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表紙の教会
江別教会
牧師

竹井

剛

江別教会では４年前の２０１１年６月２２日に創立１００
周年記念を行いました。2000 年の教会の歴史から見れば江別
教会の歴史はほんの一時にすぎませんが、しかし江別教会の
100 年の歴史もまた具体的な幾多の困難や労苦あるいは試練
を通らされながらも生ける神が働かれる素晴らしい中身の詰
まった救いの歴史の歩みを刻んできました。まず聖霊は江別
教会を建て上げるために長野県や埼玉県より 3 人の信仰者の
内に働きかけて、神の国を拡大するべく志を持たせて、江別
の地、原野に導かれました。３家族の開拓の日々は想像を絶
する厳しいものでしたでしょう。寒さや風雪に耐え、石狩川
の氾濫による水害にも見舞われ、泥炭地という困難な土地を
耕し、厳しい自然との闘いの日々。しかし彼らをこのような
困難や試練に打ち勝たせ乗り越えさせる力を得させたのがキ
リストの十字架と復活による信仰と聖霊の喜びでした。信仰
に毅然と立つ姿が、江別教会記念誌「めぐみ」の教会の歩み
に印象的に記されています。
「この家族は時々集会しては荒涼
たる原野で神に祈り、賛美し、相互の信仰を証し、慰め愛励
まし合うことを無上の喜びとして感謝していた」3 家族は聖日
礼拝を守るのに創成川沿いにある札幌美以教会（現在の日本
基督教団札幌教会）まで江別から馬橇で、片道でも半日はか
かった事と思いますが、その距離を通っていたとのことです。
さらに地元江別での熱心な伝道活動が展開され、札幌美以教会の応援伝道が始まり、１９０９年３月５日に町にある倉庫を借
り受けて日本メソジスト教会江講義所が主の久しき御業によって始められました。短い期間で講義所の集会には３０，４０名の
人々が集うようになり、１９１１年６月２２日に現在のこの敷地に会堂が建築され、日本メソジスト教会江別教会が誕生しま
した。そしてこの 100 年の間、牧師や宣教師，教会員の祈りと働きによって、多くの方々イエス様へと招かれ教会員も増えて、
今日に至っております。
しかし今現在、江別教会も高齢化の中にあり、信仰継承が進んでいないのが現状であり、そこから見るとこのままであれば
教会は力が弱まり、細々と信仰生活を守っていくしかないとの思いに捉われてしまいがちです。ですが神の国はすべての人を
巻き込む形で前進しています。１００年という節目に立った江別教会は原点に立ちつつ前進していきます。つまり更に福音を
町の人々に宣べ伝えていく使命をもって新しい歩みへと導かれようとしています。ラテン語の諺に「前進は原点に立つこと
（Egressus est regressus）
」というのがあります。この教会にとっての原点とは何でしょうか。それはペンテコステの日の使徒
たちの信仰そして江別教会が創立された時の信仰者たちの信仰です。つまり御言葉にとどまり、常に祈り、聖霊なる神の圧倒
的な支配に置かれ、力強くキリストの復活を証する証人となることです。江別教会はそのような信仰者を生み出し衰退するの
ではなくますます力を得、神の国の完成に向けて成長し続けていくものでありたいと願っています。

所在地●〒 067-0015

江別市 5 条 5 丁目 8

電話 ･FAX ● 011-383-9444
主日礼拝開始時刻●毎週日曜日 午前 10 時 30 分から
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みことばに聴く
「祈り

ーそして、尽きぬワイン」
七飯教会牧師

三浦きょうこ
ヨハネ２：１〜１１

函館千歳教会で４ヶ月間、牧師代務をさせていただきました。隔週水曜日に「黙想と祈り
の会」があり、そこで「祈りを易しく教えて欲しい」とのことでした。思えば、私たちはす
でに主イエスによって祈りを教えられておりますが、自分の言葉で祈るとなると難しい。
祈りは霊の呼吸と言われます。呼吸は教わらなくても出来ます。すなわち、息を吸うだけ
です。そうは言っても呼吸は吸うだけでなく、吐かないと。人前ではなかなか霊の吐息を言
語化して祈れない私たち。そこで私たちが挑戦したのは「とりなしの祈りをイメージで祈る」
でした。参考本は祈りの学校校長・来住英俊神父の著書「目からウロコ・とりなしの祈り」
（女
子パウロ会）です。そこで紹介されているアントニー・デ・メロ神父の祈り方にならい、余
計な言葉はいらない、自分の考えを言葉化するのではなく、主イエスにすべてをお任せする。
私たちの望みではなく、神のみ心が行われるようにと祈る。そのやり方はこうです。

「ぶどう酒が
無くなりました」
ヨハネ２：３
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「①しばらく主イエスがあなたのそばにおられることを意識して、そして主に触れます。･･･
主イエスがいのちの光を力をもって、あなたを覆っておられると想像してください。･･･ あな
たの存在全体が、主イエスから放たれるこの光に照らし出されるさまを、想像のうちにながめ
ます。②さて、祈りたいと思う人をひとり思い浮かべます。その人に両手を伸べて、今キリス
トから賜ったばかりのいのちと力のいっさいを、分け与えて下さい。･･･ その人の上に、こと
ばを用いないで、キリストの愛をよび求めてください。･･･ ③その人がキリストの愛に照らし
出されていくさまを、ながめます。･･･ その人が変容していくさまを見つめて下さい。
」
祈りには必ずしも言葉が必要ではなさそうです。まず自分が主イエスから光と力を受けて輝
く、そして受けたものを友に分け与える。このイメージによる祈りは、日々の祈りを継続可能
とし、自らを平安へと招きます。
さて今回のみ言葉、ヨハネ福音書「カナの婚礼」のマリアの言葉は、祈りについて私たちに
大きな示唆を与えてくれます。婚宴の席で母マリアは、祝宴が困った状況に陥っている様子を
見て主に報告します。「ぶどう酒がなくなりま
した」。ただそれだけ、状況報告のみです。彼
女は主イエスに具体的にどうこうしてくれと頼
んだわけではありません。主イエスは「婦人よ、
わたしにどんなかかわりがあるのですか。わた
しの時はまだ来ていません」と答えます。しか
し、信仰の人マリアは召し使いたちに命じます。
「この人が何か言いつけたら、そのとおりにし
てください」。結果、その言葉に従順に行動し
た召し使いたちが見たのは、六つの大きな水瓶
に溢れるほどの良質のぶどう酒でした。主の恵
みによって水が上質のぶどう酒に変えられたの
です。マリアは教会、召し使いたちは私たちと
すれば、教会の祈りが私たちの働きによって実
りを生み出す。主に委ねた祈りは、上質のワイ
ンとなって大きな水瓶を満たしたのです。主に
すべてをお委ねするイメージで、主の霊を求め
つつ祈ってみましょう！祈りは、私たちの願い
をはるかに越えて、驚くべき恵みを私たちに与えてくれるのです。
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特 集

礼拝の喜びに生きる神の民

顔と顔を合わせよう！
つながろう！
ともに働こう！
（道北地区第 4 次長期宣教計画より）

西岡昌一郎（旭川六条教会牧師、和寒伝道所代務者）
北海教区は、第四次長期宣教計画を策定、2014 年度か

伝道所の人たちも、礼拝の喜びにあずかっています。周り

ら 10 年間にわたり、
「礼拝の喜びに生きる神の民」〜革新・

で自分たちの礼拝を覚えて祈ってくれていることを知って

連帯・平和〜を「わたしたちのミッション」に掲げて二年

いるからです。その喜びは、他の教会の人たちに対する信

目を迎えました。つまり「礼拝の喜び」が北海教区の方針

仰の輝きにもなっています。

に掲げられているのです。
わたしたちは、それぞれの教会で、ほんとうに喜びにあ
ふれた礼拝をささげているでしょうか。疲れて喜びを失っ

「知ろう、学ぼう道北地区」からの出発

た礼拝を繰り返してはいないでしょうか。
「正しい信仰」
を求めるあまり、
気むずかしく、
息苦しいだけの信仰になっ
てはいませんか。
わたしは思います。自分たちで本当に喜んでもいないも

今から 6 年前の 2009 年 8 月、美馬牛福音伝道所は念
願の献堂式を迎えました。当日、各地から 170 名あまり
が集まり、
会員数 2 名の伝道所の小さな新会堂は文字通り、

のを人に伝えることなどできないと。喜びは力となって伝

あふれる人で埋め尽くされました。感謝と喜びが爆発した

わります。北海教区は、この喜びに満ちた礼拝を目指そう

献堂式でした。しかし、そこに至るには、美馬牛福音伝道

と考えました。

所や道北地区での長い祈りと話し合いがありました。

いま、北海教区の各地で、礼拝の喜びに生きるために、

この献堂式からさかのぼること 9 年前の 2000 年 11 月、

さまざまな実践が取り組まれています。その中から、わた

道北地区集会が美深温泉で行なわれました。テーマは「知

しが属している道北地区の様子を紹介しましょう。

ろう、学ぼう道北地区」
。この地区集会では、無牧師教会
の現状、小規模教会からの報告を分かち合いましたが、と

連帯のチャンス

りわけ美馬牛福音伝道所の報告は参加者の心を打ちまし

道北地区では、
かつて 1970 年代、
下川町や中川町にあっ

その一年、30 数回の礼拝をしていました。教会堂は老朽

た教会が統廃合されていった歴史があります。廃止された

化し、
とくに冬場は寒さと雪のため、
教会堂が使えなくなっ

教会の信徒たちは、その後、どうなったことでしょうか。

ていました。
「これ以上、やっていくのは大変だ」
。そんな

名簿上は、統合された教会の信徒になったのですが、実際

声が美馬牛の参加者から聞こえて来たのです。

た。当時、会員数 3 名、日曜日の礼拝は毎週とはいかず、

に何十キロ先の教会まで足を運んで信仰生活を続けること
のできた人は限られており、多くの人たちは離散して行き
ました。統廃合する前の段階で、お互いの教会がつながり
合って、連帯するチャンスを活かすことができなかったの
は残念です。自分たちだけで礼拝を続けることが困難と感
じ始めた時が、実はいろんな方法で連帯するチャンスを迎
えている時です。その困難な経験を無駄にせず、新しい関
係を造り出していくきっかけにして行くことはできないの
でしょうか。
以下に記される美馬牛福音伝道所と和寒伝道所の場合、
合同礼拝や礼拝応援という形で地区の信徒たちが祈りを合
わせて、連帯ができたことは幸いでした。今も、美馬牛や
和寒への礼拝応援が続けられ、応援に出向いた人たちも、
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2014 年道北地区集会

講演：藤吉求理子さん（右）

合同礼拝
この話にいたく心動かされた道北地区集会参加者たち
は、美馬牛福音伝道所の今後について考え始めました。と
くに美馬牛を含む道北地区の南ブロックにあたる旭川伝
道圏の諸教会が、翌年の 2001 年 8 月、美馬牛福音伝道
所に集まって合同礼拝を始めました。
記録によると 6 教会伝道所から大人 44 名、子ども 12
名が古びた礼拝堂に集まりました。合計 56 名もの人数で
は、狭い礼拝堂の椅子には座りきれず、床の上に腰を下ろ
して礼拝をささげた人たちが多かったことでしょう。合
同礼拝に集まった人たちは、礼拝堂に身を置き、この会
堂がすでに耐用年数を超えていることを実感せざるを得

美馬牛福音伝道所

愛餐会 BBQ

ませんでした。それでも、道北地区の仲間たちが美馬牛
に集まって礼拝をささげたことは、当の伝道所の信徒た
ちにとっては励みになるひとときでした。それが「連帯」

「美馬牛で礼拝を続けたい！」

を実感する始まりとなったのです。
とは言え、その後も年々、傷んでいく教会堂の現実は、

この合同礼拝での祈りの中、2004 年 8 月、わたした

どうしようもありませんでした。旭川伝道圏内の他の教

ちは福島恒雄牧師から、
「人びとはあなたの古い廃墟を築

会の中からは、
「伝道所撤退」の声がささやかれるように

き直し、あなたは代々の礎を据え直す。人はあなたを『城

なりました。

壁の破れを直す者』と呼ぶ」とのイザヤ書 58 章 12 節

その頃、旭川伝道圏の中に「美馬牛福音伝道所宣教協

の言葉を聴きました。今思えば、その御言葉から会堂建

力委員会」が組織され、今後の美馬牛での宣教をどう支

築への祈りがともされたのでした。 この 8 月の合同礼拝

えるのか、話し合いが始まりました。委員会では新会堂

と美馬牛福音伝道所宣教協力委員会の活動は、いずれも

建築の夢も語り合いましたが、未だ現実的ではありませ

美馬牛の信徒たちの心の迷いに寄り添うかのようにして、

んでした。とくに、当の美馬牛福音伝道所の信徒たちが、

地道に続けられてきました。

今後どうしていきたいのか、迷いがありました。新しい会

やがて、伝道所がある美瑛の美しい風景を絵にしたポ

堂ができても、自分たちでその会堂を維持する自信はな

ストカードの販売が始まりました。会堂建築に向かって

い。かと言って、礼拝をやめてしまってよいのか…。心

の資金準備です。旭川伝道圏の諸教会でも、美馬牛の建

揺らぐ時期があったのは事実です。
その一方で、楽しいことがありました。
合同礼拝後のジンギスカンパーティーで
す。伝道所の庭にビニールシートを敷き詰
め、ジンギスカン鍋を囲む人の輪がいくつ
もできます。美馬牛の過ぎ行く夏を惜しむ
かのように、帰りの時間が来るまで歓談は
続きます。
かくしてこの合同礼拝は、道北地区の信
徒たちから「ジンギスカンの礼拝」と呼ば
れるようになり、今も道北地区の夏の風物
詩になっています。しかも、徐々に合同礼
拝に集まる人数は増え、ついには 80 名を
超えることもあり、道北地区の信徒大会で
ある地区集会よりも参加者が多く、地区の
連帯の場になっています。
2009 年 美馬牛福音伝道所

献堂式
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築のためにとバザーの益金や献金がささげられるように
なって来ました。そこには合同礼拝で美馬牛に足を運んだ
人たちの働きと訴えかけがありました。
最終的に、美馬牛の会堂建築に向かって動き出すきっか
けとなったのは、伝道所の信徒である渡部伸哉さんの「美
馬牛で礼拝を続けたい」の一言でした。あの美馬牛の丘で
礼拝を続けていく。その覚悟がはっきりした時、いっき
に会堂建築のピッチは上がりました。全国募金は目標の
750 万円を超え、伝道所の自己資金も最終的に 1000 万
円を大きく超えました。いずれも道北地区諸教会がそのう
ちの多くをささげました。この他に、道北地区は 220 万
円の建築返済協力献金の取組みを決め、今年度で、その目
標額を満たすことができました。
和寒伝道所

毎週ではないけれど…

伝道所存続の本当の理由

2010 年 12 月、和寒伝道所は、主任担任教師の辞任に

むろん、月一度、木曜日の礼拝でいいのかという気持ち

よって、
わたしが代務者になりました。
前任者から受けとっ

も無くはありませんでした。でも、今できることは何かを

た伝道所玄関の鍵を開け、誰もいない礼拝堂の椅子にひと

考えました。大事なことは続けていくことです。息長く続

り座り、これからのことを祈った時、しみじみと牧師のい

けていくことを考えれば、毎週は無理でした。クリスマス

なくなった教会のさみしさを感じました。牧師がいなくな

とイースターの時には、日曜日に集まります。でも和寒伝

ると、信徒たちは、こんな寂しさを感じるものなのかと、

道所の会員たちは、礼拝が守られるなら、日曜日でなくて

初めて気がつきました。

もよいと考えてくださいました。和寒の礼拝を応援する地

わたしが代務者を引き受けた時、自分ひとりでは無理だ

区内の教会の牧師、信徒たちも、日曜日の午後となると、

と思いました。周囲の教会、道北地区の支えがないと続け

時間的、体力的に負担があります。でも木曜日ならば応援

られないと思いました。和寒伝道所が置かれている状況の

できるという人が多くいました。
これらの人々にとっても、

厳しさを考えれば、兼任にしろ、代務にしろ、誰か一人の

月一度のペースはちょうど良いようです。とにかく和寒の

牧師に任せておくことで何とかなるような状況ではなかっ

町で礼拝を続けていくために、現段階でできる最善が、こ

たのです。当初、和寒伝道所が属する名寄伝道圏が和寒伝

のような形での礼拝でした。大事なのは礼拝を続けて行く

道所の今後の運営に心を砕いてくださいました。道北地区

ことです。このように、喜んで礼拝に来るようになった何

も、そのことを理解して、和寒伝道所運営担当委員会を組

人かの人たちを見ていると、農村地域の伝道所に大切なの

織、地区の連帯の中で礼拝を続けることにしたのです。

は、そのような礼拝の場を、毎週でなくても継続的に提供

しかも、自分たちの実力を考えて、月一度木曜日の礼拝
です。前任者から伝道所を引き継いだ時、礼拝に来られる
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礼拝後の愛餐会

し続けることだということがわかります。
これは、今のところ結果的に良かったと思っています。

人はほとんどいませんでした。でも、礼拝に来る人が全然

毎回の礼拝には、地区内の教会からの出席があって、全

いなかったかと言うと、そうではありませんでした。ひと

体で 15 名から 20 名、クリスマスや特別な礼拝の時には

にぎりの会員や、客員のクリスチャンがおられたのです。

40 名を超える多数の方が集まってくださり、礼拝は元気

また、未信者のご近所の方も時々、礼拝に来られます。月

です。冬場をのぞき、ほぼ毎回、地区内の教会から 10 名

一度の礼拝を始めた時、それを機に遠のいていた二人の信

以上の方が礼拝を応援するために出席されます。

徒が、毎回礼拝に出席されるようになりました。また伝道

通常、このような小さな伝道所に、会員がほとんどいな

所と古くから親しくしているお隣りのご夫妻も礼拝に出席

くなり、牧師がいなくなったら、伝道所を廃止するという

しておられます。
このご夫妻は、
伝道所に牧師がいなくなっ

考え方が出て来ても不思議はありません。しかし、和寒に

たことを知り、当初、ずいぶん心配され、伝道所を応援す

関するかぎり、そういう声が直接聞こえて来ることはあり

るつもりで礼拝に顔を出してくださったのです。

ませんでした。

わたしは、このような状況だからこそ、逆に和寒伝道所

生き続けてきているのです。いつの日か、和寒の信徒たち

存続の理由があると受け止めました。廃止は簡単です。そ

が委員になってくださったら、それがそのまま役員会にな

れはいつでもできる。したがって、今でなくてもかまわな

るわけですから、その時には、地区の運営委員会の役割は

いという理由が、まず一つ。

使命を果たしたことになります。

もう一つは、幸いなことに、小さいけれど、まだまだ十

今では、当初あった借金もすべて返済完了、逆に道北地

分使える会堂とそのための土地があることです。この土地

区の連帯のために献金協力することができるようになりま

は、伝道所を始める時に、草分けになった信徒の方が自分

した。そして、ことし 5 月 31 日、和寒伝道所は伝道所開

の土地を伝道所のためにささげてくださったものなので

設 60 周年記念感謝礼拝を行ないました。道北地区を中心

す。廃止して土地を手放すぐらいなら、その前に、この会

に 78 名の方々がお祝いに駆けつけてくださり、北海教区

堂と土地をいろいろ活用して、そこでいろんな方法で宣教

の日向恭司幹事から、
「和寒伝道所の礼拝の喜びが北海教

を続けてみようと思いました。いわば「崖っぷち」です。

区の諸教会を勇気づけている」とのお話しをいただくこと

やるだけのことをやってみて、それでもどうにもならな

ができたことは身にあまる喜びでした。

かったとしても、誰からも文句は出ないと思ったのです。
どうせやるなら、これまでにはないような新しいやり方を
してみたいと思いました。

そうする他なかっただけなのですが…

それに三つ目として、一番説得力のある理由がありまし
た。それは、和寒伝道所には借金があるということです。

3 年前、道北地区からカナダ合同教会を訪ねる旅に参加

教区と道北地区の名寄伝道圏に対して全部で 85 万円の借

しました。その時、カナダのみなさんに、道北地区の紹介、

金が残っていました。額としては大きなものではありませ

わけても美馬牛福音伝道所と和寒伝道所のことを紹介しま

ん。
「でも、これが返されないことには、止めるにも止め

したら、どこの集会でもみなさん、一様に、この二つの伝

られないでしょ」という理由です。ちょっと見方を変えれ

道所について深い感動をもって聞いてくださいました。そ

ば、たった 85 万円を清算するために会堂土地を手放すの

の中で印象に残ったのは、周りの教会がこの二つの伝道所

は、あまりにももったないことです。だったら、もう少し、

のために借金を返すのを手伝っているというのは、カナダ

いろいろ試行錯誤して、やってみよう。

では考えられない驚くべきことだと言っていたことです。

以上、これら三つの理由が、廃止ではなく、わたしたち

それを聞いて、わたしたちは、
「そうする他ないからそう

をやむなく前向きにさせる力として作用したわけです。こ

しただけなのに」とは思いましたが、でもこれは、5000

の力は、実は、神さまがわたしたちに与えてくださってい

人の給食の物語のように、ひとつの奇跡なのだと思いまし

る力です。この神さまからの力で、和寒伝道所の礼拝と宣

た。まさに、このようにして主が働いておられるのです。

教活動は再出発したのです。

借金は返しました！
和寒伝道所の運営を助けるために、2011 年
3 月、道北地区に和寒伝道所運営担当委員会が
設けられました。当初、わたしを含め地区内の
牧師 4 名と 1 名の信徒で委員会を組織しまし
た。その後、委員の異動があり、現在は牧師 3
名と信徒 3 名の委員会です。
この委員会には、和寒伝道所の信徒たちはお
らず、地区内の別の教会の信徒たちが運営委員
会の書記と会計実務を担っており、これが事実
上、伝道所の役員会機能を代行しています。
和寒には、伝道所が無かった遥か以前から、
クリスチャンたちが住んでおり、名寄から牧師
を招き、家庭集会や子どもの集会など、信徒に
よる宣教活動が担われていた歴史があります。
ひとにぎりの信徒たちですが、信仰の命は今も

和寒伝道所

60 周年記念礼拝
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2015 年度 8 月から着任された牧師を
ご紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

ようこそ北海教区へ
柴田 もゆる 教師

函館千歳教会

8 月 1 日から函館千歳教会に赴任しました柴田もゆる
と申します。1953 年生まれの 62 歳です。
近江八幡教会担任教師（3 年）
、長崎馬町教会主任担
任教師（12 年）
、広島県の廿日市教会（16 年 4 ヶ月）

ています。
日本基督教団という合同途上の教会にあって、互いに
様々な違いを持っていること前提とし、その中で互いに
配慮し合って忍耐強く合意形成の努力を重ねていくこと
が大切だと、常々考えている者です。
北海教区が「連帯」

を経て、函館にやってきました。これまで西日本でしか

ということを強く意識

生活したことのない者が、一挙に北海道まで来ました。

して歩んでこられたこ

また、幼稚園のある教会も初めてで、この年になって初

とに共感を覚えており、

めてづくしの経験をしています。神さまは人の目には不

その仲間に加えていた

思議に思われる道をお示しになるものだと感じ入ってい

だくことを喜んでいま

る次第です。

す。これからいろいろ

これを書いているのは、やっと 2 回目の主日礼拝が

学ばせていただきなが

終わった日で、分からないことだらけなのですが、遣わ

ら共に歩みたいと思っ

された教会が大切にしてきたことと向き合いながら、自

ておりますので、よろ

分のなすべきところを少しずつ見定めて歩みたいと考え

しくお願いします。

幹事室より
北海教区幹事 日向恭司

4 月～ 8 月、黒点の
町とそこにある教会
を訪問しました。

●活動予定
収穫感謝の集い 9 月 23 日 ( 水） 午前 10 時～
会場 ： 余市 有機農園エコファーム
部落差別問題学習会 10 月 11 日 ( 日 )
会場 ： 北海道クリスチャンセンター
教職講座 10 月 12 日 ( 月 ) ～ 15 日 ( 木）
会場 ： しんしのつ温泉たっぷの湯
アイヌ民族フィールドワーク 11 月 2 日 （月） ～３日 （火）
会場 ： 野幌教会
信徒のための宣教講座 11 月３日 ( 火） ～ 4 日 （水）
会場 ： 北海道クリスチャンセンター
芦別祈りの家 クリスマス礼拝 12 月 25 日 ( 金）
会場 ： 芦別祈りの家
定例常置委員会 会場 ： 北海道クリスチャンセンター
③ 9 月 18 日 （金）
④ 11 月 20 日 （金）
⑤ 1 月 22 日 （金） 以上、 13:30 ～
⑥ 3 月 18 日 （金） 10:30 ～
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●各種献金のお願い
今年も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。
9 月 「共に生きる教会形成」推進献金
10 月

性差別問題活動献金

11 月

部落差別をなくす運動推進献金

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

常置委員会
2015 年度第 1 回常置委員会議事録（抄）
日 時 2015 年 5 月 15 日（金）13 時 30 分〜 18 時 34 分

⑼日本にあるすべての原子力発電所の建設・再稼働を中止し、

場 所 北海道クリスチャンセンター 301・302 号室

全ての原子炉の廃炉をめざす行動を推進する決議に関する

出席者 久世そらち（議長・札幌北部）
、原 和人（副議長・

件（議案第 20 号） →平和部門委員会

手稲はこぶね、札幌富丘）
、木村拓己（書記・美唄）
、
佐藤幹雄（岩見沢）
、清水和恵（新発寒）
、西岡昌一郎
（旭川六条）
、
藤吉求理子（道北センター）
、
稲垣正策（函

⑽アイヌ民族の権利を回復する運動の推進決議に関する件
（議案第 21 号） →アイヌ民族情報センター
⑾「日米防衛協力のための指針」に抗議し、その法制化を阻

館千歳）
、三浦英敏（札幌北光）
、佐久間光昭（置戸）
、

止するための運動推進決議に関する件（議案第 25 号）

小林あずみ（千歳栄光）

→平和部門委員会

陪席者 日向恭司（教区幹事）

⑿日本軍「慰安婦」問題の解決を目指して、歴史修正主義に

主な審議事項

抗し、過去の歴史責任に向き合うための運動を推進する件

1. 第 74 回北海教区総会評価に関する件

（議案第 26 号）

第 74 回北海教区総会について、常置委員それぞれに評価・
感想を述べ、教区の課題について意見を交換した。
2. 第 75 回北海教区総会付託事項に関する件

→平和部門委員会、性差別問題担当委員会
4. 教師検定試験受験者推薦承認に関する件
別紙資料を配布の上、各受験者の面接を行った。面接の後、

⑴第 76 回定期総会定期総会開催場所並びに日程に関する件
（議案第 23 号）
2016 年 4 月 28 日（木）〜 29 日（金・休）の日程で、会

各受験者のために、それぞれ西岡昌一郎委員、清水和恵委員、
佐藤幹雄委員が祈りをささげた。審議の結果、三名の推薦
承認を可決した。なお、別紙資料は面接後に回収した。

場を札幌北光教会に交渉することが提案され、承認。

補教師試験受験希望者：荒谷陽子（置戸教会員、C コース）

⑵第 75 回定期総会議事録承認に関する件（議案第 24 号）

正教師試験受験希望者：高濱心吾（札幌北光教会担任教師）

精査委員に佐藤幹雄委員、稲垣正策委員が推薦され、承認。
3. 第 75 回北海教区総会決議執行に関する件

高濱梨紗（札幌北光教会担任教師）
5. 議長書簡の件

久世そらち議長より、各決議の執行を以下の各担当者に付託

久世そらち議長より、ペンテコステにあたっての議長書簡

することが提案された。審議の結果、提案通りこれを可決

について別紙資料にしたがって提案がなされ、教区三役に

した。なお日向恭司幹事より、議案第 26 号決議執行につい

一任することを可決した。

て提案者である韓守賢さんを中心に予め協議の場（準備委

6. 春採教会の田村毅朗主任担任教師辞任承認申請に関する件

員会）
が設けられたことが報告された
（別紙資料参照）
。なお、

7. 春採教会の衛藤満彦主任担任教師招聘承認申請に関する件

第 16 号議案は西東京教区で可決され、締結・調印された暁

8. 中標津伝道所の衛藤満彦主任担任教師代務者決定承認申請

に連帯部門委員会に付託することとなる。

に関する件

⑴第四次長期宣教計画に基づく 2015 年度活動計画に関す

9. 稚内教会の伊藤大道主任担任教師代務者決定承認申請に関

る件（議案第 7 号） →宣教部委員会
⑵ 2015 年度教区歳入歳出予算（付；分担金配分）に関
する件（議案第 8 号）
及び 2015 年度教職謝儀基準改定に関する件
（議案第 9 号）
→財務部委員会

する件
日向恭司教区幹事より、4 つの申請については書類不備のた
め、教区三役に一任することが提案され、可決した。
10.2015 年度常置委員会開催日程の件
木村拓己書記より口頭で提案がなされ、委員会は以下のよ

⑶各部委員選出に関する件（議案第 14 号） →常置委員会

うに可決した。

⑷常任委員選出に関する件（議案第 15 号） →常置委員会

第 1 回 2015 年 5 月 15 日（金）13：30 から

⑸北海教区と西東京教区との第 7 期宣教協約

第 2 回 2015 年 7 月 17 日（金）13：30 から

（2016 − 2020 年度）に関する件（議案第 16 号）
→常置委員会
⑹「北海教区ハラスメントの防止と問題解決に関するガイド
ライン」制定に関する件（議案第 17 号）

第 3 回 2015 年 9 月 18 日（金）13：30 から
第 4 回 2015 年 11 月 20 日（金）13：30 から
第 5 回 2016 年 1 月 22 日（金）13：30 から
第 6 回 2016 年 3 月 18 日（金）10：30 から

→ハラスメント防止委員会
⑺安倍政権の進める国家中心、軍事力拡大の国づくりを阻止
するための行動を推進する決議に関する件（議案第 18 号）
→平和部門委員会
⑻政府による沖縄・辺野古米軍新基地建設の強硬に反対し、
沖縄の民意の実現を求める運動を推進する決議に関する件
（議案第 19 号） →平和部門委員会
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革新部門委員会

舎
幌泉教会教会学校
森

錬一

毎週日曜日、光の園幼稚園の玄関には、園児に
加えて、小学生から高校生のお兄さん・お姉さん
がやってきます。
幌泉教会は、人口 5000 人程の漁業の町、えりも
町にあります。付属の幼稚園として建てられた光
の園幼稚園と同棟の建物で、教会学校小学科（以
下 CS）の子どもたちは、幼稚園を通って、教会の
集会室に向かいます。大人の平均礼拝出席人数は
4 名という小さな教会ですが、CS には平均 12 名の子どもたちが集っています。
幼稚園（日曜日も保育日）の登園時間に合わせ、8:30 前後から子どもたちが集まり始めます。
礼拝は 9:30 からですが、分級活動はなく、子どもたちは教会にやって来ると、幼稚園にあるお
もちゃで自由に遊んだり、絵本を読んだり、幼稚園の子と一緒に遊んだりしています。そんな
ゆったりとした家庭的な雰囲気の中で、異年齢での自然な関わりが生まれ、また、高学年にな
るにしたがって、年下の子どもたちに優しく接する姿が、見られるようになっています。
教会の規模に対して、CS の出席人数が多いのは、幼稚園の卒園児が継続して来てくれるから
ですが、それと共に、CS が「教会」ではなく「幼稚園」の延長と捉えられていることが大きい
でしょう。保護者の方にとっても、子どもが卒園した「幼稚園」ということで、快く送り出し
て下さいます。
教会が「幼稚園」として認識されているという
ことは、成長して幼稚園を必要としなくなった子
は、教会からも聖書からも、確実に離れていくと
いうことです。信仰を伝えていくことを、種を蒔
くことに例える場合がありますが、私たちのやっ
ていることは、土いじりをしているくらいのもの
だと感じます。しかし、色々な意味で小さく、力
無い私たちには、できることを続けていくしかな
いのだと思っています。様々な子が集い、互いに相手を受け入れ合う時、そこにエスさまが
いてくださり、子どもたちの「土」に「種」を蒔いて下さることを信じて…
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テーマ「神さまに創られた小さな群れ～少数言語～」
日時：7 月 4 日（土）

場所：北海道クリスチャンセンター

参加者：66 名（ろうあ者 15 名、難聴者 3 名、聴者 48 名）
第 35 回教会の手話研修会 報告
知野久子（厚別教会）

研修会に参加して
佐々木昭男（札幌北光教会）

講師は山本和幸牧師（東洋ローゕ・キリスト伝道教
会札幌伝道所）とデゖヴゔン･スクルマン宣教師（台
湾基督長老教会）でした。東洋ローゕ・キリスト伝道
教会と台湾長老教会は姉妹教会になるそうです。
以前より、山本牧師より、ろうあ者を言語的少数者
として捉えるべきではないかとの提言がなされてい
ました。わたしたちの発想の転換のために日本とは別
の、台湾の言語的少数者であるデゖヴゔン・スクルマ
ン宣教師におはなししていただきました。母語である
ブヌン語をはなすことを禁じられ、共通語である北京
語を強制させられたことはまさに、ろうあ者が手話を
禁じられ、日本語を強いられた悲しい歴史と同じでし
た。
山本牧師からは、改めて日本手話は日本語をベース
にした言葉ではないことや全世界には 400～500 の異
なった手話言語があり、ろう者は約 3 億人いるが福音
が届けられているのはわずか 2 パーセントであるこ
とを説明してくださいました。
また手話で創世記の表現や「出る杭は打たれる」と
か「目が高い」などの表現にろう文化の豊かさや、手
話は視る言葉であることを実感させられた方々は多
かったのではないでしょうか。
「小さく弱いところに、神さまの力が働いて多くの
ことをなさせてくださる。
」という、ときあかしに慰
めを受けたとの声が多くきかれました。
次年度も、文化的視点から理解を深め合っていけた
らと願っています。多くのご協力に心から感謝をいた
します。

つくづく人との違いを認めにくい社会です。昨日
(7/5)、主日礼拝後の平安な一時を突然の喧騒に邪魔
されました。「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産
登録のための審議が先送りになったことに対する抗
議集会と、それに対立するグループのにらみ合いがあ
ったのです。互いの罵詈雑言の応酬に、礼拝からいた
だいた御言葉も消し飛んでしまいました。かくも他者
との違いを、個性や特質としてプラスに評価すること
が苦手なわたしたちです。山本和幸牧師とデゖヴゔ
ン・スクルマン宣教師の講演を聴いた後であったため
か、ことさらそのことを感じました。神が創造された
とはいえ、あまりに悲しい性をお与えになったもので
す。しかし、そのことに気づき悔い改める能力も併せ
持っていることを信じたいと思います。
我が国は「みんなが同じ事を同じ方法で・・・」に
代表される公教育の働きによって、高い同質性が保た
れてきました。しかし今やその弊害はヘトスピーチ
など差別的な言動を産む土壌となり、社会を蝕んでい
ます。
神様が愛してやまない多様なわたしたち一人ひと
りが赦しあい、受け容れあえる社会のために働きたい
と思います。お二人の先生のメッセージに感謝いたし
ます。

11

革新部門委員会

日時：８月６日（木）～１２日（水）
場所：芦別祈りの家
参加者：中学生３名、高校生６名、大学生スタッフ３名、大人スタッフ５名
ゲスト・講師など(部分参加含む)６名
テーマ：「キャンプは続くよ、どこまでも」

（余市教会

小西陽祐）

全道教会青少年夏期キャンプは 30 回目を迎えた。わたしは、このキャンプを 30 年間続けて
きたことは、北海教区が大切にしてきた「宣教」にとって意味のあることだと強く思わずには
いられない。その思いを下記の①～⑤で表現してみた。この思いを皆さんと少しでも共有した
いと願う。

①苦労と涙の上に立つ教会
今回は西岡昌一郎牧師に講師をお願いした。芦別教会は北拓伝で建てられたこと、最後ま
で残った教会のメンバーのこと、青少年キャンプでの出会いを通して若
い人たちが変わっていく様子を目の当たりにしたことなどをお話しく
ださった。そして若い参加者たちに言われた。「教会の人々の苦労と涙
の上にこの教会が立っていることを忘れないでほしい」。参加者の一人
が言った。「わたしの行っている教会に芦別教会出身の人がいます。か
つての芦別教会の人たちに今の教会を見に来てほしいなあと思いまし
た」。先達たちと今の若い人の思いがつながる瞬間であった。

②地域の人たちとの出会い
２日目の炭鉱講座で「星の降る里百年記念館」に出かけた。館長の長谷山隆博さんは歓迎
して、炭鉱での生活や労働の話を中高生にわかりやすく説明してくださった。芦別教会が立
つ西芦別で育った長谷山さんは、最後に言われた。
「あんなボロい教会でのキャンプは大変で
しょう。でも、皆さんが手入れしてきたことで、今も立ち続けていることの意味は大きいと
思います」
夜、お風呂の時間は西芦別の公衆浴場に行った。近所
の年配の女性たちから中高生たちがこう言われた。
「みん
な楽しそうだね。」「毎年、夏にあそこでキャンプやって
るもんね。」地域の人たちが活動を休止してもなお今も立
ち続けている芦別教会とこのキャンプの存在を見守って
くださっている。
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③美馬牛福音伝道所との出会い
日曜日は美馬牛福音伝道所にて礼拝を共にした。美馬牛で共に礼拝をささげるようになっ
て１５年。実は２００９年８月に美馬牛の新会堂が建てられた時、最初に礼拝をささげたの
が当時のキャンプの参加者たちであった。ここに教会が立ち続け、２人の方が教会を支え続
けている姿と多くの人がこの教会と共に歩もうとしている姿に出会った。

④スタッフはいつも真剣です
３０年間、体力、気力、時間を使い、一週間近いキャンプの時に
若い人たちに付き合ってくれてきたスタッフたちがいた。スタッ
フたちは参加者集めをいつも真剣にやってきた。今もスタッフは
参加者が来てくれるようにギリギリまで声をかけ続けている。こ
れがないとキャンプは始まらない。

⑤ここでの出会いと交わりは今もなお
３０回目ということで、今は 30 代半ばになったかつての参加者が何人か顔を出してくれた。そ
のうちの一人、波間塁さんが帰り際のあいさつでこう語った。
「こんな不便でボロボロで虫がい
て、何にもいいことのないこの場所に不思議な魅力がある。その魅力は何なのかなあと考えて
いた。それはここでの出会いだとようやくわかった」。彼は当時のメンバーと多くの交わりを持
ち続けている。わたしもその一人だ。
このキャンプは礼拝で始まり、礼拝に終わる。そこに集められた若い人たちは、礼拝を通し
て、神と人とに出会う。そして、お互いに課題や悩みや喜びを分かち合っている。まさにキャ
ンプそのものが礼拝なのだ。「礼拝の喜びに生きる神の民」がここにもいる。
「キャンプは続くよ、どこまでも」。これが今年のテーマだ。
何よりも参加してくれる中学生、高校生、大学生がいてくれることをわたしたちは心から嬉
しく思わずにはいられない。今回来ることができなかった人々はぜひ次は参加してほしいと願
う。
「来年は教会の中高生を連れてきたい」と一人の大学生が語ってくれた。若い人たちに求め
られ続ける限り、多くの教会の人々の祈りに支えられながら、どこまでもキャンプを続けてい
きたい。目指せ５０年！

信徒のための宣教講座
聖書をじっくり読む

〜 「気づき」を分かち合おう

〜

2015 年 11 月 3 日（祝）午後 1 時半～４日（水）午前 11 時半
北海道クリスチャンセンター
講師 関田寛雄さん（日本キリスト教団 神奈川教区巡回牧師）
主催 日本キリスト教団北海教区 宣教部 革新部門
共催 日本キリスト教団北海教区・札幌地区
お問い合わせ 道北センター藤吉求理子 docentre@hotmail.co.jp
3 日のみ 2000 円（夕食を食べる方は別途 500 円）
参加費
全期間（宿泊・夕・朝食）7000 円
講演のみ 1000 円
参加対象 信徒(※ 講演は教職の方も参加できます。)
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〜辺野古に新基地を作らせないために〜

二年に一度、北海・奥羽・東北の三教区が持ち回りで行なっている「北日本宣教会議」が、7月6日〜10
日、沖縄ぎのわんセミナーハウスで開催された。三教区から24名が参加、北海教区からは5名が参加し

た。今回は東北教区が担当、三教区が共通に担ってい
る「核と基地」の課題を北日本宣教会議の中で、それ
も沖縄を会場にして取り上げた会議だった。接近する
台風のため、日程に変更を余儀なくされたのは、残念
だったが、米軍の普天間基地、辺野古の新基地建設現
場とキャンプシュワブ、オスプレイのヘリパッド基地
建設が進む高江を訪ねて、現地で座り込みを続けてい
る人たちと交流、時間を共にした。
普天間ゲート前で讃美歌を歌って基地反対を訴える。→

島 ぐ る み で の 反 対 行 動 ・・・ 沖縄の人たちの怒りと悲しみ

≪ 板谷良彦 ≫

辺野古新基地建設に反対するキャンプシュワブのゲート前での座り込みは、7月7日に一年を迎えた。その
ようなおりに、わたしたちは沖縄を訪問し、三教区による北日本宣教会議に参加した。
沖縄教区有志の牧師たちとも交流することができた。とくに沖縄教区が日本基督教団と距離を置いている
ことについての率直なお話しを聞いた。
北海道では、沖縄の現実に関する報道は少ないが、辺野古の新基地建設、高江のヘリパッド建設に沖縄の
人たちが怒りと悲しみをもって、島ぐるみで反対している姿に出会った。沖縄の人たちは、大変憤ってい
る。わたしたちはこの沖縄の人たちと連帯していかねばならない。
辺野古の海上抗議行動では、北海道や東北の教会の若い人たちが活躍している様子を知ることができた。ゲート
前では、島ぐるみで多くの人たち、また全国からも多くの
訪問者があり、座り込み行動に参加していた。
このような事柄を多くの人たちに伝え、教会でも連
帯していくべきであり、北海教区としても辺野古新基
地建設反対にさらに活動を深めていくべきである。
また奥羽教区、東北教区の方々とも思いを一つに
し、交流を持てたことは大変有意義であった。北日
本宣教会議が発足し、その後、起きた東日本大震災
被災支援にも機動的に活動できたことは、この北日
本宣教会議や北日本「核と基地」問題ネットワーク
によるところが大きい。これからも三教区で連帯しな
がら、共有する課題に向けて取り組んでいきたい。
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台風の影響で、最終日の予定は中止になり、全体会を行なうことができなかった。最後のまとめと共有

の時間が無くなってしまったのは、台風によることとは言え、反省材料である。しかし、沖縄で開催するという異例
の北日本宣教会議ではあったが、全体的に評価することができると思う。

沖 縄 の 風

≪ 久世そらち ≫

沖縄での北日本宣教会議の日程は、台風の接近のために最終日のプログラムは中止、風雨の強まる中を
空港に駆けつけ、欠航になる前に飛行機に飛び乗った。嵐の迫る沖縄からわずか数時間、何事もないよう
に穏やかな日常に帰ってきた。
沖縄は、もうずっと嵐の中にある。風あたりは
ますます強まっている。この嵐は、遠いところの
災厄だろうか。人々の生活を脅かすこの嵐は、実
は私たちのところから沖縄に向かって襲いかかっ
ているのではないか。そしてそれはやがて私たち
自身に向かって吹きすさぶだろう。そのときに狼
狽したり後悔したりしないために、いま、この嵐
を鎮めたいと願う。
沖縄には、別の風も吹いていた。沖縄の風、嵐
を吹き返す風。息長く、粘り強く、さわやかに、
熱をもって、次第に強く、さまざまな方向からの
風を集めた南の風は、嵐を超えて私たちのところ
キャンプシュワブゲート前

に届くだろうか。

≪ 西岡昌一郎 ≫
「みなさんは何をしに沖縄に来られたのですか」。沖縄の牧師たちの言葉の端々から、そんな声が聞こ
えてきた。「沖縄」という異質性を認めようとしない教団。教団をあてにしても、何もならない現状。沖
縄教区の人たちは、現在の教団に深く失望したまま、教団と距離を置いて13年になる。教団名称変更をめ

ぐる沖縄教区議案が審議未了廃案になってから、合同のとらえ直しの論議は進まないままだ。「何十年か
けてでも話し合いを続ければよかったのだ。沖縄
に立つ合同教会を目指して、沖縄教区ではその答
えを持っている。」とのある牧師の言葉が心に
残った。
いま、教団はもとより北海教区においても、合
同教会としての教団の展望をどのように描いてい
るのだろうか。北海道で宣教を担う北海教区も、
革新・連帯・平和の宣教方針から合同教会である

教団に対して明確な答えを持つものでありたいと
思った。
高江（北部演習場）
座り込みの人々を激励する３教区の参加者→
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靖国神社が近づいてくる!?

靖国・憲法問題関連担当

参議院で審議中の安全保障法案の質疑を聞き

命を捧げた人をまつる施設で、自ずとその性格

ながら、この教区通信が読まれるときにはどう

は異なる＞。戦時に備えるのは、靖国神社のほ

なっているだろうかと思いつつ、この原稿を書

かにないという主張です。

いています。自衛隊が､地球の裏側まで派兵され

海外派兵が具体化すれば、靖国神社がひたひ

ることになれば、いっそう「靖国神社が近づい

たと復権を迫ってきます。自衛隊に、政府に、

てくる」のでないかと思います。

そして国民にです。(鈴江英一委員)

万一、自衛官が戦争で犠牲になったら、国は
どうするでしょう。防衛省では2003年に東京・
市ヶ谷駐屯地に慰霊碑地区(メモリアルゾーン)を
6億円かけて整備しました。これが公式の殉職自
衛官追悼施設です。無宗教の施設です。航空自
衛 隊 の イラ ク 派遣 の ため の「イラ ク 特別 措 置

法」(名古屋高裁で違憲判決)が成立した年です。
しかし、この施設が完成したとき神社界(『神
社新報』)はこう言いました。＜メモリアルゾー
ンは、あくまでも平時の任務遂行中、職に殉じ
た自衛隊員を追悼する施設であるのに対し、靖
国神社は戦争という国家の非常時に国のために

「 安 保 法 案 」 ４ 題

（今橋 直委員）

１. この法案は、自衛隊の海外派遣、武力行使を、今よりも、もっともっとできるようにするもの。
たくさんの「●●事態」というものを作り出して、米軍がいかなる名目で戦争を始めた場合でも
そのすべてに参加できるようにする＝「切れ目のない対応」とはそういうこと。
２. 自衛隊が海外で武力を行使することは、憲法、憲法９条で禁止されている。いくら武力行使の
「必要性」を強調してもダメ。「必要」だったら何でもできる、ということでないのは、当然の
話。 ほんとに必要だ、というのなら、それを国民に納得させて憲法を改正するしかない。

３. 「武力行使をしない国、日本」というのは非常に価値のあるブランド。海外で活動するNGOの人
たちは、この法案が通ったら現在のような活動ができなくなる、と法案に反対している。
４. 今まで「政治に無関心」と言われてきた若い人たちが、大きな声を上げている＝「戦争したくなく
てふるえる」。今までバラバラに活動してきた市民運動の人たちが結集している＝「戦争法案に反
対する○○区の会」。この法案のおかげで民主主義が進んだ、という評価はあるかもしれない。
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これってハラスメント？

ハラスメント
防止委員会
2015 年 9 月

パート６

教会で起こりうるハラスメントの一例を紹介します。フィクションですが、教会形成に関わる
問いかけとして受けとめ考えていただければと思います。

「高齢者をめぐるケース」
教会のある日の様子。
E さんは後期高齢者と呼ばれる年齢であるが、多少身体
の衰えは感じるものの、気持ちの上では「まだまだ行ける、
若い。」と思っている。長年、役員を務めてきたが今は、選出されない。
「E さん、無理なさらなくていいですよ。」「重鎮がいつまでも関わっていると若
い世代が育っていかないですから、ほどほどに・・・。」と、牧師や教会員から言われ、
仕事をまかされることが少なくなってきた。自分の賜物が生かせない寂しさや、
必要とされてないのではないかと疎外感を覚えることがある。
失敗したときは「やっぱり、年のせい？」と冷ややかな視線を感じ、自信を失ってしまう。
けれども、教会ではなんとか自分のできることをしたいし、自分を認めてほしいと願っている。
自分に残された時間はそう長くはない。だからこそ、教会生活をいきいきと喜びを持って過ご
したいし、教会に自分の居場所がほしいと思っている。

［ポイント！］
＊ 教会に E さんの居場所はありますか。
＊ 高齢者を配慮するといいながら、疎外
していませんか。
＊ 教会に集う一人ひとりの賜物を生かすこ
とを考えてみましょう。
＊ 日常的なやりとりの中で、
知らず知らずのうちに
ハラスメントにつなが
ることがあるのではな
いでしょうか。

ハラスメントとは、教会の交わりからの
阻害や無視、嫌がらせ、言葉・身体的暴力、
性差別的な言動、役割・奉仕からの排除、
必要な情報を与えない、自分の価値観や方
法・責任を押し付ける、人の意見を聴かな
い、大声を出す、脅す、人前で怒鳴るなど
の人格を傷つけ尊厳を否定する人権侵害
を指します。
北海教区は、電話相談窓口を設置してお
ります。被害を受けたと感じたら、まずご
相談ください。

教会におけるハラスメントに悩む人のために

０１１−７５７−６２８２

北海教区ハラスメント電話相談

毎月第 3 金曜日 午前 11 時〜午後 11 時
上記の日時以外はつながりません。
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性差別問題担当委員会のページ
「キャラバンに行きました。」 《後志地区信徒大会

～教会にみんなの居場所はありますか～》

「５月か６月の初めに開催される信徒大会に、キャラバンとして来
てくれないか」と後志地区より性差別問題担当委員会に要請がありま
した。テーマ、内容、方法はすべてお任せします、とのことです。急
遽、実行委員会を組んで準備を進めることになりました。私もハラス
メント防止委員会委員として、実行委員会に参加しました。
まず、どんなキャラバンにするのか話し合った結果、ワークショッ
プ形式、全員参加型ですすめることに決まりました。いわゆる講演や
勉強会ではなく、共通のテーマを参加者全員が意見を出し合い、考え
合い、そして学び合うという方法です。テーマは「教会にみんなの居
場所はありますか」とし、「教会に居場所がないと悩む一人の女性」
の例話をもとにグループで話し合うことにしました。
６月 7 日（日）午後、余市教会に地区内の教会から５０名の方が集
まり、ワークショップが始まりました。杉岡ひとみ委員長が参加者に
手順を説明し、違う教会の人たちとグループに分かれて、例話として
読まれた「居場所がないと悩む女性」にそって話し合いました。女性
の立場から話がはずむ女性が多いグループや教会全体の役割分担が
話題になるグループ、牧師の牧会について話が及ぶグループや、自分
の居場所は自分でつくることが必要だと等訴えるグループ等、様々な
視点から話し合いがすすんだようです。ワークショップには結論も正
解もありません。一人一人の気づきとそのプロセスを
何より大切にします。そして、各グループでの気づき
＊ キャラバンを呼んでください！
を全体で分かち合うときをもちます。グループの代表
あなたの地域をご訪問します ＊
が、前にでて発表しました。「そうか、同じテーマで
多様な「性」を理解し、さまざまな性差別（性的
もそんな視点から見ることもできるのか。」と分かち
少数者差別やハラスメントなど）をなくしていく
合いによってさらに視野がひろがります。
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
今回初めて地区信徒大会という場でキャラバンを
い。ご連絡お待ちしています。
迎えていただき、とても有意義であったと思います。
連絡：北海教区事務所 ０１１－７１６－５３３４
「教会の様々な性差別を根絶するために」と構えた学
習会ではありませんが、ワークショップでの体験がそ
＊ 献金のお願い ＊
れぞれの教会生活、信仰生活を振り返るきっかけとな
２０１５年度献金目標額 ３０万円
ってくれれば…と願っています。それが、「性差別の
どうぞ覚えて、お支えください。
ない教会」「豊かな教会生活」を目指す委員会の大切
な働きではないでしょうか。 （田中真希子）

日本キリスト教団性差別問題連絡会 第 12 回全国会議 in 札幌
2016 年 1 月 24～25 日（日月） 於,北海道クリスチャンセンター（札幌市北区北 7 条西 6 丁目）
テーマ ： 「生と性の尊さを求めて」～聖書と憲法をてがかりに
講師：○清末愛砂さん（室蘭工業大学准教授） ○三浦忠雄さん（北海教区アイヌ民族情報センター主事）
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【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。関西学
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、牧師として、音楽家として、“二足のわら
じ ” を 履 い て 活 動 中 。 日本キリスト教団東美教会牧師。シンガーソングライター。

著 書 ： ｢ぼ く んち は 教 会 だ っ た ｣ 教 団 出 版 局 、 信 徒 の 友 連 載 コ ラ ム な ど … 。

▼ 子 ども年 修 は、キッズゴスペルの時 間 にし
ようと計画しています。

▼きっかけは、新 得 教 会で、二年 前 から イ｢
ッピー と｣いうキッズゴスペルを始めたこと。最
初は二、三人だったのが、子どもが子どもを
誘って少しずつ増えて、毎週土曜日、平均十
名ほどが集って賛美しています。
▼ イ｢ッピー と｣は、ヤッター という 意味 。北
欧 のフィンランドで生 まれたキッズゴスペルで
す 。教会 員 の高 齢 化 が進 む欧 州でも、信仰
の継 承 は深 刻な課 題 。なんとか子どもたち
を信 仰 者 として育 みたい。という 一 人 の音
楽 プロデュー サー の願 いから始 まりました。
▼日本には、香川県の漁師町にある教会に
最 初 に伝 わり、そこから草 の根 で全 国 に広
がっています 。都 市 部 ではなく、むしろ、地
方 の小 教 会 から 小 教 会 へと伝 わっているの
が、ユニークな点です。
▼リズミカルで親 しみやすいメロディーに乗
せて、生き生きと賛美されるイッピーの曲。
クリスチャンホームでない子どもたちでも、い
つの間 にか口 ず さむ、不 思 議 な魅 力 が溢 れ
ているのは、まさに福音そのものだから！
▼ イッピー の一 番 のユニー クさ は、子 どもた
ちが主体であること。コンサートをする時に
も、子どもたちが歌いたい歌を決め、証しを
す る人 を立て、ゲー ムを考え、プログラムを
作っていきます。そんな子どもたちの姿を見
ていると、イエス様 の弟 子 となることに年 齢
は全く関係ないことを教えられます。
▼ 二 日 目 のプログラムは、子 どもも大 人 も
一緒に思い切り賛美を献げる予定です。子
どもたちも、覚 え立 てのゴスペルを、生 き生
きと歌ってくれることでしょう♪

「歌え、神に向かって歌え。
歌え、我らの王に向かって歌え。
」
詩編四七編七節
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心と体をリラックス！第８回北日本三教区親子短期保養プログラム
7 月 31 日～8 月 6 日、福島・宮城・山形より 5 組 13 名の親子を北海道に迎えて、保養プログラムが持たれました。
福島原発事故以来、日常的に放射線量を心配しながらの生活から少しだけ離れて、北海道で採れたお米や野菜、お肉
を食べ、外でのびのびと遊ぶことができたと思います。北海道での保養は 4 回目ですが、今回は札幌と旭川の教会の
方々、北海道クリスチャンセンターと道北クリスチャンセンターの協力をいただきました。

★保養プログラムの受け入れの感想

≪主なプログラム≫

はん すひょん

韓 守賢（旭川豊岡教会牧師）
８月３日〜６日、福島を始め、仙台、山形から５組の親子と
共に過ごした三泊四日。何かが分かったわけではない。安易
な慰めや励ましは慎みたい。そもそも何かを口にすること自
体がためらわれる。彼女たちは日々、放射能の恐怖と不安を
より直接的に感じつつ生きているのだ。その事実を前にして
は、どのような高邁な思想も、センチメンタルな感情も、まして
や言い訳も無力だし、そもそも失礼なのだから。
それでも、彼女たちとの出会いによって、胸の内に形にな
らない思いが湧き上がってくるのを感じる。何だろう？ 多分、
それは「ありがとう」という思い。

31 日 歓迎会(夕食) （宿泊は北海道ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ）
協力：札幌北部教会
1 日 滝野すずらん公園
きょうけつ染め （うちわ・紙袋・箱作り）
協力：札幌地区の青年・真駒内教会
琴似中央通教会
2 日 自由行動日（札幌・小樽などの観光）
3 日 旭川に移動（宿泊は旭川豊岡教会）
旭山動物園・アイヌ記念館・歓迎会
協力：旭川の三教会・アイヌ民族情報センター
4 日 カムイの杜・美瑛
5 日 五十嵐農場（士別）で農業体験
協力：道北クリスチャンセンター
6 日 仙台空港で解散

学校給食を食べること、水道の水を飲むこと、公
園で思いっきり遊び、校庭で運動すること、プール

士別の五十嵐農場で農業体
験と「とれたて野菜バイキ
ング」
。広い牧場でトラクタ
ーの運転もできました。

や海で泳ぐことなんて考えられない。放射能の粒が
体の内部と外部に付着し、被爆することを、どうす
れば少しでも防げるのか？
しかし、さらにおぞましいことには、日本政府や
官僚、経済界などの主導により、放射能汚染・被爆
はすでに無いことにされている。今も「３.１１」は何も
終わっていないのにもかかわらず。まるで、尊重し
なくてもいい命が在るかのように、命に値段がつけ
られている。すべての命は神様が造られた貴い命のはずな

めた い と願 い、 実際に 、

のに。

日々、放射能被爆を回避

そのような「洗脳」を、疑問を抱いたとしても信じ、受け入れ

するために、具体的な行動を積み重ねていく人たちがここに

たいと願う、人の心。「安心だ。安全だ。もう大丈夫だ」と言っ

いる。何が本当に正しくて、正しくないのか。たとえ、確信が

てもらいたい。それ以上、何も考えたくない。そんな思いは誰

持てなかったとしても、自分の子どもを守りたいと、精一杯に

の心にもある。
もり

カムイの杜（旭川）で水遊び

そして、一
番、信じ、支

だから、「ありがとう」。それでも一人の人間として尊厳を求
めて生きようとする姿を分かち合ってくださったことに。そして、

えてほしいは

祈る。「平和を実現する人は幸いである。その人たちは神の

ずの家 族 か

子と呼ばれる」（マタイ５：９）。もし、神様がいるならば、彼女た

らも理解され

ちと共にいないはずはない。

ない場合、苦
しみはさらに
深くなる。
けれ ども、
真実を見つ
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生きようとする人たちとの出会い。

この度、旭川を中心とした道北地区の有志の方々が、旭
川豊岡教会での宿泊にあたり、様々な形で献身的に支えて
くださった。心から感謝したい。私もその一員としていられた
ことに感謝したい。

被災地フィールド・スタディツアーに参加して
6 月 2 日から 4 日まで（正味 2 日半）
、石巻地区を除い

こうべ き

み こ

神戸紀美子（旭川六条教会）

母子避難の辛さ、誤解、いじめの葛藤、人間関係のも
つれ、自死までをも覚悟しての日々の生活が、私の想像

た東北震災地を訪れました。
第一日目は仙台地区で、東北教区支援センター・エマ
まさし

オの佐藤真史さんのガイドで空港からスタディが始まり

だにしなかった事でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ました。私は二度（2013 年、2014 年）とボランティア

３日目は片岡牧師の先導で、最も原発事故の被害の大

として参加していましたから幾分現状を理解している積

きい町々へ、磐越自動車道を通り国道 280 号線へ北上。

りでしたが、それがほんの一握りの理解でしかなかった

片岡牧師の車のトランシーバーを通して放射線量が送ら

事を心痛く思いました。どこも地震・津波の深くて大き

れ「ガ―、ジリジリ」と。汚染を防ぐ防護コート、マス

い傷跡が未だに生々しく残り、復興に程遠い現状です。

ク等を与えられ

「閖上（ゆりあげ）」という地区は、海にそそぐ数多くの

も聞こえてくる

水路（河）があり、これが惨事を大きくしました。野原

音に緊張感が増

にポツンと建つ老人施設の残骸が、一瞬にして人命を奪

し、誰一人声を出

った津波の通った道を今も残し、刃物で切り裂いたかの

す人もいません。

様なカーテンが風に揺れている様に、涙を止めることの

しかし国が許容

できなくなりました。

量（0.03～1.00μ
Ｓv／h）を設定し

背の伸びた雑草
以外、何もない野

国道脇に野積みされたフレコンバック

老人ホームの個室の跡

ていたにもかか

原が居住不可地域

わらず 20μＳv／h に引き上げたためか、道路作業員も

として延々と続き、

車で往来する人も何の防護なしの有様。慣れか・・。

3 年間の「復興」

道路沿いの農家や畑の敷地に、黒い大袋の山が累々と

に名を借りた国の

見えだし、何キロも続く様子に目を見張りました。大袋

施策の甘さとうそ

の上部を被うぶ厚いビニールを通しても高度の線量が計

への怒りを抑える

測されて、生きている人々の命までをも無視する国、日

ことができません

本の怖さと絶望感で、息苦しいことでした。
許可証なしには入出できない町へ。線量は旭川の 155

でした。
エマオでは“祈り”を大切にしていて、私たちと共に
祈ったあの時間は忘れる事が出来ません。
えつや

片岡謁也牧師

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 日目、高速東北自動車

では息づかいが聞
こえ、生活があった。
止した町。空だけが

会津若松へ。途中有名な磐

美しくて。

も放射能汚染が・・と眺め
た。若松栄町教会で牧師片
岡謁也氏の出迎えを受け、
現状―地震と原発による被害―説明がありました。
初めて目にする町の各部に置かれている放射線測定器
公のモニタリングポスト

町々と余りにも似合わ

通行許可証

そのままにして、静

道を 170 キロ南下し、福島
梯山が見え、この高い山に

にこの穏やかで静かな

倍。人も音もない町々。すべてが止まった町。一瞬前ま

遠くに原発施設
が見えました。
衝撃的な生（なま）
のツアーでした。多
くの重い課題を背
負って帰りました
が、私の求めて来た学びのあったことを感謝をもって受
け止めています。

ない物件、とても怖い

原発の危険を知りつつ、福島での責任を取らない国、

事が起こっているのを

国は他国を守っても国民を守らない、美辞麗句を並べて

思わざるを得なかった

過疎、貧困の地域に付け込んで原発を廃止しようとしな

のです。時間を惜しん

い国日本に、怒りと絶望を感じます。沖縄の問題、集団

で、原発の事故、放射

的自衛権の問題も然りです。生ある限り見守り、自分の

能の流出、二次被害の

問題として共有すること、祈り、目を覚まし続けていな

事等の実態と報告、現状と人々の不安、特に小さい子を

ければならないと思います。

持つ母親の苦悩が、苦しさが証言として語られました。
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北海教区
各地区の働き

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2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)

6 月 21 日(日)午後 3 時より、春採教会（釧路）
にて、衛藤満彦先生をお迎えしての就任式が執り
行われました。
他地区でも就任式が重なったため、
地区外からの出席は僅かでしたが、広大な道東地
区のすべての教会から集い、祝福に満ちた時とな
りました。
日向恭司教区幹事の司式によって執り行われた
就任式では、地域に出て行って宣教することの大
切さが語られ、主の招きの内に、堅く誓約が結ば
れました。
園庭で出席者全員の記念写真を撮った後には、
幼稚園ホールでの祝会。笑顔の内に、歓談される、
和やかな交わりの時でした。一つ一つの地域教会
は、異なる個性を与えられ、キリストの一つの体
の異なる部分を担っています。手と足では役割は
異なるわけですが、互いの賜物を尊重し、共に頭
なるキリストに仕えるところに、一致が生まれま
す。賜物を生かし合う地区形成が、主の確かな導
きの内に、なお一層、推し進められていくことを
願いました。衛藤先生ご夫妻と 3 人のお子さんの
元気な姿と、教会員の皆さんの笑顔が、これから
の春採教会の歩みを象徴しているように感じら
れ、主の祝福に感謝しました。

･･････････････････････････････････
7 月の道東地区教師会の出席は、それぞれの事
情のため、3 名だけでした。元より 5 名しかいま
せんから、時にはこういうこともあります。わた
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しの他、秋山牧師と荒谷主事だけでしたから、会
場を急遽変更し、置戸教会に集いました。
信徒伝道者の荒谷主事を立て、新しい歩みを始
めて 3 年目になる置戸教会。これまでの歩み、与
えられた恵み、今の課題など、じっくりお話を伺
い、分かち合えた貴重な時でした。北光教会、琴
似中央通教会との地区を越えた宣教協力も確かな
実を結んでいます。置戸教会の課題は、地方にあ
る多くの教会が共通して抱えているものであり、
それは、これから切実さを増していくでしょう。
置戸教会のチャレンジが、多くの教会に、これか
らますますの励ましを与え、新たな挑戦を促して
いくことを、期待しています。

札幌地区

板谷良彦(札幌北部教会)

札幌地区でも 2015 年度地区活動がスタートし
ています。また今年度新たに赴任した主任担任教
師就任式が行われています。6 月 21 日には札幌北
光教会にて指方信平牧師・愛子牧師就任式には地
区内を始め、他地区からも 250 人以上の参加があ
り、就任を祝いました。また 7 月 12 日には西札
幌伝道所の丸山澄夫牧師の就任式が聖日礼拝の中
で行われましたが、地区内の 10 近くの教会の信
徒が集まり礼拝を共にし、
就任をお祝いしました。
それぞれの教会の上に益々主の祝福とお働きをお
祈りいたします。
･･････････････････････････････････
6 月 26 日には多くの子どもたちが集まり、あそ
ばナイトを札幌北光教会にて 1 泊で実施しました。
あそばナイトは回を重ねるごとに参加者が増えて
います。
3 つの委員会、礼拝と学び委員会・宣教と交わ
り委員会・いのちと平和委員会もそれぞれの委員
会の回数を重ねプログラムを計画中です。礼拝と
学び委員会は 11 月の予定の信徒講座と新年礼拝
について、宣教と交わり委員会は、地区交換講壇
や礼拝交流について、いのちと平和委員会は 10
月 3 日に行う予定の社会問題学習会として沖縄・
辺野古のドキュメンタリー映画『戦場の止ぬ（い
くさばぬどぅどぅみ）』の上映会を計画中です。

また、今年度特設委員会として発足した地区将
来検討委員会の会議も始まり、札幌地区の将来の
在り方・教区の中の札幌地区の位置づけについて
話し合われています。
秋にはそれぞれの委員会の集会が開かれます。
地区内の方の多くの出席できるように委員の皆さ
んは一生懸命計画しています。ぜひご出席くださ
いますようお願いいたします。
･･････････････････････････････････
6 月初旬には教区東日本大震災支援委員会主催
の東北スタディツアーにも札幌地区のメンバーも
参加し、学びと交わりを深めてきました。
それぞれの教会には課題は多いですが、祈り、
連帯しながら地区の交わりを深めていきたいと願
っています。

道北地区

韓守賢（旭川豊岡教会）

2015 年度の道北地区活動は「道北地区第四次長
期宣教計画」
（2014 年 4 月〜2024 年 3 月）の具
体化を意識しつつ始まりました。
「1．顔と顔を合
わせよう 〜地区内教会・伝道所の交流と研修で
信徒が元気になる」
「2．つながろう 〜孤立せず
に宣教をになう」
「3．共に働こう 〜礼拝応援と
宣教協力で各教会・ 伝道所の宣教力をつよめる」
。
三つの「方針と活動」です。
･･････････････････････････････････
5 月 31 日（日）
、和
寒伝道所開設 60 周年
感謝記念礼拝。道北地
区内外から、教区四役
を含め 78 名もの方が
一つところに集い、感
謝の祈りを捧げました。稚内教会からは 6 名の方
が主日礼拝後、往復 6 時間もかけて駆けつけてく
ださったのです！ 2010 年に無牧師となった時は
存続が危ぶまれた和寒伝道所。今、新たな交わり
を生み出しています。

7 月 26 日（日）〜27 日（月）
、旭川三教会合同

ＣＳ夏季キャンプ（会場：旭川豊岡教会、ひまわ
り幼稚園）
。互いの存在を喜び合う 30 名の子ども
たち。彼らを温かく見守り支える大人たち。ここ
にも「1．顔と顔を合わせよう」という方針の具
体化があります。
8 月 3 日（月）〜6 日（木）、福島からの親子を
受け容れる短期保養プログラムのお手伝いを、道
北地区として行いました。参加者に少しでもリラ
ックスして楽しんでほしいという気持ちで、喜び
を持って働かれた信徒の方たち。
8 月 23 日（日）、恒例の美馬牛福音伝道所合同
礼拝、ジンギスカン愛餐会。10 月 8 日（木）、
「旭
川で一日修養会」
（主に、道北地区集会や年頭修養
会に参加できない方たちが、教会を越えて交われ
る場を作り出したいと願っています）。10 月 31
日（土）、
ウィットマー宣教師ご夫妻への感謝会
（会
場：名寄よろーな）
。11 月 22 日（日）〜23 日（月、
休）
、道北地区集会（地区活動の中心として毎年、
大切に続けていきます）
。
･･････････････････････････････････
この他にも、様々な計画があります。隣の教会
の掃除をしたり、草刈りをしたり、もちろん、献
金も。何よりも、まず出会い、関心を持つこと。
やはり実際に出会い、話してみると、相手のこと
がより親身に感じられます。
理解するから信じられるのか、信じるから理解
できるのか。きっと、どちらも本当のことなので
しょう。道北地区という交わり、働きが、一人ひ
とりの信仰を強め、
支えるものになりますように。

後志地区

平

宏史(岩内教会)

第 2 回地区教師会が 7 月 7 日(火)午後 4 時より、
地区委員会が同午後 6 時半より、いずれも小樽教
会で開催されました。議事録から抜粋して報告い
たします。
◇各部・各会の活動計画および報告
Ａ）中高生（イサクの）会
8 月 6 日から 12 日に行われる北海教区青少年夏
期キャンプに地区としての参加も呼び掛ける。ス
タッフとして小西陽祐牧師と小西真理子さんが参
加されます。
Ｂ）社会委員会
6 月 30 日（火）午後 5 時 10 分～6 時 10 分小
樽シオン教会にて小樽市内牧師会を小樽平和集会
準備会として実施し、後志地区から 4 名出席しま
した。準備会の決定内容は以下の通りです。
8 月に小樽市内牧師会と協力して「小樽平和集
会」を開催する。
・集会開催日 8 月 15 日（土）午後 2 時から 4 時
・会場 カトリッ小樽教会住ノ江聖堂
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・講師：森下辰衛氏 三浦綾子記念館のスタッフ
・テーマ：
「三浦綾子著『銃口』は現代に何を語る
か」
（仮題）70 分程度を予定
Ｃ)教師会 7 月 7 日（火）午後 4 時から 5 時 30 分。
・学びと分かち合い：葬儀について（説教について）。
・余市高校の礼拝協力について確認しました。
6 月は榮牧師が起工式により協力できなくなり、
小西陽祐牧師が代行しました。
Ｄ）神愛園奉仕 毎月第 3 金曜日に実施していま
す。奉仕者を新規に募集中です。
Ｅ）奏楽者の学びの会
第 1 回 5 月 23 日（土）
、第 2 回 7 月 4 日（土）午
後 1 時～5 時実施。参加者：第 1 回：小樽公園通
教会より 2 名、手宮教会より 2 名、計 4 名
第 2 回：小樽公園通教会より 2 名、手宮教会より
3 名、岩内教会より 2 名（新規）計 7 名。各教会
の礼拝に合わせた指導を受けて、良い学び合いが
できています。
Ｆ）信徒大会
・担当教会 岩内教会（毎年地区委員長の教会が
担当しています）
・テーマ：
「教会にみんなの居場所がありますか？」
6 月 7 日（日）午後 2 時から 4 時。余市教会・幼
稚園ホールにて。ワークショップを通して、楽し
く学べる信徒大会でした。
・参加者 おとな 45 名、こども 1 名
岩内教会 4 名、小樽聖十字教会 15 名、小樽教会 4
名、小樽公園通教会 3 名、手宮教会 3 名、余市教
会7名
北海教区性差別問題担当委員会のキャラバンとし
て全面協力を頂きました。
・集会の感想は以下の通りです。各教会でその後
に展開をできる内容であった。大変面白く、楽しく参
加できたという感想が多かった。ワークショップに慣れ
ない人は、始まりで不安があったようだ。
今後への希望：子どもの信徒大会を地区で同時開
催するなど出来るとよいと考えた。
Ｇ）教会・伝道所・関係学校
・小樽公園通教会 ：白﨑智之牧師就任式 6 月
28 日 司式 北海教区副議長 原 和人牧師
100 名以上の出席者があり、教会員一同励まされ、
これからの宣教活動に勇気を与えられました。
・小樽聖十字教会：会堂借入れ返済（銀行及び北
海教区）の 2014 年度分は、地区内の諸教会及び
個人の方々からの絶大なお支えのお陰で無事に返
済することができました。感謝。完済まで道のり
はまだ半分ですが、主の導きを信じつつ一同前進
しています（継続）
。
・手宮教会：6 月に工事契約が整い、29 日（月）
北海道キリスト教学園、認定こども園手宮幼稚園
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の移転建築のための起工式が実施されました。園
児の全員がスコップを持って、エイエイと掛け声
をかけ砂山にくわ入れをしました。司式は平宏史
牧師（学園理事長）
。

苫小牧地区

石川宣道(室蘭知利別教会)

「地区信徒大会報告」
7 月 20 日（月・海の日）
に、第 42 回苫小牧地区信
徒大会が開催されました。
「この町で主を賛美する」
をテーマに、壮瞥町のフジ
モリ果樹園を会場とし、こ
ども 20 名、おとな 73 名が
参加しました。午前は、開
会礼拝の後にさくらんぼ狩りをし、
それを通して、
こどもとおとな、各教会ごとの交流が深められま
した。昼食は、グループ分けをしてジンギスカン
を行いました。午後は、
教会の在る町の紹介を
各教会の方々に発表し
てもらい、またそれぞ
れの町についてのクイ
ズも行い、それぞれの
地域についての理解を
互いに深めました。また、音楽演奏による賛美集
会を行い、賛美に耳を傾けると共に、歌ったり踊
ったりすることによって、皆が参加する賛美集会
となりました。参加者一人一人の賜物をあらため
て知り、その豊かさを分かち合う信徒大会となり
ました。 （塩谷真澄）
･･････････････････････････････････
「教育部ディキャンプ報告」
2015 年 7 月 27 日（月）
、地区教育部主催の「デ
ィキャンプ」を行いました。テーマ「なつはあつ
いぞ！」のもと、こども 24 名・大人 14 名、合計
38 名の参加があり、大自然の中にある「ふぉれす
と鉱山」で元気いっぱい遊ぶことができました。
数日前から雨が続きお天気を心配しましたが、
晴天に恵まれ、神さまの創られた大自然の素晴ら
しさに触れ、多くのお友達と出会い、共にすてき
な時間を過ごせ恵みのひと時でした。
参加者（石川いつく・室蘭知利別教会・小 5）
が書いた日記をご紹介し、報告に変えさせていた
だきます。
（石川まなか）
★「教会のディキャンプのこと」★
昨日、教会のディキャンプがありました。これ
は、いろいろな所から人が来るんですが、室蘭か
らは修史くんと、4 年生の山本ゆまさんと、2 年

生の山本こうのすけくんが来ました。
やったのは、川遊びと、
プラバン作りと、マシュマ
ロを焼いて食べることをし
ました。
一番楽しかった川遊びに
ついて教えます。川には、
ゲームで入っていきました。ゲームとは、じゃん
けんのことです。ぼくがまず初めにやったのは、
川に飛び込むことをしました。ほかにもやること
はありましたが、ぼくがやったのは、ジャンプ台
までちょっと泳ぐのと、飛びこむだけの 2 個しか
やりませんでした。楽しか
ったのでまたやりたいです。

道南地区

松本紳一郎(函館教会)

【地区交換講壇】
6 月 28 日（日）
に地区交換講壇
が行われました。
珍しく天候不順
で、所によって
はかなり強い雨
でしたが、無事
に全教会で礼拝をささげ、良い交わりが与えられ
ました。
･･････････････････････････････････
【こどもの教会合同夏季キャンプ】
7 月 30 日（木）～31 日（金）
、このところ恒例
となった道立森少年自然の家（ネイパル森）にて
行われました。ことしは、石橋隆広牧師・石橋香
代子牧師を中心に地区教育委員（小泉庸子（函館
千歳）
、河合ゆき江）の皆さんの周到な用意のもと
に 5 教会から、幼児 3 名、小学生 8 名、中学生 4
名、高校生 1 名、大人 16 名の合計 32 名が参加し
ました。
テーマは「お友だちの話
を聞こう」
、主題聖句は「互
いに愛し合いなさい」
（ヨハ
ネ 13:34）です。心を開い
て安心して話してもらうためには、どういう聞き
方を心がけたらよいか、ロールプレイの台本も用
意されて、石橋香代子先生の指導を受ける間に、
異なる教会からの参加者も
すっかり打ち解けて、一緒
にゲームをしたり、遊んだ
りできるようになりました。
食事は、施設のきれいな
緑の草原の上でバーベキュ
ー。入浴後は花火を楽しみました。二日目のロー

ルプレイでは相手の気持ちを考えたコミュニケー
ションを心がけることを学びました。教えていた
だいたことを学校や教会で試してみたら、きっと
良い友だち関係が増えることでしょう。工作タイ
ムでは、小泉庸子さんの指導で牛乳パックを材料
に、小さな花かごを作りました。パッチワーク風
に張り合わせた布切れに、自ずからそれぞれの個
性が現われる楽しい時間となりました。
･･････････････････････････････････
函館千歳教会に 8 月より赴任した、柴田もゆる
牧師の牧師就任式が 8 月 23 日（日）午後 3 時か
ら、久世そらち北海教区総会議長の司式により行
われました。
････････････
【「秋の集い」の予定】
11 月 3 日（火・祝）午前 10 時～午後 3 時、函館
千歳教会で行われます。講師は森里信生牧師（在
日本南プレスビテリアンミッション大阪教会牧師、
淀川キリスト教病院チャプレン）
、主題は「礼拝の
喜びに生かされる」です。

石狩空知地区

木村拓己(美唄教会)

今回は中高青年会と教会学校合同夏期キャンプ
についてお伝えします。
① 中高青年会（7 月 5 日）
岩見沢教会を会場として、中高生 3 名、大人 4
名、乳幼児 2 名が集い、人が入れる巨大シャボン
玉作りを行いました。市販でなく液から自作しま
したが、風の影響や液の出来具合の関係で、人は
入ることはできませんでした…残念！そのあとは
タコ焼きパーティーを楽しみました。
中高青年会の活動は種火状態でしたが、彼女た
ちの一つの居場所となることを望みつつ、また他
地区の活動に倣いつつ、今後の活動を共に考えて
いきます。
････････････････････････
② 教会学校合同夏期キャ
ンプ（8 月 3 日〜4 日）
中高生のリードのもと、巨
大シャボン玉作りを行いま
した。出席者が減少傾向に
ある中で、小さな子をお兄さ
ん・お姉さんが育てるような、
微笑ましい関係を築きながら
無事に終えることができまし
た。夜な夜な地区の信徒・牧
師の交わりも大切にしつつ、
大人も子どもも地区のつなが
りを大切にしていきたいと願
っています。
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札 幌 北 光 教 会員

「フォースの共にあらんことを ･･･」

南部一朗

などありませんでしたから、自分の目にその
ときに焼き付けるしかなかったのです。
「スターウォーズ」は「宇宙戦争」
・・・確

おなじみのファンファーレと共に
「HOKKO CHURCH VIDEO」のオープニ

かに「戦い」が映画の中心ではありますが、
その底辺に流れるストーリーの太さ、見えな

ングタイトルで始まった「指方牧師就任式」

い力である「フォース」に導かれる登場人

祝会のビデオ。当日、ご覧いただいた方もい

物たち、特に悪役といわれる「ダースベイ

るかもしれませんが、まさに映画「スター

ダー」
の生き様はすさまじいものがあります。

ウォーズ」のパロディで、タイトルも “A

スターウォーズが大好きだという T 牧師は、

NEW HOPE”( 新たなる希望 ) としました。

「フォースは聖霊のひとつの形です。
」とおっ

前主任牧師が東京の教会に招聘されて、希望

しゃっていましたが、悪の権化ともいえる

を失いかけていた教会員にとっての「指方牧

「ダースベイダー」にも最期は救いが訪れる

師ご一家」は、本当に「新たなる希望」であ

というストーリーは、ある意味、キリスト教

りました。北光教会名物となりつつある、祝

的なのかも・・・と一人納得してしまいます。

会でのビデオ上映ですが、今回は「新たなる
希望」をテーマに、私は大好きな「スター
ウォーズ」で作ろうと決めていました。

もともと全９作の予定だったこのシリー
ズ。
「６作で終了！」
と言ったプロデューサー

私と映画「スターウォーズ」との出会いは

のジョージ・ルーカスでしたが、ディズニー

３７年前、大学生の頃でした。大迫力の音楽

プロダクションのおかげで、さらに３作が作

と共にオープニングタイトルが宇宙の彼方に

られることになり、今年１２月に新作が公開

流れ、それに続いて巨大な宇宙船が進んでい

されます。

く映像にショックを受けました。以来、旧３

本当にマニアックな文章になってしまい恐

部作と呼ばれる続編が上映されるたびに、自

縮ですが、まだ、
「スターウォーズ」を観た

分で作ったおにぎりを持ち、映画館に行き、

ことがないという方は、まずは「エピソード

朝の１回目から３回は観ました。１回目はス

４ 新たなる希望」をご覧いただき、壮大な

トーリーを追い、２回目は字幕を読み、３回

宇宙と札幌北光教会に思いをはせてみてはい

目は画面の隅々までを楽しみました。ビデオ

かがでしょうか。
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Divan の ウタ ン ガイ
ウタンガイとは、ブヌン語で挨拶を意味する言葉です

札幌からこんにちは！
台湾基督長老教会

宣教師

ディヴァン・スクルマン

日本農村伝道神学校と台湾玉山神学院の学生の実習交

流活動は 7 月 4 日から 8 月 2 日まで行われました。私は
北海教区（7 月 17 日―22 日）と東北教区（7 月 9 日―
16 日）での活動の通訳の奉仕をしました。今回玉山神学

院から来た学生は女性二人です。一人はブヌン族のピナ・
パララヴィさんです。もう一人はパイワン族のザラィザィ
さんです。

北海道では、アイヌ民族情報センター主事三浦忠雄先

生と石川宣道先生の協力で、学生たちはアイヌ民族との交
流や歴史の勉強、そしてアイヌ民族の現状などを学ぶ機会

が与えられました。日曜日（7 月 19 日）には留萌宮園教
会で礼拝をしました。教会員の方々から暖かい歓迎をして
もらい、美味しい昼食のご馳走をいただきました。北海道

での交流会はそれぞれの多様性があり、良き学びができて、
皆さまのご協力に感謝いたします。

東北では、神学生たちが「東北教区被災者支援センタ

ーエマオ」と会津農村地域と教会（会津坂下教会、山都教
会、いずみ愛泉教会）で実習交流をしました。良き学びが
できて、皆さまのご協力に感謝いたします。私たちは仙台
の被災地のために小さな力でありますが、お手伝いをする
ことができました。神さまに感謝します。

被災された人たちは、外から見ると復興しているよう

です。
しかし心の中の傷はなかなか元に戻らないでしょう。
ボランティアも減ってきます。ある方がこう言いました：

【マザーテレサの言葉「愛の反対は憎しみではなく、無関
心です。
」をしみじみと感じました。そして、多くの人が
私たちの事を忘れてしまいました】と ...。

しかしもう一人の方が私に言いました：「夏になると、

私たちが一つの希望を与えられました。それは、台湾基督
長老教会の青年たちが私たちの事を覚えて、私たちのため
に来てくれました。言葉が通じないけれど、皆さんの努力

の姿を見て、感動をしました。本当に感謝します。」台湾

長老教会では震災から毎年 7 月から 8 月まで、ボランテ
ィアを送り続けています。

マザーテレサは「私たちは、大きなことはできません。

小さなことを大きな愛をもって行うだけです」と言いまし
た。皆さん、3.11 被災された人たちのために、ずっと側
にいて元気と力が湧き出るようにと祈りましょう。そして
彼らたちを忘れないようにね。
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ホレンコの目的は
北海道のクリスチャンの協力で
まだキリストを知らない人たちに
マスコミで
福音を伝え
その人たちがキリストを受け入れ
信仰のまじわりに
入るように働くことです。

ホレンコ

「御言葉を宣べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。
」
新共同訳聖書テモテへの手紙第二４章２節

北海道マスコミ伝道センター（Hokkaido Radio Evangelism And Mass
Communication の頭文字を並べて、Ｈoremco〈ホレンコ〉と呼んでいます。
事務所はクリスチャンセンター３階で、事務長外２名のスタッフで運営しています。
１９５４年エバン・アダムス宣教師が広大な北海道での福音放送伝道を志し、１９５９年米国カリフォ
ルニア・アリゾナ両州のメソジスト教会などから援助を受け、（財）基督教視聴覚センター北海道支部と
して発足、故定家都志男牧師を中心に各教会の祈りと奉仕により放送伝道が始められました。
１９７９年米国からの援助が終了し、１９８０年道内の諸教派の教会・団体から推薦された牧師・信徒
による超教派の幹事１９名で自主運営が行われています。高額な電波料・機関誌「ホレンコの友」・運営
費等は全て教会・信徒による尊い維持献金により支えられています。
現在まで５６年間福音放送が守られ続けられていることは神様の御業です。
ホレンコ放送のスタート時は、HBC ラジオで毎日、朝と夜各 5 分間放送、STV テレビでの放映も週 3
回故三浦綾子さんのご出演で行っておりました。番組は道内の牧師・信徒が出演され、各教会からの関心
も強く高視聴率でした。創立以来一日も欠かさず継続されてきた放送でしたが、バブル崩壊後、財政難か
ら放送時間の短縮を余儀なくされ、
現在は HBC ラジオ日曜日午前 6 時 35 分～6 時 50 分「喜びへの扉」
と FM ラジオカロスサッポロと FM ドラマシティの「光の泉」を放送しています。
広い北海道には教会が無い地域が多々あり、また病気など様々な都合で教会に通えない人々が沢山いま
す。北海道のクリスチャンの協力でまだキリストを知らない人たちにラジオで福音を伝え、その人たちが
キリストを受け入れ信仰の交わりに入るように、折りが良くても悪くても電波を通して福音の種まきをす
る。ホレンコの使命は、宗教や教派を選ばず電波を通して全ての人に福音を届けることです。
福音放送を聞いた多くの方が聖霊の働きにより救われ、牧師・伝道師としてご活躍されています。
ホレンコの働きのために更なるお祈りと献金を頂ければ幸いです。

＊ＨＢＣラジオ （札幌 1287Khz）

日曜日午前 6：35～6：50

＊ＦＭラジオカロス（札幌 78.1Mhz） 日曜日午前 8：45～9：00
＊ＦＭドラマシティ（札幌 77.6Mhz）
＊テレフォンメッセージ
＊通信講座

土曜日午後 4：45～5：00

０１１－７３６－０１０５

１２講終了：１講につき２００円（送料込み）

＊Ｅメールアドレス：horemco@horemco.jp
＊ホームページアドレス：http://www.horemco.jp/

＊ホレンコ業務：月曜日～木曜日(9:30～16:30)
０１１－７３６－０１０４
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ご会葬品
★ホレンコロイズコーヒー：
500 円・800 円・1.000 円
★札幌市内お届けします。
近郊は発送にてお届けします。
★お電話で直接ご注文下さい。
＊011-736-0104（ホレンコ）
＊011-512-0439（ロイズコーヒーユニオン株）
★ご利用頂くと売上げの 15％がホレンコに
献金となり、放送のために用いられます。

是非ご用命ください

今夏関西に帰省しました。クーラーなし
には生きられない体だったはずが、すっか
りクーラーに体力を奪われる体になりまし
た。やっぱ北海道最高や！しかし北海道も
だんだん熱くなっています。どんぐりが見
られる秋を心待ちにする今日この頃です。
（T・K）
４月から教区の委員会組織が更新されま
した。前号から、新しい体制で編集作業を
進めています。
まだまだリズムがつかみきれず、委員会
内での試行錯誤はもう少し続きそうです
が、なるべく見やすい紙面で、なるべくわ
かりやすい言葉で、読んでためになる内容

で、目と頭と心に優しい通信になるように
願っています。 （K・H）

北海教区通信をお読みになっての
ご意見ご感想などをお寄せください
広報委員
三浦きょうこ （七飯教会・委員長）
木村拓己

（美唄教会・書記）

亀岡

（島松伝道所）

徹

倉本真理

（札幌富丘伝道所）

阪口

孝

（倶知安伝道所）

高橋雅之

（札幌北光教会）

難波真実

（士別教会）

丸山澄夫

（西札幌伝道所）
（十二使徒教会）

まんが
塩谷真澄

（洞爺湖教会）

レイアウト協力
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(北海教区広報委員会メール)

北海教区公式サイト
ご活用下さい

http://www.hokkai-net.jp

表紙の絵
枝元威郎

koho-edit@hokkai-net.jp

髙濱梨紗

（札幌北光教会）

日向恭司

（北海教区幹事）

