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「礼拝の心」
清水　真理牧師（旭川星光伝道所・美馬牛福音伝道所）

ローマの信徒への手紙 15 章１～７節

　わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。 おのおの
善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストも御自分の満足はお求めになりませんでした。「あ
なたをそしる者のそしりが、わたしにふりかかった」と書いてあるとおりです。かつて書かれた事柄は、すべてわ
たしたちを教え導くためのものです。それでわたしたちは、聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることが
できるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなたがたに、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、 
心を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり、父である方をたたえさせてくださいます
ように。だから、神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れてくださったように、あなたがたも互いに相
手を受け入れなさい。

　旭川星光伝道所は今、礼拝の学びを重ね式順を試行錯
誤し、昨年から新しい式順で礼拝を行いながらまだ取り
組みを継続しています。
　私はクリスチャンホームに生まれ、両親は礼拝中心の
生活でした。母方の祖父は北星女子中高のモンク先生の
時代に奉職、母も卒業生で、私も北星に学びました。毎
朝礼拝があり、礼拝の中で主の祈りを唱えました。「我ら
に罪をおかす者を我らが赦すごとく我らの罪を赦し」の
祈りにひっかかりを感じた記憶があり、今も憶えていま
す。
　中学生のある日の礼拝中にまったく予期せず「イエス
は主なり」と告白を与えられ、踊りたい程の喜びと平和
を得まして救われました。
　ローマの信徒への手紙１５章は神につき隣人につき、
つまり神と隣人への義務を教えます。クリスチャンはイ
エス・キリストのみを土台として、教会を造り上げます。
一致・平和・愛・謙遜にとり、たちまち利己心・自分の
賢さは失ってこれを他にしてはどんな行いも無に等しい
事を示されます。ローマの信徒への手紙 14 章１節「信仰
の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなり
ません。」と語ります。自分の欠点よりも他人の欠点に、
自分の過ちよりも他人の過ちに目が行きやすいのが現実
で、物事を正しく見れません。弱さを担い合い、自分の
満足を求めるべきではありません。隣人を喜ばせ互いの
向上に努めるべきを勧めます。「向上に努めるべき」とは
造り上げる意味があります。
　第一にコリントの信徒への手紙Ⅰ－１２章７節「一人
一人に “ 霊 ” の働きが現れるのは全体の益となるためで
す。」聖霊は内に住み、内側から変えられます。賜物は
他者のため共同体のため与えられます。ある宣教師の聖
書の余白に「愛＝他者のために生きること」と記されて

いました。第二に聖書が与えられています。キリストを
模範とするように語ります。３節に「キリストもご自分
の満足はお求めになりませんでした。「あなたをそしる者
のそしりが、わたしにふりかかった。」と書いてあるとお
りです。」引用は詩篇６９篇１０節からで、自分の民に十
字架上で嘲られた苦しみ、全人類の罪を担って下さった。
それは只、愛のゆえでした。主は受ける傷が「わたしは
そこまでしますがその先はかんべんして下さい」といわ
ないで限界までそしりを受けられた。３節は母校の創立
者スミス女史が４４年間奉仕し役割を終え１９３１年帰
国の途に着く最後の同窓会で語った箇所でした。聖書は
教会の私たちのため書かれました。お互いに限界を設け
る瞬間に、そして人を赦さない瞬間に内から歌が消えま
す。礼拝の前に主は人と和解するように語ってます。
　第３に、わたしたちは兄弟姉妹が与えられ感謝し、わ
たしはあなたという他者を必要とします。クリスチャン
の交わりを脅かす原因の１つは赦せない心であり互いに
相手を受け入れたい。
　礼拝は神と御子と聖霊の交わり、又兄弟姉妹との交わ
りに与かるよう招かれています。
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第６３回 北海教区年頭修養会 報告 
２０１５年１月１２日 月 ～１３日 火 於定山渓ビューホテル 参加３１６名

テーマ ｢平和を実現する人々は～見張り人として～｣

講 師 高里鈴代さん 基地・軍隊を許さない行動する女たちの会共同代表 西原教会員

二日にかけて語られた講演は沖縄という地を軸に据

えたものです。｢慰安婦｣たちの歴史を紐解きながら、

軍国主義の陰で行われてきた事実、そして｢強制性は

なかった｣とする国のあり方を見つめました。それは

過去にとどまらず、今現実に起きている基地建設にも

通底していることを確認しながら、｢沖縄の地で起き

たこと、起きていること｣をお話しいただきました。

その中で印象的であったことを中心に概観したいと思

います。

｢戦争のとらえ方が変えられようとしている｣

まず沖縄の地に設置さ

れた１４５ヶ所もの慰安

所について。これは業者

が斡旋したのではなく、

軍主導で行われたという

ことでした。軍専用施設

であり、軍後方施設とい

う位置付けがなされてい

たのです。さらには利用

においても軍隊行動のよ

うに規律が求められ、衛

生管理も軍によって徹底されていたのだそうです た

とえば軍必要備品としてのコンドーム、軍医が行う慰

安婦の性病検査など 。国によって、全力でそれらが

なかったかのようにされ、ひいては戦争のあり方、と

らえ方を変えられようとしているのでしょう。

｢今、彼女たちの証言が歴史に埋没している｣

そして現在、被害者たちの証言に嘘があると言われ

ることについて。北星学園大の植村隆さんの名前も挙

がりながら、そうした証言には時系列のズレが指摘さ

れ、虚偽だと括られています。国や地域を転々と移動

させられて覚えているはずがありません。十分に状

況、情報を知り得る立場になかった女性たちが、裁判

で正確無比な言葉を語れるわけがありません。定かで

ない、曖昧な記憶をたどりながら、身に起きた悲しい

出来事を語っているにもかかわらず、｢すべてに誤謬

がないと認めない｣というのが司法においても支配的

です。当事者が少なくなり、今現実に彼女たちの証言

が歴史に埋没しているのです。

｢戦後４０年、今も切り広げられる傷｣

また二日目には｢標的の村｣が上映されました。すで

に視聴した方も多くあったと思いますが、北海教区に

連なる者として、改めて高江の現実に共に向き合った

ひと時でした。オスプレイが飛来し、民家の前に突如

飛び出てくる軍事演習中の兵士の姿。高江を囲い込む

ように建設されるヘリパッドへの反対行動 座りこみ

が、通行妨害として被告にされる住民。国が国策に反

対する市民を訴える現実を目の当たりにしながら、そ

の最前線では県民同士が戦わされている現実。復帰

年経ってなお、切り広げられる傷が生々しく私た

ちの心に突き刺さりました。

私たちは共に２日間を過ごしました。鈍い金属音が

反響し続けるような、手足が震えだすような、そうし

た実感を抱きました。今沖縄が直面している現実、知

るにはまだまだ十分ではないのでしょう。しかし限ら

れた時間の中で、高里さんは思いを懸命に語り、本当

に伝えたい気持ちが随所に伺われました。それは質疑

応答の時間を設けることができないほどでした。会衆

には聞きたいこと、知りたいこと、山ほどあったと思

います。その思いが、今後北海道から発信されますよ

うに。いただいた高里さんの証言を幾度も噛み締めな

がら、応答する群れでありたいと願います。

講演を聞きました。心にがっちりと残りました。 木村拓己（美唄教会） 
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関係性が平和への第一歩だと信じたい～ナイトプログラムを終えて～	 

韓	 守賢(旭川豊岡教会・平和部門委員)	 
	 

平和とは何だろうか？	 	 平和を作り出すためには何をすべきなのか？	 	 年修講師の高里鈴代さんからお話を聞

き、また自らの生きる日常生活を考えるとき、無力感に囚われそうになる。しかし、私が信仰者なのならば、そ

の絶望に飲み込まれるままでいたくないと祈る。	 

ナイトプログラムでは、聖書と平和について考え、分かちあう時間

を持ちたいと願った。小グループに別れ、聖書箇所を演劇で表現して

みる。座って話を聞くだけではなく、自分の頭で考え、共に話し合い、

体を動かし、作り出してみたい。というのが準備チームの狙いだった。

でも、みんな恥ずかしがって、参加してくれないのでは・・・？	 

しかし、実際には、多くの方が積極的に参加してくださり(約９０

人！)、到底３０分で作ったとは思えない、とても完成度の高い三つの

演劇を楽しむことができた！	 	 高里鈴代さんの言葉を思い出

した。｢人は関係性のある相手を傷つけることはなかなかしな

い｣。	 

そうなのだ。確かに、あの時間、ナイトプログラムに参加

した私たちの間に、何らかの関係性が生まれた。それは、吹

けば飛ぶような、目に見えない何かなのかもしれない。しか

し、確かに、感じることができたのだ。それが平和への第一

歩だと信じたい。	 

北海教区に連なるすべての皆様、平和を信じてみませんか。そして、そのために私たちにできることから具体

的に動いてみませんか。	 

	 

平和への願いが子どもたちの心に～こども年修プログラムの報告～	 

田村	 弘子(岩見沢教会)	 
	 

	 	 今年のこども年修では、今回の年頭修養会のテーマ｢平和を実現する人々は｣にそって、子どもたちにも平和

を実現する一人になれることを知ってほしいと願いプログラムを企画しました。	 

	 １日目は、子ども年修の23名がプールで遊びました。石狩・空知地

区内の担当者と札幌地区の青年会の方々にも手伝っていただき、４～5

名のグループに分かれて思い切り遊びました。グループに分けること

で目がいき届いたと思います。楽しく遊ぶ中で、新しいお友だちもで

きたようでした。	 

	 2 日目は、野坂昭如原作｢ウミガメと少年｣という沖縄戦時下での出

来事をアニメ映画で観ました。主人公の少年に起こるとても悲しい出

来事を通して、平和の大切さを訴えるものでした。ＤＶＤを観た後、

子どもたちにどんな気持ちがしたか聞いてみました。小学生の女子

は｢可哀そうで泣いてしまった｣と発表しました。他にも数人の声を

聞きその後、皆に自分の気持ちを絵や言葉で表現してもらいました。

｢この世の中から戦争や殺人や人を傷つけることがなくなればいい

と思う｣｢戦争はこわい。してはいけない。お腹がすく｣｢戦争への考

え方が変わった｣等々。絵で表現してくれた人もいました。この事を

通して平和への願いが子どもたちの心に芽生えてくれることを祈り

ます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加者数：こども年修23名	 託児12名	 
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「やはり！」と「何と！」と、

そして「カッコいい！」

大阪東十三教会 斎藤成二

年、私が北海教区に赴任した翌年の 月

に「第 回日本基督教団と台湾基督長老教会

Ｔ の教会協議会」が札幌で開催されました。ここで

初めて、 Ｔの方々と出会いました。それ以来、農

村伝道神学校と玉山神学院の交流プログラムなど、

ＰＣＴからのゲストと交流を持つ機会を度々与られ、

とてもよい刺激を受けてきました。そして交流を持

つ度に「今度はあなたが台湾に来て下さい」とお誘

いをいただいていました。ディヴァン宣教師とアイ

ヌ民族情報センターの活動を一緒に取り組んだこ

ともあり、台湾を、そして Ｔの教会を訪れたいと

いう希望は年々強くなっていきました。そして今回、

年 ヶ月越しの希望がかなえられました。

今回の旅の成果を簡素に表現するならば、「や

はり！」と「何と！」です。

台湾を訪ねてきました！ 
２００５年以来、台湾基督長老教会（ＰＣＴ）から北海教区に派遣されてきているディヴァ

ン・スクルマン宣教師を支えるために「台湾基督長老教会原住民宣教師後援会」が組織され、

全国からの献金で宣教師の生活・活動費をまかなっています。

ディヴァン宣教師は昨年９月から半年間、本国活動に携わり、３月からさらにもう一期３年

間の任につく予定です。この間の１月１９～２２日、「後援会」としてＰＣＴおよびディヴァン

先生の出身教会と所属する中布中会（注１）に感謝を表わすため、全国からの参加者７名で台湾

を訪れました。ディヴァン先生の案内で、ＰＣＴ総会（本部）で議長･総幹事にお会いしただけ

でなく、ちょうど開催中の「常置委員会」（注２）でも挨拶する機会を与えられました。その後、

ディヴァン先生の郷里のロロコ村の教会（人倫教会）では、中布中会の三役・幹事・委員の方々

も集まって歓迎してくださり、中会議長からは「将来、北海教区とのパートナーシップを願っ

ている」とのメッセージもいただきました。

ディヴァン宣教師の働きを通して教会の交わりが広がり深まっていくことを主に感謝し、こ

れからいっそうゆたかな交わりを形作っていきたいと願います。 （久世そらち）

（注１）「中会」は教区に相当。ＰＣＴには２３の中会があり、そのうちブヌン（布農）民族の教会で

構成される中会として「布農中会」「中布中会」「南布中会」の３つがある。

（注２）日本基督教団の常議員会に相当。

ＰＣＴ総会で、議長・総幹事と記念撮影 林芳仲総幹事に記念品を贈呈 人倫教会で、中布中会の皆さんと

ＰＣＴ総会の資料室を見学
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これまでの交流の中で、私は「 Ｔは伝道にも、

社会問題や平和への取組にも全力で誠実に取り

む教会だなぁ」と感じてきました。今回、 Ｔの総

会事務所を表敬訪問

させていただき、

のあらゆる部門の取組

みを紹介していただき

ました。こども、青年、

壮年、女性、教育、社

会、そして原住民族･･･、その他考え得る限りの課

題に対し、その時に為し得る最大限の誠意と力を

注いで取り組んでいる姿にふれることができました。

「やはり！」でした。しかし、その課題に取り組んで

いる現場のスタッフの多くは、担当幹事を含め「何

と！」若い人の多いことか！日本の感覚

ではおそらく「経験年数が浅い」とされる

者たちに大切な仕事を任せるこの姿勢

が、 Ｔの将来を希望に溢れるものとし

ているのだと思います。

そしてもう一つ、ディヴァン宣教師の故

郷ロロコ村と中布中会の教会を訪ねた時

にも大切な体験をさせていただきまし

た。ディヴァン宣教師の母教会・人倫教

会では教会員の皆さんと中布中会の牧師たちによ

って暖かな歓迎会をしていただきました。かねてよ

り人倫教会の聖歌隊は群を抜いて素晴らしい、と

の評価を聞いていました。その聖歌隊の讃美を目

の前で聞くことができました。すばらしい讃美に「や

はり！」と思いました。しかし私の受けた衝撃は他

のところにありました。讃美する聖歌隊を見つめる

子どもたちのまなざしの「何と！」輝いていることで

しょう。ロロコ村の子どもたちにとっては決して珍し

いものではないはずですが、大人たちが歌う姿を

「憧れ」のまなざしで見

つめているのでした。

「カッコいい！」そんな

声が聞こえてきそうな、

キラキラしたまなざしで

す。そんな子どもたち

を見つめながら、日本

の教会のことを思いま

す。世代交代の進まな

い日本の教会の大人

たちは、子どもたちや若い世

代にカッコいい姿を見せてい

るでしょうか？私自身、教会人

としてカッコいい生き様をして

いるでしょうか？今からでも遅

くない！聖歌隊の歌声と共

に、ロロコの子どもたちのまな

ざしに心が震える体験をしました。

Ｔと日本基督教団とはあまりにも差

がありすぎて、今回接した様々なことも、

直接参考にしたり利用したりすることが難

しいものがたくさんあるように思います。

いきなり台式を導入するのでなく、先ず

はめざすべき彼方の到達点として、

の姿を大切にしたいと思います。私にと

っての Ｔは、まさに「カッコいい」憧れ

の教会となりました。受け入れて下さっ

た Ｔの皆さん、同行した日本の教会の皆さん、

ありがとうございました。

 
 

ロロコ村の教会

中会議長の歓迎あいさつ

霧社事件（１９３０）の記念碑

ディヴァン先生とお母さん
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常置委員会

北海教区
2014 年度第 4回常置委員会報告（抄）

日　時　　2014 年 11 月 11 日（火）
　　　　　　　　　　　　　13 時 30 分～ 21 時 25 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、
　　　　　石川宣道、小西陽祐、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、今多正行
主な審議事項

1 第四次宣教方針に基づく 2015 年度活動計画案に
関する件
宣教部委員会として案をまとめるのに苦心して
いる。常置委員会の意見を聞いて、もう一度各委
員会で話し合い、徐々にまとめていって宣教協議
会に提案したい。以下、担当部門変更と除外を提
案したい。
○革新から平和へ変更
・性差別・性暴力のない教会と社会の実現をめざ
し、学び、 　取り組む。
・セクシュアル・マイノリティをめぐる差別をな
くす取り　組みをする。
○革新より除外を提案
・教区史年表作成作業
・謝儀保障制度を含む教区財政のあり方について
の改革。
　以上、西岡昌一郎宣教部委員長より、別紙資料

「第四　次長期宣教方針に基づく 2015 年度宣教
計画（2014 年　10 月 9 日、宣教部委員会案）」
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。今後の手順と　して、宣教部の西
岡昌一郎・藤巻朋子・板谷良彦各委　員で練って、
教区三役で練ることとする。

2 2015 年度教区歳入歳出予算案（付　負担金配分
案）に関する件
　財源不足への対応として、当面は積立金を用い
ながら対応することを提案する。2015 年度予算
編成は、前年度繰越金をゼロと仮定し、その他に
ついての検討状況は、①当面 5 年間は負担金総
額の据え置き、②謝儀保障費と奨学手当 2500 万
円の維持、③積立金・引当金の活用は緊急避難的
なもの、④分担金の完納を強く求める、⑤教職

謝儀基準は 5 年間の経過措置を終了することで
ある。また、伝道資金制度の中身が未成熟なた
め、不確定要素が多い中での提案になる。今多
正行財務部委員長より、別紙資料「2015 年度教
区歳入歳出予算（付：分担金配分）に関する件」

「2015 年度謝儀基準改定案」「2014 年度決算予
想・2015 年度予算素案」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。

3 2015 年度春季教師検定試験受験者推薦承認に関
する件
委員会は、別紙資料「わたしはなぜ日本基督教団
の教師となるか－召命との関連で」にしたがっ
て、北口沙弥香さん（真駒内教会員、農村伝道神
学校 4 年）の面談を行ない、質疑応答の後、小
西陽祐委員が祈りをささげた。審議の結果、委員
会は推薦承認を可決した。また、委員会はＣコー
ス受験の荒谷陽子さん（置戸教会員）の推薦承認
も可決した。

4 宣教協議会開催に関する件
久世そらち議長より提案がなされ、委員会は以下
のように可決した。
日時：2015 年 1 月 13 日（火）午後 1 時～ 3 時

　　　場所：定山渓ビューホテル
議題：2015 年度教区宣教活動計画　
　　　予算及び謝儀基準
説明者：西岡昌一郎宣教部委員長、
　　　　今多正行財務部委員長
司会：板谷良彦　　　書記：島田久美子
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　利別教会　石
いしばしたかひろ

橋隆広
　昨年の４月に福音派より転入して参りました石橋隆広
と申します。生れは北見市で信徒時代は日本キリスト教
団の教会員でした。献身時に、友人が通っていた伝道所
で明確な召命に導いていただいたことと、奨学金の関係
で他団体の聖書学院へと進みました。それから、結婚し
家族が与えられ、もう一度、日本キリスト教団へと志が
与えられ導かれて参りました。
　昨年、利別教会に招聘をしていただき、現在はみなさ
んの主にある愛によって家族４人でお世話になり本当に
感謝しております。利別教会は１２０周年を迎え、地域
に根付いた教会です。その歴史をさらに進めていくべく、
一歩一歩教会のみなさんと歩んで行きたいと願っており
ます。この一年を通じ、道南地区の皆様との交わりによ
って、教区や地域についても様々なことを教えていただ
きました。これから、福音宣教のために励んで参ります
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

ようこそ北海教区へ

　　　　　　　利別教会　石
い し ば し か よ こ

橋香代子
昨年４月より、道南の今金町にある利別教会に招聘し

ていただきました。教会にも地域の人々にもとても暖か
く迎えていただき、感謝しています。

私は旭川、主人は北見と北海道育ちの私達ですが、二
人とも道南に住むのははじめてで、色々な地名が読めな
いことも度々。北海道の広さを改めて感じました。

小さな団体から転入してきた私は、北海道だけで教区
ができることに驚き、教師研修会に参加して教師の数に
驚き、年頭修養会に参加して更に驚きました。色々な集
会や研修会があり、それに参加させていただけることを
嬉しく思っています。特に、お互いの教会の違いを認め
合いながら、みんなで助け合っている姿に感動を覚えま
した。小さな教会に協力して、礼拝の灯が消えないよう
に守っておられる皆様の働きに、キリストの体としての
働きを見せていただいています。

まだまだわからないことだらけの私達です。利別教会
と私たちの働きのためお祈りいただければ幸いです。

⇒
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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

道東地区        三浦亮平（新得教会） 

 2月1日、初めての試みとして｢道東地区サンデー｣が

実施されました。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、それぞれの教会

の祈りの課題が分かち合われ、地区活動を覚えての献

金が献げられました。暴風雪に見舞われる地域もある

中で、中標津伝道所に至っては、吹雪のため、礼拝に

集うことも適いませんでした。それでもなお、互いが

キリストの体に連なる部分であることを確認すること

のできた、尊い時であったと思います。 

 次年度に向けての道東地区。今年度末には、地区の

柱であった二人の先生の辞任が決まっている他、長期

療養中の先生もおり、半数近くの教会が代務者を必要

とする事態が予想されます。また、働き手が限られる

中で教区年頭修養会の開催も控えています。課題は山

積していますが、この時をむしろ、地区の連帯を強め

るための好機としたいと願っています。 

 ｢道東地区に連なる一つ一つの教会が、それぞれ共

に、キリストを頭とするキリストの体の一部として、

確かにつながりあい、支え合い、用いられていきま

すように｣ 道東地区サンデーの地区の祈りの課題と

してあげたものですが、ここに他地区、教区とのつ

ながりも加えて祈っていきたいと思います。皆様も

どうぞ、道東地区を覚えてお祈りください。 

札幌地区   原 和人（手稲はこぶね教会・ 

                札幌富丘伝道所） 
今回は3つの報告と課題、展望の3つに分けて記し

ます。まずは報告から。 
①真駒内教会の新会堂がついに完成。 
クリスマス礼拝から新しい会堂で礼拝をしていま

す。田中文宏牧師が「面白い形の会堂です」と

仰っておられたのが印象的でしたが、その献堂式

が3月7日(土)に行われます（この通信の発行日には

終了していますが）。ぜひ形も中身も面白い会堂

として真駒内の地で豊かな宣教がなされるように

祈ります。 
②新年礼拝は喜びをもって。 
札幌地区は毎年1月1日に新年礼拝を地区の仲間と

共に守ります。会場は札幌北光教会で約175名の

方々が集まり、新年の喜びを共に分かつことが出

来ました。 
③礼拝交流はバリエーションに富む。 
これも毎年行っていますが、今年から地区主体で

交流する教会同士をマッチングするのではなく、

各個教会が個別に連絡し合うスタイルを取りまし

た。その内容は様々で、牧師だけが移動するパ

ターン、信徒だけが移動するパターン、牧師と多

くの信徒が懐かしさや新鮮さを求めて大移動する

パターンといろいろあったようです。いずれも素

晴らしい交流の時を持つことが出来たとの報告を

受けています。 
・次に課題です。 
①地区宣教協力献金 
 地区は年に合計して120万円の宣教協力献金を申請

した教会に配布しています。その際に、地区の宣

教と交わり委員会と地区三役が申請教会を問安し

て、その教会の課題・問題について共有する時間

を持っています。それぞれの教会が持つ地域的な

課題や財政的な課題・問題について地区としてど

のように取り組んでいくのかが、これから問われ

ることになりそうです。 
・最後に展望を一言。 
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道東地区        三浦亮平（新得教会） 

 2月1日、初めての試みとして｢道東地区サンデー｣が

実施されました。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、それぞれの教会

の祈りの課題が分かち合われ、地区活動を覚えての献

金が献げられました。暴風雪に見舞われる地域もある

中で、中標津伝道所に至っては、吹雪のため、礼拝に

集うことも適いませんでした。それでもなお、互いが

キリストの体に連なる部分であることを確認すること

のできた、尊い時であったと思います。 

 次年度に向けての道東地区。今年度末には、地区の

柱であった二人の先生の辞任が決まっている他、長期

療養中の先生もおり、半数近くの教会が代務者を必要

とする事態が予想されます。また、働き手が限られる

中で教区年頭修養会の開催も控えています。課題は山

積していますが、この時をむしろ、地区の連帯を強め

るための好機としたいと願っています。 

 ｢道東地区に連なる一つ一つの教会が、それぞれ共

に、キリストを頭とするキリストの体の一部として、

確かにつながりあい、支え合い、用いられていきま

すように｣ 道東地区サンデーの地区の祈りの課題と

してあげたものですが、ここに他地区、教区とのつ

ながりも加えて祈っていきたいと思います。皆様も

どうぞ、道東地区を覚えてお祈りください。 

札幌地区   原 和人（手稲はこぶね教会・ 

                札幌富丘伝道所） 
今回は3つの報告と課題、展望の3つに分けて記し

ます。まずは報告から。 
①真駒内教会の新会堂がついに完成。 
クリスマス礼拝から新しい会堂で礼拝をしていま

す。田中文宏牧師が「面白い形の会堂です」と

仰っておられたのが印象的でしたが、その献堂式

が3月7日(土)に行われます（この通信の発行日には

終了していますが）。ぜひ形も中身も面白い会堂

として真駒内の地で豊かな宣教がなされるように

祈ります。 
②新年礼拝は喜びをもって。 
札幌地区は毎年1月1日に新年礼拝を地区の仲間と

共に守ります。会場は札幌北光教会で約175名の

方々が集まり、新年の喜びを共に分かつことが出

来ました。 
③礼拝交流はバリエーションに富む。 
これも毎年行っていますが、今年から地区主体で

交流する教会同士をマッチングするのではなく、

各個教会が個別に連絡し合うスタイルを取りまし

た。その内容は様々で、牧師だけが移動するパ

ターン、信徒だけが移動するパターン、牧師と多

くの信徒が懐かしさや新鮮さを求めて大移動する

パターンといろいろあったようです。いずれも素

晴らしい交流の時を持つことが出来たとの報告を

受けています。 
・次に課題です。 
①地区宣教協力献金 
 地区は年に合計して120万円の宣教協力献金を申請

した教会に配布しています。その際に、地区の宣

教と交わり委員会と地区三役が申請教会を問安し

て、その教会の課題・問題について共有する時間

を持っています。それぞれの教会が持つ地域的な

課題や財政的な課題・問題について地区としてど

のように取り組んでいくのかが、これから問われ

ることになりそうです。 
・最後に展望を一言。 

今後の展望として、今回の地区集会のように60名もの

方が一つの場所に集まり、顔を合わせ、共に過ごす中で

こそ、生まれるつながりや喜びがあることは事実です。

このことのもつ意味は大きいと思います。そうであるか

らこそ、可能ならば、道北地区集会は毎年、開催する方

がよいと、実行委員会は最終的に評価しました。（「評

価と展望」より） 
 《なお、「道北地区通信」として教区内の教会にもお

届けしました。是非お読みください。》 

後志地区      榮まり子 （手宮教会） 

雪おろし ～地域の課題に出会いつつ～  

２月７日(土)、倶知安教会と倶知安めぐみ幼稚園の屋

根の上に上がりました。雨と暖気によって雪が締り、例

年よりも固たく重い雪でした。 

今回は１５名の参加があり、札青協（札幌地区青年教

会協議会）のメンバーである学生５名や北星余市高校を

２年前に卒業した大学生が、こちらの呼びかけに応え

て、朝５時に起きて、駆けつけてくれました。学生たち

は、時に真剣な表情を浮かべながらも、笑顔で雪おろし

をしていました。その場を楽しんでいる学生たちの姿に

励まされました。  

学生たちは、倶知安教会に宿泊し、翌日の礼拝に出席を

し、その後は、ニセコにスキーに出かけていました。 

 学生たちは、普段、札幌の大規模・中規模教会に所属し

 毎年の様に牧師の辞任と着任があります。昔の札

幌地区の姿を知る牧師が少なく、良き事柄を引き

継ぎ、変えるべきところは変えていくような、痒

いところに手が届く地区形成には至っていませ

ん。地区委員会をはじめ、互いを良く知り合い、

信徒の方々の力と知恵を頂きつつ、立場を越えて

皆が共に札幌地区の将来を担っていく次年度であ

りたいと願っています。 

道北地区    稲村 隆（旭川六条教会） 

「2014年度道北地区集会」を終えて 

2014年11月23日～24日、美深温泉（中川郡美深

町）にて3年ぶりに開催された地区集会。63名もの方

が参加しました。この中には道北地区の未来を感じ

させる子どもたちが10名も参加しました。教会の未

来を担う存在である子どもたちを地区として大切に

育んでいきたいと願います。 
改めて、今回の地区集会を振り返ってみると、「楽

しかった！」と素直に思えます。参加した多くの方た

ちに笑顔が溢れていたこと、また、２日目最後「道

北のこれから」において多くの方たちが積極的に発

言をしてくださったことに現れていたと思います。 
現在、日本社会が転換期を迎えているという時代

認識があります。経済の縮小、人口減少、震災や原

発事故、右傾化や排外主義の高まりなどが指摘され

ます。このような時代状況を踏まえ「道北地区第4次
長期宣教計画」が2013年度地区総会で可決されまし

た。今回の道北地区集会は、この具体化としての意

味をもちます。この時代状況の中で道北地区として

何ができ

るのか。 
2013年度

カナダ合

同教会で

1年 間 の

研修を終

え ら れ

た、藤吉

求理子牧

師を講師

としてお

迎えしました。主題講演を通して地区活動を展開す

る上でのヒントが豊かに与えられました。今後どの

ように実践していくかを、道北地区として組織的に

計画していく必要があると考えます。 
今後の道北地区活動を見据え、新たな試みにも意

欲的に取り組みました。開会礼拝をインターネット

によって、美深と北海教区事務所をつなぎ、行いま

した。また「道北の今」と題し、地区内諸教会・道

北センターが現状の直面する課題や祈りを報告し合

いました。お互いの存在が近く感じました。 
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ているメンバーだった。ここに教会があり、地域の課

題を共に担いながら、礼拝が守り続けられていることを

学生たちは感じてくれたようです。ここに教会が立ち

礼拝が守り続けられているからこそ、出かけて行くこ

とができるのですね。準備をして、待っていてくださ

る倶知安教会の皆さんにも感謝です。ぜひ、みなさ

ん、時間をつくって、倶知安教会にいらしてください！ 

後志地区 「信教の自由を守る日集会」報告 

参加者は子どもを含めて36名。昨年秋に沖縄キリス

ト教学院宗教部とキリスト教平和研究所が主催して開

催された「第二回キリスト教を土台として沖縄・長

崎・広島から平和を考える学び合い」に札幌地区の学

生である岸川拓斗さん、雲中慧さん、西澤亜妃さんが

参加されました。今回は、その報告から学びたいと３

人をお呼びしました。この３人は倶知安教会の雪おろしに

も来てくださいました。 

沖縄の基地問題の中からオスプレイ配備の動き、辺

野古沖の強硬埋め立て

開始、ＳＬＡＰＰ裁判（国

などの権力が一般市民

を訴える裁判）などにつ

いて報告をされまし

た。３人の方が沖縄で

の出会いを通して、沖

縄の問題が自分の課題

として捉え直されたと

いうことです。米国が

軍事基地を配置するこ

とは、辺野古だけの課題ではありません。自分の国に

軍隊の基地があるとは、どういうことなのかというこ

とを自分の課題にする人を増やす必要があります。岸

川さんたちは、沖縄での出会いを通して、無関心こそ

が一番の問題であり、自分が今まで無関心であったこ

とを知ったそうです。今度はこの集会に参加されたわ

たしたちが、自分の課題とすることが大切だと思わさ

れました。 

苫小牧地区    石川まなか（室蘭知利別教会） 

 2月15日（日）「平和をつくり出す私たち」という

テーマで講師に室蘭工業大学の清末愛砂（きよすえあい

さ）さんを迎え信徒研修会を開催した。参加者は、大

人44名、こども７名。清末さんは憲法学者であり、

2000年パレスチナの現状と出会い平和の問題にキリス

ト者として積極的に関わっておられる方。研修会で

は、パレスチナの実情、ご自身の非暴力平和活動につ

いて、また、昨年国会で「集団的自衛権の公使容認」

の閣議決定が行われたことの問題点など丁寧かつ具体

的に語って下さった。 

 「わたしたちは聖書を通してパレスチナを知ってい

る。しかし、今、本当に私たちはパレスチナ・パレス

チナ人に出会っているだろうか」との問いかけは、キ

リスト者としての自らの歩みを深く顧みる時となっ

た。聖書の世界、パレスチナでは「ゴキブリのように

パレスチナ人が殺される」現状がある。また、日本も

「戦争する体制」が、着々とそしてハイスピードで整

えられている。わたしたち一人ひとりが平和をつくり

出す者として、真の平和を祈り求め続けていかなけれ

ばと心が熱くなる会だった。 

子どもクリスマス     田中市子（苫小牧弥生） 
 今年も苫小牧弥生教会子どもクリスマスを地域、か

おり幼稚園、教会関係者の子どもたちと行うことがで

きました。12月23日当日、一部礼拝、二部お楽しみ

会、会費200円。献金は東日本大震災被災者のために献

げました。聖劇の練習は揃わなくて事前にできません

でしたが、当日は声の出演で皆頑張って役にあたって

いました。中でも新人さんはその役について少々興奮

気味でした。牧師のメッセージ。イエスさまの降誕の
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宣教部革新部門委員会

  
革新部門委員会・A グループ（教会共育）榮まり子 

北海教区のあちこちの教会で奏楽者がいない、教会の奏楽者を養成

したいという課題があります。しかし、奏楽奉仕者を養成するプログ

ラムは一教会だけでは準備できないことが多いです。そこで北海教

区・革新部門委員会の教会共育の部門でこの課題を取組んでいます。 
礼拝奏楽者がいない教会の工夫として阪口孝牧師が倶知安伝道所で

行っているパソコンを利用した取り組みを紹介しています。上の写真

は、パソコンを利用して礼拝奏楽を工夫する取り組みを研修している

様子です。 
個別にパソコンを持ち寄

って、坂口牧師が具体的に教えてくださいます。皆さんも、ぜひやっ

てみませんか。 

★パソコンを使った奏楽の出前講座します 
・申し込みは 北海教区 革新部門委員会・教会共育担当  

連絡先 手宮教会 榮まり子までお電話ください。 

 ０１３４－２２－００６７（手宮幼稚園と兼用電話） 

 
教会の奏楽者の悩みを知っている人が編集した 

あると便利な 楽 譜 と Ｃ Ｄ の 紹 介

♪♪「やさしい礼拝用オルガン曲集Ⅰ～Ⅲ」  

コラールによる奏楽曲集１オルガン曲集№38、 

コラールによる奏楽曲№39、さまざまな曲集№40、の三冊。 

いずれも岡井昇・川端純四郎編  日本キリスト教団出版局 

♪♪「讃美歌による奏楽曲集＝『讃美歌21』『こどもさんびか改訂版』をもちいて」 

編曲：髙浪晋一 発行：髙浪音楽工房 
＜上記2 冊の特長＞ 

★手鍵盤のみで演奏できます。★ピアノ、キーボードでも使えます。★比較的短い曲です。 

 

♪♪「讃美歌２１による礼拝用オルガン曲集」（日本キリスト教団出版局）のCD  

１巻：礼拝  3 巻：詩編と頌歌  5 巻：礼拝の時と教会暦（レント、イースター、ペンテ

コステ） 今後も2巻、4巻、6巻を順次発売予定。 

  ★「讃美歌２１による礼拝用オルガン曲集」に準拠  

  ★曲集の編者による模範演奏を全曲収録   

★使用したストップのリストを表示   

 

 予告：教会音楽・会衆賛美の学び（仮称） 
２０１５年５月または６月開催で調整中 新得教会主催 北海教区革新部門Ａグループ共催 

 ★礼拝の賛美をリードするという奏楽は、どんな学びをしたらよいでしょうか。 

   ★今の礼拝の賛美をもっと豊かにする学びをしたいです。 

こんな声をいただき、この集会を準備中です。お問い合わせは、革新部門委員会・教会共育担当へ。 
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「革新部門委員会 D グループ－レポート」を差し上げます！！ 

【レポートの内容】 
＊1 名寄教会の「お出かけプログラム」について 

＊2 留萌宮園伝道所の「分かち合い礼拝」について 

＊3 美唄教会の「信徒学習会」について 

＊4 新発寒教会の活動 

＊5 浦河伝道所「分かち合い礼拝」の取り組みについて 
＊6 元浦河教会「信徒証言の取り組み」について 
＊7 余市教会の取り組みについて 

＊8 2014 年度 室蘭知利別教会の「宣教活動方針」 

 

2013～2014 年度教区宣教部革新部門委員会 Dグループでは、 
宣教方針の革新の項の 
「（４）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
成を進めます。 
  ⑦信徒の活動や働きの場について新しい形を探る。 
  ⑧教職と信徒が共に担う教会形成をめざす。」 
について調査と取材を行いました。これは当初、委員会内資料として革新部門
における様々な活動を考える時の資料として活用することを目的としていまし
た。得られた情報には、地域に密着した取り組みや教会独自の工夫等、学ぶ事
が多くありましたので、委員会内資料にとどめないで教区内の諸教会に公開す
ることにいたしました。そして、2014 年秋の教職講座において配布しました。 

 

 読んでみたいという方には上記のレポートのデータを差し上げます。ご希望

の方は教区へご連絡ください。（電話０１１－７１６－５３３４） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜お知らせ＞ 

第 43 回全道中高生春の集い 

 時：2015 年 3 月 26 日（木）～28 日（土） 

 場所：余市教会 

 テーマ「アイデンティティ～心の受けとりかた～」 

 

もうすぐ、全道中高生春の集いが始まります。子どもたちが仲間と出会い、つ

ながりを深めるための大切な集いです。今回も高校生スタッフが中心となって

テーマを考え、プログラムを企画してがんばりました。一人ひとりがイエス様

に招かれ輝くことができるように、それぞれの教会でお祈りください。 

宣教部革新部門委員会
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宣教部連帯部門委員会

第 32 回　北海教区　牧会者研修会報告
　　　　　　　　　連帯部門委員会　松本紳一郎
　2015 年１月 13 日・14 日の２日間、年頭修養会・宣
教協議会に引き続き、定山渓ビューホテルにて、第 32 回
北海教区牧会者研修会が開催された。参加者は教区推薦
10 名、担当委員 4 名、教区三役・幹事４名、自主参加
13 名（うち、北海教区 5 名、兵庫教区 7 名、西中国教区
1 名）の合計 31 名に加えて、子ども 5 名であった。
　今回の研修会は、教区に新しく着任された教師を中心
に案内が為された。テーマは、「北海教区の信徒として歩
んで―信徒たちからの提言―」。北海教区で長い間信徒と
して歩んで来られた二人の方々から、それぞれが出会わ
れた歴代の牧師たちや先輩信徒たちとの交わりを通して
経験されたことを基に、教会形成や北海教区に対する提
言をしていただくという趣旨であった。
　プログラムは、１日目は 16 時から連帯部門委員長秋山
千四郎牧師（北見望ヶ丘教会）による開会礼拝。引き続
き 16 時 30 分から 18 時まで、相馬述之さん（札幌北光
教会）、斉藤心一さん（札幌富丘伝道所）による発題とそ
れを巡っての質疑が行われた。夕食後、19 時 30 分から
21 時までは、参加者の自己紹介を兼ねた教会報告があっ
た。
　2 日目は 9 時から、北海教区参加者グループ（司会：
秋山千四郎牧師）と他教区参加者グループ（司会：西岡
昌一郎宣教部委員長・旭川六条教会牧師）に分かれての
分団を 10 時 30 分まで行い、10 時 30 分から 11 時 30
分まで分団報告と全体での話し合いが行われた。
　相馬述之さんの発題は「協働者としての牧師と信徒」
と題して行われた。相馬さんは、北光教会で出会った 5
人の主任牧師、代務者を含めて約 30 人の担任牧師・伝道
師を、①権威主義的タイプ、②学究的タイプ、③大衆的
タイプ、④でも・しかタイプの 4 種類に分類され、信徒
がこのような牧師像を描くことになる理由は、信徒と牧
師との間の距離間（感）にあると述べて、その場の教職
たちの自己理解に一石を投じられた。
　相馬さんはさらに、隅谷三喜男の『日本の信徒の「神学」』
を引用し、「世俗社会で日常を送る信徒と、それとは別次
元で説教を準備する牧師との乖離」が「牧師と信徒」と
の関係にも影響を与えていないかと論じられた。
　最後に、「一教会一牧師」の枠を超えた施策を行う前提
として、「自己目的化された教会観を変えて各個教会主義
から脱皮すること。教職中心の教会運営から信徒と教職
が宣教の召命をともに受けたキリスト者として共に役割
をにないつつ協働する関係を構築する」という意味での

「教会の体質改善」が追及されるべきであると言われた。
　斉藤心一さんは、「教会形成への思いと教区に期待する
こと」と題して発題された。斉藤さんは、サハリンで生
まれ、美唄で少年時代を送られた後、札幌の民間企業に
勤務なさっているとき、同じ職場の方に誘われて、北海
道開拓伝道（北拓伝）で札幌地区に置かれた琴似中央通
教会で受洗。同教会の献身的な二組の先輩信徒夫妻から
信仰的影響を強く受けたことを自己紹介された。信仰生
活 20 年後に、琴似中央通教会が富丘伝道所を生み出した。

受洗の翌年、「教会の体質改善」について、教会は「現
実逃避的体質から現実受容的体質への改善」を図らなけ
ればならないということを読み、自分の教会生活を反省
し、教会でお客さんになってはいけないと気づかされ、
奉仕を心がけて来られた。

６年前の教区総会で、「社会経済の不況により、経済的
に厳しくなっているので、これからは都会の教会であっ
ても共同牧会や兼務牧会を実施し、地方教会へ教職謝儀
を多く支出できるようにする」というための機構改正及
び財政改革案が採択された。このことから、兼務牧会を
真剣に考え始め、手稲はこぶね教会と合同で牧師を招聘
した、と現在に至る経過を説明された。

相馬述之さんの包括的・演繹的な発題と斉藤心一さん
の体験的・帰納的な発題とは、両者ともよく準備された、
内容の濃いものであった。発題に触発された参加者たち
の報告や話し合いでは、教職と信徒との関係や距離につ
いて、直面している具体的な事例が率直に語られた。夫
婦教職の参加も多く、時折子どもたちの声も混じって、
教会らしい受容的雰囲気の中で話し合いが続けられた。

反省としては、発題に対する応答をもっと掘り下げる
ことができたら、さらによいものになったのではないか
と感じた。たとえば、「教会の自己目的化」とは何か、兼
務牧会の抱える課題は何か、それを克服するためにどう
するか、といったことが話し合われてもよかったであろ
う。

後日、参加者が持ち寄った各教会の週報を通して、「良
い刺激を受けた」「教会に持ち帰ったところ信徒に喜ばれ
た」という声も聞かれた。　　　　　　　　　　　　　
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宣教部平和部門委員会

今こそヤスクニ・キャラバンの出番！？ 

北海教区に靖国神社問題特別委員会が設置されたのは、靖国神社法案が国会に提出される 1 年前

の 1968 年のことでした。天皇を現人神
あらひとがみ

とする国家神道の復活に多くの人々が危機感を抱きました。

靖国神社が日本の侵略戦争に果たした役割を思い起こすことになりました。キリスト教界も信教の

自由に対する弾圧を受けた苦難を思い起こすとともに、社会の趨勢
すうせい

に妥協して戦争に協力したこと

を反省する契機となりました。 
靖国神社問題特別委員会は靖国神社法案阻止のために、他教派の人たちとも連携しながら、様々

な活動を展開しました。中でもヤスクニ・キャラバンは特に力を入れて取り組まれた活動でした。

これは、教会、地域の集会などにキャラバン隊が出かけて行き、学び、意見を出し合い、問題を共

有することが目的でした。 
靖国神社法案が廃案となってからも、靖国問題の取り組みは連綿と続いています。靖国神社国営

化阻止北海道キリスト教連絡会が 2011 年に発行した『「靖国問題」北海道の四○年―これからも

共に』にその取り組みの経過が生き生きと述べられています。 
北海教区の機構改変により、この取り組みは現在は平和部門委員会靖国問題関連担当によって担

われています。そして、いま、安倍政権の下で靖国問題は政治の焦点になっています。安倍政権は

戦争の司令塔となる日本版 NSC（国家安全保障会議）をつくり、特定秘密保護法を制定し、積極

的平和主義の名の下に戦争に参加する道を開き、道徳を教科として低学年から愛国心を教え、そし

て、憲法「改正」を推し進めようとしています。安倍首相が靖国神社参拝・奉納を強行するのはこ

れらの動きと一体のものです。戦後 70 年、今こそ東アジアに平和の展望を切り開かなければなら

ないときに、まさにそれとは逆行する道を歩もうとしています。 
ヤスクニ・キャラバンは、これらの問題に危機意識を持ちつつ、学習と意見交流を進めています。

教会や地域の集会に呼びかけるとキャラバン隊を快く迎え入れてくださいます。普通、礼拝から参

加させていただきます。礼拝説教も委員（牧師）が担当させていただくことがあります。会食の後、

礼拝堂でスライドを映写しながら解説をし、そのあと質疑応答と懇談をします。これまで多くの教

会を訪れましたが、どこでも質問や意見がかなり出されます。なかには戦争体験を涙ながらに語っ

てくださる方もいました。地域の 9 条の会とのつながりを持ちたいなどの意見が出され、運動の在

り方に新しい気づきを与えられることもありました。 
今年も道内どこへでも出かけるつもりで準備しています。費用は教区で負担することになってい

ます。どうぞ呼んでください。 
2012 年以降に訪れた教会等は以下のとおりです。 
余市教会   （2012/1/20） 
旭川六条教会 （2012/2/11）
札幌北光教会 （2013/5/26） 
苫小牧弥生教会（2014/1/26）
北見望が丘教会（2014/2/16） 
美唄教会   （2014/5/18） 
8・15 名寄平和集会（2014/8/15）
室蘭知利別教会（2014/11/23）
西札幌伝道所 （2015/2/1） 
岩見沢教会  （2015/2/1） 

室蘭知利別教会でのキャラバン（2014/11/23） 

室蘭知利別教会でのヤスクニ・キャラバン（2014/11/23） 
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性差別、性暴力のない教会と社会の実現をめざして 

＊教会と性差別？！ 

教会というところでは性について、これまであまり積極的に語られてこなかったと思います。それ

は教会というところが性差別などないところだから…といいたいところですが、ジェンダーやセク

シュアリティについてそれぞれのありようを認めあうのではなく、「こうあるべき」と決められて

自由な発言をすることが難しかったり、教会での活動内容さえも性別によって決められてしまうこ

とがあります。それによって抑圧を感じたり、自分の個性を認められずに傷つく人がたくさんいま

す。それは誰もが関係するいわば「足元の問題」であり、教会につらなるひとりひとりが気づいて

いく必要があるのです。 

 
＊活動内容について・・・ 

私たちはこの教会という場、そして社会やあらゆるところが 

それぞれのありようを大切にできる場にしていきたいと思います。 

委員会の具体的な働き 

☆ハラスメントの電話相談窓口  

☆講演会などの学びの時 

〔近年は参加型の学びも積極的に実施しています〕 

☆性差別問題学習キャラバン 

☆年修バザー出店（箸置き販売） 

その他、「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会の活動 

（記念集会、署名、「水曜デモ」）にも賛同しています。 

 

＊性差別、性暴力なく互いのいのちの恵みを喜べるように 

私たちは神から与えられたいのちの恵みをもって、それぞれの生活の場においてありの

ままに、安心して生きることがそのいのちの恵みに喜びをもって応えていくことといえ

ます。性別、性的指向などによって差別され、ありのままの自分でいることに難しさを

感じたり、ハラスメントなどによって苦しさをかかえねばならない現実が残念ながらま

だまだあります。ですが、ひとりひとりが性差別、性暴力なく、互いのいのちの恵みを

喜べるようにこれからも活動していきたいと思います。今後とも活動を覚え、お支えい

ただければ幸いです。 

 

☆お知らせ☆ 

＊キャラバンを呼んでください！あなたの地域をご訪問します♪ 

 多様な「性」を理解し、さまざまな性差別（性的少数者差別やハラスメントなど）をなくしていくた

めの情報を提供し、みなさんと共に学び考えあう「出前講座」です。 お気軽に問い合わせくだ

さい。ご連絡お待ちしています。  

お問い合わせ：北海教区事務所 ０１１－７１６－５３３４ 

＊ 献金のお願い 2014 年度献金目標額 ３０万円  どうぞ覚えて、お支えください。 
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●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

いしています。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。

幹事室より
北海教区幹事　日向恭司

●消息
訃報 中標津伝道所 稲葉信一教師

　　 胆管がんのため入院療養中でしたが、

　　 2 月 27 日午前 2 時 5 分、天に召されました。

　　 葬儀 ： 3 月 2 日(月)午前 10 時 於､中標津伝道所

新着任教師
　 ・利別教会　石橋隆広　石橋香代子

　　　就任式　3 月 8 日(日)15：00 ～

3 月末をもって教会担任を辞任される教師
　 ・稚内教会　森言一郎

　 ・帯広教会　白﨑智之

　 ・春採教会　田村毅朗

　 ・滝川二の坂伝道所　中田正道　長井美歌

　 ・北広島教会 加藤孔二

　 ・函館千歳教会　井石彰

　※これまでのお働きに心より感謝いたします。

　※ 4 月以降の新着任教師の情報は次号の教区

　　通信に掲載します。

・洞爺湖教会宣教協力献金

　　 ゆうちょ銀行　

　　　　名義　日本基督教団北海教区宣教協力募金

　　　　口座番号　02700-4-5493

  　　北洋銀行　名義　洞爺湖教会宣教協力委員会

　　　　口座番号 店:491　口座番号:3821297

・東日本大震災支援活動募金

　　 ゆうちょ銀行
  　　　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

  

　　第 75 回　北海教区定期総会
　　　　 と　き ：　2015年 4月 29日 （水） ～ 30日 （木）
　　　 ところ ： 　札幌北光教会

※ 前日の 4月 28日午後 6時 30分～ 「部落差別問題学習会」
　　会場：北海道クリスチャンセンター

お知らせ！ 2 0 1 4 年度の報告書は 3 月 2 3 日(月)迄に忘れずにご提出下さい。

●芦別祈りの家 クリスマス礼拝

　　2014 年 12月 25日(木）、お昼から屋根の雪下ろ

しと祈りの家への道を照らすキャンドル作り、　

夜はクリスマス礼拝を行いました。礼拝説教は高

濱心吾教師（札幌北光教会）、上芦別ナザレン教会

から 5 名の信徒さんも初めて出席され、参加者 25
名で、良い出会いと交わりの時間となりました。

2014 年度に幹事として訪問した教会 ・ 伝道所
　　（29市町村　36教会･伝道所）

●クリプト北光の特徴

交通が便利

　地下鉄大通駅・さっぽろ地下
街から上がってすぐ。
　交通アクセスの良い札幌中
心部にあります。

気軽にお越しいただけます
　札幌北光教会の地下にあり、
礼拝の後など、いつでも訪れるこ
とができます。

ユニバーサルデザイン対応
　札幌北光教会では、障がい者
対応の駐車場を設け、地下へは
クリプト専用のエレベーターで降
りることができます。

●納骨堂の種類
　すべて個別式で、１柱用、２柱用、４柱用
があります。
　逝去された方のお名前を彫った墓誌名
板は、墓所の各扉に掲げられ、面前でお祈
りを捧げることができます。

（柱：ご遺骨の単位）

●入室について
　札幌北光教会の開館日の午前１０時～
午後６時まで開いています。
　休館日は月曜日と祝日ですが、休館日に
訪問をご希望の方は、事前にお知らせくだ
さい。

●納骨式・記念式について
　納骨式や個人を偲ぶ記念式は、皆様の
ご都合に応じて執り行っております。牧師
司式のもと、キリスト教式で行われます。出
席者が多い場合には、札幌北光教会の礼
拝堂で行うこともできます。

祈
り
と
慰
め
の
場
所
と
し
て…

納骨室 納骨室 ホール

日本基督教団
札幌北光教会

〒060-0042
札幌市中央区大通西1丁目14

TEL:011-241-3614
FAX:011-241-3810

ホームページ : http://hokkochurch.com

キリスト

　「クリプト北光」は、２０１１年の札幌北光教会改修の
際に、教会堂の地下に新しく設置された納骨堂です。
  キリスト教は、復活信仰を最重要教義としてきました。
この世界の生がすべてではなく、私たちの生命は神から
始まり、神に帰ると信じています。代々のキリスト者は、こ
の世の生を終えた後も信仰によって主を証しし続ける
のです。
　札幌北光教会では、信仰の上に教会が成り立つと信
じ、そのことを証しするために教会堂の基礎に「クリプト
北光」を設置しました。そして、このクリプトで同じ信仰に
立って歩んだ友を覚え続けます。
　施設としては、祈りの場所としてクリプトの中央にホー
ルを設け、その周囲に納骨スペースを配置しました。墓
所タイプは、すべて個別式となっており、「１柱用」「２柱
用」「４柱用」の３タイプがあります。
　クリプトにおける諸式は、キリスト教により執り行われ
ます。
　原則として札幌北光教会にゆかりのある方々の遺骨
を収蔵し、記念する施設ですが、札幌市中央区にある唯
一のキリスト教納骨堂として、多くの人の祈りと慰めの
空間となってほしいと願っています。

クリプト北光の理念

CRYPT
HOKKO
クリプト北光
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　すべて個別式で、１柱用、２柱用、４柱用
があります。
　逝去された方のお名前を彫った墓誌名
板は、墓所の各扉に掲げられ、面前でお祈
りを捧げることができます。

（柱：ご遺骨の単位）

●入室について
　札幌北光教会の開館日の午前１０時～
午後６時まで開いています。
　休館日は月曜日と祝日ですが、休館日に
訪問をご希望の方は、事前にお知らせくだ
さい。

●納骨式・記念式について
　納骨式や個人を偲ぶ記念式は、皆様の
ご都合に応じて執り行っております。牧師
司式のもと、キリスト教式で行われます。出
席者が多い場合には、札幌北光教会の礼
拝堂で行うこともできます。
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慰
め
の
場
所
と
し
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納骨室 納骨室 ホール

日本基督教団
札幌北光教会

〒060-0042
札幌市中央区大通西1丁目14

TEL:011-241-3614
FAX:011-241-3810

ホームページ : http://hokkochurch.com

キリスト

　「クリプト北光」は、２０１１年の札幌北光教会改修の
際に、教会堂の地下に新しく設置された納骨堂です。
  キリスト教は、復活信仰を最重要教義としてきました。
この世界の生がすべてではなく、私たちの生命は神から
始まり、神に帰ると信じています。代々のキリスト者は、こ
の世の生を終えた後も信仰によって主を証しし続ける
のです。
　札幌北光教会では、信仰の上に教会が成り立つと信
じ、そのことを証しするために教会堂の基礎に「クリプト
北光」を設置しました。そして、このクリプトで同じ信仰に
立って歩んだ友を覚え続けます。
　施設としては、祈りの場所としてクリプトの中央にホー
ルを設け、その周囲に納骨スペースを配置しました。墓
所タイプは、すべて個別式となっており、「１柱用」「２柱
用」「４柱用」の３タイプがあります。
　クリプトにおける諸式は、キリスト教により執り行われ
ます。
　原則として札幌北光教会にゆかりのある方々の遺骨
を収蔵し、記念する施設ですが、札幌市中央区にある唯
一のキリスト教納骨堂として、多くの人の祈りと慰めの
空間となってほしいと願っています。

クリプト北光の理念

CRYPT
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ミュージシャンであり、牧師でもある陣内大蔵氏を
迎えて、十勝を舞台に開催する第 64 回年頭修養会。
新しい歌を主に向かって歌え!! 鋭意準備中です!!

【講師プロフィール】陣内大蔵(じんのうちたいぞう)氏

1965 年⽣まれ。幼少期よりバイオリンに親しみ⾳楽の才
能を磨く。関⻄学院⼤神学部在学中に歌⼿デビュー。
シンガーソングライターとして活躍。2007 年に⽇本聖書
神学校を卒業後は、“⼆⾜のわらじ”を履いて活動中。

著書：｢ぼくんちは教会だった｣教団出版局
信徒の友“旅往けば…”連載コラムなど。
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☆新年明けてから、中東の情勢が益々酷い事に！何　

時も関係の無いお年寄り、子ども、女性が犠牲者にな

る。誰にも止める事は出来ないのか！せめて日本から

爆撃機や軍事物資が運ばれ無いようにしたいものだ！

（M.T)

◎毎年、レントのはじまりの灰の水曜日は、早朝、当

別トラピスト修道院の朝ミサに参加するのが恒例と

なっている。昨年は前の晩大雪が降り、修道院へのま

だ除雪していない上り坂に二駆の車がはまってしまっ

た。すみやかに車を道路左端に寄せ、膝上までもぐる

雪を漕いでいった。幸運にも途中、出会った除雪車に

乗せていただき修道院まで送っていただいた。今年は

雪もなく４駆なので無事到着。朝ミサで額に受ける灰

で描かれた十字架は毎年レントの始まりを告げる。主

の復活祭まで、しばし悔い改めの期節となる。（Ｋ．Ｍ）

広報委員
三浦きょうこ（七飯・委員長）
下村晃司（琴似中央通・書記）
亀岡徹（島松）
倉本真理（札幌富丘）
小海祈（札幌北光）
高橋雅之（札幌北光）
難波真実（士別）
丸山澄夫（西札幌）

表紙の絵
枝元威郎（十二使徒）

まんが
塩谷真澄（洞爺湖）

コ ー ス ク サ リ
ル ナ ミ ダ ン
ク イ ス カ ゴ
バ プ テ ス マ

ト ラ リ ド ウ
マ ロ ー マ ド
ト ン マ マ ロ ン

北海教区通信 193 号お楽しみクロスワード

「コリント」

多数のご応募ありがとうござい

ました。ご当選された方おめで

とうございます。年頭修養会会

場で抽選、お渡し、発送をさせ

ていただきました。

※よこの１７の問題が抜けていまし

た。関係各位の皆様大変ご迷惑をお

かけいたしました。謹んでお詫び申

し上げます。
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