら
さを話しても、周りの多くの人たち
は理解できないのか？
　この問いは、私の半生を動かす原
動力となり、牧師として北海道に来
ていました。「私は、一人の人間とし
て尊厳を持って生きていきたい」と
いうことです。そして、「一人の人が、
自分自身の尊厳を求める」というこ
とは、「他の人の尊厳を尊重する」と
いうことと切り離せません。それが
「神への信仰につながっていく」のだ
と思います。
　だからこそ、私は「平和」を求め
る働きに少しでも繋がりたいと願っ
てきました。そして、今、三十年近い、
信仰生活の末に、私は一人の人間と
して、「私は私でよい」「私は生きて
いていいんだ」と素直に思えるよう
になりました。

質問④　
北海教区のみなさんへのメッセージを
ひと言お願いします。

　北海教区 関係者の皆様、これから、い
ろいろなことがあると思いますが、どう
ぞお赦しください。先に謝っておきます。
どうも、すみませんでした。
　自らの小ささを心に刻みつつ、それで
も一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
できるならば、思いや祈りを聞き合い、
すべての思いや祈りが一つにならなかっ
たとしても、共に歩んでいくことを願っ
ています。
　特に、今体調を崩しておられる方、様々
な理由により望んでおられるお働きがで
きない何人かの方たちの顔が具体的に浮
かんできます。そのような方の感じてお
られる痛みを、足りない想像力ですが、
少しでも想像力を働かせたいと思います。
　そして今、望んでいる働きのできない
方たちにも、神様はその方たちだからこ
そできること、その方たちがいるからこ
そなされることをご存知なんだ、と信じ
ています。「共に歩みましょう」

　私は北海教区幹事、ひいては牧師
の働きの本質は、「自分がしたいこと」
をすることにあるのではなく、「自分
がすべきだと思うこと」を、つまり、
「その現場において求められているこ
と」をすることにある、と考えます。

　ですから、祈りつつ、心を落ち着
けて、周りの人や状況を、謙虚に見
つめ、私が何をすべきであるかを、
考えつつ、歩みたいと願っています。

　「コロナ」時代を経験して、北海教
区幹事の働きも、「変わるべきこと」
と「変わるべきでないこと」を、改
めて、整理し、選び取ることが求め
られているのだと思います。

　二つ目の「大切にしたいこと」は、
2021 年度、木村拓己北海教区副議長が
教区財政検討小委員長として、連続宣教
協議会で大切なテーマについてお話にな
りました。「北海教区の連帯と財政の在
り方」について、具体的な数字、資料を
丁寧に、簡潔に示しながらお話しくださ
いました。
　私は、「北海教区に連なる人たちには、
このテーマ、『北海教区の連帯と財政の
在り方』について真剣に考えることが求
められている」と考えます。「状況の変
化に合わせて、改めて、今後、『北海教
区の連帯と財政の在り方』はどのような
内容・形がふさわしいのかと、頭を悩ま
せ、心を痛めながら、それでも、現実を
直視しつつ、選び取らなくてはならない
のだ」と考えています。
　けれども、どのような状況にあっても
信仰による希望を見失うことのないよう
願っています。もちろん、簡単な歩みと
はならないでしょう。
　それでも、「神は、何を願っておられる
のか？」「私は、私たちは、神の御心の
前で、どのように生きていきたいのか？」
そのことを問い続け、祈り求め続けたい
と願うものです。



－　6　－

第 69 回年頭修養会報告
　前号の教区通信第 215 号で、「北海教区第 69 回年頭修養会報告」を　
一度掲載させていただきましたが、今回、改めてより詳細な報告をいた
します。内容は【全体を振り返って】と【年修アンケートから見えてく
るもの】、　【機材ポイント】の 3 つです。どうぞご覧ください。

第 69 回年頭修養会担当　道北地区　

特集②

第 2 弾

【概　要】　（教区通信 215 号道北地区報告より再掲）
　
　日　　時：2022 年 7 月 18 日（月）午前 9 時 40 分～午後 12 時 30 分
　開催方法：オンライン（メイン会場　旭川豊岡教会）
　参加人数：246 名（概算）、端末（スマホ・PC・タブレット）接続数 99 台
　内　　容：
　　　9：40　開会礼拝・オリエンテーション・教区アワー
　　 10：00　プログラム 1「それぞれの連帯」
　　　　　　　・一人暮らしの教会員の方の看取り体験（旭川六条教会　工藤和恵さん）
　　　　　　　・あらためて連帯を考える（アイヌ民族情報センター　三浦忠雄主事）
　　　　　　　・地域活動：①食糧の分かち合い（名寄おすそわけ愛隊報告）
　　　　　　　　　　　　　②道北クリスチャンセンターと大学生の報告
　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤大道地区委員長による代読と動画）
　 　11：00　こども向けゲーム
　 　11：10　プログラム 2「これからの教会」
　　 12：10　讃美歌　いろんな言葉（日本語・韓国語・アイヌ語・ブヌン語・手話）で賛美。
　 　12：30　閉会祈祷　番外編　年修川柳結果発表
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１．全体を振り返って　（文責：伊藤大道）

　今回の年修では、主題となる「連帯」について 3 人の方か
らそれぞれのお働きを通してお話しいただきました。後半で
は、講演を受けて参加者の方にどのような連帯ができるか意
見や考えを出し合っていただきました。ただ、これについて
は少し意見がまとまり切れなかったという印象があります。
オンラインという特性に加えて、司会進行がうまくいかなかっ
たことが大きな要因かと思われます。事前にもう少し準備をし
ておかなければならなかったと反省しています。
　また、これもオンラインという制約があるので仕方ありませんが、どうしても参加者同士の交流という面で
不十分だったことは否めません。そのあたりについても、もっとプログラムの中で工夫できればよかったと思
います。ただ、今回のオンラインによる年修を通して技術や機材面で必要なことが見えてきましたし、オンラ
インの可能性がさらに広がりました。オンラインだからこそ、距離を気にせずに画面越しであっても出会うこ
とができるというのも大きな利点です。今回の結果が、さらに次につながることをこころから願っています。

２．第 69回北海教区年頭修養会アンケートから見えてくるもの　　（文責：齋藤麻実）

　第 69 回北海教区年頭修養会の最大の特徴は、「はじめてオンラインで開催されたことだろう」と感じてい
ます。年頭修養会実行委員会で確認できた参加者は 246 名、（接続台数は 99 台）でした。年頭修養会の後、
参加者のみなさんにアンケートを依頼し、61 名の方からの回答を得ました。ご協力ありがとうございました。
そのアンケートの結果から見えてくるものを共有したいと思います。
　参加形態ですが、アンケートに解答してくださった方の 70% は教会に集まって参加、約 27% の方が自宅か
らの参加でした（中には自動車の運転をしながら参加していたという解答もありました）。様々な事情で教会
まで行くことが叶わなくても、オンラインだからこそ、自宅で参加することができるのも「オンライン開催」
の大きなメリットですね。
　オンライン開催に関して、一番重要であるのは「音声の聞こえやすさ」そして「画面構成の見やすさ」です。
この二点においては、95% を超える方々から「見やすかった」「聞こえやすかった」という解答をいただきました。
　オンラインにはたくさんのメリットがあります。しかし最大のデメリットは「交流が十分にできないこと」
なのではないかということがアンケートにも反映されています。「    今回のオンライン  による年修の信徒・教会
の交流についてどのように考えますか」という質問に対しては、72% の方が「物足りなかった」という解答
でした。オンラインだとどうしてもコミュニケーションが一方通行になってしまいがちな面は否めません。実
開催だと、プログラムの合間に自然と発生するおしゃべりも、オンラインではなかなか難しいことは事実です。
また、意見交換の際、主会場からの音声は聞こえやすくても、参加者からの声は設備の関係で聞き取りづらい
という技術的な問題もあります。
　しかし、今後の年頭修養会の開催方法について、約 80％の方が「実開催」と「オンライン開催」の併用（ハ
イブリッド方式）がよいと回答されています。それは「オンライン開催」のメリットを感じながらも、物足り
ない部分も感じている方が多いということの現れなのかなと感じています。ハイブリッド方式であれば、それ
ぞれのメリット、デメリットを比較したうえで自分で判断することができます。言い方を変えると、多くの方々
が「コロナの時代が終わっても、オンラインの活用はなくならない」と考えておられるのではないでしょうか。
　もちろん、「実開催」と「オンライン開催」の併用（ハ
イブリッド方式）にも様々な課題があるでしょう。たと
えば「参加費」一つをとっても様々な考え方が出てくる
ことが想像できます。しかし、今回のアンケートにも、

「オンラインだからこそ、はじめて年頭修養会に参加する
ことができました」という回答がありました。もちろん、
実開催で、直接出会うことでしか得られないものもある
でしょう。しかし、距離や時間を超えてつながることが
できる「オンライン」そして「実開催」との併用である
ハイブリッド方式にある意味「期待」をされている方が
多いのではないかと感じさせられています。

伊藤大道牧師（興部伝道所・稚内教会）

年修全体の奏楽者、川嶋めぐみさん（旭川豊岡教会）
Zoom画面隅には、別画面やテロップが見られます。
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３．「69 年修 機材ポイント」　（文責：韓守賢）

【1. 何を、したのか？】
　「Zoom ミーティング」を使用して、「オンライン
参加者」と「旭川豊岡教会 礼拝堂での参加者」に「ハ
イブリッド方式」で配信しました。

  1-1. 音声配信
　異なる場所からの複数人の声（講壇、会衆席、
パイプオルガンの前）、パイプオルガンの音、動
画の音、効果音などを配信。ただし、「ハイブリッ
ド方式」においては、ネットから会場の音声ミキ
サー（兼 オーディオインターフェース）に入って
きた音をもう一度、ネットに返さないようにする
ことが重要になります。

  1-2. 映像配信
　複数の視点（カメラ）からの映像を配信。
  1-3. 皆様に、特に、知っていただきたいこと

　「ハイブリッド方式」での配信は、「普通のオン
ライン会議」とは、必要になる「機材・知識」が
違う！ ということです。つまり「一人が一台のノー
トパソコンやスマートフォンの前に座って参加す
る」のとは違うのです。ましてや「配信」するた
めには、「受信」するよりも求められる機材・知
識が増えるのです。

  【2. どのように、したのか？】
  2-1. 使用した機材
［音声］マイク４本、音声ミキサー（兼 オーディ
オインターフェース）、効果音発生機、パワーア
ンプ、スピーカー、パイプオルガン

［映像］カメラ２台、映像スイッチャー、
［ノートパソコン］音声・映像配信用、モニタ用、
発題者用、会場参加者用、予備用

［プロジェクタ、スクリーン］会場参加者用
［ ケ ー ブ ル ］USB ケ ー ブ ル、HDMI ケ ー ブ ル、
XLR ケーブル、電源ケーブル、他

  2-2. 機材の使用・運用にあたっての注意点
（音声配信における注意点）
　ハウリング回避のために「マイナスワン」を作
る。つまり、ネットから「会場の音響ミキサー（兼 
オーディオインターフェース）」に入ってきた音
をネットに返さない。また、人の声、楽器の音、
動画ファイルの再生、効果音、すべてボリューム
が異なります。それらの音声バランスを整えまし
た。

（映像配信における工夫）
　二画面分割、ワイプ画面、場面転換における映
像効果、映像スイッチャーの活用。

  2-3. 全体的な注意点
いずれにしても、「69 年修」プログラム全体の流

れを事前に把握し、それに応じた機材設営・運営
をすることが必要でした。そのために、事前シミュ
レーション・リハーサルを丁寧に行いました。ま
た、「オンライン参加者」はどうしても受け身に
なりやすいと思います。ですので、少しでも「参
加者」が退屈しないように、「配信」内容が一様
にならないよう、「遊び心」を加えようとしました。
ex）効果音、テロップ、映像のアップ、映像の場
面転換、「川柳」も！

  【3. なぜ、したのか？】
　2022 年 4 月の時点で、「コロナ」感染状況が収
束しない状況が続いていました。そのため、北海
教区「第 69 回年頭修養会」は、すでに、二年間も
延期されていました。これ以上、延期することは、
担当地区である道北地区にとって大きな負担とな
ることが明らかでした。

　そのような中で、「オンライン」を活用し、年頭
修養会を開催することを決断しました。前例の無い
ことでしたので、簡単ではありませんでした。また、

「オンラインでのやり取り」が主体となると、当然、
「コミュニケーションの質」が制限されてしまいま
す。
　それでも、「今、できることをやるしかない」と
考えました。同時に、「ハイブリッド方式」での集
会は、これから北海教区の宣教活動において、不可
欠なものになるだろう。そのために、運営側も参加
者も経験値を増やすことが必要だと判断しました。

  【4. これから、皆で考えるべきことは？ ～まとめと
しての論点整理～】
① 「ハイブリッド方式」での集会を運営するという
ことは、「普通のオンライン会議」とは違う！
② 特に、ハウリングを避けるために、音声の取り
扱いが非常に重要（「マイナスワン」を作る）。
③ そのためには、必要な機材を少しずつ整えてい
かなければならない。特に、「受信」側にとどまる
のではなく、「配信」側を担う場合には、必要な機材・
知識が増えざるをえない。
④ これからの時代、「（1）まずは、『オンラインの
活用』が大前提となる」「（2）その上で、『会場に実
際に集まる人数』について考える」という順番にな
ることが予想される。

　「食わず嫌い」ではなく、「今、できること」を地
道に着実に積み重ねていくことが必要だと思いま
す。その際、大事なことは、「楽しむこと」「一緒に
やってくれる仲間」だと思います。北海教区、各地
区、各教会・伝道所の宣教活動に「オンラインの活
用」を生かしていけると良いですね！
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主な議決事項 

    ※紙面の都合上、全ての議案を掲載していません。
　    また、議案名を省略しています。
第 42 回日本基督教団総会議事日程　可決
教団総会議長選挙　  雲然俊美（秋田桜）
教団総会副議長選挙  藤盛勇紀（富士見町）
教団総会書記選挙　  黒田若雄（秋田桜）
常議員選挙で教職 14 名、信徒 13 名を選出した。
総幹事選任に関する件　
　→候補者の推薦に至らず選任を常議員会に付託。

出版局局長選任に関する件
→候補者を得られず、飯光
局長代行が継続となった。
2022 年秋季教師検定試験
合格者承認　可決
2018 年 度 ～ 2021 年 度 教
団歳入歳出決算を常議員会
に付託。→決算に 50 万円
の齟齬が生じたため。
2022 年度教団歳入歳出実
行予算　可決

2023 年度教団歳入歳出原予算　　可決
2018 ～ 2021 年度部落解放センター決算承認　可決
2022 年度部落解放センター予算　　可決
2018 ～ 2021 年度出版局決算承認　可決
2018 ～ 2021 年度年金局決算承認　可決
2023 年度年金局財務計画案承認　　可決
機構改定の目的と課題を確認する件   可決
　→修正動議が出るも少数否決となり、原案可決。
教規 132 条変更に関する件　可決

→隠退教師が代務者として復帰するときは、受けていた年
　金の一部または全部を継続して給付できる。

「謝恩金規則」廃止に関する件　可決
教憲 9 条改正に関する議案〔九州教区〕
　→審議の時間がなく、九州教区により議案取り下げ
伝道資金規則改定に関する件〔九州教区〕廃案
教規 61 条等の一部を改正する件〔九州教区〕廃案
沖縄教区選出議員の出席まで、教規変更を伴う教団機構改定
の教団総会決議を行わない件〔京都教区〕否決

教団機構改定に関する検討資料
Ⅱを破棄する件 [ 京都教区 ]否決

「日本基督教団『教憲 1 条』の
本旨に沿う教会となるために、
教団・各個教会・各教区におい
て教規を正しく解釈し、正しく
運用すること」を求める件〔東
北教区〕廃案
沖縄宣教連帯金に関する件〔兵
庫教区〕　  否決

日本基督教団における同性愛者をはじめとするセクシュア
ル・マイノリティ差別問題に取り組む件〔兵庫教区〕廃案

「日本キリスト教団の教師論」承認撤回〔兵庫教区〕   廃案
教団機構改定の議論を直ちに凍結する件〔兵庫教区〕  否決
北村慈郎教師への免職戒規適用無効、免職撤回を求める議案

〔神奈川教区〕上程せず
聖餐のあり方について慎重かつ十分に議論する場を教団内に
設置する件　廃案
常議員選挙半数連記〔神奈川教区〕否決
教団機構改定の根幹となる意志を確認する件 [ 小笠原純議
員 ]否決
日本基督教団が地球温暖化防止を宣教の課題とし、日本政府
に地球温暖化防止に関わる国際協定「パリ協定」の目標早期
達成を原子力発電に依存しないで行うことを要望する議案

〔管恒敏議員〕廃案
日本基督教団教規 1 条及び教規 2 条の改定に関する件〔佐
久間文雄〕廃案

「合同」特設委員会を再設置する件〔伊藤朝日太郎議員〕廃案
辺野古新基地建設を直ちに中止するよう求める件〔伊藤朝日
太郎議員〕廃案

第 42回　日本基督教団総会報告
　2022 年 9月 27日（火）から 29日（木）にかけて、第 42回日本基督教団総会が池袋メトロポリタン
ホテルで開催された。本来 2020 年 10 月に開催予定であった同総会は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のために、41総会期を 2年延長し、実に 4年ぶりの対面開催となった（教団総会は一期 2年）。
　石橋秀雄前教団総会議長は、仮議事日程の審議中、神奈川教区から提案された議案第 55号（北村慈郎
教師の免職撤回を求める議案）を巡って、上程もせず議案の内容に踏み込み、持論を展開した。
　議場から再三にわたって「上程して審議してほしい」との声があったにもかかわらず、マイクを占有す
る形で、廃案とした。各教区から提案された議案を議長の独壇場で排除することがあっていいのだろうか。
　その他、14の各教区から提案された議案が審議未了廃案となっている。その姿勢は、雲然俊美新総会議
長にも引き継がれ、少数意見を切り捨て、発言者によって態度を変える恣意的な議事運営に終始した。「地
方の小規模教会の声を聞く」と言いながら、沖縄教区に対して「恫喝」ともいえる沖縄宣教連帯金の一方
的減額（復額）、沖縄教区不在のまま進めようとしている機構改定は、傲慢そのものである。
　とにかく議論しない、権力によって自分たちのしたいように行使しながら、総会の議事が進められたこ
とに強い憤りを感じざるを得ない。　　　　　　　　　　　　　　　（北海教区書記　齋藤開）

質問する島田繁明議員（帯広）

意見を表明する柴田もゆる議員
（函館千歳）
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2022 年度　第 1 回　常置委員会（抄）

日時  2022 年 8 月 29 日（月）17：01 ～ 20：42
場所  ZOOM（オンライン）
出席  原

は ら か ず と

和人（議長・札幌手稲）、木
き む ら た く み

村拓己（副議長・美唄）、
　　  齋

さいとうかい

藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）、杉
すぎおか

岡ひとみ　　
　　  （千歳栄光）、西

に し ま き ま さ た か

間木公孝（宣教部委員長・新得）、
　　  辻

つ じ な か あ き こ

中明子（島松）、西
にしおかともひろ

岡知洋（余市）、板
い た や よ し ひ こ

谷良彦（札幌
       北部）、 松

ま つ し ま な お こ

島直子（札幌手稲） 、佐
さ く ま み つ あ き

久間光昭（置戸）、
         太

お お た ち よ

田千代（月寒）    
陪席  韓

はんすひょん

守賢 ( 教区幹事・旭川豊岡 ) 、今
い ま だ ま さ ゆ き

多正行（財務部委
　　  員長・札幌元町）、石

いしかわひろみち

川宣道（有珠山噴火救援小委員長・
　　  室蘭知利別）

※ 2022 年度第 1 回常置委員会より、各部・各委員長（常
置委員が在籍していない委員会）の報告事項への陪席を要
請することとなった。

審議事項
1．前回常置委員会議事録承認に関する件　可決
2．札幌教会との関係回復に関する件　継続審議
3．第 82 回北海教区定期総会付託事項に関する件  継続審議
　　①第 83 回定期総会開催場所並びに日程に関する件
　　②第 82 回定期総会議事録承認に関する件
4．第 82 回北海教区定期総会決議執行に関する件　可決
5．議長書簡に関する件　可決
6．信濃町教会諸教会連帯資金申請に関する件　可決
7．教区新着任教師オリエンテーション開催に関する件 可決
8．第五次長期宣教計画策定に関する件　継続審議
9．教区幹事業務に関する件　  継続審議
10．芦別祈りの家に関する件　継続審議
11．新型コロナウイルス感染症に伴う各教会・伝道所への
        対応に関する件　継続審議
12．十二使徒教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 25
        条による申請（除却）に関する件　可決
13．連続宣教協議会開催に関する件　継続審議
14．教区幹事就業規則に関する件　　継続審議
15．次回常置委員会日程に関する件　可決
16．委員補充に関する件　可決　連帯部門：福島義人（野幌）

2022 年度　第 2 回常置委員会（抄）

日時 2022 年 10 月 25 日（火）15 時 03 分～ 19 時 29 分
場所 野幌教会と ZOOM のハイブリッド
出席 原和人（議長・札幌手稲）、木村拓己（副議長・美唄）、
　　 齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）、杉岡ひとみ
        （千歳栄光）、西間木公孝（宣教部委員長・新得）、
　　 辻中明子（島松）、 西岡知洋（余市）、板谷良彦（札幌
        北部）、松島直子（札幌手稲）、佐久間光昭（置戸）、
        太田千代（月寒）
陪席 韓守賢 ( 教区幹事・教区幹事 ) 、福

ふ く し ま よ し と

島義人（会場教会・
　　 野幌教会）
審議事項
1．前回常置委員会議事録承認に関する件　可決
2．札幌教会との関係回復に関する件　継続審議
3．第 82 回北海教区定期総会付託事項に関する件  継続審議
　　①第 83 回定期総会開催場所並びに日程に関する件
　　②第 82 回定期総会議事録承認に関する件　可決
4．謝恩日献金への取り組みに関する件　可決
5．第五次長期宣教計画策定に関する件　継続審議
6．教区幹事業務に関する件　審議終了
7．芦別祈りの家に関する件　継続審議
8．新型コロナウイルス感染症に伴う各教会・伝道所への　
      対応に関する件　継続審議
9．連続宣教協議会開催に関する件　可決
10．教区幹事就業規則に関する件　 継続審議
11．北広島教会の謝儀保障申請承認に関する件　可決
12．麻生教会の開拓伝道資金長期貸付申請承認に関する件 可決
13．教師検定試験受験者推薦に関する件 可決  補教師：久保吉隆
14．2022 年度常置委員会日程に関する件　可決

常置委員会報告

2022 年度第 2回常置委員会では、オンラインと対面でのハイブリッド開催を試みました。
野幌教会に会場をお借りし、福島義人牧師より野幌教会の状況を聞かせていただき、祈りを合わせました。
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2022 年度　第 3 回常置委員会（抄）

日時  2022 年 11 月 25 日（金）17 時 30 分～ 21 時 51 分
場所  ZOOM（オンライン）
出席  原和人（議長・札幌手稲）、木村拓己（副議長・美唄）、
　　  齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）、杉岡ひとみ
        （千歳栄光）、西間木公孝（宣教部委員長・新得）、
　　  辻中明子（島松）、西岡知洋（余市）、松島直子（札幌
         手稲）、佐久間光昭（置戸）
欠席  板谷良彦（札幌北部）、太田千代（月寒）
陪席  韓守賢 ( 教区幹事・旭川豊岡 ) 、石川宣道（有珠山噴
　　  火救援小委員長・室蘭知利別）、島

し ま だ く み こ

田久美子（財務部
　　  委員・月寒）
審議事項
1．前回常置委員会議事録承認に関する件　可決
2．札幌教会との関係回復に関する件　継続審議
3．第 82 回北海教区定期総会付託事項に関する件　継続審議
　　①第 83 回定期総会開催場所並びに日程に関する件
4．第五次長期宣教計画策定に関する件　継続審議
5．芦別祈りの家に関する件　継続審議
6．新型コロナウイルス感染症に伴う各教会・伝道所への
      対応に関する件　審議終了
7．「教師の辞任・就任」パンフレット改訂に関する件 継続審議
8．教区幹事就業規則に関する件　継続審議
9．十二使徒教会の丸山澄夫主任担任教師代務者辞任承認
      申請に関する件　可決 
10．十二使徒教会の久世そらち主任担任教師代務者決定
        承認申請に関する件　可決
11．札幌北光教会の教団開拓伝道援助金  貸付申請承認に
        関する件　可決
12．麻生教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 27 条に
        よる申請（建物の除却）承認に関する件　    可決
13．麻生教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 27 条に
        よる申請（建物の取得）承認に関する件　    可決
14．麻生教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 27 条に
        よる申請（土地用途変更）承認に関する件　可決　
15．置戸教会の宗教法人「日本基督教団置戸教会規則」
        変更に関する件　可決
16．置戸教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 27 条に
        よる申請（建物の除却）に関する件　可決
17．次回常置委員会日程に関する件　　　可決

2022 年度　第 4 回常置委員会（抄）

日時  2022 年 12 月 14 日（水）17 時 32 分～ 21 時 52 分
場所  ZOOM（オンライン）
出席  原和人（議長・札幌手稲）、木村拓己（副議長・美唄）、
　　  齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）、杉岡ひとみ
        （千歳栄光）、西間木公孝（宣教部委員長・新得）、
　　   辻中明子（島松）、西岡知洋（余市）、松島直子（札幌
　　   手稲）、佐久間光昭（置戸）、太田千代（月寒）
欠席   板谷良彦（札幌北部）
陪席   韓守賢 ( 教区幹事・旭川豊岡 ) 、今多正行（財務部委
　　   員長・札幌元町）
審議事項
1．前回常置委員会議事録承認に関する件　可決
2．札幌教会との関係回復に関する件　　　継続審議
3．第 82 回北海教区定期総会付託事項に関する件  可決
　　①第 83 回定期総会開催場所並びに日程に関する件 
　　　日程　2023 年 5 月 3 日（水・休）～ 4 日（木・休）
           場所　札幌北光教会
4．第五次長期宣教計画策定に関する件　継続審議
5．第四時長期宣教計画総括に関する件　継続審議
6．2023 年度教区歳入歳出予算案（付；負担金配分）に
　  関する件    継続審議
7．2023 年度教職謝儀基準改定に関する件　継続審議
8．中標津伝道所の 2021 年度教職謝儀保障費返還に関する件
　  可決
9．士別教会の援助費（代務者謝儀）返還に関する件　可決
10．芦別祈りの家に関する件　継続審議
11．「教師の辞任・就任」パンフレット改訂に関する件 継続審議
12．教区幹事就業規則に関する件　継続審議
13．次回常置委員会日程に関する件　可決

2022 年度　臨時（第 1 回）常置委員会（抄）
日時  2022 年 12 月 14 日（水）18 時 34 分～ 21 時 15 分
場所  ZOOM（オンライン）
出席  原和人（議長・札幌手稲）、木村拓己（副議長・美唄）、
　　  齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）、杉岡ひとみ
        （千歳栄光）、西間木公孝（宣教部委員長・新得）、
　　  辻中明子（島松）、西岡知洋（余市）、板谷良彦（札幌
       北部）、松島直子（札幌手稲）、佐久間光昭（置戸）、
         太田千代（月寒）
陪席  韓守賢 ( 教区幹事・旭川豊岡 ) 、今多正行（財務部委員長・
　　  札幌元町）
審議事項
1．第四次長期宣教計画に基づく 2023 年度活動計画に関す
      る件  継続審議
2．2023 年度教区歳入歳出予算案（付；負担金配分）に
      関する件   継続審議
3．2023 年度教職謝儀基準改定に関する件　継続審議
4．置戸教会の教団開拓伝道援助金給付申請承認に関する件　
       可決
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 昨年度から、2022 年度には礼拝をテーマに対面集会で行いたいと委員会では準備してきた。2022 年
11月 5日（土）、日程的に土曜日午前中のプログラムとなったためか、申し込み者数が伸び悩んだことも
あり、直前になってオンライン参加も可能とする形で急遽呼び掛けての開催となった。 
 礼拝によって信仰生活が豊かにされることが、教会の課題と受け止め、コロナによって閉ざされたか
に見える諸教会の様子を聞きながら、前向きにとらえる実践を紹介したいと準備し、二つの発題を聞き、
関連する手話による主の祈りを練習し閉会礼拝に取り入れることが当日の柱となった。 
 開会礼拝、オリエンテーションに続いて、「オンラインを用いた合同礼拝の体験と可能性」と題しての
発題を、月寒教会の島田久美子さんからうかがった。コロナ禍と主任牧師不在の状態で、行き詰まりそう
になる時の願いを受け止めてくれる関りが築かれ、道が開かれていく様子が語られた。まずやってみよ
うと声を上げ、必要な助けを求めることの大切さが示された。ただ配信を受けるだけの礼拝ではなく、互
いに役割を分担し、共に礼拝を作り上げていく姿勢を学ぶ時となった。やってみようとの決意と助け手
にたどり着く関係構築が、日常的な課題となることを知らされた。 
 
 休憩をはさんで、真駒内教会の高谷昌子さんを中心
に、「手話を取り入れた礼拝」と題して発題がなされ、
真駒内教会での実践が紹介され、分かち合われた。 
 CSの賛美に取り入れていた手話もあったというが、
主日礼拝で採り入れる決断に至っていなかった。しか
し、「主の祈り」を一緒に祈る時に手話を採用すること
で、言葉の意味を改めて考えることにつながったとの
こと。参加者は、閉会礼拝でその体験を与えられた。 
 集会参加形式の変更によって、予想外に新潟からの参加者もあり、情報伝達の速さを感じた。また、集
会後には「わかもの」世代からのアピールもあり、互いに与えられている課題を共有することの大切さを
感じる集会となったことを申し添え、報告とする。 
 
 
 
 
 
 
会場参加 19名 
(含・配信協力）。 
Zoom 16名。 

 
真駒内教会からの発題の様子 
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ど・れ・に・し・よ・う・か・な？ 
置戸教会 牧師 荒谷陽子 

 
うーん、ど・れ・に・し・よ・う・か・な。何がって、写真です。今年度ほど、記念写
真の多かった年は、置戸教会 72年の歴史の中でなかったのではないかと思います。旧会
堂での最終礼拝、新会堂での初礼拝。韓守賢幹事に説教とオンライン配信のご奉仕をい
ただいた献堂記念礼拝と献堂式。原和人議長が司式をしてくださった按手礼式礼拝、続
いて新会堂での初のクリスマス礼拝。いったいどの写真を飾ろうか？額が足りない、壁
も足りない…嬉しい悩みです。そしてこの原稿にも、いった
いどれを載せようかしら。 
 
悩みつつ記念写真を眺めていて気が付きました。記念写真
を見る嬉しさは、その場の晴れやかさがよみがえるからだけ
ではない、ということに。その記念の場に、思いがけずこの
人が来てくださった、この人も遠くからかけつけてくださっ
た、なかなか来られないこの人が来れた…と思い出すことが、
大きいのです。喜びを分かち合ってくださる方の存在を改め
て認識し、つながりの温もりをかみしめることが嬉しいので
す。キリストを頭とする体の、目立たぬ部分、か弱い部分が大
切にされているということに、感謝があふれ出すのです。 

 
「小さな群れよ、恐れるな」神様はそうおっしゃって、無鉄砲に思われた新
築計画へと私たちの背中を押してくださいました。応援してくださる方々が
いなければとても乗り出せなかった荒海です。でも、思いがけない素晴らし
い土地が与えられたことをはじめ、多くの人がエールやお宝を送ってくださ
り、またとない恵みの航海となりました。この町の人からもです。少なから
ぬ人たちが教会の新築に大きな関心を寄せてくださり、特に保育園に通った
方々は、解体前に最後にもう一度中を見たいと言って見えたり、三角屋根の
十字架を処分するなら引き取りたいとおっしゃったり、鐘はどうするの、も
う鳴らせなくなるのと心配してくださったり、そうかと思えば新会堂の裏道

に、ご近所の方が何週間もかけ
て花を植えてくださったり・・・
涙が出そうなことがいくつあっ
たことでしょう。新築を機に、町
でのつながりを確認できたのも、
思いがけない恵みでした。航海を終え、向こう岸にたどり
着いた今、私たちは航海で体験した奇すしきみ業の数々を、
ますます朗らかに証していきたいと願っています。 
 

新会堂での初礼拝 

建ちました！ 

目の前は広い町有地 

新会堂初礼拝 

献 堂 式 

オープンチャーチ・ 
ミニバザー 
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2022

塗装&補修ワーク＠余市教会(8月5日~6日)

⾰新部⾨委員会Bグループ

シン・ワカモノの集い

オンライン学習会
「カルトはその隣に」
（11月27日）

　余市教会を会場に、ペンキ塗りを中心とした補修ワ
ークに久々に対面&宿泊で集まりました。参加者は小学
校2年生から大人まで、また道外からSCF（学生キリス
ト者友愛会）のみなさんが交流のためにはるばる西東
京教区から来て下さいました♪
　顔を合わせて笑える、語り合えるって幸せだね…と皆
がつくづく思ったことでした。お支えくださった皆様に
感謝！！

一人で悩まず、
相談してくださいね。
人と繋がることが
大事です！

学習会参加者の感想（抜粋）

・カルトは思っていたより身近に潜
んでいて、あらゆる勧誘方法で近づ
いてくるのが怖いと思いました。
（中高生保護者）

・偏った考えを持つ人たちから自分の
身を守るために、宗教と哲学の幅広い
知識を得ることが必要だと感じまし
た。（高校生）

・緊張ガッチガチだった。でも、意見
を言えたり同じことがあったり楽しか
った。（小学生）

・願わくば、札幌や道内の具体例をも
う少し挙げて頂きたかったと思いま
す。（一般有志）



－　15　－

翌朝は、東京神学大学に献身した水野七星の奉仕教会
である狛江教会を訪れました。
それぞれに幼少期のCSを思い起こしながら楽しくCS礼拝・
分級に加わり、主日礼拝では受洗者が狛江教会の皆様
と共に聖餐に与りました。礼拝後、狛江教会の青年の皆
さんと食事を囲んで交わりの時を持ちました。
旅の締めくくりは阿佐ヶ谷教会で行われた西東京教区ユ
ース・クリスマスでした。短い時間に本当に豊かな出会い
が備えられ、満たされた心で帰路につきました。

教会の中で青年はマイノリティですが、歳の近い仲間と
教会生活や人生の歩み、試行錯誤を共にすることは、本
当に祝福されたことだと日々実感します。私は、こうして
仲間達と主にある交わりの中で歩み、そして帰っていって
自身の教会に仕えていきたいと思っています。
この派遣に力をお貸しくださった皆様、祈りの中に覚えて
くださった皆様、本当にありがとうございました。
これからも札青協は、教区内はもちろん他教区とも豊か
な交わりに努め、教区の中にある青年会として役割を果
たしつつ、皆様に向かって開いた活動をしていきたいと思
っています。ぜひ祈りの中にお覚えください。

西東京教区に行ってきました！西東京教区に行ってきました！
2022年12月3日(土)〜12日4日(日)

北海教区⻘年派遣北海教区⻘年派遣
feat. SCFクリスマス会feat. SCFクリスマス会

前列:北海教区チーム(札青協から2名と北海教区から献身・進学・就職した
仲間たち)　後列:狛江教会青年の皆さんと岩田昌路牧師

野幌教会の水野天音(21)です！
札幌地区の「札幌地区教会青年協議
会」(通称札青協)のメンバーです。

北海教区と宣教協約を結ぶ西東京
教区には学生キリスト教友愛会(通称
SCF)という青年会があり、昨年北海
道で行われたSCF夏季キャンプで札
青協と交わりを持ちました。

これを受け、教区革新部門のご協力
のもと、2022/12/3に中野にあるSCF本
部で行われたSCFクリスマス会に参加し
ましたので、ご報告いたします。

北海教区派遣チームで東京駅に集合し、再会
を喜びました。というのも、私たちは全道中高
生春の集い等の教区イベントで知り合いずっと
仲良くしていますが、地域や教会はバラバラ
で、進学・就職を機にさらに地理的に離れて行
っていました。今回、札青協から参加した私と
今橋与歩さんが、離れ離れの友達と教区の交
わりの中で再会しようと声をかけたのでした。
SCFクリスマス会は不思議な高揚感と暖かさで
私たちを包み込むように迎え入れてくださり、
各々思い思いに素敵な時間を過ごしました。
一人ひとり様々な思いを持って活動する札青協
メンバーにとって、印象深い時間でした。

12/3 Sat.12/3 Sat. 12/4 Sun.12/4 Sun.

SCFクリスマス会集合写真:北海教区メンバーとSCF
主事野田牧師を含むSCFの皆さん
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共に生きる教会形成 教区集会 

旭川豊岡教会 川嶋めぐみ 

 2022年9月19日（月）久しぶりに「共に生きる教会形成 教区集会」を開催することができました。まだ対
面での集会は難しいだろうと考え、初めてのオンラインでの開催となりました。オンラインということで、参
加に不安を感じる方々も多いのではと思いましたが、皆さんそれぞれ、お家からだったり教会に集まったりし
て、出席してくださいました。 
 テーマは「生き生きと教会生活を送るために」。講師として、満岡孝雄先生（医療法人満岡内科・循環器科
クリニック 院長・理事長、帯広教会会員）をお迎えし、元気と若さを保つために必要な食生活や運動に関し
てお聞きしました。2005年から「アンチエイジング医療」に関心をもたれ、2010年北海道で初めての「日本抗
加齢医学学会認定医療施設」の認定を受けた満岡先生は、実際の年齢よりもはるかにお若く見えました。ご自
身の普段の食生活で気をつけていらっしゃること、毎日続けることが大切な簡単な運動、実践していた方の食
事など、とてもわかりやすくお話しくださいました。食べることが大好きで、お酒も大好きで、しかも「我慢
する」ということを大の苦手とする私でもすぐに実行できそうな内容だったので、ワクワクしながら聞いてい
ました。先生のお話を聞いた後、5～6人のグループに分かれて分かち合いの時を持ちました。 
私が参加したグループでは、やはり食生活で気をつけていることや、毎日続けている軽い運動（スクワット！）
などの話で盛り上がりました。2年前から母と同居を始め、毎日の献立に頭を悩ませている私にとって、とて
も助かるお話をたくさん聞くことができました。 
 分かち合いの後、先生に質問する時を持ちました。闘病中の方からの質問や、肉と魚とどちらが体にいいの
かという質問など、先生はひとつひとつ丁寧に答えてくださって、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 
 まだまだ顔と顔を合わせて、というのは難しそうです。でも、今回オンラインで集会を開催できたこと、皆
さんと一緒に考えたり笑ったりして豊かな時間を過ごせたことを嬉しく思い、神さまの与えてくださっためぐ
みに感謝します。 

 北海教区 朗読講習会 

共に生きる教会形成グループ 西間木公孝 

北海教区朗読講習会が、2022年 10月 8日（土）午前 10時から 12時まで、北海道クリスチャンセンター
と道内の各所をオンラインで結んで行われました。講師は田中隆子さん（NPO法人札幌リーディングセンタ
ー「朗読 110番」理事長、NHK朗読講座講師、フリーアナウンサー）。全道から 15名が参加しました。例
年は北海道クリスチャンセンターに集まって行っていましたが、今回は新型コロナウイルスの感染拡大によ
り一か所に集まって行うことができませんでした。講師も自宅からオンラインでの参加し、北海道クリスチ
ャンセンターの会場はオンラインで参加が難しい方が、少人数、集まりました。会では、参加者の自己紹
介、講師から朗読の心構えや滑舌表を用いたレッスンがありました。その後、実際に「教区通信」を朗読し
て個別指導を受けました。講師から丁寧に指導していただき、朗読の基本を身につけることができました。 
オンラインでの開催ということで、講師も参加者も不安がありましたが、韓守賢教区幹事の技術的サポー

トにより問題なく行うことができました。オンラインを用いたことで、これまで参加したくても遠方のため
参加できなかった方々が、自宅や教会から参加することができて、良かったです。 
これからもこのように、全道から参加できる会にしていきたいと思います。 
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平和部門委員会   

平和部門委員会連続講座「身近にあるカルト」 

 

井田
い だ

 博
ひろ

康
やす

（帯広教会） 

 

２０２２年１２月２日、新得教会牧師の西間木
に し ま き

公
まさ

孝
たか

先生より「統一協会～その正体、戦略、

被害について」と題して講演を拝聴しました。そこで何よりも印象的であったのが「カルトは

自分の思う以上に身近に潜んでいる」ということでした。特に統一協会は２０２２年７月８日

に安倍晋三元首相が銃撃されて以来、注目されるようになり、銃撃の犯人であった山上徹也容

疑者のバックグラウンドとして統一協会に対する恨みがあったことはメディアでも取り上げら

れていました。 

統一協会に関しては私も名前だけは聞いていて、高価なものを買わせる「霊感商法」という

ものがある、そして多額の献金をしなければならないということだけは知っていました。私は

時間と共に統一協会のことなど忘れていました。しかし今回のように統一協会の実態が表面化

されるようになり、改めて統一協会、またはカルトの恐ろしさを感じました。 

講演では、統一協会の働きかけ、影響力は大きなものがあることを感じました。個人や学校

のみならず、政治、司法、メディアにも大きな働きかけをしていて、水面下で様々なところに

根を下ろし、じわじわとその範囲を広げてきたことを感じました。メディアでも明らかなよう

に、統一協会とかかわりを持った、または関係のある政治家がこれほどいたとは、と驚きまし

た。 

また、キリスト教を標榜する統一協会ですが、聖書の解釈が稚拙で、組織の運営に都合のい

いように捻じ曲げられたものであることも知ることができました。しかし聖書の解釈といえば、

私たちも同様に注意しなければならないことであることも感じました。聖書は様々な解釈がで

き、それが信仰の豊かさではあります。しかし、その豊かさを悪用してはならない。キリスト

者ひとりひとりにとって、そして特にメッセージを語る教師にとっては、統一協会同様、肝に

銘じなければならないことでしょう。 

統一協会会員の子どもたち、いわゆる「祝福２世」「宗教２世」の行く末が心配です。彼ら

は統一協会員の親を持ちその中で生活している、井の中の蛙で外部の様々な価値観に触れる機

会が少ないと聞きました。未来を担う若いそれらの方々がいち早くカルトであることに気が付

き、脱会できることを願ってやみません。 

「被害者救済法」が可決されました。しかし、それは統一協会からの救済には不十分である

ことも知りました。わたしたちは声を上げて政府や国会に対し、改めて被害者救済法を見直し、

本当に統一協会の被害者に寄り添える救済法の実現へと向かわなければなりません。 

カルトは対岸の火事ではありません。すぐ目の前にあるものです。今回の講演においてわた

したちも危機意識をもっておくことが必要である、と思わされました。 
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平和部門委員会 
 

原発が出すウソと放射能 

連続講座 映画「第八の戒律」オンライン上映会 

「第八の戒律」は十戒の第８戒のことで、ここではルター訳聖書に

従って「隣人に関して偽証してはならない」を指しています。この映

画ではドイツの核燃料再処理工場の建設中止を軸に、原子力の平和利

用なるものがいかに偽りによって粉飾されてきたかを描き出していま

す。22 年 11 月 20 日（日）礼拝後〜午後 9 時、同 24 日（木）午前 9

時〜午後 9 時の上映会は動画共有サイト vimeo を使用してオンライン

で行われ、個人 23人、岩見沢教会、新発寒教会、旭川星光伝道所、ク

リスチャンセンターの４会場の 26人と合わせて 49人が視聴しました。 

♢ 

新発寒教会は 11月 20日の礼拝で映画をメッセージとして上映しました。冒頭の「主は宇宙を創

り・・石油や原子力を与えて下さった」の意味や、十戒を読み直し、ドイツの教会に何を学ぶかな

ど話し合いました。24日は若者を中心とした上映会で、原発廃止を自分の生き方としてどうするの

かなどの意見が出ました。以下は感想の一部です。（新発寒教会での分かち合いから） 

わたしが生まれる前につくられたこの映画から今の現実がかわっていないこと、むしろ、悪化し

ている現状に涙がでました。でも、ただ無力感を抱き、悲しみにくれるのではなく、原発の不必要

さを私たちの暮らしで証明したい。畑をやったり、エネルギーを出来るだけ使わない暮らしを、楽

しんで、仲間と共にやる。それが、原発のない未来につながると信じています。貴重な映画会を開

催いただき、ありがとうございました。＝武田春乃（たけだ・はるの）さん 

♢ 

礼拝終わった後に、映画を見ることができました。かなり古い時代のもので画面がふるく字幕を

理解するのが大変でしたが、よく考えると物語はわたしの生まれる前の出来事でないかと思います。

欧州では原発の問題を科学者が原子力発電所の事故を想定して議論をしているのかどこかで原発事

故が発生して議論しているのか理解できない。アメリカのスリーマイル島、チェルノブイリ原発事

故、福島第一原発の事故が自分の記憶に残っているが、自然災害や事故は防ぐことができないと思

います。人間にはどうすることもできないことがあると思います。 

＝狩野昇（かりの・のぼる）さん（旭川星光伝道所） 

♢ 

驚くべきは原子力の安全性についての「偽証」がドイツ、英、米、ソ（むろん日本でも）で世界

共通に行われていたことです。「大事故は絶対に起きない。数万年に 1 度も起こらない」「トリチウ

ムは皮膚を通らないほど弱い。原発の被ばく量は腕時計の発光文字盤より低い」と近くの某電力会

社も言っていたものです。実際には炉心融解事故が半世紀に３回も起きています。神の前に偽りを

述べないことがキリスト者の隣人への奉仕であり、使命だと感じました。 

＝まとめ・平和部門委員 一條英俊（いちじょう・ひでとし） 



－　19　－



－　20　－

  
   
  
  
   
 
・２０２２年度 北海教区オンライン教職講座 概要   
日  時 2023年 1月 9日(月・休)午前 9時 30分～午後 4時  

開催方法 オンラインによる   

出 席 者 55アカウント、66名(内、他教区：兵庫教区、東北教区から 5名) 

テ ー マ 「福音宣教を共に担うために」 ― 兼牧から見えてくる教会の未来 ―  

プログラム内容 

〇開会祈祷、オリエンテーション(教職のみの参加) 

〇北海教区 新任教師オリエンテーション(教職のみの参加) 

〇講演 「興部と稚内、広
ひろ

い道
みち

を通りつつ」(興部伝道所、稚内教会牧師 伊藤
いとう

大道
ひろみち

さん)  

(一般公開) 

〇講演を受けグループに分かれての自由協議～これからの教会・伝道の積極的なカタチ～ 

(一般公開) 

  
 
・新任教師オリエンテーション  
新任教師オリエンテーションでは、今年度北海

教区に着任された教師の紹介が行われ、その中で

出席されていた八雲教会の反町潤平さん、岩内教

会の金澤友幸さんから挨拶をいただきました。そ

のあと、置戸教会の信徒である佐久間光昭さんから

置戸教会とほかの教会との連帯の働き、そして会堂建築につい

てお話を伺いました。 

 
 
・講演「興部と稚内、広い道を通りつつ」 
この講演の部分は、信徒の方の参加も可能

にして興部伝道所と稚内教会の2つの教会を兼

務する立場から、これからの教会の在り方を

考えるきっかけとなるような内容のお話をし

ました。以下、その要約を掲載いたします。 

 

 

興部伝道所と稚内教会はどちらも平均礼拝出

席数10名以下の、地方の小規模教会です。私

は現在、この二つの教会で兼牧をしていま

す。興部と稚内の距離はちょうど180㎞あ

り、車で3時間以上かかります。ただし、道は

広々として交通量も少ないので、安全には注

意しながらも悠々と運転できるので、その点

は助かっています。 

さて、私が両教会を兼牧するに至った経緯

ですが、もともと、稚内教会は前任者が辞任

された2015年から私が代務者を務めていまし

今号の連帯部門委員会は「教職講座」のご報告です！例年 10月に新篠

津村の「たっぷの湯」にて 3 泊４日で行われていた教職講座。顔と顔を

合わせ語り合い、喜びや悩みを分かち合いつつ、またそれぞれの場所へ

と遣わされていく。出会いや学びの時となっていました。新型コロナウ

イルスの影響で 2019 年を最後に対面での開催が見送られている教職講

座ですが、2021年度に引き続きオンラインをフル活用しての開催となり

ました。新任教師の方、信徒の方々、東北教区、兵庫教区の方々を交え

ながらの教職講座となりました。その報告を伊藤大道さんが記してくだ

さいました。 
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た。しかし、昨年11月に教会の関連施設であ

る稚内ひかり学園(稚内ひかり幼稚園、キラキ

ラ保育園)の理事長をされていた教会員が亡く

なられ、新しい理事長を選任しなくてはなら

なくなりました。その際、学園側から私に理

事長を引き受けてほしいという依頼があり、

それを受諾しました。 

 

私の理事長就任をきっかけにして、稚内教

会と相談のうえ私が興部との兼務で稚内教会

の主任担任教師になる方向で話し合いを進

め、2022年4月から今の形で両教会に仕える

ことになりました。 

この2つの教会での働き以外にも、私は別の

仕事も持っています。それが、興部伝道所の

関連施設である「はまなす幼稚園」付属の学

童保育所「はこぶねハウス」での仕事です。

学童保育所では非常勤講師といういわばアル

バイトのような形で仕事をさせてもらってい

るのですが、そこでの収入を得ることで、教

会からの謝儀の負担を減らすことができてい

ます。 

 

以上が、私が置かれている現状についての

お話となります。これを踏まえたうえで、今

後の教会の在り方について次に考えてみたい

と思います。 

現在、教会の高齢化や財政難が進み、1教会

に1牧師というこれまでの体制を維持すること

が困難になりつつあります。また、教区の謝

儀保障費制度も財政が厳しくなってきていま

す。そうした課題を前にして、これまでとは

異なる教会と牧会の在り方を模索していかな

ければなりません。その方策の一つが兼務牧

会です。複数の教会が一人の教職を支えるこ

とで、各教会の負担は軽くなります。実際、

興部伝道所も謝儀保障費を受け、さらには前述

したとおり私自身も学童保育によるアルバイ

トで収入を得ていました。それでも謝儀の負

担は重く、毎年、教会財政は赤字でした。し

かし、稚内との兼務によって財政状況が改善

されました。 

もちろん、兼務牧会というのは教職にとっ

ては負担もかかりますし、北海道の場合、移

動だけでも大変です。簡単にはいかない部分

もあるでしょう。それでも、オンラインを用

いたり、地区や教区からの支援を受けたりす

るなど教師の負担を軽くすることで、兼務牧

会というのが教師と教会が歩んでいくための

一つの道筋になるのかもしれません。そのた

めにも、教職だけでなく、信徒の側も意識を

大きく変えていく必要があります。 

 

 

興部と稚内の兼牧はその一つのモデルにな

るといえるでしょう。また、学童保育所での

アルバイトという教会とは別の働きも紹介し

ました。ただし、教会や教職のおかれた状況

はそれぞれに異なりますので、今回の私の話

をきっかけに、その状況に応じて自分たちな

らばどのような可能性が考えられるかを検討

していただければと願います。 

 

▲Zoomの参加もスムーズに。今回は Zoom上でグループ
分けをして協議にも挑戦しました。 

 

▶ 
  
発題及びご報告ありがとうござい
ました！2023年度は教職講座を対
面で行いたいですね！ 
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北海教区総会議長名および、アイヌ民族情報センター主事名で、杉田水脈総務大臣政務官のヘイトスピー

チに関する抗議文と声明を２０２２年１２月１４日付で出しました。同日に、岸田内閣総理大臣、および、

関係省庁へ抗議文を送付しました。以下、共にこの問題を自らのものとして捉え、共に差別のない世界を望

みつつ歩むために声明文を掲載いたします。なお、すでに杉田水脈氏は総務大臣政務官を辞任しました。し

かし、謝罪はなく、直接ヘイトスピーチを受けた方達より直接の謝罪を求める署名活動をネット上で行って

います。あわせて、ご紹介します（ページ下部掲載の URL及び QRコードを参照ください）。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２０２２年１２月１４日  

各位 

杉田水脈総務大臣政務官のヘイトスピーチに関する声明 
 

日本基督教団北海教区 総会議長 原 和人 

日本基督教団北海教区アイヌ民族情報センター 主事 三浦忠雄 
 

２０２２年１１月３０日の参議院予算委員会において、立憲民主党の塩村文夏議員の質問で、総務大臣政務官・

杉田水脈氏が、２０１６年国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)会合の会場から参加者に対する差別発言を行った

こと、さらに、その時点にいたるまで自身のブログにその発言を残しつづけていることが明らかになりました。 

２０１６年にスイス・ジュネーブで開催された国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)会合は、日本政府の女性差別

撤廃政策をテーマとし、日本からもマイノリティ女性たちを中心に多数参加していました。当時、この会議に出席し

た杉田氏は、会場でその参加者たちを無断で撮影した映像とともに「小汚い格好に加え、チマチョゴリやアイヌの

民族衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題があります」「同じ空気を吸っているだけでも気分が悪

くなる」「はっきり言います。彼らは存在だけで日本国の恥さらしです」とブログに投稿し、拡散しました。 

チマチョゴリもアイヌの民族衣装もいずれも誇りうる民族としての伝統的文化のひとつです。とりわけアイヌ民族

衣装には先祖から代々受け継がれて来た固有の紋様と技術で大変細やかに刺繍が施され、大切に引き継がれ

てきました。それらを「コスプレ」と述べるのは無知かつヘイトスピーチそのものです。また、これらの発言は差別の

撤廃を目指す CEDAW、並びに国連の理念やその活動をないがしろにすることでもあります。  

杉田氏は、当初は撤回も謝罪もしない姿勢をとっていましたが、２０２２年１２月２日の参院予算委員会で、「内

閣の一員として指示に従い、過去の配慮を欠いた表現、そういったことを反省するとともに、傷つかれた方々に謝

罪し、そうした表現を取り消します」と答弁しました。しかし、ヘイトスピーチとは認めませんでした。 

杉田氏の行動が、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘ

イトスピーチ解消法・２０１６年)や、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する

法律」(アイヌ施策推進法・2019年)の第４条に述べられている差別禁止に反していることは明らかです。また、岸

田内閣が掲げる「多様性の尊重」という方針とはまったく相いれないものです。にもかかわらず、岸田首相は「適材

適所」と述べました。杉田氏は過去において性的少数者（LGBTQ）や在日コリアン、女性への差別発言を繰り返

しています。SNSにおける誹謗中傷対策のキャンペーン「#NoHeartNoSNS」の管轄は総務省であり、杉田氏の働

きのひとつです。こうしたキャンペーンを管轄する立場にいることは大いに疑問です。 

 わたしたち日本基督教団北海教区は、先住民族の有していた土地、歴史、言語、文化を収奪してきた私たちの

歩みを省察し、今もなお奪われたままの先住民族の権利回復のために、差別撤廃のために働いております。その

ための機能として、アイヌ民族情報センターを組織し、アイヌ民族をはじめ様々な先住民族との交流と支援、学習

を通して、働いてまいりました。そうした中で、この度の杉田政務官の差別発言と、それを容認・拡散し続ける政府

のふるまいをわたしたちは見過ごすわけにはいきません。わたしたちは杉田氏に強く抗議します。また、杉田氏を

政府要職に起用し続ける岸田政権に抗議します。 

また、杉田氏の問題発言を個人のみの問題としではなく、わたしたち和人がいかにアイヌ民族に対して無知であ

り、無意識のうちにアイヌ民族の方々を踏みにじっているのかという問題としてとらえています。 

２０１９年４月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施

策推進法)が成立しました。その中でアイヌを日本の先住民族として法的に認めました。しかし、自己決定権を含

む先住権に関してはなにも認められず進められていません。また、アイヌ民族への差別は法律違反だと明記され

ました。しかし、法的措置は明記されず、抑止につながる実効策は放置されたまま、現在に至っています。そのこ

とをわたしたち和人も放置したままです。この度の杉田氏の差別発言で、わたしたち和人のあり方も問い直し、差

別のない世界をつくるために共に考える機会とすることを望み、この声明を発します。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「ヘイトスピーチ、許さない。〜杉田水脈議員に謝罪を求めます！」 

https://www.change.org/p/ヘイトスピーチ-許さない-杉田水脈議員に謝罪を求めま
す?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=c21a6
140-7793-11ed-80c8-7384fd5d04ca 
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こんにちは！ 

性差別問題担当委員会です！ 

『キリスト教女性の 
脱学習に向けて 

〜依存から共存へ～』  
   ☆2022生と性の豊かさセミナー より  

講師：渡邊さゆりさん 

 

２０２２年１０月６日、ハイブリッド方式で生と性の豊

かさセミナーを開催しました。今回はマイノリティ宣教

センタ―共同主事で日本バプテスト同盟駒込平和教

会牧師である渡邊さゆりさんを講師に迎え、お話を聞

きました。講演には北海教区をはじめ他教区、他教派

から５０名（うちｵﾝﾗｲﾝ 31名）の方々が参加してくださ

いました。今回の教区ニュースでは渡邊さゆりさんの

講演要旨を掲載いたします。  

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

今回のセミナーでは「学びほぐし」という言葉で紹

介され、実践されている unlearning（アンラーニン
グ）の考え方を基調に、キリスト教女性が、「学ばされ

る側」の役割から解放されていくことをお話ししたいと

思っていました。私は、聖書を読むときに、素朴な疑

問が浮かび、受け止めるのには居心地が悪いと感じ

ることがたくさんあります。皆さんはどうでしょうか？聖

書にまつわる説明は、西洋的な世界観に基づいたキ

リスト教理解が土台にされています。そして、女性が

差別されていることが見えにくくなっていると思います。

しかし、私は日本で生活する中で、女性は差別され

ていると実感しています。 

18世紀以降、近現代の合理主義の中で、人間は
いかなる問題も人間の力で対処することができるとい

う錯覚に陥ります。万能感、そして急速な技術革新に

より「説明できる世界」こそ、唯一の世界とされたので

す。未開、未知は、開拓され、説明されなければなら

ない対象とされました。説明（つまり法）は一体誰のた

めのものだったのでしょうか。説明できる世界は法に

則った世界とされました。法が非人権的であることを

指摘するもう一つの声は不要な時代です。近現代が

もたらしたのは植民地主義であり、奴隷制です。この

遵法精神は聖書解釈上にも影響を大きく及ぼし、聖

書は守るべき規範として「使用」されました。しかもそ

れはその法上の権利者のための「使用」です。この状

況は現代日本の神学的主流でもあると思います。 

その説明者によって有利に構築された法、メタナラ

ティブ（規範的物語）は、よりローカルな物語に置き換

えられる必要が２０世紀末から提唱されるようになりま

した。しかし、メタナラティブへの批判は、個々人が蓄

積した富の喪失感を高めます。その恐怖は攻撃性へ

と転化されファンダメンタリズムへの回帰となっている

のが現代だと私は時を読み解いています。 

この「時の読み」から、聖書解釈の取り組み〜誰が

読むのか、誰が聞くのか〜を問い直す必要があると

思います。①今まで考えたことのない意見（こんな可

能性はないか？という第三者の声）への信頼、つまり、

複数性への信頼、②居心地の良さを疑う（これまでは

当然と思われてきたことが損なわれることを恐れな

い）、この二つが、脱学習に向けた取り組みだと思い

ます。キリスト教女性たちが、一人の人から教えられ

ることに依存させられてきた経験を反省的に捉え、お

互いの意見を交わし合い共存的な「わたしたち」に向

かっていくことに、私自身も参与したいと思います。と

ころで、皆さんの教会の礼拝では何人の人が「話す」

機会がありますか？ 

（わたなべさゆり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★２０２２年度献金のお願い★ 

目標３０万円 

☆  FACEBOOK 

       やっています。 
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教会で起こる  
「これって、ハラスメント？」 

　　　みなさんで、考えてみませんか 

ハラスメント防止委員会 

　　　＜ 高齢者をめぐるケース ＞ 
Dさんは後期高齢者と呼ばれる年齢であるが、身体

の衰えは感じるものの、気持ちのうえでは「まだま
だ、行ける。」と思っている。長年、教会の活動に積
極的に関わってきた自負もある。ところが「Dさん、
無理はなさらなくていいですよ。」「年をわきまえ
て。」「重鎮がいつまでもいると、若い世代が育ちま
せんから、ほどほどに・・・。」と牧師や教会員から
言われ、必要とされてないのではないかと寂しさを感
じている。失敗したときは、「年のせい？」「ほらぁ、
やっぱり。」と冷ややかな視線を感じ、自信を失って
しまう。けれども教会では自分のできることをしたい
し、認めてほしいと願っている。自分も教会の一員な
のだから・・・。 
　ついこの前も、教区のオンライン集会で帯広教会の
満岡孝雄医師が「生き生きと教会生活を送るために」
と題して、人生100年時代の健康法についてお話くだ
さって、認知症予防のためには教会内外でつながるこ
とがとても大切と言われていた。とても励まされた。
残された時間は長くはない。だからこそ、教会生活を
大事にして喜びをもって過ごしたい。 

＜ ここがポイント！> 
＊ 教会にDさんの居場所はありますか。 
＊ 高齢者を配慮するといいながら、疎外していませんか。 
＊ 誰でも活躍の場があり認められ感謝されたいのではないでしょうか。Dさんの声が聞こ 
 えていますか。 
＊ 善意のつもりでも、その一言が人を傷つけることがあります。知らず知らずのうちにハラ 
 スメントにつながることがあるのです。相手を思う想像力と思いやりが必要です。 
＊ 教会に集う一人ひとりの賜物を生かすことを考えてみましょう。 
＊ 特定の年齢や年代をもちだして「あなたは〇〇」と決めつけるのはハラスメントです。 
 欧米では、年齢差別禁止法が制定されている国もあります。 
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北海教区ハラスメント防止研修会報告　 
  
日時：2022年8月9日（火）　13:30～16:30　    
場所：クリスチャンセンター 
講師：鹿内清和さん 
      （相談職、日本メノナイトグレースキリスト教会員） 
テーマ：「ハラスメントをめぐる相談の適切な受け方」 
対象：ハラスメント防止委員、性差別問題担当委員、教区5役 

  
　研修会は、日ごろ多くの相談を受け、問題
解決に携わる人々に向けて開かれました。 
　はじめに清水和恵さんから「ハラスメント
の基礎知識」を学びました。ここで、日ごろ
の聞く姿勢を振り返り、聞くことより自分が
話すことに気持ちが急いでいなかったかし
ら？悪気はなかったのに傷つける？などなど
思いめぐらす時になりました。 
　続いてメインテーマは、鹿内清和さんによ
る講義「ハラスメント相談をめぐる適切な受
け方」でした。相談を受けるときは、まず
「傾聴」が基本姿勢と習ってきましたが、そ
れが具体的に示されました。①相談につい
て：どんな時に相談するのか。どうして相談
するのか。相談の内容には人生の苦悩が隠さ
れている。　②相談のプロセス：話を聴く、
共感する、対話をする、問題を解きほぐす。
なかでも、一番大切なことは相手を尊重（リ
スペクト）すること。　③リスペクトとハラ
スメントの関係：ハラスメントは相手をリス
ペクトしない時に起こる。　④相談者が辛く
なる相談スタイルとは　⑤教会だから起こり
うること。　⑥コミュニケーションとは　⑦
コミュニケーションの原理　⑧コミュニケー
ションでの注意。　 
　そして実習。「私たちのアクアリウム」－
アクアリウム（水族館）の生き物を選ぼう！
参加者が２チームに分かれ、約一時間のワー

クショップ。自分の中で起きること、グルー
プの中で起きることに目を向ける。それを通
して、お互いのコミュニケーションのくせを
知る。 
　さらに、笑い声もあがった実習のふり返り
をグループで分かち合い、全体で分かち合う
というプロセスにより、講義を聴くだけでな
く、実習を通して「相談の適切な対応」を身
につけていく研修でした。 
　なお継続的な研修をしたいとの要望があ
り、第2回研修会を11月11日（金）に開催し
ました。（ズーム、参加者8名）講師は1回目
に続き鹿内清和さんです。オープン・ダイア
ローグの手法を用いて1回目をさらに深堀り
する内容となり、たくさんの気づきが与えら
れました。今後も学びのプログラムを継続し
ていきたいと思います。 
ハラスメント防止委員会：石井美雪、松尾みつ子  

【お知らせ】 
　聖路加国際病院チャプレンによる性暴力裁判は、
2022年12月23日に判決が言い渡され、被告牧師と聖路
加国際病院に110万円の賠償金を支払うよう命じまし
た。日本基督教団、日本聖公会は謝罪を発表しました
が、これからの取り組みの真価が問われます。キリス
ト教会における性暴力、性差別、ハラスメントをなく
すために、本委員会も努力していきます。教区の皆様
には、裁判支援、カンパ、報告集会の参加など、お支
えくださいましたことを厚く感謝いたします。

　　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　左記の日時以外はつながりません。 
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第１５回 親子短期保養プログラム in 北海道 
 

東日本大震災の翌年から始まった親子短期保養プログラムはコロナ禍で中止を余儀なく

されていましたが、３年ぶりに２０２２年８月５日から８月９日（４泊５日）で実施する

ことができました。参加者は７家族２３名とスタッフ２名で、夕方、元気に宿舎となるク

リスチャンセンターに到着。歓迎会の食事は、道産の食材を使いました。保養プログラム

が始まった時の注意は、キノコを使わないことでした。今回は、コロナ感染予防の下での

ゲーム。《共通点は何かな？》 

 翌日は晴れた青空の下、北海道大学キャンパスガイドブックを片手に、与えられたミッ

ションの写真を撮ろうと駆けずり回りました。汗をかき、おなかをすかせて自由に昼食を

とりました。青少年科学館でのロボット体験、フリータイムには動物園や昆虫探しなど親

子で思い出作り。夜のわかちあいで「みんなの笑顔が見れた。」「友だちができた。」「放射

能のこともコロナのことも忘れて。」と涙ぐむお母さん。翌朝、「お互いに元気でね」と手

を振りあいました。                         石井美雪 

 

 今回の保養プログラムは東北教区放射能問題支援対策室いずみと北日本三教区宣教会議

が主催し、わたしたち東日本大震災支援委員会は共催の立場で参加者の受け入れを担当し

ました。当時北海道では新型コロナの感染者数が日に日に増える状況でしたが、委員会で

は対策について話し合いを重ね、また開催一週間前には「いずみ」とのオンライン緊急協

議も行なうなど出来る限りの準備をして、実施することができたと思います。事務局をし

てくださった「いずみ」のきめ細かいお働きには本当に頭が下がります。 

 蔓延するコロナを警戒しながらの開催で、色々と不自由もありましたが、それでも皆さ

んがそれぞれに「心と体をリラックス！！」なさったことをアンケート結果や感想文など

で知らされ、大いに励まされ喜んでいます。「いずみ」の活動は２０２３年度をもって区切

りとなるそうですけれども、委員会では引き続き、東北の地に暮す皆さんを心に思い、そ

の必要が少しでも満たされることを願いつつ、活動を続けていきたいと思っております。 

菊地啓示 

 
 
                                                       

東日本大震災支援献金 
 
２０２３年度は当委員会主体による親子短期保養プログラムを計画してい

ますので、ご献金頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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 
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              日本軍「慰安婦」問題の解決をめざすプロジェクトチーム 

「希望のナビ（蝶）は羽ばたき続けるー「慰安婦」問題は今ー」 

石井 美雪（真駒内教会員）

 

【8・14メモリアルデー 水曜デモ】 

 

1991年 8月 14日、韓国の金学順（キム・ハ

クスン）さんが日本軍「慰安婦」の被害者であると

名乗り出て 31 年が経ちました。この日を人権回

復、その闘いの歴史を忘れないために韓国では毎

週水曜日に「水曜デモ」を続けています。それに連

帯して、札幌では市民グループが毎月第 4水曜日

に行われています。こうした現実があるにもかか

わらず日本政府は被害者の声を聴こうとせず、加

害の歴史をなかったことにしようとしています。 

2017年 2月、北海教区が実施した韓国スタデ

ィーツアーに参加しました。被害当事者の金福童

（キム・ボットン）さんと吉元玉（キル・ウォンオ

ク）さんの二人のハルモニ（おばあさん）にお会い

しました。「私たちはお金が欲しいのではない。誠

実な謝罪を求めているのです。どうか一緒に闘っ

てください。」と手を握ってくださったことを忘

れることはできません。その願いをどのように行

動としてつなげていくか大きな課題が示された体

験でした。 

2019年2月には「青年韓国スタディーツアー」

を実施。活動を若者たちに伝え、つなげていく努

力を根気よくしていかなければなりません。 

 2022 年 8 月 11 日、札幌の大通り公園での

「8・14メモリアル・デー」＜被害者から人権活

動家へ～サバイバーたちの 31 年・問われる日本

（リレートークと音楽、朗読のつどい）＞に参加

しました。公園の柵に座っていた若者が質問をし

てきました。「どうしてこの活動をしているんで

すか？」「一人で韓国に行ったんですか？」「どう

やって会えたんですか？」等々。二人は高校生で

した。質問に答えながら、「水曜デモ」について若

者に伝えていく大切さを実感しました。 

8月 24日には札幌の地下鉄西 18丁目で中・

高生の下校時に合わせてアピールをしました。

『「平和な 性暴力のない世界を」：日本軍「慰安

婦」問題を解決し、明るい未来をつくりましょう』

というチラシを手渡しました。「性暴力」は他人事

では済まされない、誰にでも起こりうるという思

いを込めて。 

2022年 2月 24日、ロシアのウクライナ侵攻

が始まり、「性暴力」を受けた女性や子どもたちの

姿を目にし耳にするたびに、ハルモニたちの人権

回復の闘いが重なります。戦争が起きると「性暴

力」の被害は、性別、年齢の区別なく襲ってきま

す。 

ハルモニたちの願い・闘いは今、「水曜デモ」に

韓国政府が難色を示したり、種々の団体に妨害さ

れたりしています。各国に設置されているモニュ

メント「平和の碑・少女像」を撤去せよと日本政府

が要求したり、窮地に立たされています。それで

もあきらめずにつながり、つなげていく。ハルモ

ニたちの願いは「ナビ（蝶）」になって差別と抑

圧・暴力から解放され、自由に、希望に向かって羽

ばたき続けると信じます。（いしいみゆき）
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北海教区 各地区の働き 
 
 
 
 

 
特集記事で第 69 回年頭修養会報告執筆のため、
掲載はありません。 
 

 
 道東地区は、新型コロナウイルスの感染拡⼤
により定期総会で決定した活動のほとんどを
⾏うことができませんでした。例年 9 ⽉に⾏っ
ていた地区交換講壇は新型コロナウイルスの
感染拡⼤により、中⽌になりました。３年続け
て、地区交換講壇を⾏うことができませんでし
た。地区修養会も新型コロナウイルスの感染拡
⼤のために⾏うことができず、その代わりに教
会ごとに集まってオンラインで結んで地区の
集まりをすることも考えましたが、感染の拡⼤
により、教会に⻑時間、集まることすら難しい
状態から計画の段階でやむなく中⽌。結局、 
何の集会も開催することができませんでした。
そんな中、5 ⽉ 31 ⽇と 7 ⽉ 26 ⽇、11 ⽉ 1 ⽇、
1 ⽉ 17 ⽇に地区委員会をオンラインで開催し、
地区の課題を話し合いました。また教師会も 
6 ⽉ 28 ⽇と 10 ⽉ 17 ⽇にオンラインで⾏い、
各教会・伝道所の近況報告や地区の課題につい
て話し合いました。2 ⽉ 5 ⽇は「道東地区サン
デー」です。地区内の教会・伝道所から「祈り
の課題」を出していただき、各教会・伝道所の
主⽇礼拝でそれらを覚えて祈ります。また 3 ⽉
21 ⽇に道東地区定期総会を⾏う予定です。集ま
って⾏うか、書⾯で開催するか、感染症の状況
を⾒ながら決定します。 
 道東地区内の教会・伝道所の主な近況を記し
ます。北⾒望ヶ丘教会の新会堂献堂式が 6 ⽉ 19
⽇に主⽇礼拝の中で⾏われました。昨年 11 ⽉
に完成しましたが、新型コロナウイルスの感染
拡⼤により献堂式を⾏うことができませんで
した。 

7 ⽉ 17 ⽇、主⽇礼拝で、4 ⽉から釧路教会に
赴任した上原誠教師の担任教師就任式が、主任

担任教師である上原智加⼦教師の司式で⾏わ
れました。また湖畔幼稚園の新園舎が 5 ⽉ 31
⽇に完成し、10 ⽉ 2 ⽇に新園舎の完成を感謝し
て献舎式が⾏われました。 

11 ⽉ 6 ⽇の午後、置⼾教会の新会堂の献堂式
が⾏われました。置⼾教会と道内外の教会をオ
ンラインで結び、ハイブリッドの形式で献堂を
お祝いしました。新型コロナウイルスの感染防
⽌のため、道東地区内の教会・伝道所から各教
会・伝道所の代表 2 名だけが出席しました。ま
た置⼾教会の荒⾕陽⼦教師の按⼿礼が 12 ⽉  
4 ⽇の主⽇礼拝の中で、原和⼈北海教区総会議
⻑の司式により執り⾏われました。 
 新型コロナウイルスの感染拡⼤によって、地
区活動がなかなかできない中でしたが、この間、
地区の教会・伝道所がそれぞれに覚え合い、祈
り合って、連帯し、⽀え合って、歩みました。 
 

 
 ⽯狩空知地区 7 教会（芦別は活動休⽌中）の
2022 年度地区活動は、6 ⽉に交換講壇、7 ⽉に
教会学校キャンプを⾏ったが、それ以外は隔⽉
に⾏われる牧師会、年間予定に組み込まれた地
区委員会での情報交換が主たる動きとなって
いる。全体で取り組む集会などは、いまだに⾃
粛の中にあり、再開が待たれるが確たる⾒通し
は持てていない。 

また、2022 年 4 ⽉以降は滝川⼆の坂伝道所
が無牧師となり（佐藤幹雄牧師が代務者）、滝
川・岩⾒沢以外の４教会も、年に数度ではある
が説教者を送る形で礼拝協⼒を⾏ってきた。加
えて、2023 年 3 ⽉をもって美唄教会の⽊村牧
師家族が離任されることが知らされ、これまで
の交わりに感謝しつつも、地区活動の再構築に
思いを馳せる年度となっている。 
 ここに、道北地区の次の年頭修養会担当地区
という課題が加わった。予想はしていたものの、
準備を進めながら、課題の⼤きさになかなか進
まずにいる。その状況をお伝えすることで地区
報告としたい。 
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会場と⽇程の設定に苦慮している。準備実⾏
委員会では、当初、教区構成員の⾼齢化を踏ま
え、「年頭」にこだわらずに集まりやすい時期
の開催を模索した。カレンダーから可能性のあ
る⽇程を 11 ⽉ 3 ⽇からの⼀泊で業者に会場⼿
配を打診したが、残念ながら、⼤会場を⼿配で
きる宿舎が⾒当たらず、⽇程変更を余儀なくさ
れている。現在は、当初の考えを改めて 2024 年
1 ⽉ 8 ⽇(⽉・祝)から⼀泊の⽇程で、会場の情
報を集めてもらっている。できるだけ移動の負
担が少ないようにとの願いは変えず、業者に打
診しているところである。確定次第、配信した
い。テーマについても⼀致点を⾒出すことがで
きておらず、2 ⽉に予定している実⾏委員会で
確定していく予定である。 
 コロナ禍にあって、教区総会をはじめ⼤きな
集会は⾏えていない。しかし、年頭修養会で期
待されているのは、北海教区の広さの中で散ら
されている信仰の仲間と顔を合わせて語り励
ましあうことと考えている。ぜひ、対⾯の集会
として実現させたいとの思いを共有している。
とは⾔え、⼀⽅には出歩くことが困難になりな
がらもオンラインでつながることに喜びを⾒
出している⽅もいる。地区としては、年頭修養
会規模の集会の同時配信は困難と考えており、
集い得ないが思いを共有したい⽅々への情報
提供をどのように実現できるかも模索してい
るところである。 
 

 
2022 年度は、札幌地区では 2022 年 10 ⽉ 22

⽇に札幌地区⼤会が北海道クリスチャンセン
ターを会場にして会場 48 名、オンライン 30 名、
合計 78 名の参加で開催されました。久世そら
ち牧師（札幌北部）の「危機の時代に〜教会の
使命と可能性〜」と題した講演を聞き、北海教
区と札幌地区の厳しい現状を受けとめつつも
教会の可能性について考えることができまし
た。会場では参加教会によるバザーも⾏われ久
しぶりの交流のときを楽しみました。 
⿇⽣教会、⽉寒教会、札幌⼿稲教会が献堂式

を執り⾏いました。また、⿇⽣教会の⿇⽣明星
幼稚園、真駒内教会のまこまない明星幼稚園が
認定こども園へ移⾏し、札幌北光教会の北光幼
稚園も 2023 年度より認定こども園へ移⾏しま
す。3 園とも移⾏に伴う新園舎建築となりまし
た。各教会、各園の新会堂、新園舎が主の御業
に⽤いられるようお祈りいたします。 
今年度は、⻄札幌伝道所、⼗⼆使徒教会、  

⽉寒教会、札幌元町教会の 4 教会が主任担任教

師不在でスタートしました。札幌地区は 16 教
会・伝道所ですので四分の⼀が主任担任教師不
在となります。主任担任教師不在の教会が孤⽴
しないよう、地区内の連帯を深めることが課題
となった⼀年でした。⼗⼆使徒教会は新会堂建
築を⽬指し、現会堂使⽤の危険もあり 2022 年
の 7 ⽉から札幌北光教会で礼拝を捧げています。
札幌地区内だけでなく北海教区、教区外からの
各教会、伝道所へのお⽀えとお祈りに感謝いた
します。 
札幌地区では例年 1 ⽉ 1 ⽇に地区主催の新年

礼拝を⾏ってきましたが、2023 年は 1 ⽉ 1 ⽇
が⽇曜⽇のため開催せず、その代わりに各教会、
伝道所の⼀年の歩みを伝え合う教会年賀状を
⾏いました。年の始めにそれぞれの教会、伝道
所を覚え合い祈り合うことができました。 

2023 年 1 ⽉ 19 ⽇に、コロナ禍により対⾯で
の開催ができていなかった地区主任担任教師
会議が札幌⼿稲教会を会場にして 10 名の参加
で⾏われました。新会堂建築への経緯を原和⼈
教師より伺いました。また、今年度で札幌地区
より転任される岸敬雄教師（札幌中央教会）の
送別の時も持つこともできました。ともすれば
都市部である札幌地区は教師間の交流が希薄
となりやすく、コロナ禍や⾼齢化など困難な状
況であるからこそ教師同⼠も交流を深めてい
く⼤切さを改めて知ることができました。 
最後に札幌地区内では地区主催ではありま

せんが、有志教会によるオンライン合同礼拝が
第５週に⾏われています。主任担任教師不在教
会の主⽇礼拝の説教者確保を助ける⽬的や地
区内教会の連帯を深める⽬的で回を重ねてき
ました。1 ⽉ 29 ⽇で第 4 回となり、3 教会で始
まった合同礼拝も第 4 回では参加が 7 教会とな
りました。オンラインでの合同礼拝の強みを活
かし、参加教会が役割を担い合います。互いの
教会を覚えての交祷も毎回話し合い作成して
います。この合同礼拝は⾃由な参加の形をとっ
ていますので、札幌地区内を問わず地区外から
の参加も⼤歓迎です。北海教区の諸教会・伝道
所の上に主の⽀えと導きをお祈りいたします。 
 

 
【⽇時】2022 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽇） 
【テーマ】「みんなで担おう苫⼩牧地区」 
【場所】（配信元）千歳栄光教会礼拝堂 
【発題・⽴証】村上浩康さん 
【賛美】村上浩康さん・村上由紀さん 
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【各教会から近況報告】【全体参加者】77 名 
 
今年の信徒⼤会の担当教会は千歳栄光教会

でした。どんな⼤会にしようか話し合いをし、
できるだけたくさんの⼈に参加して欲しく、礼
拝のある⽇曜⽇、礼拝の後に⾏うこととしまし
た。内容は、まだコロナ禍の中なのでオンライ
ンで講演形式になるのかなと思いつつ、代表者
会議に図ったところ、洞爺湖教会の村上浩康さ
んより「あなたにとって地区とは？」について、
みんなの意⾒を聞いてみたいとの提案がある
とのこと、とても貴重な提案として取り上げさ
せていただきました。「地区とは？」の意⾒を
皆に聞くことはかないませんでしたが、その上
⼤変厚かましいお願いだったのですが、村上さ
んに⽴証と賛美をお願いたしました。快諾して
くださったこと⼼から感謝でした。 

 
【発題要旨】
������������������
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苫⼩牧地区は困った時、苦しい時、「助けて」

といい合えるところであったと先輩⽅からお
聞きしました。証しの後の賛美、「神共にいま
す」も⼼にしみました。あらためて苫⼩牧地区
の歴史とビジョンを考えさせられた貴重な時
間を共有することができました。 
良かったことは、地区の⼋つの教会全部が参

加できたこと。今まで地区、これからの地区の
ことを考えさせられたことです。 
⾳響効果を整えるためオーディオ・インター

フェイスを韓守賢教区幹事が設置してくださ
いました。今後、どのように⽤いるかは課題で
す。また、オンライン調整のため開始時間が遅
れたこと。昼⾷時にかかり、出席者に空腹を与
えてしまった事などの反省が残ります。 
 

 
【小樽教会】 

コロナ禍の中、毎週顔を合わせ、兄弟姉妹と
共に礼拝を守ることができ感謝だったという
こと。また今後は、感染状況を⾒ながら、集会
や⼩さなイベントから始めていけたらと願っ
ておられます。 
 

【小樽公園通教会】 
新しい⽅、特に⻘年が集うようになり「若⼿

の会」（仮称）を計画しています。クリスマス
に洗礼式・転⼊会式を⾏うこともできました。
教会裏のマンション建設や解体などが進めら
れているとのこと。 
【手宮教会】 
平宏史先⽣が赴任され牧会訪問や教会通信

の発⾏など教会活動の内容をお知らせしてお
られます。週報に「宣教の要点」を掲載して礼
拝に出席できない⽅に御⾔葉を届けています。 
【岩内教会】 
クリスマスイブ礼拝を岩内幼稚園で⾏い、 

45 名の出席がありました。SNS の活⽤や地域
との関わりの中で教会の存在を知ってもらう
機会が増えているとのこと。また、⾦澤友幸先
⽣が正教師試験に合格されたことは⼤きな喜

びです。 
岩内教会 金澤友幸先生就任式の様子 

【倶知安伝道所】 
派遣やホテルの季節労働者でクリスチャン

の背景を持つ⼈が礼拝を求めて⾜を運ばれる
ことが増え、新しい⽅の出席が増えているそう
です。特に若い⼈たちと⾷卓を囲む中で豊かな
交わりとなっています。 
【余市教会】 

北星余市⾼校の仲間たちが礼拝に出席くだ
さっています。クリスマスには３年⽣が受洗し
⼤きな喜びでした。⼀⽅で⾼齢化の中で礼拝に
集うことのできない友がいます。訪問やカード
の寄せ書きにより交わりと祈りをつづけます。
また、前任の牧師である⼩⻄陽祐先⽣と真理⼦
さんを⽀えたいと願い祈りを合わせています。 
【北星余市高校】 

新型コロナの中で⽣徒も先⽣も学校⽣活や
⾏事の充実を願い励んでいます。地区や教区の
信徒や牧師との関わりも喜んでくださり感謝
です。北星余市を覚えてどうぞお祈りいただけ
れば幸いです。 
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北星余市高校学校祭「北星祭」 

 
地区の活動としては講壇交換を 9 ⽉（岩内と
⼩樽）と 10 ⽉（岩内と倶知安）を⾏いました。
地区の信徒⼤会を 9 ⽉ 18 ⽇にオンラインで⾏
いました。Zoom の接続ややり取りもスムーズ
でした。久しぶりに顔を合わせ、近況を伝えあ
いました。 

 
道南地区はコロナ状況下にあって地区とし

ての活動休⽌が続いているが、2022 年１1 ⽉ 3
⽇にオンラインで「秋の集い」を開催し、39 名
が参加した。画⾯越しではあったが、久しぶり
に地区の交わりにあずかることができた。今回
も各教会・伝道所、関係学校から寄せられた短
信をもって地区報告とします。 
【江差伝道所】 
 皆様に⽀えられ、屋根を修理して安⼼な冬を
迎えました。本当に感謝申しあげます。クリス
マスには近所の⼈もお誘いし約 20 名で礼拝を
守りました。⻑く会堂管理をしてくださった姉
妹が⾼齢のため教会の近くに引越ししました。
今は通いで教会の管理をして下さっています。
2024 年春から会堂管理してくださる⽅を募集
中です。 
【渡島福島教会】 
 皆様のお⽀え・お祈りによって、新しい屋根・
壁・床で、安⼼安全な冬を過ごしています。屋
根に積もった雪の滑りが良いこと！園児とと
もにクリスマスをお祝いし、降誕劇やベル演奏
を聴き、⼼が暖まる冬でした。隔週⽔曜⽇の讃
美祈祷会も継続中です。 
【利別教会】 
 新コロナのため⾃粛した教会活動は続いて
います。礼拝と教会学校は継続されていますが
出席率が 3 年前とはずいぶん減少しています。

⾏事は、メインの⼀つである教会バザーは⼦ど
もの教会バザー、ミニ教会バザーと 3 週⾏い、
今年も主の恵み収穫感謝の喜びを共有するこ
とができました。地域の⾼齢化が進む中で、新
たな課題が教会にも投げかけられています。そ
れは、葬儀や納⾻の問題です。キリスト教会と
して地域とどのように関わっていくのか、また、
教会内でも⾼齢化の課題として送迎、会堂管理、
駐⾞場使⽤等、信徒の会を開いて今後の教会運
営について話し合いを進めています。 
【七飯教会】 
 2022 年 12 ⽉、2 年ぶりの聖夜礼拝を 14 名
で守り、降誕⽇礼拝には 21 名の出席があった。
秋以降の主⽇礼拝出席者数の平均は 17 名。⾼
齢や、体調その他の事情で出席が困難な⽅々も
増えており、また、まだ寒さ厳しい⽇々ではあ
るが、恵みの中、春に向かう時でもあることを
覚えて、信仰の⽣活を共に、確かに、歩んで参
りたいと願っている。 
【函館教会】  
 これまでの「こどもの教会」を「こどもの礼
拝」と改称し、⼦どもと共に礼拝することが教
会の業となるように祈っている。まだ毎週出席
する⼦どもはいないが、⾏事のときには、継続
して出席する⼦どもが与えられるようになっ
た。また、クリスマスの集いには、近くの遺愛
幼稚園の園児と卒園⽣の兄弟の出席もあった。 
【函館千歳教会】 
 6 ⽉から⼯事が始まった函館ちとせ幼稚園の
新園舎が完成し、1 ⽉ 23 ⽇から使⽤を開始しま
した。これから旧園舎の解体⼯事、外構⼯事が
⾏われる。教会は 2 ⽉⼀杯をかけてコロナ対応
を中⼼としたアンケートを実施し、次年度以降
の活動の検討をすることになっている。 
【八雲教会】 
 クリスマスには、⼋雲幼稚園の⼦どもたちに
よるクリスマス発表会がありました。教会では
地域のコーラスや吹奏楽グループの皆さんが
コンサートをしてくださり、いつもは静かな教
会が賑やかになり楽しい時を過ごしました。 
1 ⽉には新来会者も与えられて、⼤きな喜びで
した。新年度に向けての歩みを始めています。 
【遺愛女子中学校・高等学校】 
夏休みの⽣徒たちの教会訪問では⽣徒が主⽇
礼拝を経験することができ、⼤変感謝している。 
11 ⽉には国際宇宙ステーション開発に携わる
キリスト者を JAXA宇宙航空研究開発機構から
お招きし、学び考える全校修養会を実施できた。
キャロリングは函館駅にて実施し、クリスマス
礼拝もハレルヤコーラスを交えて捧げること
が許されたことに感謝したい。 
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 木村幸です。美唄教会の担任教師として、10

年間北海教区でお世話になりました。 

私が紹介させて頂くのは、大好きなアーティ

ストです。アメリカのニューオーリンズ出身の

ビッグ・フリーディアというミュージシャンで

す。他の歌手の曲でその声が効果として使われ

ているのを初めて聴いた時、とても惹かれる声

だと思い、名前を知ってネットで調べてみたの

でした。声質や歌い方からゴツくて強面の男性

をイメージしていたのですが、画像に出て来た

のはとってもゴージャスなお姉様だったのです。

そのギャップに一目？一耳？惚れをして以来、

すっかり彼女を好

きになってしまい

ました。 

 他者を男性か女

性かにジャッジし

たがる人には、違

和感や抵抗を生ん

でしまう存在であ

るビッグ・フリーディア。しかし誰に何を言わ

れても堂々のパフォーマンスを続ける彼女の姿

は、燦然と輝いて見えます。そして彼女の曲の

歌詞はちょっと、かなり、言葉が汚いです…も

し真面目に全部を和訳してみた人に、「なんて下

品な！悪魔の音楽だ！」と言われたら、私は苦

笑いで「アーメン」と応えるでしょう。しかし

その内容は彼女自身がその生涯で何よりも悩ん

で向き合ってきた性の事柄であり、それを明る

く力強く笑い飛ばす、もとい歌い飛ばすことが

できるのは、彼女だからこそできること。そし

てそれぞれの悩みに苦しむ聴き手の心を「笑っ

ちゃいましょう、最高でしょ？」と軽くしてく

れるのです。 

 今のビッグ・フリーディアの音楽スタイルと

は対照的に、彼女を育ててきたのは教会音楽で

す。ゴスペルを愛し、家族と通う教会の聖歌隊

に幼い頃から所属し、自らディレクターをも務

めてきた彼女。自身の生き方について、彼女が

キリスト教や教会との関係の中で傷ついてきた

こともまた事実です。そうした経験や葛藤は

時々に彼女の曲の歌詞に現れますが、それより

またいっそう強い表現を通して主への信仰を表

し続けています。私の目に彼女はいつも美しい

です。関心を持って下さったら、『Chasing 

Rainbows』という曲なら歌詞も万人向けかなと

思われるので、そのあたりから探して聴いて頂

ければと思います！ 

～ My Queen Diva ～  
 

 
木村
きむら

 幸
ゆき

（美唄教会） 

▲左から２人目が木村 幸先生 北海教区で中高生・若者のために

たくさんの良い働きをなしてくださいました。感謝いたします。

新しい場所でも神さまのお守りをお祈りしています。そして、こ

の北海教区が幸先生にとってこれからも「すきな風景」であって

ほしいと願っています。 

▲幸先生の「推し」 

ビッグ・フリーディアさん 
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-ミホミサンは、ブヌン語で平安と感謝を意味する言葉です- 
D i v a n の ミ ホ ミ サ ン 

札幌からありがとう！ 

台湾基督長老教会宣教師 ディヴァン・スクルマン 

共 に 働 く 

昨年 9 月 30 日に 3年ぶりに帰国しましたので、

とても興奮していました （2020 年 3 月に新型コロ

ナが発生時、台湾の国際便と新千歳空港国際線は完

全に運休しました。2022 年 8 月下旬に、両国の国際

直航便が再開しました。毎週金曜日に１便でした）。

新千歳空港の国際線の待合室に入ると、かつての賑

わいがなく、待合室全体が閑散としており、お土産

のお店も閉店していました。 その日の同じ便には四

十数名の乗客しかいないのです。 新型コロナの影響

がここでも感じられました。 

当時台湾では、七日間の隔離が必要ですが、自宅

で自主隔離もできます。そのために、私は防疫車で

台中に帰宅しました。 家族と久しぶりに会えて、思

わず涙が流れました。隔離期間が終わった後、母教

会－ロロゴ教会の元教育牧師であるサニ牧師の就任

式に出席しました。久しぶりの友達にも会えました。

彼らは日本の教会の現状や私の宣教活動を知りたい

と教会の説教を依頼されました。 

▲ハイヴァン先生の引退式 

ロロゴ教会のハイヴァン牧師は 10 月 29 日に退職

感謝礼拝を行いました。彼は私たちの教会を 36 年間

牧会してきました。 彼が初めてロロゴ教会に赴任さ

れたとき、教会礼拝の平均人数は約 200 人でした。

当時の主任牧師ドーバス先生（ロロゴ出身）は教会

の宣教活動のために、新しい牧師を招聘することが

必要だと言いました。彼は若い伝道師を望んでいま

した。ちょうど近隣の教会（ガブチュウ教会）で牧

会していたハイヴァン先生が離任する予定があると

聞いて、役員会で提案し、ハイヴァン先生は 1986

年 8月に副牧師として就任しました。 

2016 年に教会の宣教活動のために、 サニ牧師を

教育牧師として招聘しました。彼女の任期が 2022 

年 8 月 15 日に終了したので、 10 月 15 日にディバ

ウン教会の主任牧師として就任しました。 今回は二

人の牧師の就任式と退職式に出席することができて、

とても嬉しかったです。 

「以前は、私たちの中会には多くの教会がなく、教

会の予算もありませんでしたが、教会は若い者たち

に神学校へ行くことを奨励していました。 当時多く

の新任牧師は、卒業後は所属していた中会に戻らな

ければならず、これが当時のルールでした。多くの

教会では 150 人以上の集まりがあり、主任牧師は新

人牧師を招聘することもできます。また、新しい牧

師たちの牧会行事を指導することもできます」と年

配の牧師が私におっしゃることのを聞いて、教会が

いろいろと変化していることを感じました。 

現在、中布中会（チュウブチュウカイ）の諸教会

は財政的に不足していません。 教会はまた、若い者

たちが神学校で学ぶことを継続的に奨励してきまし

た。 しかし、考えなければならないこともあります。

それは共に働くひとが一人、二人で牧会するとより

効果的ではないかということです。 

▲友人の牧師たちと 
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広報委員会 
⽊村拓⼰（美唄教会・委員⻑） 
⻄岡知洋（余市教会・書記） 
⻲岡 徹（東札幌教会・会計） 
倉本真理（札幌⼿稲教会） 
下村晃司（琴似中央通教会） 
丸⼭澄夫（無任所教師） 
 

まんが  塩⾕真澄（洞爺湖教会） 
表紙の絵 枝元威郎（⼗⼆使徒教会） 

編 集 後 記 
私事ですが、2022 年度末で 10 年間

の北海道⽣活に区切りをつけること
となりました。2015 年度からの 8 年
間、広報委員会に関わらせていただき
ました。同じ年度に教区書記に選任さ
れたんだなぁとか、翌年度には広報委
員⻑にされている…とバックナンバ
ーを読み返しては、引越し準備が滞っ
ています。 
 胆振東部地震、台湾基督⻑⽼教会と
の関わり、最近では有珠⼭噴⽕から 20
年といった特集…。「コロナ」の中で
は、「動く教区通信」と称して、QR コ
ードで動画をアエカップ（教会報告）
に埋め込んだことが印象的でした。
「あなたと教区を結ぶ」と表紙に書か
れるフレーズに⽬を向けると、互いの
いまを伝え合おうとする想いに基づ
いて、今⽇も教区通信が発⾏されてい
る意義を思います。 

右肩下がりの社会状況では、教会も
また、多くの課題を背負っています。
既存の枠組みでは対応できないこと
が増える中、私たちが⼤切にしなけれ
ばならないこととは何かが問われて
います。⾰新・連帯・平和を掲げる北
海教区の歩みは、いつだって刺激的
で、新鮮なものだと信じています。 

北海教区を覚えて祈ると共に、ここ
で学ばせていただいた多くのことを
糧に、与えられた場所でこれからを歩
みたいと願います。（⽊村拓⼰） 
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広報委員会 koho@hokkai-net.jp
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〒162-0814 東京都新宿区新小川町 9-1

日本の神学を牽引する気鋭の神学者、現役牧
師たちが世界各国の映画を、キリスト教的視
点から徹底解説。布教、礼賛から批判、風刺
まで、キリスト教の用いられ方はさまざま。
アクション、SF、ホラー、サスペンス、ミ
ステリー、コメディ、ロマンス、ドキュメン
タリー……映画に秘められたキリスト教的背
景がわかると、映画はもっとおもしろい！

人は、いかにして
もう一度立ち上がるのか

A5判・並製・148頁・定価1,980( 税込 )

大災害の
神学

藤原 淳賀［編］

地震、津波、豪雨、噴火、パンデミック、
戦争……そしていずれ起こるとされる
首都直下型地震や南海トラフ地震。

アリスター・E・マクグラス
菊地　功、吉田　隆
森島　豊、朝岡　勝

ジェフリー・メンセンディーク 

A5 判・並製・250 頁
定価 1,980 円（税込）

わたしたちキリスト
者は大震災、大災
害、苦難をどのよう
にとらえ、神と隣人
を愛し、神の国に
向かって前に進む
のか。

    新教出版社  〒 162-0814 東京都新宿区新小川町 9-1 Tel: 03-3260-6148 ／ Fax: 03-3260-6198
ホームページ　http://www.shinkyo-pb.com ／ sales2@shinkyo-pb.com

大
反
響

12
月
9
日

多
彩
な

内
容

2
月
24
日

1
月
25
日

2
月
24
日
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キリスト教書はもちろん 一般書のご注文もＯＫ 
８０００円以上お買い上げ道内送料サービス！ ＱＲ決済・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。kameoka@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 10時～午後 6時(月～土) 日・祝は休業 

 

 

神さまのおはなし畑 
定価￥2,200（税込） 

聖書の言葉を子どもたちにわ
かりやすく伝える教案誌。聖書
解説と例話が５１話収められて
います。著者は、幼児教育の知
識をもつ、現在活躍中の 9 名の
執筆による充実の一冊。            
2023年度の成句カードとも一部
連動。ご一緒に合わせてお使い
ください。 

刊行：アバコ        
（キリスト教視聴覚センター） 

聖書の動物 
よもやま話 

 定価￥2,200（税込） 

聖書に出てくる 27 種類の
動物たちは、仏教・神道、古
典文学ではどんな風に登場す
るか？ 暮らしの中での人間
と動物との関わりを、科学者
の視点も交えて紹介する楽し
いエッセイ。著者が集めた動
物ゆかりの神社仏閣の貴重な
資料も収録。  

刊行：教文館  
 



日本キリスト教団出版局    〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18  ☎03-3204-0422  　 03-3204-0457
 ホームページ https://bp-uccj.jp  E-mail eigyou@bp.uccj.or.jp【価格10％税込】



● 編集・発行 ●

日本キリスト教団 北海教区 

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３F 

公式ホームページ：http://www.hokkai-net.jp/ 




