


















幹事室より
北海教区幹事　日向恭司

●教会近況
　・小樽公園通教会　山﨑道子、 山﨑塁偉両教師が10

月 31 日をもって主任担任教師および担任教師を辞

任。 塩見耕一教師 （北星学園余市高等学校宗教主

任担任教師） が代務者に就任しました。

　・札幌北光教会　後宮敬爾教師が11月30日をもって

主任担任教師を辞任。高濱心吾教師が代務者に就任

しました。

　・利別教会　石橋隆広、 石橋香代子両教師が日本基

督教団への転入手続きを完了しました。

・真駒内教会　新会堂がこの12月完成予定。 会堂建

築募金受付中です。

●活動予定

・芦別祈りの家クリスマス礼拝
　 12 月 25 日 （木） 18:00 ～　夕食 17:00 ～

・北海教区第 63回年頭修養会

　 1 月 12 日(月)～ 13 日(火) 会場 ：定山渓ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ

・宣教協議会

   1 月 13 日(火)13:00 ～ 15:00 会場 ：同上

・牧会者研修会（教区推薦者・自主参加者）
   1 月 13 日(火)16:30 ～ 14 日(水)12:00

　  会場 ：同上

・定例常置委員会　会場：北海道ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ

　⑤ 1月 29日（木） 13:30～

　⑥ 3月 10日（火）10:30～

●各種献金のお願い
北海教区の宣教活動推進のために袋献金をお願い

いたします。教会員の皆様に献金封筒を配付してい

ただき、一人一人が献金の意義を確認してご判断の

上、お献げ下さい。

 1月　年頭初穂献金

 2月　靖国神社問題活動献金

通年　洞爺湖教会宣教協力献金

通年　東日本大震災支援活動募金

　               手宮教会（小樽）が、来春から

教会堂・幼稚園の移転工事にとりかかります。長く

て急な坂の上に建っていて冬は車が上れないため、

徒歩で登ります。雪の降る中、途中でご高齢の教会

員さんが座って一休みしていました。「冬期間の教

会出席はお休みします。」という会員さんも増えて

きたそうです。手宮教会の皆さんが、長い間登り続

けた、雪の階段を登るのもこの冬が最後になりま

す。この冬、一度登ってみませんか？　

　まもなく、会堂建築募金も始まりますので、ご支

援をよろしくお願いいたします。　　　　／日向

Pick up！

　　芦別祈りの家 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。

　2014 年 12 月 25 日(木) 午後 6時～ 7時
     場 所： 芦別祈りの家 （芦別市西芦別 1番地）
    メッセージ： 高濱心吾さん （札幌北光教会伝道師）
      ★お問い合わせ：北海教区事務所　011-716-5334　 kanji@hokkai-net.jp

　　　　　　★出席したいが交通手段がないという方は、教区事務所までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　当日、札幌と旭川から向かう車に便乗できるよう手配します。

　　　　　　★雪が多い場合、午後1時から屋根の雪下ろしやスノーキャンドルの道を作る作業も行い

　　　　　　　ます。お手伝いできる方はご連絡下さい。（クリスチャンセンター 9時半出発予定）

主催：北海教区 芦別祈りの家管理委員会

手宮教会名物！？ “  雪の階段”

　　　　　　　　　　イラスト　塩谷真澄さん



北海教区 2014 年度第 2回常置委員会報告（抄）

日　時　2014 年 7月 15日 ( 火 )13 時 33 分～ 19時 10分

場　所　北海道クリスチャンセンター 301・302 号

出席者　久世そらち、西岡昌一郎、卜部康之、小西陽祐、

　　　　石川宣道、佐藤幹雄、原和人、島田久美子、

　　　　板谷良彦、稲垣正策、三浦英敏　　　

陪席者　日向恭司

主な審議事項

1 宣教部およびその他委員会委員選任に関する件

日向恭司教区幹事より、別紙資料「2014 年度各委員

会名簿（2014.6.1 現在）」にしたがって提案がなされ、

委員会は候補者を以下のように可決した。

交渉は教区三役とした。

＜決定事項＞

【連帯部門委員会】圭子ウイットマー⇒稲益久仁子、

高橋一⇒木村拓己

【広報委員会】山﨑道子⇒できるだけ若い世代から候

補をあげて交渉する。

【宣教師委員会】笠田弘樹⇒欠席扱い

【性差別問題担当委員会】山﨑塁偉⇒未定

【芦別祈りの家担当】木村拓己

2 西東京教区との第 7期宣教協約（2016 ～ 2020 年度）

に関する件

委員会はこれを継続審議とした。

3 真駒内教会の開拓伝道資金長期貸付金申請に関する

件（継続審議）

委員会はこれを書類の整備の上、教区三役一任と

した。

4 真駒内教会の開拓伝道資金短期貸付金申請に関する

件（継続審議）

委員会はこれを可決した。

5 日本基督教団信濃町教会「宣教活動協力資金」受給

申請に関する件

6 辻中明子教師の教師継続教育研修費援助申請に関す

る件

以上 2件を委員会は可決した。

7 その他

・真駒内教会の全国募金趣意書承認に関する件

委員会はこれを可決した。

北海教区 2014 年度第 3回常置委員会報告（抄）

日　時　2014 年 9月 25日 ( 火 )13 時 35 分～ 18時 15分

場　所　北海道クリスチャンセンター 504 号

出席者　久世そらち、西岡昌一郎、卜部康之、石川宣道、

　　　　佐藤幹雄、原和人、島田久美子、板谷良彦、

　　　　稲垣正策、三浦英敏　　　　

欠席者　小西陽祐　　　

陪席者　日向恭司

主な審議事項

1 西東京教区との第 7期宣教協約（2016 ～ 2020 年度）

に関する件

第 6期のものを基本として進める。西岡昌一郎宣教部

委員長より、別紙資料「宣教協約（2011 年 5月 29日）」

にしたがって提案がなされ、委員会はこれを継続審議

とした。次のような意見が出された。

・歴史的経緯の説明が必要と思われる。

・今後の方向性についての確認をしたい。

2 宣教方針基づく 2015 年度宣教活動計画案に関する件

宣教部委員会に回付する。議案は継続審議とした。

3 2015 年度教区歳入歳出予算案（付　負担金配分案）に

関する件

4 2015 年度教職謝儀基準改定に関する件

以上 2件を財務部委員会に回付する。議案は継続審議

とした。

5 謝恩日献金の取り組みに関する件

今年は、11 月 23 日（日）が謝恩日となる。年金局か

らの願いとしては、従来通りの呼びかけを行ないたい

と考えている。稲垣正策委員より、別紙資料「謝恩日

献金と隠退教師を支える 100 円献金の北海教区の取り

組みについて（稲垣私案）」にしたがって提案がなされ、

委員会はこれを可決した。また、北海教区は献金運動

として行ない、教区の経常会計からは支出しないこと

を確認した。教区から各教会への文書については教区

三役一任とした。次のような意見が出された。

・常置委員会として年金のことを考える部署を示してほ

しい。　⇒財務部委員会へは稲垣委員から提案して

もらう。

6 その他

・手宮教会の教団開拓伝道資金給付申請に関する件

・手宮教会の全国募金に関する件　　　

以上 2件を教区三役一任とした。

・教団総会議員懇談会に関する件

次の予定で行なうこととした。

　10月 23日（木）午後 6時 30分　　

　於：北海道クリスチャンセンター



「 
 

「若い人はここにいます！」
報告者：小西陽祐（余市教会）  

 
「若い人が教会からいなくなった」と言われて久

しい。それでも、わたしは、「若い人はここにいま

す！」と声高に言いたい。なぜなら、わたしは、参

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

いる。数年前から「中高生春の集い」やこのキャン

プに欠かさず参加してくれている。失礼だとは思う

が、最初に出会った時、わたしは頼りなさしか感じ

なかった。  
けれども、この中学生たちを送り出してくださっ

ている教会の牧師がこう言っておられた。「青少年キ

ャンプに行くようになって、あの子たちの教会への

かかわり方が明らかに深くなったね。今までは嫌々

礼拝に出ていたが、最近はヒムプレーヤーでの奏楽

を自分から声をかけて担当してくれるようになった

し、一人の奏楽者として礼拝前の祈りも共にささげ

るようになってくれた」。 
そして、この中学生たちは、７月１５日に地区の

近隣の教会が協働して運営にあたっている和寒伝道

所で開催された「こども祭り」を積極的に担ってい

た。自分の所属する教会ではない小規模教会の働き

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

宣方針に記された「教会につらなる一人ひとりが、

宣教の担い手となることができる教会形成を進めま 
 

第２８回 全

 
 

場所  芦別祈りの家 

テーマ  共に生きる生活 

講師  高濱心吾牧師（札幌北光教会） 

聖書研究 後宮敬爾牧師（札幌北光教会） 

炭鉱講座 矢島満子さん（札幌北部教会） 

震災の話 島田創さん（月寒教会） 

参加者 １８名(中高大学生) 

＋大学生スタッフ ３名 

＋スタッフ １０名（途中・部分参加含） 

 

  

 
す」との言葉を体現している姿がそこにはある。 

そして、今回は「スタッフをしたい」と自分たち

から申し出てくれた３名の大学生がいた。大学生が

スタッフとなったのは、約１０年ぶりのことだ。こ

の大学生たちもまた「春の集い」や青少年キャンプ

を経験してきたメンバーだ。この大学生たちも、「宣

教の担い手」なのだ。 
読者の皆さんは、実際に、会ったことはなくても、

この中学生・大学生たちの姿に、心を揺り動かされ

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

のキャンプは岐路に立っている」との言葉を良く耳

にする。その理由は、教会の建物自体が古くなって

きたことや、「教区の財政が厳しい中で芦別祈りの家

にお金をかける必要はあるのか」ということにある

のだろう。 
けれども、本当の岐路は、「わたしたちは、若い人

たちと宣教のパートナーとして共に歩む覚悟をする

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

って、ここでキャンプをすることによって多くの若

い人たちが宣教の担い手として育っていることを肌

で感じてきた。そして、若い人に「宣教の担い手」

として育ってもらうためには、厳しい時だからこそ、

必要なお金をかけなければいけないはずだ。若い人

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

 
※感想文集およびカラー刷りの報告書は、後日、

各教会にお送りしますので、ご覧ください。 













 

いまこそ市民が声をあげる時 ― 8・15 名寄平和集会で発題 ― 

平和部門委員会のヤスクニ・キャラバンは続きます。今度は名寄に行ってきました。キリス

ト者に限らず広く市民にも参加してもらおうというウィットマー先生たちのはからいで、名寄

教会、名寄市立大学 9 条の会が共催する平和集会になりました。会場は JR 名寄駅に隣接する

「よろーな」で、20 名が集い、6 時半から約 2 時間、よい学びの時を持つことができました。

集会のあと、道北クリスチャンセンターで交流の時をもちました。一人ひとりが平和への願い

や活動について語りました。名寄には市民の活動がうけつがれてきていることを感じました。 

安倍政権がめざすものは何か？ 
 発題  1  今橋 直  

名寄での集会で、私は、「安倍政権の向かおうとするところ」、との題でお話

をしました。時期はちょうど、安倍内閣が、集団的自衛権の容認、という閣議

決定 (７月１日）をしたころ。靖国参拝・奉納を繰り返す安倍さんが「やろうと

していること」の話は、（幸か不幸か）靖国キャラバンにピッタリでした。  
 集団的自衛権の容認は、安倍さんの目指す「戦前の "強い "日本を取り戻すこ

と」。  
 この集団的自衛権のほかにも、「お国のために尽くす国民」を定めた憲法に変える、「お国のた

めに都合のよい子どもたち」を作り出す教育改革、「国民の生活」よりも経済優先のアベノミクス

…。まさに、「富国強兵」。そしてこれらのことは、今、まさに着々と進められているのです。  
 しかし安倍さんは、本当のことは語りません。「国民のため」とウソの説明をし、国民をだまし

ながら、この国の形を、私たちの生活をどんどん変えようとしています。  
確かに私たちは、今すぐにこの動きを止める力を持ってはいません。しかし、市民の力は、確

実に世の中を動かす力がある！自分たちの力は小さくて何も変えられない、などと悲観すること

なく、もう 2 度と同じ過ちを繰り返さないために、自分たちの力を信じて、地道かもしれないけ

れども、声を上げ続けていくことが必要なのだと思っています。  

首相が靖国神社参拝にこだわるのはなぜ？ 

発題  2  浦部浩行  
続いて、スライドを投影しながら、靖国問題について話しました。靖国神社

は明治維新後すぐにつくられた国営の神社で、戦死した兵士を祀っています。

天皇のため、国のために死ぬことはもっとも尊いことであるとたたえています。

靖国神社はまさに戦争のための神社です。  
戦後は人の命を大切にし、個人を尊重し、二度と戦争をしない国になること

をめざす日本国憲法がつくられました。そして靖国神社は、国との関わりを持

たない神社となりました。しかし、戦後長く続いた保守政権の下で、靖国神社

を戦前のような国とかかわりを持つ神社に戻そうとする動きがたえず起こりました。安倍政権は、

今橋さんが話されたように「戦前の強い日本をとりもどす」ことをめざしています。安倍首相が

昨年 12 月に靖国神社に参拝したこともその目的を実現するためです。戦死を想定しているので

しょう。政府に戦前の過ちを繰り返させないためにしっかり声をあげようと訴えました。  















1　　　　A 2 3 4
B

5 6  

7 8 9

バ プ テ ス マ
11 12 13

14 15

16
D

 17 　　　　　C

クロスワードパズル

クロスを解いて、A ～ D を順に並べた言葉が答です。
ヒント ： 聖書に出てくる街の名前です。

たて
１　ワインの栓に使われる木材
２　愚かな人が家を建てる土台
３　お酒を飲んで、まくもの
４　のどぼとけは別名アダムの○○○
６　サスペンスとか
８　キリストが磔時にかぶったとされる？植物
９　煮炊きに使う調理台
11　逆さに読んでも同じ名前の野菜
13　教会バザーによく出る麺メニュー
14　ジプシー
15　おかあさん

よこ
１　教団教師になるには ABC の○○○がある
３　罪人が繋がれるもの
５　嬉しいときにも悲しいときにも流すもの
７　出ると打たれるもの
９　残ったパン屑を集めた器
10　洗礼
11　酔っ払いに例えられる動物
12　オリンピックでは 3 位のメダル
14　全ての道が通ず場所だったとか
16　間抜けな人



道東地区  三浦亮平（新得教会） 

9月21日は、道東地区デーとして、交換講壇が六教会

間で実施されました。六人の先生のこの日の総移動距

離は1380キロ。広大な道東地区において欠かせない、

交わりと祈りの時として定着しています。

11月3日 月・休 、地区婦人修養会が池田町香味屋で

開催されました。｢ターミナルケア 終末医療 ｣につい

ての講演をいただく予定だった稲葉先生が、ご病気の

ために欠席。しかし、担当の中標津伝道所の皆さんの

お働きで、開催にこぎ着けることができました。

信徒の松尾さん、小出さんが証しをされ、それぞれ、

愛する家族の看取り、大切な人の突然の死という、ご

自身の体験から話してくださり、出席者一人一人の心

に残るひと時となりました。

11月、2月の地区教師会の他、来年2月1日には、初め

ての試みとして道東地区サンデーを予定しています。

共通の聖書箇所、コリントⅠ12章20～26節から各教会

での説教がなされることと、共有した課題を祈りあう

ことを考えています。

また、2015年度に控えた教区の年頭修養会について

準備委員会を開催し、十勝ブロックが中心となって事

務局を立ち上げました。働き手の限られる現実の中、

早めの取り組みをと準備を進めているところです。

地区・教区・諸教会の上に、主の恵みと平安が豊か

にありますようにと祈りつつ。 

札幌地区  板谷良彦（札幌北部教会） 

札幌地区では秋のプログラムが多く行われます。

10/4には、いのちと平和委員会主催の社会問題学習会

を札幌北光教会にて開催しました。今年度は会津放射

能情報センター代表の片岡輝美さんをお招きし、「原

発事故の向こうに見える事」と題して被災地福島のお

話をお伺いしました。震災から３年６か月が経過しま

したが、まだまだ復興にかかわる問題は山積していま

す。報道が少なくなる中、私たちは被災地のことを覚

え、関わり続ける大切さの思いを参加者一同強く持ち

ました。10/25には地区CS教師研修会が行われまし

た。参加者は35名でした。三浦忠雄先生を迎え、留萌

宮園教会の子どもたちとの取り組み、礼拝の持ち方の

お話をお聞きしました。午後からは４つの分科会に分

かれいくつかのテーマをもとに話し合われました。

11/2～3には今年度２回目の札幌地区CS教師研修会に

よる「あそばナイト」が行われ小学４年生から中学生

までの参加者とスタッフ合わせ約40名が夜を徹して遊

びまくり楽しいプログラムが行われました。11/8には

礼拝と学び委員会主催の地区大会と音楽研修会が札幌

北光教会でもたれました。午前中の地区大会では教区

第４次長期宣教計画について後宮敬爾先生を講師に迎

え共に学び時を

持ちました。後

宮先生は11月末

で札幌北光教会

を去り、東京の

霊南坂教会に赴

任しますが、北

海教区で体験し

た26年を振り返

りながら、北海教区における札幌地区のあり方、これ

からの長期宣教計画において札幌地区の働きがいかに

重要であるというお話をしてくださいました。お昼は

札幌北光教会の方々によるおいしいうどんをいただ

き、午後からは教団讃美歌委員会に講師派遣をしてい

ただき、塚本潤一先生による「こども讃美歌をうたお

う」のタイトルのもと、こども讃美歌の解説や歌い方 

地区婦人修養会 （池田町香味屋にて）



を教えていただきながら２０曲近くの歌を、時には

踊りながら体を動かし歌いました。とても楽しいプ

ログラムで

した。

午前午後を

通 し て、と

ても元気を

いただいた

集会になり

ま し た。札

幌地区としては７～８年ぶりに１００名を超える参

加者が与えられた地区大会となりました。11/17から

１週間は年２回行っている、東北教区被災者支援セ

ンターエマオのボランティアを今年度１回目として

お送りしました。 

道北地区 稲村 隆（旭川六条教会）

道北地区では、３年ぶりに地区集会が行われます。 

この「教区通信」が発行されるころにはもうすで

に終わっていますが、原稿を書いている現在は約２

週間前になります。 

機会があれば結果報告をしたいものです。 
 

と き 2014年11月23日（日）、24日（月・休） 

ところ 美深温泉 （中川郡美深町） 

主 題 「一人ひとりの賜物が輝く教会づくり 

～道北地区の挑戦～」 

講 師 藤吉求理子牧師  

道北クリスチャンセンター主事 

道北地区では今年度から「第4次長期宣教計画」が

始まりました。この計画の骨子は「顔と顔を合わせ

よう」「つながろう」「ともに働こう」です。 

地区の10の教会・伝道所・道北センターの教師・

信徒が、いろんな活動や交流の中で顔と顔を合わせ

る。それがたとえ小さい活動や交流、集いであって

も信徒・教会の「つながり」となります。その働き

や喜びの情報は教会に持ち帰られます。そこできっ

と広がりを見せることでしょう。そして「ともに働

こう」という機運が生まれるでしょう。 

道北地区は今、そのような希望をもっています。 

そこで、この道北地区集会を通して「神からの賜物

（ギフト）」を輝かせる、実践できる何かを学ぼうとい

う気概を得たいと思っています。講師である藤吉先生の

講演とワークショップから、大きな知恵と力を得ようと

しています。 

道北センター藤吉先生は、昨年6月から1年間、カナダ

合同教会で研修されました。そして貴重な学習と体験を

積んで来られました。私たちは、その藤吉先生から多く

のことを学びたいのです。どんな新しい道北地区ができ

るか、模索して、苦しんで、喜んで、祝されて、一人ひ

とりの賜物を輝かせて、新しい道北地区に挑戦したい。

そんな道北地区集会にしたいのです。

後志地区 松浦義夫（小樽教会）

各教会、関係幼稚園、学校それぞれ多くの課題を抱え

ている。とくに高齢化による礼拝出席の困難な方が増え

ている現状をどのようにフォローするかなど、従来から

の課題である。小樽教会は新会堂を献堂し一周年をむか

えるが、手宮教会・手宮幼稚園は新たな歩みがが実現し

つつある。立地が長らく課題であったが、条件のよい土

地の購入計画も順調に進み、今年度から来年度にかけ

て、新しい園舎を建設する予定である。手宮幼稚園はす

でに今年度から認定こども園としてスタートしている

が、地区内の他の幼稚園はそれぞれ置かれている地域の

状況により異なっているので、認定こども園に移行する

かどうかは、状況を見極めつつ各幼稚園で対処し、地区

としては連携しながら今後もこの課題と向き合っていき

たい。今年度の各幼稚園の園児数は、昨年並みか増加傾

向にある。来年度の新入園児募集の動きがスタートした

が、新制度が開始されるとともに、どのように推移する

かは、予断を許さない状況にある。 

北星学園余市高校との関係においては、年数回、学校

の礼拝に地区内の牧師が礼拝説教奉仕に出かけたり、余

市教会が北星デーを企画し地元の教会として関係を大切

にしている。2013年度より始められた「奏楽者の学びの

会」は、公園通教会を会場として継続されているが、パ

ソコンなどを使用する奏楽のありかたなどを学ぶ研修会

も実施されてており、奏楽者の養成の取り組みと合わせ

て、礼拝奏楽の多様性を学び、奏楽もふくめ礼拝をより

豊かなものとする取り組みを課題として学んでいる。 



小樽平和集会は、小樽商科大学の萩野富士夫さん

を講師に迎え、「特定秘密保護法を歴史から視る」

というテーマで、公園通教会を会場に行われた。日

本の現在の状況をしっかりと見極めるため。

苫小牧地区

浦河伝道所との教会交流 野村 滋（室蘭知利別教会）

月 日（土） より浦河伝道所の兄弟姉妹 名

と室蘭知利別教会の会員 名との懇談と懇親の交流

会を開催しました。寺田悳英牧師夫妻は、元浦河教

会の信徒の方が急に体調を崩されたということで来

蘭出来なくなりました。始めに、石川まなか牧師に

よる開会礼拝を持ち、その後、昼食に移りました。

幸い天候に恵まれましたので、昼食は当室蘭知利

別教会の庭にある手作りの特製バーベキューコンロ

に、これまた室蘭工業大学の特製ジンギスカン鍋

（縦1.2m×横 、重さ約 、約 人分のジンギ

スカンが焼けるもの）を大学から貸借し、ジンギス

カンを頂きました。総勢 名でしたが、 名分のジ

ンギスカンは一気に余裕で焼けました。

昼食後は礼拝堂でそれぞれ自己紹介をし、今のそ

れぞれの状況を話し合い、交流を深めました。次回は来

年、浦河に室蘭メンバーがお伺いする予定です。

教会交流に思う 川村文子
あ や こ

（幌泉教会）

年前から始まった地区の「教会交流」も、 サイ

クル目に入った。前年度までは苫小牧弥生教会、今

年度から 年間は千歳栄光教会とペアを組んでいる。

現住陪餐会員 名、礼拝平均出席 名の当教会は、地

区や教区の集会に出ていくことがなかなかできない。

出ていくとしても限られた者になり、他教会との交わ

りをもつことは難しい。そのような中、このような交

流に感謝しています。

ペアの教会のご配虜で 月 日、千歳栄光教会の方々

名がえりもまで来て下さり共に礼拝を守り、その後

食事をとりながら交流の時が与えられた。いつもは 名

程でうたう讃美歌だが、千歳の方々と共に心を合わせ

て讃美できた時は、本当に嬉しかった。また、交流で

は、千歳栄光教会と当教会との以前からの関わりや、

思い出話をきくことができ、先達の方々の歩みに想い

を馳せ、今も昔も、祈りのうちに支えられ、主の大き

なお守りの中、地区の一員として生かされていること

を実感でき、重ねて感謝であった。

道南地区 松本紳一郎（函館教会）

「秋の集い」が10月13日（月・休）八雲教会を会場

に行われました。主題は「老いを生きる」、講師に余市惠

泉塾から瓜生正彦氏をお迎えしました。参加者は、講

師を含め、地区内6教

会・伝道所から63名で

した。主題講演は、18

年の歴史を持ち、今で

は青年から高齢者まで

80人が共同生活を送る

余市惠泉塾の紹介から

始まりました。一日

は、朝4時30分起床、5

時から6時30分までの

聖書の学びによって始

まるそうです。惠泉塾

のモットーは、1.信

仰、2.生活、3.仕事の

優先順位を共同生活の

中で実践することであ

る、と語られました。

そして、「老いを生

きる」ことについては、概略以下のような諸点を中心

に語られました。 

「命は神のものである。死は突然やって来るが、神

瓜生正彦氏の講演

浦河、室蘭知利別教会交流会



が、この人の地上の任務は終わったと認めた時でな

ければ、神の許しがなければ死ねない。神の定めた

時が最善であると信じて、神の定めた人生を受け入

れること」。

「共同生活の中で、農業を通して自然の摂理と創造主

を実感し、他と協力し、心を合わせて働くことによる仲間

意識が生まれ、つまずいた人間関係から癒され、快い人

間関係を結べるようになること」。「愛は感情ではなく、

相手を生かすぞという意志、相手の役に立つこと、

相手の欠けを補うことである。残された人生は隣人

のために使い果たすのが老いを生きる意味であ

る」。講演を受けて90分間、分団での昼食と話し合

いがもたれましたが、懐かしい他教会員と再会を喜

び、近況を報告し、初対面の自己紹介などもするう

ちに、あっという間に終わってしまった懇談の時で

した。道南地区のその他のトピックスとしては、利

別教会の石橋隆広牧師・石橋香代子牧師が、9月に

行われた教団転入試験に合格され、10月の教団常議

員会で転入が承認されました。函館千歳教会では、

2014年度末をもって辞任なさる井石彰牧師の後任牧

師招聘の準備が進められています。 

石狩空知地区 長井美歌（滝川二の坂伝道所）

年頭修養会実行委員会 

現在（11月10日）参加申込み〆切に近づき、具体

的な準備に入っています。「平和を実現する人々」

と共に祈りを合わせることのできる修養会の無事開

催を心から願いながら、最終作業へと向かっていま

す。子どももおとなも平和を実現する一員になれる

との思いからプログラムの中身を考えています。多

くの方々の参加を期待しています！ 

講演会の開催 

8月17日（日）岩見沢教会にて、岩見沢教会と地区社

会担当共催の講演会を開催しました。講師に知念優幸さ

ん（沖縄キリスト教学院大学平和研究所の学生活動

『ティーム琉球』創立者・メンバー）を招き「沖縄から

の報告。そして、問いかけ」と題し、沖縄の現状と緊迫

した課題について具体的にお聞きする機会となりまし

た。

当日の参加者に地区内25名、一般市民22名が与えら

れ、教会内外の方たちと学びの場を得、また地域の方々

の関心を知る事ができたことは、とても感謝でした。ま

た、昨年度から社会担当によるニュース・レター

「シャーケード」を発行するようになり、今年度も現在

準備を進めているところです。 

牧師研修会 

11月2日（日）～3日（休）にかけて一泊の研修と交流

の時がもたれました。研修として滝川二の坂伝道所に

て、滝川市内在住の塙 良一氏により「放射能とは何？

なぜ地球上の生命は放射能を恐れるの？」と題してお話

を伺いました。題の通り、なぜ原発が危険で命にかかわ

るのかを、放射能というものを科学の側面からしっかり

と学ぶことで、今後原発の問題に向き合い続けること

が、本当に大切なことだと教えられました。また、原発

事故によってもたらされた大きな課題が未だ山積みであ

り、今後長期にわたっての取り組みが必要であることを

各々改めて覚える時となりました。（牧師7名、幼児2名

参加） 

牧師会一泊研修の様子 



～田んぼをめぐる四季～

日本キリスト教団 利別教会　横山一康

　私はせたな町で小さな農園を営んでいます。田んぼを中心にアスパラやブルーベリー
などたくさんの野菜や果物をできるだけ農薬や化学肥料に頼らない方法で栽培していま
す。特に田んぼはお米を産み出すだけでなく、わらや籾がら、米ぬかなどたくさんの恵
みを与えてくれ、農園の循環を豊かにしてくれます。また、水を湛えた田んぼは生命の
ゆりかごです。
　春、眠っていた大地に水が引かれると、それを合図に生命は目覚め、動き始めます。
カエルは待ち望んでいたかのように大合唱を始め、クモやケラ、名も知らない小さな虫
たちも次々と目を覚まします。そして、その虫たちを目当てにたくさんの鳥たちが集まっ
てきます。南の国からやってくるツバメ達はあの小さな体のどこに数千キロも旅する能
力があるのか驚きです。畦道に目を移すと小さく可憐な野の花が咲き乱れています。神
様が創造された、たくさんの生命に見守られ農民は苗を植え、草を取り、稲の世話をし
ます。
　夏は生命が輝く季節です。早朝、田んぼに行くとクモ達が稲の合間に網をかけていま
す。無数の糸、一つひとつに朝露が宝石のように繋がります。赤トンボは田んぼで孵化し、
夏を迎えるとまだ弱々しい羽根を懸命に振るわせ稲から旅立っていきます。
　賑やかだった季節が過ぎ、野山の色が変わり始めるとコオロギやマツムシの音を聞き
ながら稲刈りです。刈り入れの終わった田んぼには美しい風景が現れます。その風景が
今回の一枚です。晩秋に人と作物が織りなすアートが大地をキャンバスに描かれます。
アートを意識しているわけではないのですが農の営みと自然が調和した時現れる風景で
す。
　来年はどんな生命とめぐり会えるか、どんな風景が生まれるかに思いをめぐらせ、冬
を迎えます。

私の好きな もの・コト・風景
リレーエッセイ





 
 

 
 
                                              

 
                                                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

キリスト教書はもちろん 一般書のご注文もＯＫ 
5,000 円以上お買い上げは送料サービス！ クレジットカード・図書カード使えます！ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

北海道キリスト教書店
〒060-0807 札幌市北区北７条西６丁目 北海道クリスチャンセンター内 
電話 011-737-1721 FAX011-747-5979 営業時間 午前９時～午後７時(月～土) 日・祝は休業  

 

３．１１ブックレット 
見上げる空 

「被災地」から見える教会の姿 
ご存じ「３・１１ブックレット」の最新
刊。震災によって多くのものを失っ
た子どもたちのために、成長支援
を行ってきた有志によって立ち上
げた「sola」。震災を通して見えて
きた教会の「本来の姿」を綴る。 
●いのちのことば社 刊 

米内宏明 著 ９７２円 

「このては あなたの  
ために」 

ダイアン・アダムス ペイジ・カイザー絵

やまね もとや訳 

うまれたばかりのわたしのあかちゃ
ん。あなたを抱いて、まもってあ
げる この両手でね・・ おかあさ
ん、おとうさん、おじいちゃん、お
ばあちゃん、おにいちゃん、おねん
ちゃんが、大切な命を抱きしめる
姿を描く。元NHK アナウンサー
による初めての翻訳絵本。 

 

 

●評論社 刊 
税込 １，２９６円 











さんびジュースがさんびジュースがさんびジュースがさんびジュースが
おいしかった！おいしかった！おいしかった！おいしかった！

これからこれからこれからこれからひつひつひつひつじじじじ
さん、さがしにさん、さがしにさん、さがしにさん、さがしに
いこうね！！いこうね！！いこうね！！いこうね！！

みんなとってもみんなとってもみんなとってもみんなとっても
にあってる！にあってる！にあってる！にあってる！

絵具や布を貼ってパズルみ絵具や布を貼ってパズルみ絵具や布を貼ってパズルみ絵具や布を貼ってパズルみ
たいにはめて、ハートの形たいにはめて、ハートの形たいにはめて、ハートの形たいにはめて、ハートの形をををを
つくるつくるつくるつくるのがおもしろかった！のがおもしろかった！のがおもしろかった！のがおもしろかった！

あそべて楽あそべて楽あそべて楽あそべて楽
しかった～しかった～しかった～しかった～

幼児～小学生
のプログラム

神さまのわんぴーす

声を合わせての讃
美に始まり、年齢
に分かれた後は、
閉会礼拝での賛美
の奉仕のために賛
美ジュースを飲ん

みんなで賛美！！！みんなで賛美！！！みんなで賛美！！！みんなで賛美！！！

「きみは愛されるため生まれた」「きみは愛されるため生まれた」「きみは愛されるため生まれた」「きみは愛されるため生まれた」

まなみちゃんまなみちゃんまなみちゃんまなみちゃん
にあえてうれにあえてうれにあえてうれにあえてうれ
しかった！！しかった！！しかった！！しかった！！

みんなとたくさん遊べて楽しかった。みんなとたくさん遊べて楽しかった。みんなとたくさん遊べて楽しかった。みんなとたくさん遊べて楽しかった。
わたしは工作がすきで、ああいう遊わたしは工作がすきで、ああいう遊わたしは工作がすきで、ああいう遊わたしは工作がすきで、ああいう遊
びは本当に大好きなので特に楽しびは本当に大好きなので特に楽しびは本当に大好きなので特に楽しびは本当に大好きなので特に楽し
かったかったかったかった…思い出になりました！思い出になりました！思い出になりました！思い出になりました！

つくるつくるつくるつくるのがおもしろかった！のがおもしろかった！のがおもしろかった！のがおもしろかった！
バザーのお手伝いもおもしろバザーのお手伝いもおもしろバザーのお手伝いもおもしろバザーのお手伝いもおもしろ
かった～かった～かった～かった～

色々な人と遊ん色々な人と遊ん色々な人と遊ん色々な人と遊ん
だりできて、色々だりできて、色々だりできて、色々だりできて、色々
なことを学べて、なことを学べて、なことを学べて、なことを学べて、
良かった！！！良かった！！！良かった！！！良かった！！！

幼児さんから小学生が集って始まった幼児さんから小学生が集って始まった幼児さんから小学生が集って始まった幼児さんから小学生が集って始まったわんぴーわんぴーわんぴーわんぴーす作戦！誰もがひとりひとり、神さまの大す作戦！誰もがひとりひとり、神さまの大す作戦！誰もがひとりひとり、神さまの大す作戦！誰もがひとりひとり、神さまの大
切な“切な“切な“切な“わんぴーわんぴーわんぴーわんぴーす”す”す”す”！を遊びを通じて分かち合いました。幼児！を遊びを通じて分かち合いました。幼児！を遊びを通じて分かち合いました。幼児！を遊びを通じて分かち合いました。幼児さんからさんからさんからさんから3年生までは、迷子年生までは、迷子年生までは、迷子年生までは、迷子

になった羊をみんなでさがしあてる遊びを繰り返します。今度は○○ちゃんだ～探しに行になった羊をみんなでさがしあてる遊びを繰り返します。今度は○○ちゃんだ～探しに行になった羊をみんなでさがしあてる遊びを繰り返します。今度は○○ちゃんだ～探しに行になった羊をみんなでさがしあてる遊びを繰り返します。今度は○○ちゃんだ～探しに行
かなきゃ！そして見つかったら、みんなで喜び合いました。高学年は“こんな出会いはなかなきゃ！そして見つかったら、みんなで喜び合いました。高学年は“こんな出会いはなかなきゃ！そして見つかったら、みんなで喜び合いました。高学年は“こんな出会いはなかなきゃ！そして見つかったら、みんなで喜び合いました。高学年は“こんな出会いはな
かったかな？”を考えたり、大きなハートを色々な形に分けた後、思い思いに絵具やかったかな？”を考えたり、大きなハートを色々な形に分けた後、思い思いに絵具やかったかな？”を考えたり、大きなハートを色々な形に分けた後、思い思いに絵具やかったかな？”を考えたり、大きなハートを色々な形に分けた後、思い思いに絵具や布な布な布な布な

どどどど素材素材素材素材も自由も自由も自由も自由に使いデコレートに使いデコレートに使いデコレートに使いデコレート。館内にそのあと。館内にそのあと。館内にそのあと。館内にそのあとは各ピースを隠しては各ピースを隠しては各ピースを隠しては各ピースを隠してさがして、みんなでさがして、みんなでさがして、みんなでさがして、みんなで
ピースを完成ピースを完成ピースを完成ピースを完成させようとしたのですが、これさせようとしたのですが、これさせようとしたのですが、これさせようとしたのですが、これががががなかなか難航。でもでも、最後はなかなか難航。でもでも、最後はなかなか難航。でもでも、最後はなかなか難航。でもでも、最後はぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱたぱた！！！！
と神さまの力が働くごとく、大きなと神さまの力が働くごとく、大きなと神さまの力が働くごとく、大きなと神さまの力が働くごとく、大きなハートがついに完成ハートがついに完成ハートがついに完成ハートがついに完成。。。。

美ジュースを飲ん
で臨みました！








