ポインセチア号

第 189 号
北海道クリスチャンセンター
北海道クリスチャンセンターは 1951 年に北海
道基督教会館としてスタートしてから、今年で 62
年となります。現在の建物は 1984 年に新築され
ましたので、来年で築 30 年となります。
北海道クリスチャンセンターは、合唱団の練習、
企業の会議、教区の委員会、集会等に利用され、
年間 4000 件ほどのご利用があります。宿泊も多
く利用されていますが、教会関係者のご利用が年々
減少しています。
近年は、センター講座が特別講座を含め、多く
の講師を迎え、教区の歩みや北海道のキリスト教
の歴史、平和問題をテーマとして年数回開かれて
います。
12 月には、昨年度から、『クリスマスフェスタ』
を開始しました。アドベントの期間中、センター
に入っている団体（北海道キリスト教書店・札幌
YWCA・家庭福祉相談室・札幌はこぶね保育園・
北海教区事務所・ホレンコ・北海道キリスト教学園）
と共にクリスマスをお祝いする行事や飾りつけな
どがなされています。ぜひ足をお運びください。
スタッフは雨貝行麿館長、板谷良彦主事、のほ
かに職員 2 名、パートアルバイト 12 名、総勢 16
名でセンターの運営を託されています。

所在地●〒 060-0807
電

話● 011-736-3388

札幌市北区北 7 条西 6 丁目
FAX

011-736-3389

創

立

● 1951 年

滝川二の坂伝道所
クリスマスを迎えるこの時期、いつも子ども
の頃を思い出します。教会付属の幼稚園に通っ
ていたわたしは、クリスマス会で 2 年続けて
聖歌隊の役をしました。台詞のたくさんある
博士やヨセフ、マリアなどの役を演じる人た
ちの後ろで、ただ一曲の歌をうたうのが聖歌
隊です。当時の全体写真を見ても、後ろの方
に写っていて決して目立つ役ではありません。
ある時ひとりのお母さんに「おねえちゃんは
マリアさんをしたのに、美歌ちゃんはまた聖
歌隊？」と言われたことを覚えています。でも、
少なくとも自ら目立つ役に立候補するような
ことは絶対せず、毎朝幼稚園を休むことばか
りを考えるような子どもだったわたしは、聖
歌隊というあまり目立たないこの役に満足し
ていました。それでも、もしこのお母さんの
言葉を自分の親や先生方が言うのを耳にして
いたら、この聖歌隊をする自分をみじめに感
じてしまったかもしれません。
私は自分でも不思議なくらい、この幼稚園時
代に「神様はいる」と確信していたと思います。
特に園生活での聖書のお話に心惹かれたとい
う記憶はなく、「主の祈り」や月ごとの聖句を
暗唱することに喜びを感じていた覚えもない

長井美歌

のですが、折に触れて自分の信仰は何によって
培われてきたかを考えると、どうしても幼児期
にまで遡るのです。そのころを思い出すと、わ
たしは遊具を「貸して」とも、友達に「ごめんね」
も「ありがとう」も言えない、とにかく自信の
ない子どもだったようです。それでもお祈りだ
けは、誰もいない誰も聞いていないところでで
きると分かっていて、実際に布団の中や、カー
テンの中にくるまって神様に祈っていた記憶が
あります。きっと、園生活の中で、何かが積み
重なって神様の存在を子どもなりに信じたので
しょう。ひょっとしたら神様のお話をしてくれ
る先生たちに、目立たないわたしの存在を否定
するような雰囲気が感じられなかったことも関
係しているのかもしれません。そしてそうやっ

ヨハネによる福音書１章４－９節

言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。
彼は証しをするために来た。光について証しをするため、
また、すべての人が彼によって信じるようになるためである。

て祈っていた子どものわたしは、神様にお祈り
をすることで安心感を得ていたのだと思います。
安心というのは明日の事や自分の歩く先がちゃ
んとあるよ、大丈夫だよ、と思えることです。
おとなになってやはりクリスマスの時期だっ
たと思いますが、この聖書の箇所を読んだとき、
わたしは幼いころの自分を思いました。聖書の
言葉も情景も理解していなかったであろうあの
頃、わたしが求めていたのは光だったのだと。
光は道しるべであり、本当のことを教えてくれ
る目安であり、そして暗闇から抜け出した時の
温もりでもあります。
たとえ幼くても子どもなりになにか不安を抱い
ていたのでしょう、幼くて理解が十分でなくて
も、漠然とであってもわたしは光を求めていた
のだと思います。
4，5 節「言の内に命があった。命は人間を照
らす光であった。光は暗闇の中で輝いている（後
略）。」 9 節「その光は、まことの光で、世に来
てすべての人を照らすのである。」の言葉には、
わたしたち人間が生きていくためには光は欠か
すことのできない存在であることが表れていま
す。
この光となられるイエスが生まれたことを覚
えるこのクリスマスに、改めて私たちは光なし

では生きられないことを心に刻みたいと思いま
す。そしてたとえどんな人でもこの光を求め見
出そうとすることができること、そしてその求
めに主が応え、永遠に光を照らしてくださるこ
とを信じる時にしたいと思います。

《特集 １》

新しい長期宣教計画について
第４次長期宣教計画

委員会案

(これは現時点での委員会案であって最終案ではありません。これから更に検討を加えていきます。)

わたしたちのミッション：

「礼拝の喜びに生きる神の民」
〜刷新・連帯・平和〜
期

間： １０年

３期制（４年、３年、３年）をとる。

宣教のビジョン：
１

礼拝を通して新たにされるために——刷新

（１）教会の礼拝の充実に取り組む

【第1期重点活動】

（２）信徒の働きによって宣教を豊かにする

【第2期重点活動】

（３）献身としての献金の意義を確認し、互いのことを覚えて支え合う
教会を目指す

２

【第3期重点活動】

互いの礼拝を守り続けるために——連帯

（１）地区活動のいっそうの可能性を模索し、充実させて協力関係を強化する
【1期・2期重点活動】
（２）地区を越えた多様な協力関係を模索し、実現する 【1期・2期重点活動】
（３）厳しい状況におかれている教会の礼拝を豊かで力あるものとするための
具体的な支援を実施する

３

【第3期重点活動】

礼拝から社会へと派遣されるために——平和

（１）憲法の平和精神を守るための学びと実践に取り組む
（２）社会の中に平和を実現する者として派遣されていく
（３）平和を実現する働きを互いに覚え、支え合っていく

【第1期重点活動】

新計画委員会案についての
コメント

長期宣教計画総括・策定委員会
2013年11月8日現在

新しい北海教区長期宣教計画の前提は、北海道全体が過疎化と高齢化と人口減少とい
う動向にある中で、教会だけが右肩上がりの活動計画を継続することは困難だろうという
認識です。
けれども、社会が縮小傾向にあるからこそ、教会は宣教活動を豊かにしていかなければ
なりません。宣教とは、小さくされたものに対する神の愛の証であるからです。そして、そ
れこそが、この時代に神から北海教区に与えられているミッションだと考え、新しい宣教計
画では、この社会に力強く神の愛を語り、働きかける教会の姿を目指すものとしました。

「わたしたちのミッション」について
この10年の北海教区の最重要課題が、すべての教会が礼拝を守ることであること
はいうまでもありません。しかしそれは、従来行ってきた礼拝に留まっていればよい
というのではなく、礼拝を神のいのちと力にあふれるものに刷新していきたいとの願
いが込められています。
礼拝は、人々がそこに招かれて神のいのちを受け、分かち合うところであり、礼拝
は、主にある家族として互いに覚えあい、つながっていることを確認する場であり、
また、礼拝は、互いのいのちと暮らしに関わる課題を分かち合い、共にその課題のあ
る社会に派遣されていく時です。礼拝を新しくすることで、より「いのちと力にあふ
れた礼拝」が、北海教区のすべての教会で守られることを目指しています。
もちろん、教会の働きは礼拝だけではないでしょう。けれども、教会の働きの中心
が礼拝であることは間違いありませんし、教会が行うすべてのことは、礼拝の新しい
形であり、もしくは礼拝との深い関わりの中で行われているのです。
縮小していく社会にあっても豊かな宣教活動を展開するというミッションは、礼拝
の刷新を通して教会とそれに関わる人たちが刷新され、より深い連帯を保ちながら、
平和の実現に取り組む教区、教会となることだという思いでこのミッションの言葉が
編まれたのです。
従来の「革新、連帯、平和」ということばは、北海教区の30年にわたる実践に基
づく言葉ですので大切にしつつ、新しく北海教区に加わって下さる方々と共に歩むと
いうことばにしたいと願い、副題を「～刷新･連帯･平和～」といたしました。

「宣教のビジョン」について
そのミッションを具体化するための構想がビジョンです。礼拝ということばにこ
だわりながら、「礼拝を通して新たにされるために―刷新」、「互いの礼拝を守り
続けるために―連帯」、「礼拝から社会へと派遣されるために―平和」の３本柱と
しました。このビジョンに基づいて活動計画が提案されていくのですが、決してビ
ジョンに書かれている以外のことはしないということではありません。これまで北
海教区が行ってきた豊かな活動がありますので、その諸活動を継承しながら、ビ
ジョンに基づいて今ある人的、財的資源を有効に用いて活動計画をつくることにな
ります。
当委員会は、このミッションとビジョンに基づいて、これからの１０年が、北海
教区の諸教会にとって豊かな宣教を展開する１０年となるよう祈りつつ、この委員
会案を作ってきました。忌憚ないご意見を賜れば幸いです。
《新しい宣教計画のイメージ図》

「礼拝の喜びに生きる神の民」
礼拝を通して新たにされるために―刷新

互いの礼拝を守り続けるために―連帯

礼拝から社会へと派遣されるために―平和

今後のスケジュールとお願い
この委員会案は、この後さらに検討を重ねた上で、来年1月の年頭修養
会後に行われる宣教協議会で協議し、2014年度北海教区総会に提案するこ
とを目指して作業をすすめています。
できるだけ多くの方の意見をうかがいたいと思いますので、ぜひ各教会や各地区で
この委員会案について検討していただき、ご意見やご質問をお寄せください。また、
地区委員会などからの要請があれば、委員を派遣して直接説明を行い、ご意見をうか
がわせていただきます。
ご意見・ご質問、委員派遣依頼は・・長期宣教計画総括・策定委員会まで
委員：後宮敬爾(長)、笠田弘樹(副)、板谷良彦、稲垣正策、田中文宏、藤巻朋子、山崎道子

特集 ２

クリスマスキャロルを歌う
♪ 札幌北光教会 佐々木昭男
守銭奴のスクルージがクリスマス・イヴに超自然的な体験をし、それがもとで改心するという物語
「クリスマス・キャロル」は皆様おなじみです。ディケンズのこの作品はクリスマス・ストーリーの中
でも秀逸であり、広く世界に親しまれています。もしまだ読まれていない方がいらしたら是非一読する
ことをお勧めします。ともあれアドベントを迎える頃になると、この名作「クリスマス・キャロル」を
思い出します。今年も早いもので、もうそんな時期になりました。それぞれの教会で行われるクリスマ
ス礼拝が神様の祝福のもとに行われますように祈っています。
クリスマスと聞いただけで、なぜこんなにも心が騒ぐのか不思議に思います。小さい時から
自然に耳に馴染んでいる「ジングルベル」や「赤鼻のトナカイ」などのクリスマスにちなん
だ歌はサンタクロースが運んでくるプレゼントと共に、子ども心を大いに刺激したことは間
違いありません。これは一般的にはクリスマス・ソングと言われ、クリスマス・キャロルと
は性格が違っています。
少し若い方なら、♪～クリスマスキャロルが流れるころには 君と僕の答えも出ているだろう～♪と
稲垣潤一が切なく歌う「クリスマスキャロルの頃には」や、山下達郎の「クリスマスイブ」♪～雨は夜
更けすぎに雪に変わるだろう サイレントナイト ホーリーナイト きっと君は来ない 一人きりのク
リスマスイブ～♪などもクリスマス・ソングの一つと数えるでしょう。
それに比べ地味ではありますが、グル―バーの作曲し
た「聖しこの夜」は世界中の300以上の言語に訳される
ほどポピュラーな歌です。グル―バーは教師でありオル
ガン奏者でもありました。クリスマス・イヴの前日オル
ガンが壊れたため、ギターの伴奏で歌える讃美歌の作曲
を依頼されました。ギターの伴奏で讃美歌を歌うことに
疑問を感じたようですが、一晩中考えた末、ミサの始ま
る数時間前にこの曲を完成したという逸話が残っていま
す。こちらは救い主イエスキリストを証する宗教的な内
容であり、歴然としたクリスマス・キャロルです。私の
育った家庭はクリスチャンホームではありませんでした
が、意味が分からないまま歌っていた記憶があります。
ベツレヘムなどと言う地名に異国の臭いをかぎ、別世界 〈グル―バーが一晩で作曲した「聖しこの夜」の自筆譜〉
へ憧れを抱いて過ごした少年時代を懐かしく思います。
クリスマス・キャロルの魅力は何と言っても、旧約聖書の時代から数多の預言者が預言
し、民衆がその降誕を待ち望んでいた救い主がついに現れたという喜びにあります。テ
キストを読んでいると自然のうちに声に抑揚が生まれ、それは言葉だけでは表現し得な
い言葉の限界を超えた、歌声でしか表し得ない特別な情感を呼び起こすのです。クリス
マス・キャロルを手がけた古今東西の音楽家達は、詩から受けた霊感によって美しいク
リスマス・キャロルを生み出しました。この奇蹟のような詩と音楽との出会いによって
生まれたクリスマス・キャロルが存在することを神に感謝します。
わたしの所属する教会には聖歌隊があります。練習の時は歌詞を全員で音読し、内容を味わい神への
感謝の祈りと、お互いの祈りを合わせることを大切にしています。全員の声が見事に調和した時、驚く
べき恵みが私たちを包み込んでくれます。
守銭奴で誰からも嫌われているスクルージは、己の人生を深く反省し改心しました。
きっとクリスマスの夜、子ども達の歌う純真なクリスマス・キャロルが心の琴線に触れた
のに違いありません。

●各種献金のお願い

幹事室より
北海教区幹事

日向恭司

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。
・１月 年頭初穂献金
会堂・牧師館の建築・補修のための給付およ

●活動予定

び貸付等に用いられます。
・２月 靖国神社問題活動･ 信教の自由を守る日献金
宣教部平和部門委員会の靖国神社問題活動・
天皇制問題・信教の自由を守る日関連の活動
は、全額この献金によってなされています。
・通年 洞爺湖教会宣教協力献金
郵便振替 日本基督教団北海教区宣教協力募金

・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

口座番号
北洋銀行

●消息
【訃報】
榮 英彦（隠退教師）2013 年 11 月 4 日逝去

名義

02700-4-5493

洞爺湖教会宣教協力委員会

口座番号 店:491

口座番号:3821297

・通年 東日本大震災支援活動募金
郵便局 名義 北海教区東日本大震災支援委員会
口座番号

記号：19070

番号：499431

芦別祈りの家のクリスマス礼拝
星の降る里～芦別で、キャンドルを灯して、
クリスマス礼拝を一緒にささげましょう。
2013 年

12 月 23 日（祝月）午後 5 時～6 時

場 所：芦別祈りの家（芦別市西芦別 1 番地）
メッセージ：小西陽祐さん（余市教会 牧師）
☆ お問い合わせ：北海教区事務所（日向教区幹事）011-716-5334 kanji@hokkai-net.jp
☆ 当日、札幌（2 時半出発）と旭川から車が出ます、便乗を希望される方はご連絡ください。
☆ 雪が多い場合は、昼頃から芦別祈りの家の屋根の雪下ろしも行ないます。スノ－キャンド
ルの道も作ります。お手伝いできる方はご連絡ください。
（ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ 9 時半出発予定）

北海教区 宣教協議会

“年頭修養会”の後は、

2014 年度から始まる「北海教区第 4 次長期宣教計画（仮称）」について、2014 年度教区予算案について等、
大切な協議の機会です。各教会の牧師・会計役員など、なるべく一人は出席していただきますよう、お願い
いたします。

と

き

ところ

2014 年 1 月 14 日 （日） 午後 1 時～ 3 時
ロワジールホテル旭川

主催：北海教区常置委員会

北海教区 2013 年度第 2 回常置委員会報告（抄）

・部門委員会には別れたが、部門で各グループに分かれて活

日

時

2013 年 7 月 19 日（金）13 時 30 分～ 18 時 00 分

動をする。結局、活動できるメンバーが減ってしまった

場

所

北海道クリスチャンセンター 301・302 号

という印象である。機動性に欠け、活動が停滞するので

久世そらち、笠田弘樹、卜部康之、田中文宏、

はないか。機構改変の意識を変えていく必要がある。

出席者

ロバート・ウイットマー、小西陽祐、石川宣道、
陪席者

2

島崎康広、佐久間光昭、島田久美子、板谷良彦

久世そらち議長より、日向恭司教区幹事の任期が 2013 年

日向恭司、西岡昌一郎

度末で終わるため、次期幹事の選任を検討する小委員会を

主な報告事項
1

組織して、常置委員会に提案していただきたいとの提案が

宣教部委員会報告

なされた。小委員会メンバーを笠田弘樹、ロバート・ウイ

教区総会からの課題として、洞爺湖教会宣教協力協議

ットマー、島崎康広各委員とし、議案としては、継続審議

会の位置づけの明確化と、
「教団宣教基礎理論」の学び

とした。

を希望する意見があった。平和部門委員会の委員補充

3

3

久世そらち議長より、沖縄教区との連帯について、近年、

歴史等について整理する。第 44 回開伝協に後宮敬爾牧

北海教区として具体的な取り組みをしてこなかったことを

師を派遣する。以下のような質問が出された。

反省し、具体的な連帯を考えたいとの提案がなされた。また、

・置戸教会の宣教主事体制への支援について

西岡昌一郎宣教部委員長より、次のような追加説明がなさ

⇒検討す

れた。

北海道クリスチャンセンター運営委員会報告

・沖縄教区の規則変更申請が教団に却下されたことに対し

社会福祉法人の家庭相談室と保育園の土地貸与のこと

て、教区レベルで連帯する必要があるのではないか。沖

は、小委員会を組織して検討を始める。センターのエ

縄教区常置委員会が出しているブックレットを購入し、

レベーターを修理する予定である。

学びをしていきたい。

東日本大震災支援委員会報告

・佐藤幹雄牧師が自主的に沖縄教区総会に出席されている

夏の保養プログラムを 8 月 16 日（金）～ 22 日（木）

4

が、今後は、北海教区代表を送った方がよいのではないか。

の日程で、北海道クリスチャンセンター等において行

・沖縄教区と連帯しようとするとき、自らの北海教区自身が

なう。活動支援募金の残金が 20 万円に満たない金額に

問われ、どのような教団にしたいのかが問われてくるの

なっている。以下のような意見が出された。

ではないか。

・委員会の報告をもう少し細かく行なってほしい。

審議の結果、沖縄教区が出しているブックレットは宣教部

その他

委員会の扱いで購入することと、9 月 20 日（金）の常置委

・北海道南西沖地震災害救援対策小委員会報告

員会で佐藤幹雄牧師から「沖縄教区の現状と今後について」

約 120 万円の残金を使用して、「震災と教会」という
テーマで宣教会議を開催する。日程は、2014 年 7 月
8 日（火）～ 10 日（木）とし、兵庫・関東・東北・
奥羽などの教区に呼びかける。
主な審議事項
1

沖縄教区との連帯に関する件

について常置委員会に要請したい。青少年キャンプの

ることを始めた段階である。
2

教区幹事選任に関する件

説明を受けることを可決した。
4

その他
・日本基督教団信濃町教会「諸教会連帯資金・宣教活動資金
協力」について
北海教区では同資金を教区開拓伝道資金に繰り入れている

宣教部およびその他委員会委員選任に関する件

ことを確認し、申請書類への記入と提出は教区幹事一任と

別紙資料「2013 年度各委員会名簿（2013 年 6 月 30

した。

日現在）」にしたがって提案がなされ、審議の結果、課
題は教区三役で調整することを可決した。以下のよう
な意見が出された。
・委員を受けるかどうかを判断するときに他のメンバー
を知りたい。
・毎回辞退される方がいるが、その人の状況が変わって
いないのなら、最初から声をかけない方がよいので
はないか。

第２８回 全

べてるの家発 「 当時者研究 in 島松」 やっています
福祉、医療、教育現場にいる方、そうでない方も・・・
場所 芦別祈りの家
当時者、当事者の家族、そうでない方も・・・
テーマ 共に生きる生活
「

講師 高濱心吾牧師（札幌北光教会）
毎回 10 人前後で、その日の参加者が研究テーマを出し合い
聖書研究 後宮敬爾牧師（札幌北光教会）
ゆる〜く、楽しく、しかし深く当事者研究をしています。
炭鉱講座 矢島満子さん（札幌北部教会）
苦労を希望にかえる。自分の助け方研究してみませんか！
震災の話 島田創さん（月寒教会）
◇
日時：偶数月の第４木曜
19:00 〜 21:00。会費 100 円。
参加者
１８名(中高大学生)
会場：島松伝道所
＋大学生スタッフ ３名
「当時者研究
café」も好評！
＋スタッフ
１０名（途中・部分参加含）
和気あいあい、当時者研究
◇ 日時：不定期 土曜日 11:30 〜 15:30。会費 500 円。美味しいランチ付
会場：島松伝道所
日程はお問い合わせください。
す」との言葉を体現している姿がそこにはある。

「若い人はここにいます！」

そして、今回は「スタッフをしたい」と自分たち
＜ 自分自身で、ともに ＞
から申し出てくれた３名の大学生がいた。大学生が
当時者研究の一番の特徴は、自分のかかえる苦労への対処を専門家や

報告者：小西陽祐（余市教会）

スタッフとなったのは、約１０年ぶりのことだ。こ
家族に丸投げしたり、爆発などの一時的な対処で終わらせるのではな
く、
「自分の苦労の専門家」の立場からそれを大切な研究テーマとして
「若い人が教会からいなくなった」と言われて久
の大学生たちもまた「春の集い」や青少年キャンプ
とらえ、“自分自身で”
仲間や関係者と連携しながら本来の自分に優し
しい。それでも、わたしは、「若い人はここにいま
を経験してきたメンバーだ。この大学生たちも、
「宣
い生き方、暮らし方を
“ともに”
模索することころに面白さがあります。
す！」と声高に言いたい。なぜなら、わたしは、参
教の担い手」なのだ。
ですから、研究が深まれば深まるほどそこに豊かな人とのつながりと
加者たちの姿に心が大きく揺さぶられるからだ。
読者の皆さんは、実際に、会ったことはなくても、
連携が生まれます。（当時者研究の理念より）
この中学生・大学生たちの姿に、心を揺り動かされ
（革新部門委員・辻中明子）
今回、道北地区から参加してくれた中学生たちが
ないだろうか？希望を感じないだろうか？
いる。数年前から「中高生春の集い」やこのキャン
 ２８回目を終えた青少年夏期キャンプ。最近「こ
三浦亮平（ 新得教会）
みんなの教会キャラバン報告
のキャンプは岐路に立っている」との言葉を良く耳
が、最初に出会った時、わたしは頼りなさしか感じ
プに欠かさず参加してくれている。失礼だとは思う
2013 年 10 月 6 日。新得では初めての開催と
なかった。

にする。その理由は、教会の建物自体が古くなって
した。

なったキャラバン。このキャラバンは 2012 年度
けれども、この中学生たちを送り出してくださっ

きたことや、
「教区の財政が厳しい中で芦別祈りの家
理解されないもどかしさを味わうことも度々でし

の教区機構改変まで「障がい者と共にある教会形
ている教会の牧師がこう言っておられた。
「青少年キ

にお金をかける必要はあるのか」ということにある
たが、知らないことは、知ってもらえばいいだけの

成推進委員会」が続けていたキャラバンを宣教部

ことなんだ、と気づいたときに、ふっと楽になった
のだろう。

革新部門委員会が継承し、開催されたものです。

のを思い出します。
けれども、本当の岐路は、
「わたしたちは、若い人

当日は帯広からの参加者もあり、出席は礼拝、集

｢ 悔い改める ｣ と言うとき、悔いるのは一瞬でい
たちと宣教のパートナーとして共に歩む覚悟をする

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
会合わせて 45 名程でした。

を自分から声をかけて担当してくれるようになった
手話通訳者が入るということで、礼拝のことな

し、一人の奏楽者として礼拝前の祈りも共にささげ
ど、事前に連絡はとっていたのですが、いざ始ま
るようになってくれた」
。
っていると、細かい点で見過ごしていたことが、
あちらこちらに…。｢ あぁ、知らないってこうい
そして、この中学生たちは、７月１５日に地区の

いんですよね。しまった、と気づいたら、正しい方

のか。しないのか。」ということだとわたしは思う。 
に一歩を踏み出せばいい。悔いながら、自分や人を

わたしは、芦別祈りの家にお金をかけることによ

責め続ける必要はないんだと。

って、ここでキャンプをすることによって多くの若
先日の役員会で、キャラバンの振り返りの話が出

い人たちが宣教の担い手として育っていることを肌
ました。新得には聴覚障がい者の養護施設があり、

うことなんだ ｣ と、改めて感じました。｢ 会堂に
近隣の教会が協働して運営にあたっている和寒伝道

で感じてきた。そして、若い人に「宣教の担い手」
歴史も長いのですが、これまでほとんど接点をもっ

入った時から、キャラバンは始まっているんです
所で開催された「こども祭り」を積極的に担ってい

として育ってもらうためには、
厳しい時だからこそ、
ていませんでした。

よ ｣ と、手話通訳者の知野久子さんが言われてい

集会で、今幸子さんがろう者の立場から話されて
必要なお金をかけなければいけないはずだ。若い人

ましたが、納得です。

いた、｢ 手話は別の言語だ ｣ というお話も印象的で
に必要なお金を使う「覚悟」が、今求められている。

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。

午後の集会では、連れ合いの月下あゆみさんが

した。やっぱり、学んで行かなければね。と、さっ

話をしました。我が家にダウン症の子どもが与え

そく簡単な挨拶からでも始めようと、動きつつある

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、
られて初めて知らされたことが、たくさんありま
宣教の担い手となることができる教会形成を進めま

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、
ところです。尊い機会を与えられて、感謝です。
各教会にお送りしますので、ご覧ください。

教会音楽研修会 『礼拝の奏楽を学び合いましょう』
（北海教区宣教部革新部門委員会・後志地区共催）
10 月 19 日（ 土） の午後、 小樽公園通教会を会場に、 宣教部革新部門委員会と後志地区の共催で、 教会音楽研修会
『 礼拝の奏楽を学び合いましょう」 を開催しました。
当日は、 後志地区をはじめとして、 道東、 札幌、 苫小牧、 道南の各地区からの 18 名の参加でした。 自己紹介と奏楽を
するうえでの課題を話していただくと、 皆さんお互いに共通する課題や悩みを抱えていることがわかりました。
今回は、これから教会でも歌われることが多くなるク

もあるが、礼拝の前奏は、やはり、オルガン用に編曲され

リスマスの賛美歌や、ふだん難しいと感じている賛美歌な

た譜面の方が雰囲気がでる。また、讃美歌の伴奏をする場

どを、皆さんでともに歌い、聴き合いながら学ぶ時としま

合も、スピーカーで大きくするだけだとエフェクトが掛か

した。発題・実技指導は革新部門委員会の榮まり子委員、

りすぎて ( 残響が多すぎて ) 聞き取りにくいと思う。そこ

高杉香苗委員が担当しました。

で、讃美歌や奏楽集から譜面を読み込み、MIDI ファイル

一節の最後の長さはどのようにとったら次の呼吸に繋

を作って、パソコンで演奏、アンプで音を大きくして、礼

がるだろうか？休符で始まるような歌い出しの難しい賛美

拝に用いている。譜面を読み込むソフト ( スコアメーカー )

歌はどのようにリードしたらよいか？…など、お互いに悩

が便利である」という紹介をしていただきました。

みつつ工夫を重ねていることを、実際に歌いながら実践し
てみました。
そのなかで、賛美歌は言葉と賛美する方々の息（呼吸）

参加された皆さんからは、「お互いに悩みがある奏楽者
の声を聴けて、安心した。」「他の教会の奏楽者との交わり
や新しい出会いが嬉しかった。」との声をいただきました。

を大切に奏楽したいという気持ちを共有することができた

奏楽者はふだん一人で準備することが多いものですが、こ

ように思います。

のような奏楽者同士の繋がりが大きな励ましになると感じ

リードオルガン、電子オルガン、ピアノを用いて、ストッ
プによる音色の変化や残響の違いなど、それぞれの楽器の

ました。
今後の課題としては、リードオルガンや電子オルガン

良さを生かした賛美歌の奏楽という課題や工夫も見出され

の詳しい奏法の学びを希望する声も多くありました。

ました。

また、礼拝にふさわしい奏楽曲の選曲や楽譜の選び方につ

倶知安伝道所の阪口孝牧師からは、パソコンを活用して

いてももっと知りたかったとの感想をいただきました。こ

の奏楽の取り組みとして、
「現在、倶知安伝道所では奏楽

れからの教区、地区などの研修会で、学ぶ機会を持ってい

にパソコンを用いている。もちろん新型のヒムプレーヤー

きたいと思います。 （高杉香苗）

わかものの集い
2013 年 9 月 14 日（土）に手稲はこぶね教会にて、わかものの集いが開催されました。
この集いは、
もともと実行委員会形式で毎年 3 月に開催される「教区中高生春の集い」に参加した有志の青年や大人スタッ
フが「せっかくだから、集いだけではなく、集まろうよ！」と相談し合って実現したものです。従って、革新部門委員会が
主催ではなく、そのバックアップという形で革新部門委員会わかもの担当（B グループ）が関わらせていただきました。
当日は、高校生と大学生、そしてすで働いているわかもの合わせて 12 名と大人が 4 名、幼児小学生 3 名の計 19 名で賑
やかにジンギスカンパーティーを行いました。互いに自己紹介から始まり、教会前にある公園で月夜の中で遊んだりと、短
い時間を有意義に楽しみました。
いろんな制約や決まり事のない、ただただ食べて遊んで別れを惜しむ。そんな会がまた開催出来たらとても嬉しいです。[
（革新部門委員・原

和人）

第 42 回中高生春の集い案内
日
場

時：2014 年 3 月 27 日（木）～ 29 日（土）
所：北海道クリスチャンセンター
輪

和

話

テーマ：「みんなでわ・わ・わ ～あなたのこともおしえてくだ祭～」
プログラムやお話の内容などのくわしい案内は 1 月中旬頃に
それぞれの教会へおくります。
ぜひぜひあそびにきてくだ祭！
お問い合わせは、手稲はこぶね教会（011-682―7059 牧師：原 和人まで）

収穫感謝の集い報告

２０１３年９月２３日（月） 士別市上士別 五十嵐農場

9 月 23 日 ( 月 )、上士別の五十嵐農場で行われた収穫感謝
の集いに参加しました。秋らしく涼しい風の中に突き抜ける
ような青空が与えられ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層
の参加者で賑わう中プログラムが行われました。
メインのプログラムは収穫体験です。総勢 57 名の参加者
が 2 班に分かれて南瓜とジャガイモの収穫を体験させて頂き
ました。広大な畑の中、腰を屈めて大きな葉に隠れた南瓜を
一つ一つ探しながら収穫するのは、気が遠くなるほど大変な
作業でした。ジャガイモは勾配のある丘に植えられていて、
収穫する以前に上っていくだけで一苦労です。農家の方が毎
日どれほど大変な作業を繰り返しながら作物を育てておられ
るのか、午前中の短い時間ではありましたが作業を通して
しっかりと体に教え込まれました。
参加者全員が心から楽しみにしていた昼食は、茹でたての

お話しの中で本当に喜びを感じながら農業を営んでおられ
るという様子と、
「農業はいのちを作り出す産業なのです。
」

トウモロコシや、野菜をたっぷり使った豚汁など。汗をたく

という言葉でした。雨の日も風の日も、野菜の手入れを休

さんかいた後の塩分不足の体にはたまりません。食事を終え

むわけにはいきません。機械化が進んだとはいえ腰を屈め、

てお腹が一杯になった頃、五十嵐さんから農場のこれまでの

自分の体を酷使しなければできない事がたくさんありま

歩みと理念についてのお話しがありました。心の残ったのは、

す。しかし、その農作業の大変さの先に作り出されるいの

ちを見据えているからこそ、五十嵐さんにとっては大変な作
業も喜びを持って行うことができるのだ。そのような事を感
じさせられるお話しでした。

準備の段階で五十嵐さんと「農家の日常」を体験してもら
おうと相談し、農作業の時間を午前中に集中、トラックの
荷台に乗り畑へ向かう子ども達の嬉しそうな顔、大人も負
けずにいい顔でした。労働した後の昼食は山のきのこ入り
豚汁やとうもろこし、トマト、牛乳等で大満足、午後から
は広司さんに酪農を軸に様々な作物を作り農場を経営する
プログラムの最後に行われた礼拝の中で、道北センターの
ウィットマー先生は農村出身だった預言者ミカが見た幻につ
いてお話をしてくださいました。
「剣を打ち直して鋤とし、槍
を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げずもはや
戦うことを学ばない。
」
（ミカ書 4:3）
ミカは農村出身の預言者だったといわれています。いのち
を奪うのではなく、
「いのちを作り出す」事の尊さをミカは知っ
ていたのでしょう。いのちを奪うようなことが数え切れない
ほど存在する世界ではなく、いのちを作りだしていく事で満
ち溢れるような、平和の世界を作り出していくことが私達に
神様から与えられた働きなのだ、礼拝も含め全てのプログラ
ムを通してそう改めて思わされる、素晴らしい収穫感謝の集
いとなりました。

髙濱心吾（札幌北光教会）

「立体農業」の考え方と、命の源である「食糧」を生産す
る事、
「平和作り」への熱い思いを分かち合っていただき、
「食糧」を脅かす「ＴＰＰ」に反対して欲しいと訴えられ
ました。秋の陽と空気を楽しみ、自分達で収穫した真っ赤
なトマトを袋いっぱいにつめて心も体も満たされて帰りま
した。紀子さんが「たくさんで働いたから作業がはかどっ
たわ。」と言ってくれました。お役に立ててよかったね～～。
五十嵐さんの農園でたくさんの体験をしましたが、二つの
ことが印象に残りました。
一つ目はカボチャの収穫です。トマトやキュウリは収穫し
たことがあってもカボチャの収穫は初めてでした。実際、
カボチャの収穫はかなり大変でした。できるだけカボチャ
の実をさわらないように、くきをもたなければなりません。
カボチャはデリケートで、砂や水がついている手でさわる
と水分等が皮の中に入ってしまうからだそうです。ぼくは、
できるだけカボチャにさわらないようにと作業をしました。
その日はとても天気がよく、汗をかきました。
二つ目は食事です。ぶたじるはとってもおいしくて心が温
まりました。とれたてのトマトは、水々しくあまくて適度
な酸味があっておいしかったです。
その後の五十嵐さんのお話で、五十嵐農園の年表が配られ
ましたが、それを見ながらお話を聞いていると「ここまで
くるのにどんなに苦労があったことか」と思いました。汗も
たくさんかいたし、おいしい物も食べたし、お話も聞けたし、
とても楽しかったです。

今年も異常気象！毎日雨が降り続いていたのにこの日はとっ
てもさわやかな秋晴れ！農作業が大幅に遅れていた農家に
とっても貴重な晴れ間です。嬉しい気持ちとこの貴重な一日
を提供して下さった五十嵐さんに申し訳ない気持ちが混ざり
ちょっと複雑な気持ちでスタートしました。

６年

横田ゆう（札幌元町教会）

星野文昭さんは、獄中 38 年、無実を訴え続けています
再審と証拠開示を求める第二次再審請求署名にご協力を！
伊藤英治（月寒教会）
「北海道星野文昭さんを救う会」は文昭さんのお母さん

再審請求の為の弁護団の調査で色々な事が解って来まし

月寒教会員）さんの「文昭は無実で

た。裁判で証拠とされた「供述調書」と星野さんが当日着

す。助けて下さい」との声に応えて結成されました。
「あ

ていた服の色の違いなどです。星野さんは 38 年間一貫し

の子は人殺しなんかできません。心の優しい子です」この

て無実を訴え続けています。第一次の再審請求は 2008 年

言葉に母の思いの強さを私たちは感じました。いつも体調

に棄却されました。現在は第二次再審請求の運動に移って

に留意され「文昭のためにがんばるの」と言っておられた

います。現在も証拠開示を求めて活動をしています。署名

のです。

運動を続けておりますのでご協力下さい。

である美智恵（故人

この事件は 1971 年にさかのぼります。沖縄返還協定に

この運動の中で天に召された方々がいます。由井牧師、

反対する学生たちは「基地のない沖縄を」との要求のため

柴田牧師、なにより星野美智恵さん、この方々の思いを背

にデモ行進をいたしました。デモ隊と機動隊との衝突がお

負いながら運動を続けています。星野さんの逮捕、拘留が

こり、その中で一人の機動隊員が重症を負い、翌日死亡し

政府による「みせしめ」であり、えん罪であることは明か

ました。その後、
1975 年になってデモ隊のリーダーであっ

です。時には悲しい声を聞きます。「社会運動、学生運動

た星野文昭さんが実行犯にでっち上げられ逮捕されたので

をしていたからこうなったんだ」云々。教会の方々にはこ

す。物証もなく、少年 3 人を含む 6 人の「供述調書」の

のような言葉を口にしていただきたくありません。平和の

みを根拠に逮捕、拘留されました。6 人のうち 5 名は「供

為に行動した星野さんのえん罪をはらす事は私たちの使命

述は取調官の誘導で強制された」と後日証言しています。

です。

公判ではこの「供述調書」が証拠として出され、殺人罪が

署名用紙は、星野文昭さんをとり戻そう全国再審連絡会

認定され無期懲役が確定しました。弁護団と星野さんは目

議のホームページからダウンロードできます。提出先は署

撃証言とされる「供述調書」の開示を求めて来ました。そ

名用紙に記載されています。

れは証拠とされた「供述調書」が警察、検察によってねつ
造されたものであることを証明する重要な証拠であるから
です。しかし、検察は開示を拒否続けています。
「北海道星野文昭さんを救う会」はお母さんの声に応え
ながら、この事件の政治状況、再審請求の時期の政治状況
などを調べ話し合いました。美智恵さんが属していた月寒
教会の由井哲夫牧師、柴田作治郞牧師、事務局のメンバー
は一つの事実にぶつかりました。それは再審請求の行為が
認められた時期と沖縄での
「米軍兵士による少女強姦事件」
との時期が重なる事です。この事件は政治的に沖縄と密接
に結びついていた事件であると認識しました。沖縄教区の
平良修牧師は「星野さんは沖縄のために戦った人です」と
よく言われます。

http://fhoshino.u.cnet-ta.ne.jp/

街頭で訴える妻の暁子さんと支援者

秘密保護法って何？～今こそ見張りの役目を
1. いま
この原稿を書いているのは、２０１３年１１月５日。秘密保護法の国会審議入り直前です。
この教区通信が発行され、みなさんのお手元に届いている今、秘密保護法はどうなっているでしょう
か？ドキドキします…。

２ なに？
秘密保護法＝特定秘密の保護に関する法律は、政府が持っている「防衛」「外交」「テロ活動防止」など
に関する重要な情報を、「秘密！」と指定することによって、国民の目の届かないところに置こうとする
ものです。いわゆる、国家秘密、です。
そして、これら国家秘密を漏らした公務員、それを教えてくれるように働きかけた記者や市民に刑罰
を科します。
３ そもそも？
この法律を制定しようというきっかけは、米国からの強い要請です。
「日本さん、私たち（米国）と防衛協力をしたいのなら、ちゃんと秘密を守れる制度を作って下さいよ。
そうしないと、重要な情報を教えることはできませんよ。」
日米防衛協力を進めたい日本政府は、この要請に応じようとしています。
そしてこれだけではありません。同時並行的に、国家安全保障基本法、集団的自衛権、そして「国防軍」
と、「戦争のできる国づくり」へと動き出しているのです。
４ それから？
私たち国民は、この国をどのようにしていくのか、を決める責務を負っています。そして、それを決める
ためには、今、何が、どのように起こり、またどのようにおきようとしているのか、をきちんと知っている
必要があります。それが知る権利です。
しかし、秘密保護法は、そのような重要な情報、外交や防衛に限らず原発やＴＰＰなど私たちの生活、
人々の人生に深く関わる事柄を覆い隠してしまいます。

５ まだまだ…
レーン･宮沢事件。ご存知の方も多いと思います。１９４１年１２月８日、真珠湾攻撃の日、札幌組合教会（今の
北光教会）に通う米国人･レーン夫妻と、彼らと交流のあった宮沢弘幸さんら北大生が、軍機保護法違反、
で逮捕され、懲役１５年などの刑を科せられた事件です。
この事件は全くの“でっちあげ”でしたが、裁判自体が多くの秘密の下でなされたために、有罪となっ
てしまったのです。今般の秘密保護法の下でも、このようなことがおこる可能性があります。
６ だから
今まさに起こっている間違った方向への大きな動きに対し、見張りの役目を怠ってはいけない、と日々
強く感じています。平和を作り出す役割を与えられている私たちキリスト者は、過去に犯した過ちを２度と
繰り返さないために、この動きを止めなければならない、と思うのです。
かみさま、あなたの御用のために、私たちの心と体を用いてください。

（札幌北部教会 今橋 直）



沖縄より金井創牧師をお招きして

～平和祈祷会と教職講座～

2013 年 4 月、第 73 回教区総会において、わたしたちは「オスプレイ配備撤回を求めることを通
して、沖縄差別のない社会を目指す運動を推進する決議」を可決しました。けれども、いつもこ
うした決議をしておきながら、何もしないのがわたしたちの現実であったとの反省から、この決
議の具体化の第一歩として、今回は沖縄から金井創牧師（佐敷教会、沖縄キリスト教学院講師）
をお招きいたしました。10 月 16 日には教職講座に参加した教職たちが、また 10 月 17 日には
平和祈祷会に参加した 27 名の人がお話を聴き、祈りを合わせました。平和祈祷会では 31,963
円の献金が献げられましたが、金井牧師を通して、平和の活動のために用いていただくことと
しました。金井牧師も語られましたが、これを機会に新たな沖縄との関係作りを皆さんと共に進
めていきたいと願っています！下記に金井牧師の講演要旨と参加者の感想を掲載します。

★野宿者の言葉に励まされて★
那覇での野宿者の夜回りで出会った言葉がある。青年野宿者：
「俺は何をやっても駄目だ。神さまの罰が当たっている
のか？」
。中年野宿者：
「もし神さまがいるなら、俺たちより下にいて、支えてくれてるんじゃないか」
。わたしはその言
葉を横で聞いていて鳥肌がたった。イエス・キリストはまさにそういう方である。この言葉が、最悪の現状の中にある
沖縄での様々な活動に関わる時に力となっている。

★県民大会★
9 万人が参加した 2010 年 4 月の「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し国外・県外移設を求める県民大
会」のテーマカラーは黄色。参加者たちは皆、黄色のものを身につけ、日本政府にイエローカードを突きつけた。その色が、
10 万人が参加した 2012 年 9 月の「オスプレイ配備に反対する県民大会」では、赤に変わった。「NO！」を突きつけた。集まる
たびに、何回集まれば、沖縄の声を聴き、日本の政府は動いてくれるのだろうかとの思いを新たにする。

★米軍は陸も空も海も支配している★
パレスチナからお招きしたシェリン・アーレッジさんは基地を見て「クレイジー」と言った。まさに沖縄はクレイジ
ーな状況にある。沖縄の海も陸も空も、わたしたちが自由に使える状況にはない。米軍が使用している基地に面する水
域では、岸から 500m 以内は常時立ち入り禁止の上、継続的な漁業もできない。嘉手納基地周辺では騒音の酷さ故の「空
き地」が目立つ。沖縄の基地の特徴は、敷地の広さだけでなく、民間地に隣接している場所が多くあること。2010 年に
空の管制が沖縄に返還されたが、民間に管理が移っただけで、実際には米軍が管制を行い、旅客機は低空を飛ばなけれ
ばならず、米軍が優先される現状は何も変わっていない。

★辺野古★
辺野古は、わたしにとって、平和をつくっていく原点となっているばかりではなく、聖書・福音理解を変えられていった場所
である。辺野古の阻止行動はメディアが大きく取り上げた 2004 年からと大きく取り上げなかった 2007 年からに分けられる。わ
たしは 2007 年から参加した。この阻止行動は、非暴力によって行われる。「作業を止めてください！」と訴えるのも非暴力であ
る。でも、それでは基地建設は止まらない。だから、非暴力で相手の体には触れないが、直接阻止行動をしていく。■海底に
潜って、機材設置場所に先回りして、設置台にしがみつく。■2 時間でも 5 時間でも、カヌーを取り囲んで、しがみついて止め
る。■相手の船のスクリューにつかまって、船を動かさせない。■200 ㎏の機材を相手のクレーン船で降ろそうとする時に、ク
レーンの下に入る。実は、阻止行動に参加した人たちの多くは恐怖とたたかいながらであったことが、阻止行動後 2，3 年経っ
てからわかってきた。これが非暴力による阻止行動の実際である。

★普天間基地★
2010 年 5 月に「人間の鎖」で普天間基地を包囲した。どしゃぶりの雨の中で、赤ちゃん連れの夫婦が参加していた
ことが、とても印象的な光景だった。普天間基地爆音訴訟を最初一人で始めた原告で牧師である島田善治さんは「物を
言わぬ民は滅びる」といつも語っている。
2012 年、県民総意の反対にもかかわらず、オスプレイ配備が決定されてしまった。9 月に台風のため、警戒して米軍
が基地のゲートを閉めた。その際に、オスプレイ配備に抗議して、市民による普天間基地完全封鎖。4 ヵ所のゲート全
てを車両と座り込みによってまる一日完全に封鎖した。これは沖縄に米軍基地が置かれて初めての出来事。以来、この
1 年間さまざまな団体、個人が各ゲートで抗議行動を続けている。キリスト者の行動としては「普天間基地ゲート前で

ゴスペルを歌う会」が毎週月曜日 18 時～19 時に野嵩ゲート前で行なわれている。中心になっているのはバプテスト、
日本キリスト教団、カトリック、聖公会の信徒・教職たち。基地を訪れたアメリカから来たチャプレン曰く、
「いろんな
抗議集会がある中で、基地にいる米兵にとって一番こたえたのは、賛美歌が聴こえてくる」ことだそうだ。米兵たちも
母国で歌っていた讃美歌が基地の外から聴こえてくるのは、けっこうショックなようだ。

★高江★
以前から東村・高江にある北部訓練場には、ヘリコプター離着陸帯があったが、今、オスプレイのための離着陸帯の
建設が進められている。それを止めるための運動が展開されている。ゲートから工事車両が入ろうとするたびに何とか
して止めて、抗議の意思を表してきたこの高江でも建設阻止の座り込みと非暴力による阻止行動が行われている。全国
から応援のバナーが送られてくるので、それがゲート前にたくさん貼られている。

★宗教者国際会議★
わたしが現在勤めている沖縄キリスト教学院で、9 条アジア宗教者会議を開催した。キリスト者、仏教者、イスラム、
伝統的な沖縄の宗教者を含めて、沖縄のことや９条のことを取り組もうということを大会の決議とした。辺野古などで
現地研修を行い、最後は平和行進をした。そして、
「次に集まるのは福島で」ということで、2012 年福島で開催した。
「沖縄から福島へ」ということで、福島と沖縄の現場の共通性と取り組むべき課題は何かを共に考える時となった。福
島でも現地研修をまず行い、その上で会議を行った。

★沖縄平和研究所の働き★
沖縄では、今、９条宗教者ネットワークが立ち上げられ、わたしが所属する沖縄キリスト教学院の平和研究所が事務
局となっている。その平和研究所の活動で特に取り組んでいるのは、学生たちが沖縄の戦跡や基地を自分の目で見て、
学び、発信していこうという取り組みである。また情報発信のために。学生たちが企画して地元 FM 局でラジオ番組を
担当している。ボランティア活動として「東北教区被災者支援センター・エマオ」での活動、東北の子どもたちのため
の沖縄保養プログラムに参加するなど、幅広く活動している。

★イエスは負け続けた★
沖縄は、沖縄戦では「捨て石」とされた。
「平和の礎」に刻まれているように、24 万人を超える人たちの命が失われ
た。そして、その後、米軍によって沖縄は「要石」とされた。そうした中にあっても「弱い者が幸せに生きていくこと
ができることが正義であり、そこに平和がある。虐げられた人たちの側に立って声を上げることが正義であり、それが
平和をつくっていくはずだ」との信仰に、沖縄のキリスト者たちは立ってきた。
辺野古での阻止行動が危険度を増して、無力感に囚われ始めたころ。休憩した時に、誰かがポツリ言った。
「イエスっ
て、負け続けたんだよね」
。この言葉が心にしみ、慰めとなった。政府の大きな力によって、人々の声がかき消されるこ
の現場にイエスは生きておられる。イエスは徹底的に負け続けた。その負け続けたことを神が良しとされた。それこそ
が復活であったのではないか。だからこそ、わたしたちは最後の最後に負けるかもしれないけれども、そこに立つこと
ができる。
（このことに関しては、新教出版社『福音と世界』2012 年 9 月号にも掲載）
。そのイエスと共に歩む教会で
ありたいと願うようになり、今を歩んでいる。

◆平和祈祷会 参加者の感想

雲中慧さん（札幌北光教会・大学生）◆

私が今回の平和祈祷会に出席したのは、
「教会という視点から沖縄の現状を知りたい」そう思ったからです。
私は大学の水産学部で、海に関する自然科学や法、社会的な課題を学んでいます。しかし、平和祈祷会で教えていた
だいた沖縄の「課題」は、大学で学んだそれとは性質を異にするものでした。
「沖縄には味方がいないのか」講演中、私
はこう率直に、疑問を抱きました。そう疑問を抱いた原因の一つは、
「提供水域」というものの存在です。米軍の活動が
優先される提供水域においては、沖縄の方が漁網や養殖棚を設置することができず、満足な経済活動を行うことができ
ません。そして、辺野古の埋め立てや調査を行う作業船に乗り込むのは、経済的に苦しく、一日数万円のカネで政府に
雇われた沖縄の人のことでした。提供水域の存在により経済的に苦しめられた漁業者が、今度はカネの力で沖縄の敵へ
と変わっているのです。政府がいまや敵になり、
「日本」に住む者同士の関係が傷つけられていく。 これは、大学で学
んだ法・理想・現実とは全く異なるものでした。私は自分がいかに、机上の空論だけを学んでいたのかと愕然としまし
た。
「沖縄は捨て石にされた」この言葉に、頷けてしまう自分がいました。今日、メディアで取りあげられるのは卑近な
出来事や話題性のあることばかりです。沖縄の犠牲はなおざりにされがちです。積極的に学び続けなければ、沖縄の犠
牲を見失ってしまいます。そして、その許されざる犠牲をいつしか当然のことと錯覚し、無かったことのように感じて
しまうでしょう。憤りを感じていたそんな中、金井先生のあるお言葉が印象に残りました。それは、海兵隊として活動
している米国の若者その人自体は、どこにでもいるような好青年であるというものです。糾弾されるべきは、米軍や作
業員ではなく、沖縄の現状から目をそらし続けている、私たち社会全体の気運なのではないか、私はそう考えました。

意見広告

私たち北海道キリスト者平和の会は、
辺野古、高江の基地建設に反対します！

上空から見た宜野湾市普天間飛行場。市街地の真ん中に位置する。

道キ平会員募集中
会費

月額

大人 300 円
夫婦 500 円

入会希望者は東札幌教会

学生 150 円
黒田牧師まで

オスプレイはいらない

意見広告

沖縄からのメッセージ
佐敷教会 金井創牧師
在日米軍専用施設の７４％が集中す
る沖縄では、基地の負担軽減、整理縮
小ということが言われながら、その実
態は基地機能の再編強化が続いていま
す。普天間基地から辺野古に移設する
こともそう、北部訓練場の半分を返還
する代わりに高江に新たに６ヶ所のヘ
リパッド（オスプレイ離着陸帯）を建
設することもそうです。そういう中で、
心を痛めているのは長年繰り返されて
いた、生活道路である県道１０４号線
を封鎖しての１５５ミリりゅう弾砲の
実弾砲撃訓練が、県民の抗議と闘いに
よって中止に追い込んだものの、米軍
はその訓練をやめたのではなく、県外
に場所を移しただけになりました。そ
のうちの一か所が北海道の矢臼別に
なったことです。沖縄県民は自分たち
にとって迷惑、脅威であるものが余所
にいけばいいと考えていたわけではあ
りません。目の前から去ったからと
いって決して喜べる状況ではないこと
を強く思っています。その意味でも、
私たちは生活を脅かす米軍基地や訓練
そのものを撤退させていく上で連帯を
していきたいと思うのです。

「平和をつくり出す人たちは、さい
わいである、彼らは神の子と呼ば
れるであろう。」（マタイ 5・9 ）

名護市辺野古 “ジュゴンの海”
に建設されようとしている
滑走路の予定図（白い実線）

性差別問題担当委員会のページ
教職講座・委員会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「教会を招きの場にしていくためのヒント」
2013年10月14日～17日「しんしのつ温泉・たっぷの湯」で開かれた教職講座２日目の午後に、性差別問題担当委員
会の時間をいただきました。今回は「教会を招きの場にしていくためのヒント」をテーマにワークショップを行いました。
まず、集まった人たちが6グループに分かれることから始まりました。8～9人でグループを作りました。そこでまず、プ
リントされた例話を読みました。
「私は夫と共に牧師としてある教会に遣わされています。担任教師として、私は月一回の説教と教会学校の
教師として働いています。夫の牧師が片付けを手伝おうと台所に入ると、女性たちから断られます。私には
女性たちがこれまで担ってきたことを一緒にする事を求めます。また、教会には「婦人会」があり、女性た
ちが奉仕する場として大事にされています。女性たちの中には、色々な事でその働きに参加出来ず、心苦し
く思っている人がいます。そのことに気付いている私は、その人の心に寄りそうことの必要を感じていま
す。女性であるが故に直面する苦労が、教会の中で未だに顔を出してくることがあります。性差の区別なく
牧師の仕事をしたいし、「婦人会」という枠組みでなく、その人がその人として出来る奉仕によって生き生
きとされることを願っています。どうしたらよいのか悩んでいます。」

この例話を読んで、一人ひとりが設問に答えました。
① 彼女は今何を感じているか、その感情を表す言葉を、提示された言葉から選んで書きました。
② 彼女が今一度教会で積極的になるのに必要なものを、提示された言葉から選びました。
グループごとに、それぞれがふせんに書いて大きな紙に張りました。グループごとに、ふせんに書いた言葉について
選んだ理由や思いを話し合いました。そのあと、グループごとに2の設問についての言葉を、その中から一つを選び、
紙に書いてホワイトボードに貼り、全体に発表しました。
出てきたものは・・・ 1.現実の共有、 2.聴いてもらえること、 3.相互理解を深めるための居場所、 4.ユーモアを持つこと
などがあげられました。 最後に「ふりかえりシート」にそれぞれの思いや意見を書きました。
≪例話のようなことがあったら、
あなたはどうしますか？≫
・安心して話せる人に心のわだか
まりを聞いてもらう。
・信頼出来る人に聞いてもらい現
実を共有する。

≪一番印象に残ったこと≫
・グループワークでの話し合いで、自由に話せて楽しかった。
・新しいやり方で、教会の現実について率直に話せてよかった。
・一つのテーマを中心に、複数の人たちと話し合うことで、自分では思いつかないこと、また男
性と女性のとらえ方の違いや、女性の視点がわかっていなかったことなどに気づかされた。

・教会員に問題提起をし、思いを
分かち合える機会を作る。
≪教会を招きの場にして行くなら、どんなことが必要だと思いますか？≫
・教会が「あたりまえ」としてきたことを問い直す。
・気軽にそれぞれの思いを話せる場、ここにいてもいいんだと思える場を作る。
・「開かれた教会」「招きの場」という教会が来る人を待つイメージを問い直す。
・多様性と柔らかい頭で、温かく迎え、誠実に聴く。
・声かけをしたり、日ごろからの信頼関係を大切にする。

ふりかえりシートの欄外に「色々考えることが出来て、よいプログラムだった」と記されているものがありました。
初めて参加した私ですが、良い話し合いの時、考える時であったと思います。色々な違いを持つもの同士が、その違い
を認め受け入れ合う関係作り、その人がその人として大切にし、される事を願いながらの活動がさらに広がりますよう
にと願いました。 （佐藤待子）

献金のお願い 2013年度献金目標額 ３０万円 どうぞ覚えて、お支えください。

東日本大震災支援委員会ニュース

東北教区被災者支援センターエマオを通しての活動記
阿部 奈々
2013 年 10 月 8 日から 12 日までの 5 日間、 エマオを

～ 7 人ぐらいのおばあちゃんやおじいちゃんがラジオ体

通じて、仙台市若林区でボランティア活動等を行ってきま

操に参加しています。 エマオスタッフとワーカーも参加さ

した。

せて頂き、 体操終了後、 30分程度のお茶っこをします。
私は普段の生活では、 運動を全くしないので、 ラジオ

１．ワーク先でのお手伝い―そして、ごちそう
して頂いたことも…

体操第一が終わっただけで、 体はギシギシ鳴っているよ

5 日間のワーク （ボランティア活動） のうち、 3 日を津

と床に手をつけています。その姿をみて驚いてしまいまし

波の被害に遭われ、 ご自宅が全壊した方、 またご自宅

た。 彼女に、 とても軟らかいですね、 と告げると 「ラジオ

が被害に遭われた方の田んぼへ伺いました。

体操を始める前は、 屈伸しても床に手がつかなかった

そのうちの一軒は、田んぼに引き潮が残していった小
石がありました。 私は、 その小石を取り除くお手伝いを行
いました。 田んぼの端から端まで、 なるべく全ての小石

うでした。 私のとなりでは、 60 代ぐらいのご婦人が軽々

の。 だけど、 半年もやってたらつくようになったのよ」 と
答えてくださいました。
お茶っこの時間に、 彼女は一軒家に住んでおり、 津

を拾えるよう、 地面に腰を下ろし作業をしました。 小石の

波によって流されてしまったこと、 だけど、 2 階部分だけ

大きさはおよそ5cm。 小石を手に取り、 一斗缶に投げ入

は 「仙台東部道路」 （高速道路のこと。 この道路があっ

れる、 拾っては投げ入れる…、 その繰り返しです。 土の

たことによって、 津波の被害が免れた地区もあったが、

上にはめ込まれたような小石を拾いながら、あれこれ考え

津波が高速道路にぶつかったことにより、 二次被害に

事をしていました。この土に関わることは一時のことかもし

あった地区もあった。） の近くにあり、 タンスが 「人」 とい

れない、 けれど、 これからこの土地は土を耕され作物が

う字のように重なって流されずに残っていたこと、タンスの

植えられる、そして私たちのもとに食物となって帰ってくる

下に入っていた着物はカビていてクリーニングに 30 万円

だろう、そんな未来永劫続いていく営みをぼんやりと想像

もかかってしまったことなどを話してくださいました。

していました。 しかし、 どうしても忘れられない思いもあり

エマオスタッフの話では、 「家が決まった」 などの喜ば

ました。 それは放射能のことです。 ここで採れたものを食

しい話を、同じ仮設に住んでいる人には話せないことも、

べても大丈夫なんだろうか、 と頭をよぎりました。 農家の

私たち （エマオスタッフ） にだったら話せる、 と仰ってい

方、漁師の方にそんなことを言っては申し訳ないという気

た方がいらしたり、 新しいワーカーが来ることによって、

持ちや、 彼らにも生活があるとも感じています。 ですが、

何度も同じ話をすることができる、 と言っていました。

土に向き合い、 茫々と広がった日常の先にある未来を思

彼らに近づきすぎず、 かといって離れすぎてもいない

うと、 私の目は自ずと、 これから成長していく、 たくさん

距離の関係でのつながりは、一見するととても弱々しいの

の子供たちに向いていました。 彼らに与える影響はどれ

かもしれません。 しかし、 微かにでもそこに希望や勇気

程なのだろうか…、 と改めて思い返す時間になりました。

を思い出す瞬間があるのではないか、 と思います。 その

お昼になり、 ワーク先の方とご一緒に昼食をとりました。

瞬間の小さな小さな積み重ねを、 相手にそうとは気づか

ワーカーがそれぞれ持参したお弁当 （コンビニで買った

れずに、 そっと寄り添うことができたら…と思いました。

おにぎり） をほおばっていると、 ワーク先の奥様が私たち
のために豚汁をご用意してくだいました。 豚汁の温かさ
と、 もてなしてくださる心遣いがとても嬉しく （それ以上に
豚汁がとても美味しかったので） お代わりをしました。

３．「11246」のお祈りとフィールドワーク
エマオでは、 毎月 11 日に地震が起きた午後 2 時 46 分
に荒浜の海岸でお祈りを捧げています。 私の滞在中に
11 日がめぐってきました。 エマオスタッフとともに、 お祈

２．
「七郷中央公園仮設住宅」の集会所での活動

りを捧げることができました。

集会所では、 毎朝ラジオ体操を行っています。 ラジオ

フィールドワークは、 エマオスタッフがガイドし、 当時の

体操を始めたきっかけは、仮設に入居されていた知的障

状況や残された建物、現在建設されている建物などにつ

碍を持つ一人の男性の居場所作りとして、 仮設住宅と市

いての説明をしてくれました。 復興が進むにあたり、 被災

を結ぶ連絡係の方によって行われました。 現在では、 ５

の状況や当時の出来事が風化、変化していく兆しをみせ

つつあります。 フィールドワークは、 被災当時を知らない

そして、 ワーカーの大半が、 ワーク終了後のミーティン

ワーカーたちに、 当時はどのような状態で、 それからど

グで 「もう一度ワーク先の人に会いたい、 話がしたい」 ま

のようにして現在まで至ってきたのかを知る時間になって

たは 「もう一度エマオに来て、 前回ワークした人のところ

います。 そして、 それらを忘れないためにも大切な時間

へ行きたい」 と言っていたことが印象に残りました。

になっています。

今回、 エマオへ行くことができたのは、 北海教区の皆
さんのご支援と力添えがあり、実現することができました。
現地へ行きたくても行けない方、 何らかの事情があり北

全体を通して、印象に残ったこと
初めてエマオの活動に参加するにあたり、 現地へ行く

海道に留まっていなくてはならない方、 様々な状況にお

前から緊張しておりました。 それは、 ボランティア先の

かれていらっしゃるなかで、 ご支援をしてくださったことと

人々の生活や日常に入り込んでいくことへの緊張でした。

思います。 現地へ向かったのは、 生身の体を持った私

そして、 少しの時間だけワークに関わることも、 現地の方

一人かもしれません。 ですが、 現地での働きは私一人が

に対して後ろめたく感じていました。 けれども、 そのよう

行えたものではなかった、 と感じています。 微力で貧し

な気持ちは、 取り越し苦労でした。 ワーク先へ行くと、 ど

い働きではありましたが、 その一端をお伝えしたく、 この

こへ行っても好意的に受け入れていただき、 エマオと

報告書を書きました。 北海教区に繋がり、 お祈りし、 ご

ワーク先の方々との信頼関係が出来ていることを実感しま

支援してくださった皆様に感謝いたします。ありがとうござ

した。

いました。

奥羽教区

被災三教会の近況です。

※ 奥羽教区公式ブログより抜粋

新生釜石教会
7 月以降、 代務体制 （柳谷雄介牧師休職継続中） で教
会は活動を続けています。 特にすでに教会総会で決定
されています礼拝堂 ・ 牧師館の修築工事について役員
会は工事業者と共に相談を繰り返し、 去る 11 月 8 日工
事契約にこぎつけました。 代務者の労はもちろん、 役員
さんたちの思いは、 いかばかりか。 この 2 年 8ヶ月の歩
みの中からやっと修築に向けて歩みだしました。

大船渡教会
仮設団地での傾聴は村谷正人牧師と各地からお

講壇交換礼拝

村谷牧師は下ノ橋教会へ出張

訪ねくださる方々によって継続されています。
日常的には、岩手地区講壇交換礼拝や永眠者記
念礼拝が行われました。

宮古教会
宮古教会は津波被害を受けた現在地からの移転を
計画しています。 土地の候補地に、 どのような建
物にするかと相談中です。 そのために設計士を決
定し、 設計に入ります。 建築委員会で話し合って
います。
資金計画も検討しています。 必要が満たされます
ようご加祷ください。
土地取得のため教区としても支援を検討していま
す。
永眠者記念礼拝

写真の中には津波による永眠者も

地区担当
北
道北
海

わせる喜
び
をあ
顔
と

会いましょ
う♪
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頭修養会
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区年
教

10 月 26 日から 31 日まで、私の出身の神学院（玉
山神学院）の後輩たち（9 名＋子ども 1 名）が北
海道に来ておりました。その中には 4 つの原住民
族の代表がいました。アミ族（2 名）、タイヤル族
（1 名）、パイワン族（1 名）、ブヌン族（6 名）です。
みんな教会で牧会をしています。彼ら / 彼女たち
は札幌富丘教会に三日間泊まらせていただきまし
た。その後北海道クリスチャンセンターに泊まり
ました。札幌富丘教会の原和人先生と教会員の方々
から心温まる歓迎会をしていただき感謝しており
ます。
実は、今回来た後輩たちはみんな「ナルワン合
唱団友の会」の団員です。以前お話ししたように、
台湾の教会では、喜びの時、悲しみ時に関わらず、
私たちは賛美歌を歌いながら慰めと励ましあいを
しています。「ナルワン合唱団友の会」も 2011 年
10 月に東京で行なわれた「東日本大震災の犠牲者
を追悼し、復旧・復興を願う賛美と祈りの集い」
を公演しました。こういう繋がりがあって是非北
海道にも来てくださいと話しましたところ、やっ
と北海道に来ることができました。私も神学生の
時合唱団に入っていました。
玉山神学院は原住民の教会牧師を養成するため
の学校ですが、今は漢民族も玉山神学院で学ぶこ
とができます。「ナルワン合唱団友の会」の団員は
もともとは玉山神学院在学中に、
「ナルワン合唱団」
に加入していました。「ナルワン合唱団」は 1994
年に、初めて全国音楽大会に参加して、大学生の
部で最優秀賞を獲得しました。その後、各地域か
ら招かれて公演をするようになりました。さらに
毎年夏休みには海外の教会の招きで、アメリカや
カナダ、ヨーロッパなどで公演をしています。「ナ
ルワン合唱団」の団員は卒業後、また共に集い、
原住民族の伝統音楽や賛美歌を分かち合いたいと
いう気持ちが高まり、「ナルワン合唱団友の会」を
作りました。台湾の各民族から集まった教会の牧
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。皆今後、国内外で原住民族
の音楽と文化の交流の輪を広げていきたいと考え
ております。

今回、私たちと一緒にとわの森三愛高等学校、
酪農学園大学、北海道クリスチャンセンターで
説教や賛美歌の奉仕をいたしました。大変良い
交流会となりました。皆さまのご協力に感謝い
たします。
後輩たちのほとんどは北海道が初めてで、紅
葉した山々を見て感動しました。さらにおいし
い食べ物を食べて、美しい大地を歩きました。
アイヌ民族の方にも会いました。本当に北海道
を満喫することができました。彼ら / 彼女たち
は「次回また北海道に来ることができるように
願っています。」と言っていました。私もこのよ
うな交流会が引き続きすることができますよう
にお祈りします。

オ州のロンドン教
区、オックスフォー
ド地区のバージス
ヴィル合同教会
で す。 オ ッ ク ス
フォード地区には
２ ０ ０ ５ 年、 ４ ０

セント・アデル教会

今回は「小さな農村教会の奮闘記」をお届けします。

教会がありましたが、

1 番目の教会はケベック州プレボーにあるセント・アデル

現在は３１教会に減りました。その半数の教会には主任

合同教会です。カナダのフランス語圏ケベック州では伝統

牧師がいないので、１５人の信徒礼拝リーダーと４人の

的に多くの人がカトリック教会に行っていましたが、近年

隠退牧師が交代で説教と礼拝の司式をしています。信徒

は教会から離れる人たちが増えています。カナダ合同教会

礼拝リーダーは約２年間の学びの輪で説教学、神学、聖

のモントリオール・オタワ教区には約２４０の教会があり、

書学、教会音楽などの研修を行い、各地区に所属し無牧

その多くは英語礼拝を行なっており、セント・アデル教会

師の教会を周り、礼拝応援を行なっています。バージス

も１９５２年の設立以来ずっと英語で礼拝を守ってきまし

ヴィル合同教会では２年前に閉鎖の話し合いをしました

た。１９９０年代に３０人いた礼拝出席者が５人に減り閉

が、信徒礼拝リーダーによる礼拝応援で存続していく事

鎖を考えましたが、
「教会の周りにいるフランス語を話す人

を決議し、現在は平均１５名で礼拝を守っています。礼

たちに来てもらおう」と、２００８年よりフランス語礼拝

拝堂を使うと暖房費がかかり、高齢者は階段を登る事が

に変えました。フランス語を話せない唯一の信徒が「チェ

難しいので、半地下の集会室に木の椅子を丸く並べてアッ

ンジしなければ教会が死んでしまう」と率先して変化に応

トフォームな雰囲気で礼拝を行ないます。毎月第３水曜

じたそうです。「プロテスタントはカルト」と思っている人

日には「メッシー・チャーチ（散らかった教会）」という

も多い地域で伝道をするのはとても難しいので、様々なジャ

集会を行い、地域のこども達とその家族を招き、短い聖

ンルの音楽会を開き、ビートルズ礼拝を行うなど、地域の

書のお話、ゲーム、クラフト作り、夕食会を行ない、平

人に多く来てもらう取り組みをした結果、今では３０人ほ

均１７名のこども達が参加しています。

どの新しい人が出入りし、平均１０人で礼拝しています。

また「クラスター」という制度もあり、ロンドン教区

９４歳の男性オルガニストの伴奏に合わせ、タンバリンや

には６教会でフルタイムの牧師を二人、パートタイムの

鈴を鳴らし、にぎやかに自分の言語で賛美する姿はとても

若者担当スタッフを一人招聘している所もあります。牧

輝いていて心から感動しました。

師は 1 週間に３つの教会の礼拝を担当し、次の週は他の

２番目はオンタリオ州サギーン先住民族保留地のサギー

３つの教会の礼拝を行ないます。

ン・ウェスレイ合同教会です。カナダ合同教会には約６０

このような地域で北

の先住民族「牧会区域」があり、半数以上は「オール・ネ

海教区や道北地区の

イティブ・サークル (ANCC)」という先住民族の教会だけの

紹 介 を す る と、「 状 況

教区に属しています。しかしサギーン教会の様に各教区に

がとても良く似てい

留まり、非先住民族の教会と教区活動している教会もあり

る。励まされる」と熱

ます。植民地支配を受けた歴史を持つ先住民族にとって、

心に聞いてくださいま

非先住民族と共に歩むには多くの困難がありますが、良い

す。バージスヴィル合

関係を築くために話し合いを重ね宣教を行なっています。
この教会の信徒牧師ケヴィン・ハートさんは先住民族では

メッシーチャーチ・スタッフ

同教会の信徒礼拝リー
ダー、シリア・オース

ありませんが、保留地の活動に深く関わり、先住民族の文

さん（元カナダ合同教

脈の中で聖餐式を理解するためのこどもたち向けの物語を

会宣教師、農村伝道神

作るなどして、信頼関

学 校 教 師 ） は、「 私 も

係を築いています。こ

小さな農村教会を残す

の物語の中ではスコー

ために戦っているの

ンとイチゴジュースが

よ」と深い共感を示し

使われていました。

てくださいました。

三番目はオンタリ
ケヴィン・ハートさん（左）

９４歳のピアニスト

アイヌ民族情報センターから
１０月１６日、教職講座にて二風谷在住の関根真紀さんをお招きし、お話を伺いました。

教職講座「アイヌ民族として生きて」を聞いて

佐藤 待子（隠退教師）

私は、 今年の 4 月に倉敷から北海道に引っ越してきました。

機にある言語」 といわれているアイヌ語の再興を願っての

初めて出会うこと経験することにワクワクどきどきしながらすごして

活動が行われています。 アイヌ語教室で歌われている歌を

います。 今回北海教区の教職講座に初めて参加しました。

習いました。 身体の部分の名前を覚えるのは、 「静かな湖

今回の教職講座で関根真紀さんのお話しを聞きました。 まず、

畔の森のかげから」 の曲でした。 数字を覚えるのは 「一人

「イランカラプテ−」 の挨拶から始まりました。 「あなたの心にそっ

二人三人のよい子」 の数え歌でした。 参加者は文字を追

とふれさせていただきます」 の意味だと教わりました。 今回は

いながら楽しく歌いました。

「そっと」ではなく私にとっては「どーん」と揺さぶられた思いです。

関根さんたちは、 アイヌ語を取り戻していく学習法を学ぶ

私たちは、 未経験なこと、 わからないことに対して不安や怖れ

ために、 言語復興の先輩であるニュージーランドの先住民

と戸惑いを感じたりします。 その時そのことから逃げようとしたり、

族マオリの言語指導者を招いて教授法を学ぶ合宿をされま

自分を守ろうとして思い込みで判断したりして偏見差別を生み出

した。 その会が終わり、ある温泉施設に行きました。 そこで、

してしまうことがあります。

マオリの女性の刺青を見て入浴を拒否されるということがお

関根さんは、 工芸作家としてアイヌ民族伝統の作品を作り、 お

こりました。 その刺青は、 マオリでは一人前になったしるし

店で販売しておられますが、 そこにやってくる観光客からの質問

であり、 誇り高い民族の証しなのです。 何度も説明し抗議

の中にとても偏見差別に満ちているものがいまだにあると報告さ

したにもかかわらず入浴はかなわなかったそうです。 文化

れました。

の違いを認めず、 自分の考えが正しいとする傲慢が悲しい

かつての同化政策によって禁止されたアイヌ民族文化を取り戻

思いをする人をつくり出しました。 入浴施設で見かける 「入

す活動が、 色々な方法でなされているとのことです。 「消滅の危

れ墨の人お断り」 の看板は再考する必要があると思いまし
た。
終わりに関根真紀さんは 「わたしはアイヌ民族として誇り
を持っています。 わたしはかるいアイヌです。 共に暮らして
いきましょうと伝えています。」 と結ばれました。
初めての土地でちがいを見つけては喜んでいる私です
が、今回はどきどきでした。 そして、もっと知りたい学びたい、
出会いたいと思うワクワクの時間でもありました。

アイヌ民族情報センター募金のお願い
アイヌ民族情報センターは１９９６年に設置され、多くの方にアイヌ民族との直接の出会いの場を提供しつつ、ア
イヌ民族の権利回復に関わる裁判の支援などを通して、アイヌ ･ モシリにある教会としての具体的な取り組みを推進
するために活動を続けております。また、機関誌「ノヤ」の発行やインターネットを通し、活動を報告すると共に、
私たちの課題を確認し担いあえるような情報を提供し、さらには現代に生きるアイヌ民族の生の声を全国に伝えてお
ります。ここ数年は特に世界の先住民族の権利回復の闘いとアイヌ民族の連携の協力の支援を行っています。
これらの働きをおぼえて、さらなるご支援をお願いいたします。当センターの活動費は皆さまからの献金に依って
おります。どうぞ、お覚え下さり、ご支援下さいますようお願い申しあげます。

募金目標
送付先
加入者名

１５０万円
郵便振替 ０２７２０―７―２９３６６
アイヌ民族情報センター

道北地区

稲村

隆（旭川六条教会）

８月平和聖日礼拝を行いました。今年は

旭川星光伝道所 6 月教会協議会。テーマは「教会のこれ

燕麦のおかゆと芋茎（ずいき）の味噌汁で戦時中の食べ物

からを語る」
。去年の大雪の影響で雨漏りもあり、天井の

を再現しました。子供たちの反応は予想通りの
「まずい！」

クロスが剥がれ落ちるなど、工事を見積もり中です。

でした。しめしめと思いました。大人は「おいしい」とい

和寒伝道所

うことで期待外れ。
来年はもっとまずいものを準備したい。

師が説教をしてくださいました。庭のブラックベリーを

夏休みは子供たちと楽しく過ごしました。特殊学級の子供

ジャムにして和寒伝道所の運営資金として支援します。

とその親がついてくるようになり、
礼拝にも参加しました。

士別教会

相変わらず賑やかです。

名の方が熱心に来てくださり、見違えるような祈りの会に

旭川豊岡教会 8 月、教会創立 111 周年記念礼拝を守り

なっています。

ました。8 月ひまわり幼稚園の親子をお迎えし第 2 回目の

名寄教会

オープンチャーチを開きました。参加者 100 余名。

ました。8 月カナダ合同教会のアイリン・ハートさん、9

留萌宮園伝道所

旭川六条教会

7 月ミニ礼拝。日曜日の礼拝に出席困難な

9 月カナダ合同教会のベヴ・ブレイジャー牧

朝の祈り会は家族だけだったのだが、客員 4

6 月礼拝説教は、信徒の稲益久仁子さんが行い

月はハウレットさん、ベイ・プレイジャーさんの説教があ

高齢の方などを迎えての礼拝です。8 月夏期伝道師徐珊珊

りました。

（じょ・さんさん、同志社大院・留学生）さんを迎えて、

興部伝道所

教会員が亡くなられました。伊藤牧師が興部

9 月 8 日まで活動されました。

に赴任して 2 件目の葬儀でした。8 月第 1 週置戸教会に

美馬牛福音伝道所 8 月旭川伝道圏合同礼拝を行いまし

説教応援に行きました。8 月 3 日から 8 日まで西東京教

た。出席者 54 名。10 月、収穫感謝ゴスペルコンサート

区との交流キャンプが行われました。東京から 10 名、興

礼拝を行いました。出席者は 50 名余。素晴らしい、力強

部教会からは 15 名以上が参加し、とても有意義な交流キャ

い聖歌とメッセージでした。

ンプの時でした。
稚内教会 9 月教会創立 62 周年に、札幌北部教会後藤学
さんから「高齢期を豊かに」のメッセージがありました。
9 月、難波真実さんが礼拝生中継を発信されました。この
目的は歌登とか、遠隔地にいる教会員の方、病気の方、酪
農家に向けたものです。このような形で礼拝に参加できる
ことは恵みです。
道北クリスチャンセンター

農場訪問に特に力を入れてい

ます。余市、瀬棚、上富良野など訪問し、連帯を高めるこ
とを目的としています。藤吉主事はカナダ合同教会の信徒
訓練センターに参加し、また農場訪問をして研修を続けて
います。
美馬牛福音伝道所

収穫感謝ゴスペルコンサート礼拝

道東地区
★地区修養会

田村毅朗（春採教会）
９月１５～ 16 日。主題：
「賛美の喜びを

・９月２２日、交換講壇で北見望ヶ丘教会の秋山牧師をお

ともに」
。講師：高浪晋一先生。参加者５８名。

迎えし、田村牧師は置戸教会へ。

★北見望ヶ丘教会

★釧路教会

・ ９月１日、三教会宣教協力日。北見望ヶ丘教会・置戸教

★中標津伝道所

会・札幌北光教会で交換講壇実施。特に荒谷主事は初めて

・８月４日、日向恭司牧師（北海教区幹事）礼拝説教。

の帰省となり再会の恵みを分かち合いました。

・８月１１日、渡辺兵衛牧師（八雲教会）礼拝説教。

・９月２２日、交換講壇。新得教会より三浦牧師ご一家を

・９月２２日、交換講壇。白﨑智之牧師（帯広教会）
礼拝説教。

お迎えした。秋山牧師は春採教会で１０年ぶりの礼拝奉仕

・１０月７、８日、道東アイヌ民族フィールドワーク。会場：

でした。

中標津伝道所。宿泊：１３名。

★置戸教会

★帯広教会

・９月２２日、交換講壇で春採教会の田村牧師をお迎えし、

・９月、地区修養会参加によって、礼拝がより豊かにされ

荒谷主事は新得教会へ。

つつあります。

・９月２９日、十二使徒教会との交換講壇で川野牧師が来

・９月２２日、交換講壇。中標津伝道所の勝亦先生をお迎

町。

えし、楽しい交わりの時を与えられました。

・ １０月２９日、オルガンコンサート「癒しの調べ」を、

・１０月１９、２０日、札幌から月寒教会の青年会が来訪

札幌北光教会、琴似中央通教会、北見望ヶ丘教会の応援の

し、若い人々のエネルギーをもらい、教会全体が励まされ

もと開催。70 数名の来場で、礼拝堂は感謝で一杯に。

ました。このような交流がたくさん行われると「いいなあ

★春採教会

～」と感じています。まだ未定ですが、交換講壇も今後行

・８月１８日、釧路教会、春採教会 共同墓前礼拝。参加者：

われる予定です。

春採教会１８名、釧路教会３２名、合計５０名。

★新得教会

・８月２４日、ブロック交流会。参加者：春採教会１５名、

・７月３０日、赤磐教会 子どもゴスペルミッションチーム・

釧路教会１０名、中標津伝道所１０名、合計３５名。

イッピー来新。
・８月１５日、永眠者記念礼拝（出席者８０名）
。
・８月１０日、こどもゴスペル・イッピー 新得で開始。
・８月２５日、井上薫先生・特別伝道集会。
・９月２６日、イッピーお泊まり会。
・１０月７日、教区宣教部 障がい者と共にある教会形成
キャラバン。

石狩空知地区

森 宏士 ( 野幌教会 )

●地区委員会…９月８日に開催した。
●地区デー・講壇交換（９月８日 ( 日 )）
地区修養会

地区内６教会間で、信徒も可能な限り同行しておこなっ
た。代務体制の栗山教会は、岩見沢教会の礼拝に合流した。
各教会から地区デー献金がささげられた ( 計 83,382 円 )。
●『シャーケード』創刊（９月 29 日）
はじめ

藤井 創 教師 ( 酪農学園大学 ) より「放射能まみれの
東京オリンピック」を寄稿いただき、社会担当によって
ニュースレター『シャーケード』を創刊、教区内諸教会に
送付した。
●地区牧師会（10 月８日）
とわの森三愛高校を会場に、酪農学園 ( 大学 ･ 高校 )
の教務教師方をお迎えしての牧師会を開催 ( 年１回恒例 )、
互いの取り組みを分かち合った。

●地区信徒大会（11 月３～４日 ( 月～火）
）
主題 : ｢教会を知る､ 地区を知る､ 自分を知る
―これからの地区形成を展望しつつ―｣
会場 : 北乃湯 ( 奈井江 )
沢山の課題の中にある地区と諸教会の連帯の前提であ
りつつも、必ずしも充分ではない互いの交流も願い､ １
泊開催した（地区史上初かも）
。参加者は、大人 37 名､
子 4 名。
木村拓己牧師 ( 美唄 ) のメッセージで開会礼拝、一日
目はクイズ大会を行った。各教会からの、自教会とその
地域にまつわるクイズと、事務局岩見沢教会からの聖書
クイズに、楽しく真剣に (!) 取組んだ。各教会から､ 豪
華賞品も授与された‼
二日目朝は、太田一男さん ( 野幌教会員 ) からの特別
講座「私たちは主権者であり得たか」に、現代社会の閉
塞と危機を歴史をふまえつつ学んだ。

介された。様々なプログラムはもとより、そこにこめられ

続いて主題講演「私が見た道北地区活動～用いられる

た眼差しと歩みの積み重ねに、多くを学んだ思いであった。

喜び」を、稲村 隆さん ( 道北地区委員長 ･ 旭川六条教

質疑に時間が押されつつ、閉会礼拝をささげ、感謝をもっ

会員 ) からいただいた。広域に散在する諸教会の支え合

て散会した。

いや、諸課題への取り組みの様子が、スライドと共に紹

札幌地区

田中真希子（真駒内教会）

札幌地区委員会は、
各教会を代表する地区委員（会役員、

子さん、札幌北光教会三浦英敏さん、琴似中央通教会の笠

牧師の場合もある）と地区で活動する婦人会連合、地区Ｃ

田弘樹牧師より報告されました。北光教会の協力で置戸教

Ｓ、ティーンズ、青年会、牧師会より各 1 名の地区委員

会で行われたオルガンコンサートの報告が印象的でした。

によって構成されます。地区委員は「宣教と交わり」
「礼

距離的に近く、支え合う必要のある小規模教会の連帯、比

拝と学び」
「いのちと平和」の 3 つの委員会に属します。

較的規模の大きな教会と距離の離れた地方教会との連帯、

地区全体の活動は、この三委員会が分担して企画・準備を

まったく異なる試みですが、札幌地区だからこそ生まれた

しています。

試みとして豊かな実りを生み出すことを期待したいと思い

１０月５日（土）いのちと平和委員会主催で、竹村泰子
さん（札幌北光教会員、元衆・参議院議員）を講師とし、

ます。
１１月は、札幌地区内の交流月間として、宣教と交わり

「政治家の体験から～憲法・原発・いのちの問題」と題し

委員会担当の交換講壇が行われました。各委員会の準備に

て社会問題学習会が開催されました。国会議員として何を

より充実した地区活動が実施されていますが、どうしても

第一に取り組んで来たのか体験談を伺い、今私たちが取り

参加者は限定的です。すべての教会、会員が地区の連帯に

組むべき課題である憲法を守ること、原発に反対すること

関心をもってもらう、これは札幌地区にとっての課題です。

への思いを新たにしました。また、
１１月２日（土）には、
宣教と交わり委員会による地区信徒講座が開催され、７１
名の参加でした。今年は、
「共に歩む教会

札幌地区内に

おける新しい取り組み」として、一部では、手稲はこぶね
教会と札幌富丘伝道所の兼務牧会について、原和人牧師と
それぞれの教会の信徒を代表して山ノ内廣子さんと斎藤心
一さんから、兼務牧会に至った経緯と、問題点、教会の会
計状況など率直な話を聞くこができました。第二部では、
置戸教会と北見望ケ丘教会・札幌北光教会・琴似中央通教
会との宣教協力体制について、置戸教会宣教主事の荒谷陽

信徒講座の様子

後志地区

小西陽祐（余市教会）

～余市教会の取り組みから～

今できる最大限のことをして支えたいとの祈りを持ってい
ます。余市教会は現在、「地域に必要とされる教会として」
との標語をかかげて歩む中で、わたしたちは今、北星余市
高校について２つの願いを持っています。①北星余市高校
の学生たちが集える場所になりたい。②余市教会を会場に

積丹町での礼拝

して、地域に向けて、北星余市高校の学校説明会を開催し

余市教会では現在、4 月～ 10 月の間の月に一度、積丹

たい。これらの働きをおぼえて、お祈りください。

町で礼拝をささげています。場所は、教会員が夏の間に営
んでいるレストラン「グリーンホリデー」
。余市教会は、
以前から積丹地域での伝道を掲げてきましたが、その一つ
の具体的な働きとして、2009 年 8 月より始められたのが
この礼拝です。余市町在住の会員と、積丹町や古平町、美
国町に住む方とが共に礼拝をささげています。最近は、本
別町からほぼ毎月来て下さる方もおられます。
礼拝後には、
食事を通しての交わりの時間を持つことにしています。そ
の交わりの中で、
時には現実に実現困難であると語りつつ、
「この積丹町に教会堂を建てたい」との夢が語られること
もあります。確かに建物としての教会は、積丹町にありま

苫小牧地区
「教会交流！」

佐伯多津子・辻中明子
佐伯多津子（苫小牧弥生）

せん。けれども、自らが生きる今の課題や夢のについて分

10 月６日（日）、早朝天気に恵まれ太平洋や日高山脈の

かちあい、病床にある友のことを共におぼえ、礼拝がささ

変化する景色を見ながら３時間かけ弥生教会の４名が幌泉

げられています。この礼拝を通して、新たなエネルギーを

教会で礼拝を共にする交流をしました。

もらい、またそれぞれの生きる場所へと送り出されていま
す。ここにも確かに教会があります。

私は幾度か幌泉教会にて礼拝を守りましたが無牧の時
期でした。
幌泉は長い間無牧であり、わずかな教会員で礼拝を守
り幼稚園や教会学校を守ってきたことは多くの人たちが知

北星デーの取り組み
余市教会では、2012 年度から北星余市高校の働きをお

るところです。

ぼえ、地域の皆さんに知っていただく日として、5 月と

幌泉の教会員は色々の思いを持ちながら強い信仰に立

10 月に「北星デー」を開催しています。毎回、北星余市

ち、神の愛と計画の中で互いに祈り支え合って牧師を求め

高校の教員や学生の皆さんに、北星余市高校が目指す教

てきたのではないでしょうか。神様は祈りに応えて小林茂

育、学校生活などについての話をしていただいています。
10 月 20 日に開催した今回の北星デーには 27 名の方々
うえ の こう せい

が来てくださり、3 年生の上 野 幸 星 さん ( 余市教会員 )、
つぼしましんや

坪 島真也さんが、今夏に出かけたフィリピンでのボラン
ティア活動についてのお話をしてくださいました。余市教
会は、北星余市高校の創立に深くかかわった教会として、

牧師を招かれました。小林牧師を通し、より豊かで恵に満
たされた礼拝に私たちも加えられ礼拝を守ることが出来た
ことは感謝でした。
地域で強風にも負けずに堅く立っている幌泉教会に主の
導きがあるように、共にある教会員として祈って行きたい
と思います。

止揚学園との出会いから３０年

辻中明子（島松）

程、内向きになりがちな私たちが「共にある」喜びへと導

滋賀県にある止揚学園（脳に障がいのある方の施設）と

かれるきっかけとなった出会いでした。果たして、10/14

苫小牧地区との出会いは、
３０年前にさかのぼります。
「た

止揚学園の 50 周年記念に地区代表として佐伯嘉美さんが

めにではなく、共に」という理念を早くから実践されてい

出席されました。

た創設者の福井達雨さんが地区内の全教会と幼稚園で講演
をされたことが始まりです。当時多くの課題に直面してい
た各教会や幼稚園は、内向きだった思いが外へと変えられ
たと伝え聞きいています。そこから、生まれたのが「鮭・
とうきび献金」です。止揚学園との出会いの喜びを伝える
ために、北海道で一番美味しいものを送ろうという活動に
なったのです。以来止揚学園と西中国教区が広島で運営し
ている清鈴園に、近年は沖縄でお世話になった佐敷教会の
計３箇所に鮭ととうきびを送り続けています。夏と冬のプ
レゼントですが、細く長く教会と幼稚園からの献金を基に
続けられています。
また、この出会いによって「平和の旅」も生まれました。
こどもたちが中心になって学ぶ、広島や沖縄への旅です。
今年は、3・11 以降の気づきから足元である道内を旅し
ました。毎年コツコツと基金を積み立てながら、3 〜 4 年
に一度の実施を楽しみに計画されています。大人の参加が
多い旅もありましたし、子どもだけの旅もありました。
このように、止揚学園との出会いは、困難であればある

道南地区

井石

彰（函館千歳）

★地区の活動
「地区秋の集い」が 11 月 4 日（月・祝）に道立森少

の全教会・伝道所から大人 66 名、子ども 4 名の 70 名で
した。

年自然の家・ネイパル森で行われました。主題は「信徒

★各教会・伝道所

の豊かな働き」です。道南地区でも今後、牧師を招聘で

○渡島福島教会

きない教会や伝道所が出てくることが予想されます。そ

イたち』の著者、守部喜雅さんの特別伝道集会を行い、福

のようななかで、どのように礼拝を守り、その地での宣

島町の町長はじめ 20 名の出席がありました。

教をつづけていくかが大きな課題です。そこで、ロバー

○利別教会

ト・ウィットマー宣教師を講師に招いて、
「カナダ合同

局が番組撮影のために来訪しました。相良牧師は今年度で

教会の信徒の働き」を学びました。その講演でとても心

教会を辞任することになり、教区に後任人事を依頼してい

に残ったのは、カナダ合同教会がそれぞれの地域に置か

ます。

れた教会の具体的な問題を受け止めながら、その問題に

○江差伝道所 7 月 15 日に八雲教会など 5 教会から 16

応えるべく、さまざまな教会を担う信徒を生み出してき

名の来訪があり、礼拝を共にし、食卓の交わりを持ちまし

たということです。道南地区でも、そのことを大切に考

た。

えていきたいと思いました。

○八雲教会

8 月 6 日（火）に『聖書を読んだサムラ

荻野吟子没後百年を記念し、NHK 大阪放送

現在、
『八雲教会 100 年史』発行に向けて準

講演の後は、二人の信徒の方の証しを聞きました。一

備中です。

人は八雲教会の信徒として教会を守りつづけてきた 92

○七飯教会

歳の大島 忍さんです。もう一人は瀬棚に農業をするた

されました。

めに移住してきた利別教会の横山一康さんです。それぞ

○函館教会

れ心に響くお話をしてくださいました。最後に、教区幹

を行いました。

事の日向恭司牧師に現在教区で検討している教区長期宣

○函館千歳教会

教計画について話していただきました。参加者は地区内

れ、牧師招聘に向けての準備が始まりました。

三浦牧師が 9 月の教団正教師試験に合格を
教会堂の外壁防水補修と会堂雨漏り防止工事
井石牧師の再来年 3 月の辞任が承認さ
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ヒットラーのむすめ
ジャッキー・フレンチ作
すずき出版

みんなは戦争が悪いことだって知ってるよね。
人殺しをしちゃダメだってことも。戦争も、人
殺しも悪いことだってみんな当然のように思っ
てる。でも、それが当たり前すぎて、いったい、
なんでダメなのかちゃんと考えたことってある
だろうか。あるいは、こんなふうに考えたことっ
てあるだろうか。もし、ぼくのお父さんが戦争
を引き起こした張本人だったらって。そして、
ぼく本人にはお父さんがそんな悪いことをして
いるのを隠されていて、うすうすは何か変だな、
何かおかしいなって思いながらも、何もできな
いとしたら・・・。
これは、ぼくの友達のアンナが話してくれた
物語。アンナとは毎日スクールバスで一緒にな
る友だちなんだけど、ときどき、
『お話ゲーム』っ
ていって、妖精や金魚とかがでてくる空想のお
話を聞かせてくれることがあるんだ。これも、
アンナがきかせてくれたお話ゲームの物語。
アンナはヒットラーのむすめの話をしてくれ
たんだ。ヒットラーっていうのは、みんなも知っ
てると思うけど、第二次世界大戦のときのドイ
ツの指導者の名前。物語は、そのヒットラーの
むすめ、ハイジが主人公なんだ。ハイジはヒッ
トラーのむすめなんだけど、誰もそのことを知
らなくって、大きなお屋敷に家庭教師と何人か
の使用人と一緒に暮らしてたんだ。お父さんの
ヒットラーは、そのお屋敷にたまにしか来なく
て、本当はさびしかったんだけど、お父さんに
気に入ってもらうために、いつもいい子にして
たんだ。
ハイジは学校にも通わせてもらえず、新聞も

読ませてもらえなかったから、今外の世界でど
んなことが起こっているのかほとんど知らな
かった。ドイツがほかの国と戦争をしていて、
自分のお父さんがその戦争の指導者だってこと
くらいはわかっていたけど、本当はお父さんが
何をやっているのか、ぜんぜん知らない女の子
だった。
でも、だんだんハイジが大きくなってくると、
ドイツの兵士たちがどんどんと命を落としてい
ることや、ユダヤ人がキャンプに送られて、そ
こでひどい目にあわされていることなんかが
ちょっとずつ分かってきたんだ。
やがて、ハイジはそれまで住んでいたお屋敷
を離れて、農家の家に住むことになって、最後
はようやくお父さんのいるベルリンに行くこと
になったんだけど・・・。それからのハイジが
どうなったかは、本が出ているから自分で確か
めてほしい。
ただ、ぼくはこの話を聞いているうちに、わ
からなくなってきたんだ。戦争が悪いことだっ
ていうのは当たり前だけど、もし、ぼくのお父
さんがヒットラーみたいに悪い人だったら、ど
うすればいいんだろう。ハイジのように、周り
にいる人はみんな戦争で苦しんでいるのに、自
分だけそのことを知らないですむのは許される
んだろうかって。おとなの人に聞いても、ちゃ
んと答えてくれないし、きっとこの問題はぼく
がこれからも考えていかなきゃいけないんだと
思う。
みんなはどうだろう。これはとても大切なこ
とだから、この本を手にとって、一緒に考えて
くれればうれしいな。
伊藤大道（興部伝道所）

北海道クリスチャンセンターの働き
館長

2000 年以降当センターでは人事、財政に関して
充実・整備してきました。同時に建物は 1984 年以
来径年老朽化が進みその修理・改善を進めています。
法人の変更 ( 日本キリスト教団直属から独立の宗教
法人、それが「芦別教会」の名称です ) に伴い課税
負担を予想以上必要としたが、今回はエレベーター
の駆動部改修により多額 ( 凡そ 500 万円 ) の経費を
捻出しました。その他メンテナンス経費が累計的に
かかり始めています。
しかしこれらはセンターが活発に利用されている
からです。宿泊利用数は順調ですが研修室利用は低
下しています。どうぞ教会、グループ等のセンター
での集会をしていただきたい。
センターとしての働きでは 3 教区保養プログラム
（福島の子どもたちがなんといきいきした笑顔になる
ことでしょう、このプロジェクト運営のために教会
の方々のヴォランティアに感謝！）、センター企画の
講演会（宣教のための働き人たちの労苦なしに今日
はない）、多くの老舗のコーラス ( 予約制限がないの
で先の予定ができる利点 ) そして礼拝をする場とし
て活用されています。
永眠 ( 逝去 ) 者記念礼拝、創立記念礼拝、クリスマ
ス礼拝等では独自の活動をしていますが最近では「ク
リスマスフェスタ」としてコンサート、礼拝、集会
などをセンターの活動の拠点をおく団体が、共に協
力・交流し始め、地城への呼びかけも始め、北海道
大学汝羊寮の学生たちも参加しています。とくに札

雨貝

行麿

幌 YWCA との連携は相互の活動の発展にむけて著し
く刺戟的です。YW の国際組織を生かしての各種プ
ログラム、YW の子どもたちの学習プロジェクト ( 当
センターと月寒教会 ) は親たちとの連携協力も育てて
います。
最近、センターに拠点を置く団体関係者が協力・
交流する、これこそセンターとしての、あらたな時
代の要請に応答することに共感を深くしています。
キリスト教宣教活動、社会奉仕活動とくに平和と音
楽交流の拠点になることは今後の活動にむけての要
諦です。
芦別祈りの家を拠点として北海教区の青少年活動
への支援、教区交流によるクリスマス礼拝の実施も
センターの協力によって推進されています。
当教区内にはセンターが 4 つあります。道北セン
ター ( 名寄 )、三愛畜産センター ( 瀬棚 )、ホレンコ、
そして当センターですが関係者たちがそれぞれの施
設を訪ねたことがありませんでした。当センターが
呼びかけ今では研修・協議の揚をもち、その内容を
アピールしています。
センターが新館になって間もなく 30 年、センター
はますます教区地区、そして地域の方々が利用し、
交流し、相互理解と励ましは信仰を育てるうえで大
切です。青年の育成、高齢者への新たな手だてを整
えるために、キリスト教の働き手たちの交流と育成
はますます少数精鋭になりましょう。ご利用が支援
になります。また尊い志、献金をお願いいたします。

