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「神のとき」

第 190 号

久保

哲哉牧師（麻生教会）

何事にも時があり天の下の出来事には
すべて定められた時がある。

コヘレトの言葉３章１節

去年の今頃、札幌市の麻生教会への赴任が決まり、

を覗いてみると、あのシスターの遺影を見つけまし

3/31 のイースター礼拝と、引っ越しの準備に追われ

た。以前、シスター愛用の聖歌を見せていただいた

ていた頃のことです。当時、月に１回、特別養護老

時に記された名を覚えていたようです。司祭に事情

人ホームで「さんびかクラブ」という集会を行って

を説明し、大勢のシスターと共に祈りました。最後

いました。毎回、「主われを愛す」を皆で歌い、休憩

の最後で主なる神は僕の願いを叶えてくださいまし

時間と称して聖書の話をする 30 分ほどの会でした。

た。「何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて

集会後には入居者の方々と少しお話をしてから帰り

定められた時がある ( コヘレト 3:1)」というのは本

ます。特に、当時入居されていたカトリックのシス

当のことです。

ターとの交わりが楽しみでした。彼女は僕が東日本

人生は困難の連続ですし、思い通りにいかないこ

大震災で落ち込んでいる時には、励ましの祈りをし

とばかりです。体調が良くないこともあります。頑

てくださいました。また、とても厳しい方で、僕の

張れないこともあります。主から離れてしまいそう

祈りに足りない部分を教えて下さったりもしました。

になることもあります。それでも、主の御心と私た

しかし、ある時からシスターの姿をホームで見か

ちの願いが重なる救いの「とき」は必ずやってきます。

けなくなりました。風の噂で体調を崩されたと聞き

主イエスの十字架の御言葉に望みをおく人にその鍵

ました。クリスマスにも、１月にも、２月にもお会

が握られます。終わりの日、復活の朝を共に迎える

いすることはできませんでした。北海道へ旅立つ前

希望を胸に抱きつつ、主の力に押し出されて、新年

に、絶対にお礼を言いたいと思っていましたから、

度も元気に歩み出しましょう。

去年の３月、僕にとっては最後の「さんびかクラブ」
の前に主なる神に祈りました。「神様、シスターの体
調をお守りください。できることなら最後に元気な
シスターと会って、きちんとお礼を言うことができ
ますように」。けれども結局、３月のさんびかクラブ
でシスターにお会いすることはできませんでした。
まあ、こんなこともあるかと少し落ち込んでいる
所に、教会で葬儀が重なりました。拾骨の時間になり、
斎場の控え室から外に出ると、隣の控え室に記され
た名に見覚えがありました。少し気になったので中
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常置委員会
聞いている。ただし、語る人によって理解が違う面

北海教区 2013 年度第 3 回常置委員会報告（抄）
日時

2013 年 9 月 20 日（金）13 時 30 分～ 18 時 20 分

場所

北海道クリスチャンセンター 301・302 号

出席者

もある。常置委員会として具体的な提案を考えてい
きたい。久世そらち議長より、以上のような提案が
なされ、委員会はこれを継続審議とした。次のよう

久世そらち、笠田弘樹、卜部康之、田中文宏、

な意見が出された。

ロバート・ウイットマー、小西陽祐、石川宣道、

・沖縄連帯金はしばらく年 120 万円というケースが

島崎康広、佐久間光昭、島田久美子、板谷良彦
陪席者

続いていたが、現在は年 40 万円になっている。

日向恭司、西岡昌一郎、佐藤幹雄（審議事項 2 のみ）

兵庫教区はその減額分を沖縄教区に献金している。

主な審議事項
1

・2014 年の沖縄教区定期総会に公式に北海教区代表

教区幹事選任に関する件

を派遣してはどうか。

ロバート・ウイットマー委員より、別紙資料「2013

・教区宣教計画の中に文言として入れてはどうか。

年度第 1 回教区幹事選考委員会議事録」にしたがっ
て提案がなされ、審議の結果、常置委員会は再任提
案を承認し、次回教区総会議案とすることを可決し

・人と人との交流を意識的にしていってはどうか。
2

長より、以上のような説明があり、議案を継続審議

中文宏委員が教区幹事の働きを覚えて祈祷をささげ

とした。今後の取り扱いについて、次のように可決

た。

した。

沖縄教区との連帯に関する件

・1 月の常置委員会で方向性を確認し、3 月 4 日 ( 火

当議案について、佐藤幹雄牧師より「主体性を持ち、

) の第 3 回宣教部委員会でまとめたものを、3 月

主体性を発揮する教区同士の連帯と協働は可能であ
る」という主旨の提案がなされ、議案は継続審議と
した。次のような意見が出された。
・2002 年以降、沖縄教区の教職も変化があると思う
が、意識の変化はあるのか。

⇒教団に対する怒

りが益々増幅している。

11 日 ( 火 ) の常置委員会で審議する。
3

2014 年度教職謝儀基準改定に関する件

5

2013 年度教区歳入歳出決算に関する件
各教会の教勢と財政に関わる一覧表を見ると、かな
り顕著な数字の変化（減少）が見られる。2011 年
度末から 2012 年度末の変化として、現住陪餐会員

士別教会の 2013 年度教職謝儀保障費配分に関する件

数は 2,783 人から 2,694 人へ、朝礼拝出席者数は

日向恭司教区幹事より、別紙資料「北海教区謝儀保

1,944 人から 1,815 人へ、それぞれ減少している。

障費配分申請書（2013 年 7 月 28 日）」にしたがっ

総合的に考えて、2014 年度は 2013 年度と比較して

て提案がなされ、審議の結果、教区三役一任とした。

全体で 100 万円減の分担金案を提案したい。今多正

次のような意見が出された。

行財務部委員長より、以上のような説明と提案がな

・牧師の旭川での滞在費や交通費などの経費負担に

され、委員会はこれらを継続審議とした。次のよう

ついて確認が必要である。

な意見が出された。
・次年度の奨学手当の扱いについて。

北海教区 2013 年度第 4 回常置委員会報告（抄）
2013 年 11 月 15 日（金）13 時 35 分～ 19 時 25 分

場所

北海道クリスチャンセンター 301・302 号

出席者

第 3 回に同じ。

陪席者

日向恭司、西岡昌一郎、

きるのかどうか見通しがつかない。謝儀保障費申
請教会が増加する可能性が高くなる中で、240 万
円上限という目途を置いている。上限を下げなけ
ればならないことも、制度を維持するために考え
ている。

主な審議事項

各教区に対しても距離を置くというものだったが、
現在は各教区と距離を置くというものではないとも

6

・謝儀保障費の上限を下げて、奨学手当を別個に考

沖縄教区との連帯に関する件
これまでの沖縄教区のスタンスは、教団に対しても

⇒将来展望

の中でどこまで謝儀保障費の 2500 万円が維持で

今多正行（審議事項 3・4・5 のみ）

1

負担金配分案）

4

とも距離を置くのか、どうか。意見は分かれる。

日時

2014 年度教区歳入歳出予算案（付
に関する件

・沖縄教区の「教団と距離を置く」ことが、各教区
3

宣教方針に基づく 2014 年度宣教活動計画案に関する件
現在、宣教部委員会で検討中である。久世そらち議

た。詳細準備は教区三役一任とした。審議の後、田

2

⇒承認

えてはどうか。
6

教団「改訂宣教基礎理論」の第二次草案に関する件

教団への意見は教区三役一任とした。議案として
は、継続審議とした。

●各種献金のお願い

幹事室より
北海教区幹事

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。

日向恭司

・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

●消息
3 月末をもって教会を辞任される教師
・中標津伝道所 勝亦一江
・野幌教会 森宏士・森起美恵
・札幌元町教会 横田法子
・苫小牧弥生教会 矢﨑和彦・鈴木恵 ( 無任所 )
・利別教会 相良展子
※これまでのお働きに心より感謝いたします。
※新着任教師の情報は次号の教区通信に掲載します。

口座番号
北洋銀行

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

●教区幹事として 4 年目の働きを終えます。
早いもので、4 年間の任期を間もなく終えようとしています。
歴代の教区幹事の働きが素晴らしかっただけに、常に力不足を
感じつつ、与えられた務めを必死にこなしてきたというのが、
実感です。4 年間、皆様の祈りに支えられて、65 教会 ( 含芦別教会、
現在 63 教会）を巡回しながら、教区事務所での様々な仕事と
委員会活動を中心とした北海教区の宣教活動の一端を担って
くることができました。ありがとうございました。
2013 年度に訪問した教会・伝道所
教会員の高齢化、教勢低下、財政難は各教会・伝道所共通の
悩みですが、そのような状況だからこそ、つながり合うこと、分け合うこと、祈り合うこと、愛し合うこ
と ･･･ といった連帯の絆が強められ、イエスのメッセージが心に深く刻まれるように思います。

第 74 回
お知らせ！

北海教区定期総会

と き ： 2014 年 4 月 29
ところ ： 札幌北光教会

（火）

～ 30 日

（水）

※ 毎年、教区総会前夜に開催されていた「部落差別

問題学習会」は、今年はお休みです。

第 63 回「年頭修養会」のお知らせ
と き ２０１５年１月１２日（月・祝）～１３日（火）
ところ 定山渓ビューホテル
来年度の年修は石狩空知地区が担当します。
滝川二の坂・美唄・岩見沢・栗山・江別・野幌
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道北地区：10 教会 1 センター
道東地区：7 教会
石狩空知地区：7 教会
札幌地区：17 教会 1 センター
後志地区：7 教会
苫小牧地区：8 教会
道南地区：7 教会 1 センター

企画し、今回は「憲法出前授業」川原茂雄さんに来ていただき

道東地区

田村毅朗（春採教会）

★ 北見望ヶ丘教会
・ここ十年ほどで北見市内の諸教会は、単立教会以外はすべて
兼務・兼牧体制となりました。こうした状況の中で、月に一度
の「朗読説教礼拝日（牧師不在日）
」は無牧師教会、兼務・兼
牧体制の教会を覚え、連帯する礼拝として特別の意義を持つ礼
拝となりつつあります。
★ 置戸教会

ました。
★ 新得教会
・１１月２３日の定例バザー、イブの燭火礼拝とも、例年以上
に賑わいました。
・「こどもゴスペル・イッピー」では、隣町の教会のクリスマ
ス会へのゲスト出演、イブのお泊まり会も実施。メンバーも
２０人以上に増え、活動の幅が広がっています。

・１２月１日、今年度四回目の宣教協力礼拝を持ち、札幌北光

石狩空知地区

教会から北星学園付属高等学校宗教主任の今城慰作牧師に説

●地区委員会…２月９日（日）、岩見沢教会にて開催した。

教、匡子夫人に奏楽のご奉仕をいただきました。

(1) 各教会の現況等を分かち合った。今年度は、美唄教会に、

森宏士（野幌教会）

・クリスマス礼拝は、普段は来られない教会員や１０月のオル

三輪正史・則子両教師に代わって 木村拓己・幸両教師を

ガンコンサートに来てくれた町の人など３３名の出席があり、

お迎えした。次年度は、野幌教会に、森 宏士・起美恵両

一同喜びに満たされました。

教師に代わって、朴 美愛教師（大韓イエス教長老会牧師）

★ 春採教会

をお迎えする。

・クリスマス礼拝では 2 名の兄弟姉妹が受洗されました。兄弟
がクリスマス礼拝、姉妹がイブのキャンドルサービスで、証し
の御奉仕を担って下さり、教会全体が大きな喜びと祝福に包ま
れました。
★ 釧路教会

ぱく み え

(2) 牧師会 … １月 28 日 ( 火 )、滝川二の坂伝道所にて行い、
長井美歌教師による発題に学び合った。
(3) 教会学校 … 次年度の地区ＣＳキャンプのために、「ぱる」
< 岩見沢市北村 > を８月４日 ( 月 ) ～５日の日程で予約した。
(4) 社会 … 本年度９月に第 1 号を発行した社会部ニュース『シ

★ 中標津伝道所

ャーケード』の第 2 号を発行した。地区信徒大会での太

・クリスマス礼拝「ヨセフとマリアの旅 - 飼い葉桶のお誕生」

田一男さん ( 野幌教会員 ) による講演を、「私たちは主権

行い、礼拝後はクリスマス祝会を行った。過去２年は「こども

者でありえたか／日本国憲法を『権力非武装』の国家論

クリスマス会」を別にしていたが、今年は合同で行った。

の視点で読むことの意味」として改めて執筆いただいた。

・２４日は、キャンドル礼拝と交わりを行った。

(5) 地区における連帯 … 歴史的に議論と変遷を経て現状にあ

・勝亦一江牧師の今年度末の退任に伴い、招聘委員会を設け、

る地区内連帯の今後について、地区内諸教会の現況をか

全体会と共に、検討を重ねている ( １月１２日 日向恭司幹事、

んがみて、まずは地区委員会で丁寧に議論を重ねてゆく

来堂下さり、招聘委員会実施 )。

ことを確認した。

★ 帯広教会

(6)2014 年度北海教区年頭修養会… 石狩空知地区が担当地区

・１月７日、勉強をする会（毎週火曜実施）の子どもたちを中

になる。2015 年１月 12 ～ 13 日の日程で、定山渓ビュー

心に、新年お楽しみ会を行い、楽しい時間を持ちました。また

ホテルを既に予約している。実行委員会を、各教会から

「町内会新年会」を教会にて行っています。

の教職 1 名、信徒 2 名 ( 可能な限り ) をもって組織し、

・２月１６日（日）、地区間交換講壇として札幌富丘教会・手

第 1 回実行委員会を、３月 21 日（金）岩見沢教会にて

稲はこぶね教会の原和人牧師と白崎智之牧師の交換講壇を予定

13 時 30 分から行うこととした。テーマや講師の案を、

しています。

各教会から持ち寄る。

・
「２・１１集会」は毎年、とかちキリスト者平和の会として
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●地区総会 … ３月９日（日）15 時～、岩見沢教会にて開催予定。

苫小牧地区
年修に参加して

荒木朋恵 （元浦河教会）

地区信徒研修会報告

卜部康之 （千歳栄光）

1 月１３日の朝６時に車で浦河を出発。心配していた天気

2013 年 11 月 4 日（月・休）午後 1 時 30 分より、千歳

も良し！千歳栄光教会がお世話してくださった貸切バスで 9

栄光教会において、講師は斉藤武一さん（泊原発廃炉訴訟原

時に出発した。

告団長）、テーマは「わたしたちのくらしと泊原発」として行

江別辺りからどんどん雪深くなり、車窓から見える風景は
同じ北海道とは思えない。今回の会場が旭川という事で気が

なわれた。出席はおとな 35 名。
斉藤さんは、自己紹介あり、冗談あり、しかし、紙芝居の

重かったが、バザー担当だったため参加した。しかし、そん

中に最新の原発関連情報を入れながら、3 本の「原発紙芝居」

な気持ちは講師の金 香百合さんの口から矢のように飛び出す

を披露して下さった。

関西弁と、５７歳とは思えないパワフルでユーモアたっぷり

斉藤さんは「東日本大震災以降、わたしの生活は激変しま

の話に魅了されてしまった。居眠りしている暇などない。私

した」と言われ、講演依頼が殺到する中で「これも皮肉なも

達も２人 1 組で１〜２分ずつ話をしたり聴いたりする場面が

のです」と心境を語られる。斉藤さんの「原発反対の原点は『ア

何度かあるのだ。気が抜けない。夜のプログラムも金さんの

ワビへの恩返し』」という言葉から、恵庭事件の被告の言葉「牛

話を聴いた。質疑応答もあった。即座に的確な答が返ってくる。

からおいしい牛乳を摂りたいから」との言葉を連想するのは

ああ！出席して良かった！元気をいっぱいもらった！帰りは

わたしだけだろうか。

千歳まで４時間半かかったが、修学旅行のように楽しかった。
運転士さん、千歳栄光の皆さん、ありがとう！

「わたしたちのくらし」にとっては、電気代の値上げとい
う形で影響があるだけのようにみえるが、常に原発の危険と
隣り合わせの生活と人々があることを忘れてはならない。

道南地区

後志地区

井石彰（函館千歳教会）

☆地区の活動

倶知安伝道所雪下ろし報告
２０１４年２月１日 ( 土 ) 前１０時～午後３時迄、大人２０

○地区牧師会が２月３日 ( 月）と４日 ( 火 ) に八雲の「銀婚湯」

名、幼児２名が参加して、
「倶知安伝道所」及び「めぐみ幼稚園」

旅館で行われました。参加者は２名が都合でキャンセルした

の屋根の雪下ろしを行いました。積雪量は目測で約 1.5 ｍで

ために４名でした。八雲教会の渡辺兵衛牧師のマルコ福音書

した。参加された皆さんの感想は以下の通りです。

の「メシアはダビデの子か」について研究発表、今年３月で

◇６年前にきて今回は２回目です。今年は雪が少ないとのこ
とですが、作業をやリ出すと同じですね。
聖十字教会

菅原 朗

◇雪下ろしを通して地区内の豊かな交わりに加えられて楽し
さと感謝の気持ちです。
◇フロンティーナ

聖十字教会

小栗 由美子

クッキーがおいしかった。

牧師を隠退される利別教会の相良展子牧師の自分史の証しが
あり、さらに教区第４次長期宣教計画案をもとに道南地区の
今後について話し合いました。
○地区社会委員会の協力のもと、２月１１日 ( 火 ) の「信教
の自由を守る日」に「第３２回信教の自由を守る函館・道南

出村 隆雄

キリスト者集会」がカトリック宮前町教会で行われました。

◇今回は午後からの短時間の参加でしたが、少しでもお腹の

講演題は「２０１４年、平和を実現するために、私は？」で、

脂肪を減らそうと頑張ってみました。皆様は一日中の活動で

講師は札幌北部教会員で弁護士の今橋

聖十字教会

さぞお疲れ様でした。

岩内教会

新谷 英敏

◇毎年参加していますが、ここに集まる人たちの雰囲気が好
きです。肉体労働でしたが、おいしいスープと温かいコーヒー
で癒されました。

岩内教会

平 久美子

直氏でした。その中

で、昨年１２月に成立した「秘密保護法」の危険性と、国家
主義の台頭の中でのキリスト者としての今後の活動などが話
されました。集会は超教派で、カトリック教会とプロテスタ

◇今年は上にのぼって作業しました。昨年会っていた人もい

ントの諸教会から９５名の参加がありました。なお、
この日、

たけど気付けず・・・。来年はこれないかも、ですが気持ち

２．１１を考える函館市民集会もあり、今橋氏が講演をされ

だけでも（笑）

ました。

◇ハレルヤ !!

倶知安伝道所
楽しかったです！

ダイエットにもなりました。

大関未来

主にある交わりの麗しさ
聖十字教会

鳥木 明美

☆地区の教会から
○函館教会は１月２６日 ( 日 ) に教会創立１４０周年記念礼
拝と愛餐会を行いました。出席者は６５名でした。現在、記
念文集を作成中です。
○利別教会は３月２日 ( 日 ) に教会創立１２０周年記念礼拝
と感謝会を行うことを予定しています。また、相良牧師の後
任として、石橋隆広牧師、石橋香代牧師を招聘することが決
まりました。両牧師は基督聖協団に所属しているため、現在
教団への転入の手続き中です。
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本的な考え方、葬儀の備えなどを学びました。10 月第 1 土曜日

札幌地区

板谷良彦（北海道クリスチャンセンター）

１月１日に札幌地区新年礼拝が札幌北光教会で行われまし
た。234 人の出席があり、例年より多い参加者となりました。
礼拝説教は久世そらち牧師（札幌北部教会）が担当しました。
北海教区年頭修養会の札幌発着のバスを地区が担い、道北地
区担当の年頭修養会をサポートしました。
1/27 ～ 2/1 まで地区による東日本支援ボランティアが行わ
れました。大船渡教会を訪問し、沿岸沿いを走行し、被災現場
を視察し、東北教区被災者支援センターエマオにおいて活動し
てきました。札幌北光教会２名、月寒教会１名、琴似中央通１
名、西札幌伝道所１名、クリスチャンセンター１名の計６名の
参加がありました。今年度地区として２度目であり、震災以後
５回目のプログラムとなります。今回は参加者４名が最終日前
日にインフルエンザを発症してしまい、大変な思いをしてしま
いましたが、良き交わりができたとの報告を受けています。
新年度の宣教協力献金を決定するために、地区内 6 教会に
地区三役と宣教と交わり委員で問安を行いました。それぞれの
教会の宣教活動や財政のお話をお聞きました。各個教会がいろ
いろな悩みや、希望を持ちながら一生懸命宣教していることが
よくわかりました。地区として協力できることを検討中です。
３月２０日に札幌地区総会が札幌北光教会にて行われる予定
です。お祈りください。

道北地区

人手不足などから今後規模を縮小するとか、工夫しなければなら
ないと考えました。収穫感謝の礼拝では教会の畑からの収穫物を
感謝していただきました。また、東京山谷のマリヤ食堂へ野菜、
お米、衣類などを送りました。11 月、特別集会を行いました。講
師は滝川在住の塙良一さん。放射能汚染の実際、放射能のこと、
エネルギー問題について学びました。12 月、CS クリスマスクッ
キー作りを行いました。幼稚園に案内したところ子どもと大人 32
名が出席されました。幼稚園と教会の関係がより身近になったこ
とをうれしく思います。イブ礼拝は近年の出席数が著しく減少し
ています。高齢による変化なのだろうか。冬期間礼拝の出席も、
高齢化のためか大変減っています。
＊和寒伝道所 毎月第 1 木曜日を原則として礼拝を守っています。
地区内の教会から必ず出席者を出して礼拝を応援してくださって
います。クリスマス礼拝は 46 名の出席がありました。下川町の
ゴスペルグループ・ジョニダハープがミニコンサートを開き祝っ
てくれました。和寒町内の関係者が 10 名ほど出席してくださり、
とてもうれしかった。この冬は 2 回雪下ろしをしました。庭にあ
ったブラックベリーを蓄えていてジャムを作り、教会や、年修で
販売しました。特に道北リングの会が協力してくださいました。
その収益金は美馬牛伝道所やその他教会に献金します。
＊士別教会 1 月から大きな病の教会員が続出しています。今は
祈りに支えられています。
＊名寄教会 9 月、ひと組のご夫婦が受洗されました。クリスマ
スには映画「マリヤ」の上映会を 2 回行ました。
＊興部伝道所 ひとりの町内の方が礼拝に出席されるようになり
ました。北見で洗礼を受けられた方で、転入会も希望されていま

稲村隆（旭川六条教会）

＊旭川六条教会 クリスマスに１人の転入会者がありました。交
流会では 20 代の青年が司会進行をして盛会でした。若者の台頭
の兆しか？ 燭火讃美礼拝は 100 人を超える出席者がありまし
た。「生活情報 あかり」を見て来たという人もいました。1 月、
毎年恒例のＣＳの餅つき。初めて「きね」を持つ子、大人もあり
賑わいました。
＊旭川星光伝道所 11 月、屋根の修理と礼拝堂の壁紙の張り替え
を行いました。年に 2 回の道北リングの会と一緒にブラックベリ
ーのジャム作りをしました。各教会の皆さんと交流の時を持ち元
気をいただきました。イブ礼拝には、教会を会場にバッハを歌う
会の方々とコンサートを行いました。
＊美馬牛福音伝道所 12 月、クリスマス祝会で、フルート奏者の
演奏がありました。地元の人の出席もあり感謝。しかし、子ども
の出席は少なかった。昨年の収穫感謝礼拝、集会からつながって
クリスマス礼拝に出席した人もありました。地元の人が出席され
るのはうれしいことです。美馬牛の近隣の家はトラクト配布を快
く受け入れてくれます。最近は 5 ～ 6 名で礼拝を守っています。
＊旭川豊岡教会 9 月、人生の終活のこと、キリスト教葬儀の基
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幼稚園と教会との合同のバザーを行いました。しかし、高齢化で

す。10 月、地区委員会で承認された、稚内教会と興部伝道所の地
区内交換講壇を再度行いました。
＊稚内教会 興部伝道所との交換講壇は良き交流が始まったと感
謝しています。今後も継続できればありがたい。利尻昆布バザー
が継続できています。この歩みには手ごたえがあります。週に 1
回程度の作業ですが、教会内の交わりが復活すればこの上もない
ことです。インターネットの礼拝配信が秋から始まっていますが、
２～３人の視聴者がいます。ライブでは視聴者が 5 人いるという
データもありました。この中に元教会員や求道者がいるとすれば
感謝です。インターネットでの情報発信を確実に視聴している人
が現れ、初めて礼拝にも参加したという人もいました。
＊道北クリスチャンセンター 農場訪問活動。カナダからの客と
一緒に稲刈りの体験。ＹＭＣＡ農村青年塾に三愛塾関係者が 4 人
参加しました。ロブ先生が奥羽教区の農村伝道推進協議会に参加
しました。1 月、旭川六条教会で せたな町の有機農家の横山さ
んが「聖書と農業」で講演されました。名寄では近隣の農民との
交流会をもちました。藤吉求理子さんのカナダでの研修状況と、
5 月末には帰国することを報告しました。8 月にはＲ・ウィット
マー夫妻がカナダへ帰国します。

宣教部革新部門委員会
『礼拝奏楽の学びをします。』

革新部門委員会共育の担当グループは礼拝奉仕者の要望に応
えて、学びの機会をつくる協力を継続することになりました。

第 29 回「障がい者と共にある教会形成」教区集会
（第１報）
日時：２０１４年９月２３日（火・休）

昨年 10 月に実施した学びの会の参加者からも、継続した学

場所：北海道クリスチャンセンター（札幌市北区北７西６）

びの要望がありました。礼拝の讃美を豊かにするためにご一

※「発達障がい」をテーマに学びを深めるプログラムを考え

緒に学び合いましょう。

ています。ぜひご参加ください。

♪これからの活動予定は、
①♪後志地区で月に一度、リードオルガンの奏法と礼拝奏楽
の学びをします。
②♪自分の教会のオルガンや楽器を活かして、奏楽をしたい
という要望に即して学びの会を企画したり、講師を派遣す
る協力をします。
③♪パソコンやヒムプレーヤーの上手な使い方を学びます。
④♪楽譜の情報を共有しましょう。

第 42 回全道教会中高生春の集い
日時：2014 年３月 27~29 日（木 ~ 土）
テーマ：みんなでわ（輪）・わ（和）・わ（話）
～あなたの事も教えてくだ祭（さい）～

お問い合わせは、革新部門委員会
（手宮教会

共育担当グループまで
榮まり子 /0134 -22-0067）

場所：北海道クリスチャンセンター
対象：新中学１年～現高校３年生まで
参加費：6500 円

宣教部連帯部門委員会
第 3 回小規模教会協議会報告

秋山千四郎

2014 年 1 月 14 日 ( 火 ) ～ 15 日 ( 水 ) にかけて第 3 回小規

ようとしていることは、既に着手されていることでした。日本
の教会は「小規模」の問題に関しても、まだまだ海外の教会か

模教会協議会がロワジールホテル旭川にて開催されました。担

ら学ばねばなりません。

当委員、発題者も含めて 24 名の参加でした。この協議会は

４．「日本ルーテル教団北海道地区

2010 年より隔年で開催されています。今回は 4 名の発題者か

道北ブロックの取り組みについて」
（白井真樹さん）
先進的な取り組みは海外ばかりではなく、私たちの足元にお

ら実践報告をいただきました。
１．「置戸教会の『宣教主事』の現状と課題」
（佐久間光昭さん）

いても行われていました。日本ルーテル教団の道北ブロックが

宣教主事体制を採るに至るまでの過去、様々な試行錯誤を繰

取り組んでいる「複数教会共同招聘」について報告されました。

り返しつつも前進し続ける現在、そして未だ見ぬ将来に対する

2012 年度より、北見・旭川・深川・滝川の 4 教会が共同で 2

展望が、10 頁を超えるカラー写真付きの資料に基づいて詳細

人の牧師を招聘する体制をとっているのです。それに付随して、

に報告されました。特に「小規模教会・無牧師教会への支援と

教区の責任において信徒説教者及び信徒司式者を養成し、信徒

対応」と題された私案は、今後の教区レベルでの取り組みに具

による説教奉仕と共に、信徒による聖礼典執行も行っているの

体的な方向性を与える印象を受けました。

です。ここでも私は勝手に、日本ルーテル教団は日本キリスト

２．「道北地区における和寒伝道所運営体制の現状と課題」

教団より保守的であるとの印象をもっていたのですが、現状の

（西岡昌一郎さん）

ままでは共倒れするしかないとの危機感から、「痛みを互いに

牧師の辞任、現住陪餐会員がゼロとなった和寒伝道所の取り

担い合おう！」
（Ⅰコリント 12 章 26 節）を合言葉にして、教

組みは、人間の常識と神の常識とが異なるものであることを改

会のサバイバルに向けて歩み始めているのです。その利点と欠

めて教えてくれるものでした。伝道所が抱える様々なマイナス

点も率直に語られましたが、礼拝を死守しようとの迫力に圧倒

が、祈りをもって神に捧げられる時、プラスとなって多くの実

される思いでした。

を結ばせることが、教職と信徒の等身大の働きと共に証しされ

以上、それぞれとても印象に残る発題でしたが、それぞれの

ました。

発題の根底にあるものは、「5 つのパンと 2 匹の魚」の物語で

３．
「カナダ合同教会の取り組みについて」
（R．ウィットマーさん）

あると思いました。ひたすら主に信頼して、今持っているもの

私は「欧米の “ キリスト教国 ” にはこんな悩みはないだろう」

を捧げること、できるところから着手すること、獲得すること

と思っていましたが、それは私の勝手な思い込みであることが

ではなく分かち合うことを目指すこと……その時、今この時を

分かりました。カナダ合同教会のロンドン教区の場合、実に

既に勝利した者として歩みつつ、確かな未来を切り拓いて行け

52％の教会が兼務・兼牧体制をとっており、私たちが着手し

ることを 4 人の発題者が示してくださいました。感謝。
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宣教部平和部門委員会
平和部門委員会＆性差別問題担当委員会より

 

年修ナイトプログラム
日時：２０１４年１月１３日
今回は平和部門委員会と性差別問題担当委員
会が共催で企画担当した。開催地が旭川という
事もあり地元との繋がりも考慮し当地で活動さ
れているお 2 人に報告をお願いした。基調講演
は旭川在住で元北電社員の水島能裕さんに「原
発なくても電気は大丈夫・電気料金の本当の話」
というタイトルで 50 分お話頂いた。在職中から
反原発の立場を公にしてきた当事者の実体験は
臨場感があり、原発を推進する経済界と電力会
社の構造的暴力を改めて考えさせられた。
次の報告は「福島で今、何が起きているか」
と題して平和部門委員の谷が以下の 3 点につい
て報告した。①北海道でも 500 名が告訴人とな
っている「福島原発告訴団」中間報告。今も止
まらない放射能汚染水の責任を問う告訴は水俣
の災害に匹敵する点について。②福島で加速す
る子どもと女性への DV。同時に福島で広がっ
ているデリバリーヘルス(客のいる自宅やホテルな
どに女性を派遣し性的サービスを行う業態)では性差
別の極みであること。子どもの甲状腺ガンの疑
いが 58 名になり検査のたびに増えている事。③

反原発・こども・女性 
～いのちの道を選ぼう
～  

IAEA と WHO が福島で国と県と一緒になり行
っている犯罪極まりない行為について等を報告
した。
次に本州からの原発避難者で旭川在住の中野
葉子さんから旭川市民グループ「チーム今だか
ら」の活動報告をして頂いた。中野さんは「空
飛ぶテーブルクロス」という場を設け、旭川に
避難している人達の相談や活動の拠点にしてい
る。様々な問題を抱えた被災者の、心の支えに
なっている様子が伝わって来た。
午後 8 時、小西陽祐牧師の開会挨拶に始まり、
杉岡ひとみ牧師から共催の主旨説明があり、午
後 9 時 30 分に清水和恵牧師のお祈りで閉会した。
約 80 名参加。感謝。
＜追記＞
2 月 8 日 北海道新聞記事によると、福島の
子どもの甲状腺ガンは 33 人。ガンの疑いは 41
人。急増している。  

★谷百合子（平和部門委員、新発寒教会）★

＊今回のナイトプログラム共同開催にあたって＊

 あの原発事故は私たちにいのちの危険と、そ
して未来への不安を与えました。子育て中の女
性達はわが子を守るために避難を決意したり、
食べものに気を使ったり、子どものいのちが守
られる環境を作ろうと、それこそ神経をすり減
らすような思いで過ごしてきたと思います。あ
るいは将来的に妊娠、出産することそのものを
不安に感じる女性達、また少女達の声を耳にし
ます。
私自身もあの 3 月 11 日、ちょうど臨月でし
た。そして出産後は生まれた子と、小学生の
娘たちを守ろうと暮らしてきました。しかし、
子どもたちを見ていると、自分の子ども時代
には考えもしなかった現状や将来への不安が
そこにはあり、そんな思いを子どもにさせ
てしまわねばならないということに憤りを
感じます。
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本来希望をもって未来に向かって生きていく
子ども達、そして女性達が「これからどうなる
のだろうか」
「私は子どもを生むことができるの
だろうか」ということを思わねばならない現状
に対し、性差別問題担当委員会の私たちは「Ｎ
Ｏ！」と声をあげ、そんな女性達とともに生き
ていきたいと思っています。そうした経緯か
ら、今回平和部門委員会との共同開催を全会
一致で決めました。
 今後もいっそう原発に対して反対するとと
もに、いのちが守られるよう活動していきま
す。

★杉岡ひとみ
（性差別問題担当委員会委員長、
       千歳栄光教会）★

宣教部平和部門委員会

アベ
ドラエモンのどこでもドア

by

A.S

◎ 教区では、秘密保護法強行採決に抗議し、同法律の即時廃止を求める声明を、首相の靖国神社参拝に対し抗議声明を、伊勢神
宮参拝に対しても抗議声明を出しました。
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東日本大震災支援委員会ニュース
エマオから、 被災地報告会

小西陽祐（余市教会牧師）

１１月３０日 ( 土 ) 午後２時から、北海道クリスチャンセンター・ホールにて、被災地報告会を開催した。

今回は、東北教区より東北教区被災者支援センター「エマオ」の専従者として働かれている佐藤真史 ( まさ

し ) 牧師をお招きして、お話を伺った。１０月には、教職講座にもお招きし、今回お忙しい中、快く引き受
けてくださったことに感謝する。
「エマオ」は、活動当初から①お祈り ( ＝活動の

原点 )、②スローワーク ( ＝ワーク＋出会い ) の２つ
を軸として活動を展開している。現在、
「エマオ」で
は、泥かきや支援物資などの緊急支援ではなく、生
活再建支援・仮設支援などの中長期的な支援を中
心にしている。
仙台の荒浜、笹屋敷 - 石破地区では、農業の再ス
タートのための手伝い、家屋の修繕、津波で運ばれ
てきたガラス片やごみを敷地から撤去する作業を
行い、仮設では毎朝ラジオ体操に参加し続けてい
るのと同時に２か月に一回のお買い物ツアー、イ

エマオの公式ブログから

ベントの企画・実施などを行っている。また、石巻にある「エマオ」石巻では、漁業再スタートの手伝い (
わかめの加工・海苔や牡蠣の養殖の手伝いなど ) が行われている。

ボランティア活動はあくまでも被災者との関係作りの中で行われるものであり、出会いを大切にする「エ
マオ」の活動は、被災地に生きる人々の信頼を得ている。
佐藤牧師は、現地でも地域によって震災が風化してきていること、またエマオやエマオ石巻で働く若いス
タッフたちが自分の人生をかけ、身を削るようにして働いているとの現状をも涙と共にお話くださった。そ
の言葉を心に刻み、わたしたちもできる限りの支援をすることが求められていると感じた。
今回の出席は２５名。席上で 22,811 円の募金がささげられ、全額を「エマオ」に送金した。

「報告集会

東北教区･保科隆牧師を迎えて」
久世そらち（札幌北部教会牧師 )

東日本大震災から２年１０ヶ月を経た１月１２日・１３日、教団の東日本大震災救援対策本部と協力して
大震災の報告集会を行いました。このために教団から報告者として、東北教区副議長の保科隆牧師（仙台東
一番丁教会）を派遣していただきました。
保科牧師は、福島第一原発から２０キロ圏内にある小高伝道所の代務者として、放射能被害に直面してお
られます。また、震災と原発事故の後、仙台のキリスト教諸教派の協力で設置された食品放射能計測所「い
のり」室長となりました。さらに、昨年秋に発足した東北教区の放射能問題支援対策室「いずみ」の室長に
も就任されました。地震、津波、そして原発事故による被災地の現状と、支援の課題についてお話しいただ
きました。
１月１２日（日）の夜、札幌北光教会を会場に、「東日本大震災

祈りの夕べ」として、札幌北光教会の

夕礼拝と合同する形で集会を行いました。約４０名の参加者が、保科牧師のメッセージをうかがい、被災地
を覚えて祈りをあわせました。
翌１３日（月）は、旭川で行われた北海教区年頭修養会のナイトプログラムのひとつとしてお話をしてい
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材が集められ地域のフードバンクに集約し、食糧を必要とし
ている人に分かち合われています。近くのスーパーと提携し
食糧と引き換えるチケットを分けている所もありました。社
会福祉が充実しているといわれるカナダでも、最近は生活困
窮者が増え、政府の援助が行き届かない部分を教会が補って
いる印象を受けました。
最終回となる今回は、各地の教会の地域への取り組みをご紹

「おもちゃ屋さん」と「手袋の木」というおもしろい取り

介します。カナダは最高温度がマイナス２０度以下の日が数週

組みにも出会いました。クリスマスにプレゼントを用意する

間続く場所もあるとても寒い所ですが、厳しい環境の中で生き

事が難しい家庭のために新品のおもちゃを献品してもらい、

る人たちが心と体を暖め、命をつなぐための取り組みが各地で

教会のホールでおもちゃ屋さんを開きます。両親、おじいち

行なわれています。マニトバ州の首都ウィニペグでは聖公会と

ゃんおばあちゃんがこどもたちのために好きなものを選び、

カナダ合同教会が共同で、低所得者やホームレスの人たちのた

ボランティアがそれを丁寧に包みます。
「手袋の木」は教会

めの地域宣教を行なわれていました。平日の９時から３時まで

に大きなツリーを置き、そこに手袋や靴下などの防寒具を飾

教会のホールを解放し、コーヒーや軽食を提供し、洗濯機、シ

り、クリスマスに必要な所に届けるという活動です。どの活

ャワー、コンピューターなどが申し込み制で貸し出されていま

動もその教会の人だけでなく、地域の住民、他教派、ティー

す。また、フード＆衣類バンクもあり、住居や就労の支援も行

ンズなどが集り、協力してわいわいとにぎやかに行なってい

なっていました。フードバンクは農村の小規模教会も含め、訪

ました。北の大地、北海道でも地域の様々な人と共に、命を

れた全ての教会で取り組んでいました。毎週、日持ちのする食

つなぐ活動の輪を広げていきたいですね。

北海教区通信 189 号お楽しみクロスワード
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答え
正解は

多数のご応募ありがとうございました。
厳正な抽選の結果、当選者を年頭修養会で
発表させていただきました。
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今号の教区通信は、年頭修養会の特集をメインにお届けしま
す。予算の都合でいつもよりページ数が少ない簡易版となり
ますが、中身はぎゅっと詰まった濃いものとなっています。
年修に参加した人も、できなかった人も、みんなでこの恵み
を分かち合い、味わっていただければ幸いです。
冬もあともう少し。新しい春の到来を待ちわびつつ、レン
トのときを、主と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
（M・Y）
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