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「さまざまな戦い」
わたし達の周辺には、
「戦い」が渦巻いて

チャンドラーは、日本の作家で考えると狐

います。生まれたばかりの嬰児が、この世界

狸庵先生・遠藤周作と似たような立ち位置の

の空気を吸って、未知の世界を生きるために

人物である、と言われる。なぜか？

戦っています。青年達は理念のために戦う、
あるいは、自分自身のより良い世界に足を踏

一つには、幅広い層の人々に読まれ、愛さ

み入れようとして戦う。成人すると大事なも

れている。いまひとつには、在世中から、大

のを守るために戦う。

学生の論文の対象になっていた。

「父さんはな、お前たち１０人の子どもを育
てるために一生懸命働いた。
そうでなければ、
こんなに働かなくて良かっただろう。
」

新約の伝道者パウロは、この「戦い」とい
う語を良く用いている。
フィリピ 1 章 30 節、
Ⅰテモテ 6 章 12 節
「信
仰の戦いを戦い抜き」ではアゴーン。これは

これも立派な戦いだ。

Ⅱテサロニケ 4 章 7 節と同じく競技におけ
『タフで（強く）なけりゃあ生きられない、
優しくなけりゃあ生きる値打ちがない。
』

る闘争をさしている。フィリピ 1 章 18 節で
はステラテイア。此方は戦いにおける闘争を
言うようです。

アメリカのハードボイルド作家、レイモン
ド・チャンドラーが、
作中のタフガイ探偵フィ

Ⅰテモテ 6 章 5 節ではディアパラトリ

リップ・マーロウに語らせる決め台詞。自分

ベー。ある聖書学者は、
「無益にして激しき

の生き方を貫くために戦う主人公。

争論をさす複合詞」と解説しました。

フィリピの信徒への手紙

２章 ４節（口語訳）

おのおの、自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。
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持田 行人（厚別教会）
いわゆる宗教家は、必然的に自分こそ正し

私は、あの瞬間の会場にいた代表団・関係

いことを主張する。自己絶対の主張だ。そこ

者がどのような態度を示すか注目していた。

では、平和を説きながら現実にはディアパラ

ライバル都市の関係者たちは、がっくり。日

トリベー。

本人達をうらやましそうに眺める。
日本人は、やったー、バンザーイ、喜び一

ここで求められるのは、愛だ。

色。頑張ったのだから当然だろう、と理解。
ドイツの哲学者カール・ヤスパースは、
リー

しかし、その直前の最終アピールで「お・も・

ベンダー カンプ『愛しながらの戦い』 と

て・な・し」でお迎えする、と訴えた。

言った。
意見の異なる相手と論議する時にも、

そうであれば、この場面は、敗れた都市に対

愛しながら戦うことを教えた。

する配慮があってよかったのではないだろう
か。
「おもてなし」とは、他の人の心を思い

面白い闘いもあった。2020 年五輪開催地

やること、配慮することだと思う。あの時、
他の人の心への配慮は皆無であった。少しで

をめぐる戦いだ。すでに決着がついた。

も感謝が示されたら、と思わざるを得ない。
総理大臣が約束し、おもてなし、が披露さ
れて、日本が会場国となった。正確には東京

『２０２０年・東京』は、暗雲に包まれた

が開催地と決定した。この瞬間、日本中が歓

出足となった。自分との戦いに敗れていた。

喜に沸いた。言い過ぎかな。冷めている人た

札幌市が、誘致に動いているようだが、同じ

ちが居たことは確かなように感じる。

轍を踏むことのないよう願う。

[ 教会案内 ]

あつべつ

厚別教会 （札幌地区）

主日礼拝
午前 10 時 30 分
教会学校礼拝 午前 10 時 10 分
関係施設
ひばりヶ丘明星幼稚園
最寄駅

JR 千歳線新札幌駅、地下鉄東西線ひばりヶ丘駅
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特 集

平和を願うクリスマス

はじめに

「教科書問題」
と関わって歩みました。２００１年、
「新
しい歴史教科書をつくる会」
（以下「つくる会」
）主導

何という時代になってしまったのだろう。クリスマ

で作られた歴史・公民の教科書（扶桑社）が、中学校

スも近いというのにそんな思いにさせられています。

教科書採択の場に初めて登場したのが、取り組みの
きっかけでした。

２０１５年９月１９日、政府は、前年７月に閣議決
定した集団的自衛権行使容認という不法行為を前提

この教科書の内容は、これまでの歴史教育を「自虐

に、
「安全保障関連法案」を参議院の強行採決によっ

的」と批判して歴史歪曲を行い、自国中心主義、戦争

て成立させました。

美化、
改憲推進を基調とし、
「戦後レジームからの脱却」
を標榜する安倍内閣と軌を一にするものです。

これは、適正手続きを経ることなく事実上の改憲に

実際、安倍晋三氏は首相になる前から、この教科書

等しい憲法解釈の変更を行い、それを国会の決議に

の採択推進運動の陣頭指揮に当たっていました。安倍

よって追認させて「法整備」の名の下に既成事実化す

内閣が目指す「戦争のできる国作り」において、法体

るという、暴挙に暴挙を重ねる所業です。いわば政権

系だけでなく、教育によって戦争に動員できる人間を

自らの手によるクーデターだとわたしは感じていま

育てることが重要だからです。現在は、２００７年に

す。政府は、集団的自衛権の行使は極めて限定的だと

「つくる会」の内紛によって分裂してできた「日本教

強弁していますが、このように乱暴な方法で事をなそ

育再生機構」
（名称が安倍政権のもとに作られている

うとする人々の言うことなど、信用できるはずもあり

教育再生実行会議と名前が酷似しており、理事長の八

ません。

木秀次氏はこの１０月まで実行会議のメンバーであっ
た）主導の育鵬社版と「つくる会」主導の自由社版が

思えば、安倍政権下の２０１３年１２月には特定秘
密保護法の成立、
第１次政権の時には防衛「庁」の「省」
への昇格、教育基本法の改正と、安倍首相の言う「戦
後レジームからの脱却」路線を突き進んできているこ
とになります。それは新しい秩序のモデルではなく、

存在します。

市民グループ発足へ
このような教科書が教育現場で使われることのない

古い秩序への回帰とでも言うべきものです。
「脱却す

ように願い、
「教科書問題を考える市民ネットワーク・

べき」とされているのは、主権は国民にある、武力に

ひろしま」
（以下、
「教科書ネット」
）というグループ

よらない平和の構築を目指す、個人の権利を確立する

を立ち上げて、活動し始めたわけです。

といった、戦争への反省から生み出された日本国憲法
の理念でしょう。それらから「脱却」して、国家機構
にこそ主権があり、
国益のためには武力行使も辞さず、

く、採択期が巡ってくるごとに採択に関わる動向を分

個人の権利よりも国家への義務を重視するという、歴

析するため情報公開請求を行い、広島県教育委員会が

史を逆行するあり方が指向されているのです。

部分開示として墨塗資料を出してきたときには不服申

「教科書問題」との関わり
さて、
わたしは前任地（広島県廿日市市）にいる間、
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日常的にこれらの教科書の危険性を訴えるだけでな

し立てをし、教育委員会に怪しい動きがあると住民監
査請求をしたり（住民監査請求をしてしまうと裁判ま
でしなければならないと考える人が多いようですが、
請求が退けられた時点で引けば大事にはなりません。

～これまでの歩みに、これからを重ねて～
柴田もゆる（函館千歳教会牧師）

それなりの問題提起にはなり、また、行政への一定

が、その項目が育鵬社に有利になるように組み立てら

の圧力として機能します。書面の準備など少々面倒で

れていることが分かりました。また、呉市はかつて

すが、おすすめの方法です）
、様々な取り組みをしま

海軍鎮守府が置かれ、軍港として発展した町であり、

した。それが奏功したのかどうか分かりませんが、幸

かの戦艦大和を建造した造船所も存在します。
「大和

い広島県内の採択区では問題の教科書は不採択続きで

ミュージアム」
（呉海事科学館）
や
「てつのくじら館」
（海

した。ところが２０１１年の採択において、呉市、尾

上自衛隊呉資料館）などが観光資源として喧伝されて

道市で育鵬社の歴史（呉）
、公民（呉、尾道）教科書

いるといった状況があります。こうした呉市の状況が

が採択される事態となりました（尾道市は２０１５年

このような採択を後押ししていることなどが推測でき

の採択では不採択となりました）
。

ます。

教科書採択の仕組みと事例

「第六潜水艇」に見る問題意識

公立学校における教科書採択の仕組みは、①調査員

このような流れの中で、２０１３年春、
「教科書ネッ

による全教科書の調査研究 調査研究報告書の作成

ト」が毎年卒業式・入学式シーズンに開設している毎

（この段階では順位付け・絞り込みは行われていない）
、

年設置している「
『日の丸・君が代』何でも相談ホッ

②選定委員会で審議し、数ある教科書の中からこれが

トライン」に１通の投稿がありました。それは呉市に

いいと選定し、教育員会に答申（順位付け・絞り込み

住む小学生の保護者からで、子どもの通う小学校の６

が行われたものが答申される）
、③教育委員会の会議

年生児童が、呉市の鯛の宮神社で行われている「第六

で選定された答申を受けて審議し、どれにするかを決

潜水艇殉難追悼式」に学校行事として参列させられて

定し、採択するという手順を踏み、専門家である調査

おり、やがて我が子もそうなるのではないかという不

員の調査結果が尊重されるというのが一般的です。

安混じりの相談がその内容でした。

尾道市の採択は、①②を経て③の段階で教育長以下

第六潜水艇は、初の国産潜水艇として１９０６年に

教育委員会事務局が別の教科書を推していたのに、教

呉に配備され、１９１０年４月１５日に岩国沖での訓

育委員長が強引な議事運営を行い、育鵬社採択に至る

練中に事故を起こし、佐久間艇長以下乗組員１４名が

というものでした。

全員死亡しました。事故に際して佐久間艇長が残した
遺書は、
「小官ノ不注意ニヨリ陛下ノ艇ヲ沈メ部下ヲ

られた調査項目に基づいて調査員が調査するわけです

ｍの石造

これは初めてのケースでした。調べてみると、定め

12.3

15

日には毎年この慰霊塔の

ていたということです。

月

査の段階から育鵬社が採択されるデータが挙がってき

事故の起きた

んで育鵬社が採択されたのです。つまり、調査員の調
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第六潜水艇殉難者慰霊之碑

した。一方、呉市の採択は、見事に①②③の手順を踏

前で追悼式が行われている︒高さ

票」で扶桑社や育鵬社を選んでしまうケースがありま

円 塔 形 で︑ 正 面 下 部 に 潜 水 艇 の ス ク リ ュ ー

わらず知事などの息のかかった委員たちが「お好み投

が安置されている︒

これまでにも愛媛県や東京都など、①②の結果に関
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特集「平和を願うクリスマス」

殺ス誠ニ申譯無シ」という書き出しで始まり、事故の

通気口から浸水し始めました。緊急に通気筒のバルブ

状況を詳細に記したもので、戦前の修身教科書に取り

を閉めようとしましたが故障があって間に合わず、沈

上げられていること、さらに育鵬社が道徳教科化を見

没してしまったのです。

据えてパイロット版として出版した『１３歳からの道
徳教科書』にも「佐久間艇長の遺書」という標題で取

事故後に設けられた事故査問委員会の報告には「訓

り上げられていることから、
「教科書ネット」として

令ノ範囲ヲ逸シタルモノニシテ若シ生存スルモノトセ

もこの問題と取り組むことになりました。

ハ其ノ責任ヲ免レサルモノト認ム」とあります。訓令
に背いて無理な訓練行動をしたことが事故の原因だっ

毎年行われている追悼式（主催：呉海上自衛隊後援
会・第六潜水艇顕彰保存会）は、追悼文、小学生の作
文、佐久間艇長の遺書などが読み上げられ、儀仗隊が
空砲を放って敬礼するなど、顕彰が前面に出たものと

たというわけです。

改竄された史実が教育現場に

なっており、近年、近隣の小学校の６年生児童が正規

当時の新聞報道では、
「佐久間艇長は司令塔に在り

の学校行事として参列するようになりました。しかも

て厳然たる様生けるが如く最期迄其長官たる職を全

教室での学習も行われているのです。

（まっと）うせしを知られ舵手はハンドルを把（と）
りたる儘（まま）瞑目し長谷川中尉以下何（いず）れ

宮司が登場したりはしないものの、追悼碑が設置さ

も各其任所に在りて一糸乱れざる様にて最期を遂げ居

れている神社境内で式は行われており、政教分離の観

れるは如何に軍人の本分とは云え死する迄其職務に忠

点からも問題を感じますが、それ以上に戦争や軍隊に

実なりし有様を見れば万感胸に迫りて思はず涙を催さ

関わる追悼式に小学生が動員されている事実に恐ろし

しむ…」
（１９１０年４月１９日付中国新聞）と「感

さを感じます。そして、調べていくうちに顕彰されて

動的」に伝えられました。

いる内容自体が虚構に満ちており、それがあたかも史
実であるかのように子どもたちに教えられていること
に気づかされました。

しかし乗組員の遺体は、無理もないことですが、死
後硬直した状態で横たわっており、この新聞記事はか
なり誇張された創作であることが分かります。事故後
間もなくから、
軍国美談として史実の改竄がが行われ、
それが教科書等にも収録され、戦意高揚、忠君愛国の
教材として用いられてきたのです。
２０１３年度の「追悼式」では、
「人のために行動
することの大切さや最後まで責任を持って仕事をする
尊さを学んだ」と小学６年生の作文が朗読されました
が、史実とは異なる誇張された情報に基づく学習がな
され、
それを鵜呑みにさせられていることになります。

初の国産潜水艇であった第六潜水艇は、性能上も大

「追悼式」に子どもたちを参列させることには、虚構

きな問題を抱えており、故障等によるトラブルが相次

を学ぶべき歴史として誤解させ、戦争を美化していく

いでいました。事故が起こったのは徳山、別府方面で

危険な力が働いているのです。この事故の概要につい

の訓練行動に第六艇は参加できず、単独での訓練行動

ては、山本政雄氏の論文『第六潜水艇沈没事故と海軍

に出かけた時のことです。

の対応』
（防衛省防衛研究所紀要，２００５年）がイ
ンターネットでも公開されており、参考になります。

速力を得ようとガソリン半潜航状態（潜水艇は潜航
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する時は電池を動力としますが、速度が遅く電池の耐

北海教区の皆さんに向かって前任地での経験から得

久性も良くなかったため、通気筒を海面に出してガソ

たことを長々と書きました。一つはわたしにまだ北海

リン動力で航行すること。当時の文書にも危険なので

道での経験がほとんど無いことがありますが、それ以

あまりしない方が良いとの記述があります）で航行し

上に、戦争ができる国作りを目指す安保関連法が成立

た時、過度の速度で航行し、潜航深度を誤ったため、

した状況の中で、すでにわたしたちの生活の場にそれ

特集「平和を願うクリスマス」

を補完するような現実が生まれていることをお伝えし

１９４５年、日本は敗戦を経験しました。武力を背
景にアジア・太平洋地域を侵略し、多くの命を奪い、

たかったのです。

これまでの歩みに、これからを重ねて
さて、本稿についてのご依頼は「特集・平和を願う
クリスマス」ということでしたので、クリスマスに関

自国の兵士や市民にも多くの犠牲を強いました。原爆
の被害を受けた広島、長崎をはじめとして主要な都市
は廃墟と化し、人々は戦争の空しさを痛感させられま
した。そのような経験の中から生み出されたのが、平
和主義を掲げた日本国憲法だったと思うのです。

連づけたことを書かねばなりません。取って付けたみ
第９条には「…国権の発動たる戦争と、武力による

たいなんて言わないでくださいね。

威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし
冒頭、
日本国憲法について若干のことを記しました。

ては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するた

日本国憲法の成り立ちを考えるとき、わたしが思い起

め、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国

こすみ言葉があります。イザヤ書１１章１～１０節で

の交戦権は、これを認めない。
」と記されています。

す。今年の聖書日課では降誕節第１主日に割り振られ

アメリカに押しつけられた憲法だという主張もありま

ています。

すが（確かにアメリカも関与しています）
、むしろ敗
戦を通して武力による支配という発想がいかに空しい

この箇所は、イザヤの最晩年の預言だと言われ、前

かを学び取った結果であったと思います。ここには戦

７０１年、ユダ王国の首都エルサレムが当時の超大国

争の時代を貫いていたものとは全く違った世界のモデ

アッシリアに包囲され、滅亡こそ免れたもののアッシ

ルがあります。戦争の放棄と戦力の不保持は、７節に

リアの属国としての苦しみを負わねばならなくなった

ある（熊や獅子も）
「草をはみ」
「干し草を食らう」を

出来事を背景にもつと言われます。イザヤは戦乱に疲

思い起こさせます。たとえ戦争をしたり、武装する力

れ果て、打ちひしがれている民に向かって、切り倒さ

があったとしてもそれをしないという姿です。

れた後に残った切り株（ダビデ王の父の名を冠してい
ます）から芽が出るように、真の平和をもたらす救い

非武装による絶対平和を求める思いは、常に「他国
の攻撃を受けたら？」とか「非現実的」などという攻

主が到来すると告げました。

撃に晒されます。現在も中国や北朝鮮あるいは「国際
その救い主がもたらす世界を、イザヤは不思議な情

テロ組織」の脅威が宣伝され、そのような言説に動揺

景で描き出します。肉食の動物と草食の動物とが傷つ

させられる経験をした方も結構おられるのではないか

け合うことなく共生している世界です。現実の自然界

と思います。しかし、わたしたちにとってそれは、救

のことを言っているのではなく、強い者が弱い者を力

い主によって示される大切

によって支配する世界が超克されて、両者が共に生き

なもう一つの選択肢であり、

ることのできる世界がもたらされるという、いわば来

希望なのです。イザヤが語っ

るべき神の国のモデルが提示されているということが

たように、状況が悪いとき

できます。

にこそ、この希望を確かめ
て歩みたいと願っています。

日本国憲法は信仰文書ではありませんが、わたしは
このイザヤ書の記事と共通するものを感じるのです。

[ 教会案内 ]

エゾリス

函館千歳教会 （道南地区）

主日礼拝
午前 10 時 30 分
教会学校礼拝 午前 10 時 30 分
関係施設
函館ちとせ幼稚園
最寄駅

JR 函館本線函館駅～函館市電・函館バス杉並町
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9 月～ 11 月、黒点の
町と そこ にある 教会
を訪問しました。

幹事室より
北海教区幹事 日向恭司

「礼拝の喜びに生きる神の民」
2014 年度から始まった、
北海教区の長期宣教計画のミッショ
ンです。
「礼拝」と聞くとまず思い浮かぶのは、日曜日の朝に
捧げる礼拝式のことですが、北海教区の宣教計画の中で考え
られている「礼拝」は日曜の礼拝式だけではありません。
「礼拝」とは、わかりやすく言えば「今、わたしたちと共に
生きてくださる神との交わり」です。わたしたちの生きる闘
いの現場が、日曜の朝の教会よりも毎日通っている学校や職場、あるいは家庭であるとすれば、むしろ、
そういった普段の生活の闘いの中でこそ、本当の礼拝の場があるのです。わたしたちの献げる礼拝が、
社会から隔離された現実逃避の場にならないよう、そして困難な現実の中で神様と共に生きる力を生み
出していくものであるようにと祈っています。

「連帯の喜びに生きる北海教区」
2015 年度は、12 月現在 10 の教会・伝道所が主任担任教師不在の中で歩んでいます。中でも、道東地
区と道北地区がそれぞれ 3 つの教会に牧師が不在となっています。来年度は今のままだと、さらに牧師
不在の教会が増えるかも知れません。教区幹事としての働きも必然的にそのような地区に赴くことが多
くなっています。年度の前半は道南地区にも何度か行きました。牧師が不在で、早く新しい牧師を招聘
したいが、財政的に牧師の働きを支える力が乏しい。教区の謝儀保障費を使ったとしても、なお厳しい
という教会が増えてきているのも確かです。しかし、･･･ 誤解を恐れずに書きますが、実際に伺ってみ
ると、事態の深刻さほどには、教会の雰囲気は暗くはなっていないように思います。その理由は、牧師
が不在となっている教会だけでなく、地区の教会・牧師たちが一緒に悩んでいるからだと思います。
困ったときに助けてくれる、スーパーマンのような存在はありません
し、教区幹事がそこに行ったとしてもそんな力はありません。でも、
「そ
の教会だけに悩みを負わせることだけはしない」という関係が築かれて
きましたし、困難な状況が深刻であればあるほど、一緒に悩んで、一緒
に道を探ろうとする力は強くなっているのを感じるのです。そこには悩
みの深刻さを和らげてくれるだけの連帯の喜びがあります。その仲間に
入れてもらいたくて、札幌から出かけていくのかも知れません。
※ 今回はスペースが余っていたので、コラムを二つも
書いてしまいました。(^^;)

●今後の活動予定
芦別祈りの家 クリスマス礼拝 12 月 25 日 ( 金） 18 時～
会場 ： 芦別祈りの家
年頭修養会 2016 年 1 月 11 日～ 12 日
教区宣教協議会 2016 年 1 月 12 日
小規模教会協議会 2016 年 1 月 12 ～ 13 日
上記３つの会場はいずれも十勝川温泉ﾎﾃﾙ大平原
★ 年修の 1 日目の夜、 教会の会計役員のための財務相談を
年修事務局のお部屋で受け付けます。

●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。
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

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 22 日 （金） 以上、 13:30 ～
⑥ 3 月 18 日 （金） 10:30 ～

2016 年度 第 76 回北海教区定期総会 2016 年 4 月 28 （木）
会場 ： 札幌北光教会
～ 29 日 （金）
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通年 東日本大震災支援活動募金

常置委員会
第 2 回常置委員会議事録（抄）

第 3 回常置委員会議事録（抄）

日 時 2015 年 7 月 17 日（金）13 時 33 分～ 18 時 34 分

日 時

2015 年 9 月 18 日（金）13 時 35 分～ 18 時 35 分

場 所 北海道クリスチャンセンター 301・302 号室

場 所

北海道クリスチャンセンター 301・302 号室

出席者 久世そらち（議長・札幌北部）
、原和人（副議長・手稲はこぶね、

出席者

久世そらち（議長・札幌北部）
、原和人（副議長・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）
、

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）
、藤吉求理子（道北センター）
、

清水和恵（新発寒）
、西岡昌一郎（旭川六条）
、藤吉求理子（道

稲垣正策（函館千歳）
、
佐久間光昭（置戸）
、
小林あずみ（千歳栄光）

北センター）稲垣正策（函館千歳）
、三浦英敏（札幌北光）
、

欠席者 西岡昌一郎（旭川六条）
、三浦英敏（札幌北光）

佐久間光昭（置戸）
、小林あずみ（千歳栄光）

陪席者 日向恭司（教区幹事）

陪席者

主な審議事項

主な審議事項

1. 第 75 回北海教区総会付託事項の件

1. 第 75 回北海教区総会付託事項の件（継続審議）

承認

⑴第 76 回定期総会開催場所並びに日程に関する件（議案第 19 号）

可決

⑴第 75 回定期総会議事録承認に関する件（議案第 20 号）
2. 札幌教会役員会への勧告の実施を求める件（継続審議）

2016 年 4 月 28 日〜 29 日に札幌北光教会で行う。
2. 札幌教会役員会への勧告の実施を求める件（継続審議）

日向恭司（教区幹事）

継続審議

・新しく常置委員会に加わった委員もいることから、これまでの経緯

継続審議

・札幌教会への対応をめぐって協議した。
3. 宣教方針に基づく 2016 年度宣教活動計画案に関する件

継続審議

宣教部委員会に立案を付託した上で、次回常置委員会で承認すること

を共有するため、別紙資料を読み合わせた。
3. 島松伝道所の開拓伝道資金長期貸付申請に関する件（継続審議） 可決

とし、継続審議とした。また以下のような意見があった。

4. 島松伝道所の開拓伝道資金長期貸出金利子免除申請に関する件

・年間活動計画一覧について、北海教区の欄に担当部門委員会が加え

可決

5. 北広島教会の米倉美佐男主任担任教師代務者決定承認申請に関する件
承認
6. 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
可決
7. 幼稚園運営に関する協議会に関する件

可決

教区内教会の３分の 1 が幼稚園との関係を持つことを踏まえ、常

られると働きがわかりやすい。
4.2016 年度教区歳入歳出予算案 ( 付負担金配分案 ) に関する件 継続審議
財務部委員会に付託し、次回常置委員会で承認するとした。
5.2016 年度教職謝儀基準改定に関する件

継続審議

財務部委員会に付託し、次回常置委員会で承認するとした。
6.2016 年度教団伝道資金申請に関する件

可決

置委員会の課題としている。メンバーは卜部康之（千歳栄光）
、

伝道資金申請書を読み合わせ、申請に必要な調整を三役に一任するこ

平宏史（岩内）
、土谷直穂実（札幌北光）
、木村拓己（美唄）とした。

ととし、可決した。また以下のような説明があった。

8. その他

・昨年度に比べて申請額上限が下がっている。伝道交付金を全て謝儀

承認

・2016 年度教団伝道資金申請に関する件
財務部委員会に付託することを承認。
・安保関連法案強行採決への抗議と要望の提出に関する件
議長名での表明を承認。

保障費に充て、教区伝道方策交付金は、地区活動助成費と年頭修養
会に充てる。今年度年頭修養会を新たに使途に加えた。
7. 北海教区旅費規程改正に関する件

可決

旅費規定改正について 11 月以降に施行するとし、可決した。
また以下のような説明があった。
・教区予算の負担軽減ではなく、遠隔地の方への負担軽減を目的とし
ている。そのため年間予算の増額とならない範囲とする。札幌を起
点として 4 つのエリアに分けること、宿泊手当や日当の支給方法の
見直し、そして航空機の利用に稚内と中標津を加えるものとしたい。
・地区委員長会議で周知を図った上で、11 月以降に施行してはどうか。
・荷物輸送の必要がある場合には、申請を前提として高速道路の利用
を認めてはどうか。おそらく距離が遠ければ遠いほど高速道路を利
用するが、現状では支給額との差額を本人が支出している。
・幹事は長距離移動が重なるので高速道路利用が良いのではないか。
8. 謝恩日献金の取り組みに関する件

承認

9. 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関する件

エゾシマリス

書類が揃い次第承認するとし、三役に一任するとした。

承認

10. 小樽公園通教会の宗教法人法第 23 条および当教会規則 27 条による
申請承認に関する件

承認
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革新部門委員会

内

教会合同キャンプ報告
ᱻ

旭川星光伝道所ᱻ
難波ᱻ 泉ᱻ

ᱻ

合同キャンプ„ᲐᲒᲑ～Გᱻ  旭川豊岡教会・ひまわり幼稚園‟ᱻ
Ა 年も２７人の子どもたちと２０人の大人たちが集まって、とっても楽しい夏の合同キャンプが行われました！そ
こには旭川市内の豊岡教会、六条教会、星光伝道所だけではなく、名寄教会、興部伝道所からの子どもたち、大人たち
が加わり、まるで道北地区のキャンプのような大きな輪となりました。ᱻ
今年のテーマは「ともだちといっしょに」
。そしてメインプログラムは「モーセの道スタンプラリー」です。初日はあ
いにくの雨でしたが、ひまわり幼稚園のホールから各部屋に仕掛けられたモーセの困難と神の救いのゲームをクリアし
ながら、スタンプとみ言葉カードをもらいチームでゴールを目指します。行く先々に自分たちの教会の先生や知らない
大人たちが汗だくでゲームのスタッフをしていることも、子どもたちにとっては面白かったかもしれませんね！？ᱻ
夕食はジンギスカン。広くて使いやすい豊岡の台所と幼稚園のテントなどが生か
され、おいしく頂きました。そして花火に銭湯、最後は腹話術に笑い転げ、お休み
の時間となりました。ᱻ
２日目は雨も上がり予定通り春光台公園へ遊びに行きました。みんなが帰って行
くときの最高の笑顔が私の一番の幸せを感じる時間です。ᱻ
こんなに充実したキャンプができる事を、ある方が「美瑛のパッチワークの丘の
ようですね。それぞれが頂いた恵みを神様が引き出し、美しく形造って下さいます
ね」と表現されました。ᱻ
旭川豊岡教会 ᲞᲮ から「夏のキャンプを一緒にしませんか？」と声をかけて頂いた
のが  年。ᱻ
それまでの旭川星光伝道所の夏の行事は長い間、キャンプではなく美馬牛や留萌
に１日遠足を行っていました。子どももスタッフも少ないため、宿泊するキャンプは考えられませんでした。しかし、
この豊岡教会との合同キャンプが始まってから、毎年場所や形を変えながらもキャンプへの夢がどんどん大きく膨らみ
回数を重ねるごとに楽しく充実したキャンプへと成長しているのです。ᱻ
今年は六条も一緒に！という計画が進むうちに地区へも呼
びかけ、名寄、興部も一緒に！とさらに拡がりました。ᱻ
ひとつひとつの教会の ᲞᲮ はそれぞれ持っているものが違い
ます。集まる子どもたち、宿泊のできる場所、思いきり走り回
れる場所、食事に関するサポート、プログラムのアイディア、
それらを実行するスタッフ、経済面。いろんな教会が集まるこ
とですべてが私たちの思いを超えて満たされることを実感し
ています。そして一番大切なのは、子どもたちがあちこちから
集まり、教会のキャンプでみ言葉を聴き、楽しく遊び、友だち
になっていくことです。これからも宝である子どもたちの笑顔
に励まされながら歩みたいです！

2015 年度 第 44 回全道中学高校生春の集いのお知らせ
ᱻ
日時ᱻ Ბ 年  月 Დ 日ᲃ月ᲄ～ 日ᲃ水ᲄᱻ
場所ᱻ 島松伝道所ᱻ
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☆ 今回も、楽しく、そしていろいろと学べるプログラム
を用意しています。ぜひ、予定に入れてください。

革新部門委員会

ᱻ
ᱻ

ᱻ

「教区通信」のこころを伝えたい
毎回少しでも良い朗読をしたいと励んでいる、私たち朗読ボランティアのために、今年も、田
中隆子先生を講師としてお迎えし、朗読講習会が開かれました。テキストは「教区通信」ᲔᲐ 号
の「わが未知„道‟を行こう」と「二つの川の流れの行方」の二つです。ᱻ 田中隆子先生は 
名の受講生一人ひとりに懇切丁寧に時間をかけて指導してくださいました。私たちはあらため
て、朗読の厳しさと楽しさとを学びました。特に印象に残った事柄を挙げてみます。ᱻ
・日本語の発声は、高いところから低い方に流れるように出すのが基本である。メリハリのあ
る読み方は、下がったあとの次の文章の始まりをしっかり上げて水が流れるように下げていく読
み方である。ᱻ
・音として聞こえてきたときに、その意味の言葉に聞こえるためには、その単語の一拍目に息
を当てることが大切である。例えば「慈しみとまこと」という場合“いつくしみ”の“い”“ま
こと”の“ま”に息を当てる。ᱻ
・助詞はあまり飛び出させない。助詞が強調されるとそこに聞き手の意識が行ってしまう。た
だし、
「ここぞ」とか「・・・でこそ」などのように助詞を強調する場合もある。ᱻ
・マ„間‟は、自分で取っていると思っているよりも、客観的にみると圧倒的に少ない。朗読
は、読み手と聞き手とのコミュニケーションであると言われる。聞き手はマのところで今聞いた
ことの意味を考えて先へ進む。だから、マはとても大切である。ᱻ
・言いにくい言葉を練習するときは、母音で言ってみる。たとえば、無秩序Ი᳐᳄᳐᳅ を「う
いうお」と発音練習する。口を横にひかない方が聞きやすい。ᱻ
・よく通る声にするには、どなたか一人に向かって話すようにするとよい。たくさんの人がい
ても、一人の人にわかればいい。それがうまくいけば他の人は自分に言われているように感じる
ものだ。
「みなさ～ん」という調子で話すと拡散してしまう。ᱻ
ᱻ など、まだまだたくさんありました。「教区通信」の朗読は、一般の小説や、詩や、またカ
タログなどの朗読とは違って、言わば私たち北海教区の信仰の表明のようなものだと思います。
そのことを思って、いよいよ訓練に励み、心をこめて朗読したいと思います。ᱻ
ᱻ

ᱻ
ᱻ

浦部協子„新発寒教会‟ᱻ

ᱻ
ᱻ

朗読ボランティア募集して
います。
問い合わせ（清水
011－681－8217）

ᱻ
ᱻ
講師の田中隆子さん

ᱻ
ᱻ
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２０１５年度

信徒のための宣教講座報告

１１月３日～４日

講師

関田寛雄さん„神奈川教区巡回牧師‟於 北海道クリスチャンセンター
報告者 藤吉求理子„道北クリスチャンセンター‟

「信徒が宣教に関わるため、もっと学ぶ場が欲しい」という信徒の方からの要望に応え、今年度初めて北
海教区宣教部革新部門の主催で「信徒のための宣教講座」が開催されました。札幌近郊の方に加え、帯広、
新得、名寄、置戸、滝川など地方の教会からも参加があり、２４名の受講者が学び合うとても濃い２日間で
した。１日目は教区議長の久世そらち牧師の開会礼拝で始まり、「聖書とわたし～生きる力と生かす力」と
いう関田先生の講演会には、牧師も含めて７４名の参加がありました。講座の中では、聖書に関する質問が
たくさん出て時間が足りず、信徒の皆さんの聖書を学ぶ意欲の高さを肌で感じました。宣教部、共催の札幌
地区の皆さんの協力で、このように豊かな学びの場が開催できました事を感謝します。
受講生の清野量さんの感想をお読みください。

『聖書の真髄に触れて』
11 月 3 日から 4 日にかけて行われた関田寛雄先生の宣教講座は、聖書に書かれていることを掘り下
げるという点において、実に有意義なものでありました。全日程出席者は関田先生が選んだ聖書箇所
について感じたことを、1 時間の黙想の後にそれぞれに述べていきました。自分以外の人達の聖書観を
聞くことで、同じクリスチャンでも様々な聖書の見方があるのだと考え、またその後に関田先生の聖
書の読み解き方に触れることで、聖書という海の中に深く深く潜っていく感覚を覚えました。
私が担当した聖書箇所は旧約聖書のヨシュア記 1 章 1 節～9 節でした。ヨシュア記は文面通りに読ん
でしまうと、イスラエルの民族主義を肯定し、他の民族を虐殺することを主が認めたことになってし
まう文章です。また律法を非常に強調する文章があったため、私は困惑してしまいました。1 時間の黙
想の間に私が出した結論は『モーセの死によって動揺したヨシュアを牧師を失って動揺する教会』に
置き換え、
『律法を福音』に置き換えて読むことでした。その後の関田先生を囲んでの話し合いで、そ
のことを発言したところ、関田先生からは『旧約聖書を文面通りに読むのではなく、イエス・キリス
トの光においての見方で読まないといけない』こと、
『福音と律法を分けてはいけない、福音の中に律
法が生きている』ということを述べていただきました。関田先生の言葉に納得し、またハッとさせら
れるような感覚を覚え、何故自分にその聖書箇所が与えられたのかを理解できました。
関田先生のお話に多く出てきた言葉に『
「小さくされたもの」
・
「迫害下にあるもの」
・
「世間的に弱い
もの」を神は用いられる』というものがありましたが、まさにその通りだと思います。またこの言葉
こそが関田先生のお人柄を表している言葉ではないだろうかと感じました。
来年・再来年もこの宣教講座が開かれることによって、多くの教会員が豊かな実りを得られること
を切に願っています。またこの講座を開くために尽力された、道北クリスチャンセンターの藤吉さん
に心から感謝します。
茨城県・守谷伝道所教会員 清野量„滝川二の坂伝道所出席‟
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(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)

「十勝で、新しい歌を主に向かって歌え！」
年修実行委員会副委員長

三浦亮平

もうすぐ、主のご生誕を喜び祝う、クリスマス。年が明
ければ、いよいよ北海教区年頭修養会です！
道東地区の現状で、果たして開催できるのか、という不
安の中から始まった委員会でしたが、地道な準備の積み
重ねで、ここまでこぎ着けることができました。主に感謝！
牧師でありミュージシャンでもある陣内先生を迎えて
の今回の年修。主題聖句にも掲げた、｢新しい歌｣とは、
新生した者の喜びの歌です。 ｢わたしの命は、イエス
様の十字架によってあがなわれ、復活したイエス様と共
に新しくされた。古い自分は死んで、新しい自分に生ま
れ変わったんだ｣ 初めて信仰を告白し、主の救いをは
っきりと受け取った、あの瞬間の喜び。ともすると、記憶
の彼方に押しやってしまいがちです。
わたしが、新生の喜びを改めて教えられたのは、一
人のホームレスの男性との出会いでした。教会を訪問し
ては、でまかせを言って、お金をもらっていたＮさん。
4度目の出会いだった、その時、彼は、｢本当にどうし
ようもなくなった。心がもやもやして苦しい｣と正直に言い
ました。自分の過去が償えるのかと聞く彼に、｢わたしが
道、真理、命である｣と言われた、キリストの唯一の救い
を伝えました。

復活なんて本当なのか？ 罪って何なのか？ 熱
心に尋ねる彼に、罪の初めから、イエス様の十字架と復
活、再臨と世界の回復までを一通り話した後、彼は、｢自
分は本当にどうしようもない。キリストしか救いがないの
なら、その方を信じたい｣とはっきり言ったのです。
｢わたしは、天のお父様の前に罪を犯しました｣と告白
したとたん、彼は号泣しはじめました。
大粒の涙を流しながら、彼は、｢イエス・キリストが、わ
たしの罪のために十字架で死んで、復活されて、今も生
きておられることを信じます｣と宣言しました。
顔を上げた彼を見て、わたしは仰天しました。さっきま
でとはまるで違う人がそこにいたからです。
曇っていた目は澄んで、卑屈さは消え去り、屈託無く
笑う彼が、そこにはいました。
様子を見に来た妻も驚愕していました。これが福音の
力なのだと、思い知らされた出来事でした。
｢これからは、前を向いて生きて行けそうです｣と、十
字架を握りしめて旅立った彼。その後も、ふとした折に
連絡が入ります。困難な中にも、確かに主の導きを感じ
取って、歩んでおられるようです。小さな出会いや出来
事のの一つ一つを喜びながら、｢天のお父様ってすごい
ですね！｣と、電話口で感嘆する彼に、私たちの主は、
生きておられる、と、教えられています。｢新しい歌を主
に向かって歌え｣ 年修で共に主を賛美しましょう♪

※教区財務部からお知らせ…年修初日の夜、各教会の会計さんための財務相談の窓口を設けます。ご活用ください。
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“福島からのおたより”

会津放射能情報センター代表
片岡 輝美さん （若松栄町教会員）

この秋、9月の「収穫感謝の集い」では牧野時夫さんの農園（余市）を
訪ねました。また10月には「教職講座」で片岡輝美さんの講演がありま
した。 片岡輝美さんからは、北海教区のわたしたちに対してメッセー
ジが届いています。また牧野時夫さんについては、短く紹介します。

北海教区教職講座（１０月１２日～１５日

於・しんしのつ

温泉）で、「原発事故後をキリスト者として生きる」と

題して、２日にわたり主題講演をされました。

北海教区の皆さまへ

道6号線の清掃活動に1400人（内200人が幼い子
どもから高校生）が参加し、復興への意識を高

会津放射能情報センター・片岡輝美です。東京

め、オリンピック歓迎ムードを生み出していま

電力福島第一原子力発電所核事故以降、北海教

す。このうねりは、原発核事故はなかったこと、

区、地区、教会、個人の皆さまの祈りとお支えに

帰宅困難区域外の避難者はいなくなったという

より、私たちは活動を進めてくることができま

事実を作り出そうとしています。

した。心から感謝申し上げます。

しかし、原発事故サイトでは汚染水対策や使

日本政府や福島県は、2020年東京オリンピッ

用済み核燃料棒の取り出しなど、原発作業員

クを原発核事故から復興した福島県を、世界に

7000人に被ばくと緊張を強いる作業が続き、1日

お披露目する最大のチャンスとしています。

300トンの地下水が流れ込む原子炉建屋の地盤

順次、避難者の家賃補助や賠償金を打ち切り、自

は緩く、致死量の放射能を帯びた鉄塔の鉄骨は

宅に帰らざるを得ない状況を作り出していま

錆びて割れ、強い余震によって、それらの倒壊も

す。まだ高い放射線量のスポットが点在する国

起こりかねません。
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汚染土は10万箇所を越える場所で保管されてい

まったのです。しかし、それでも、私は神から

ます。廃炉の道のりは困難を極めています。

与えられた生命を最後までしっかりと生きてい

生命や権利が蔑ろにされる時代、私たちキリ

きたい、自分が生きる社会の課題に誠実に向き

スト者は何をすればよいのでしょうか。私は

合っていきたいと願っています。私の目の前に

「もっともっと悩むこと」だと考えます。人類

いる悲しみの人と「あなたはどう生きるのか」

が踏み入れてはならなかった領域に踏み込んだ

との問いが、日々聞こえてきます。

傲慢と罪を直視し、世界的な放射能汚染と世代

北海道は多くの避難者や保養プログラム参加

を越えた健康被害を引き起こした絶望的な現実

者を温かく迎えてくださっています。心からの

を、もっともっと悩まなくてはなりません。安

感謝とともに、北海道の雄大な自然がいつまで

易な解決策などなく、希望はそう簡単に見えて

も守られることを、心から願っています。

きません。それだけの現実を私たちは作ってし

収穫感謝の集い
９月２３日（水）１０時～１５時

♬・♪・♩・

・ ・

北海教区主催の収穫感謝の集いが９月２３日余市町の有機農
場「えこふぁーむ」牧野時夫さんの農場で開催しました。この農
場は全ての命を尊重し環境と健康に配慮する仕方で、ブドウを中
「農民キリスト者、牧野時夫さん」 心に果樹・野菜を生産しています。
また、北海道農民管弦楽団の代表と指揮者として活躍し、年１回の道内各地で公演を続け、芸術に
も力を注いでいます。来年１月３１日には名寄市でコンサートを開催します。現代版・宮澤賢治のよ
うな牧野さんの音楽と農作物を是非一度、ご堪能ください。
（稲益久仁子）
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■

八雲で

■

「安保法制は、絶対廃案だ」「原発が攻撃されることがもっと危険だ」「日本の防衛だけ考えて

いていいのだろうか」……。平和聖日の8月2日、礼拝後、昼のひととき、こもごも話しが交わされました。
〝靖国キャラバンｉｎ八雲〟と言っても鈴江英一委員ひとりが、平和聖日の説教奉仕のため伺いました。出席
者は15名でした。
説教題は、「キリストにあって自由

～二度と軛につながれないために～」(詩篇62編2～3節、ガラテヤの

信徒への手紙15章1節)。靖国神社は、地球の裏側まで行く自衛隊に寄り添いたいと考えているのに対し、戦争
と神社を組み合わせてはならないと訴えました。私たちが、靖国神社のことを問題としてきたのは、国家が宗
教を利用しない、宗教が国を利用しないこと、二度と軛につながれないことを確立するためでした。まことの
よ

神にのみよりたのむ者は、動かされることはない、人間が造ったものに凭り掛からないことも。憲法で信教
の自由が守られてきました。いまや同時に、信教の自由、政教分離の確立が、立憲主義の危機から憲法を
護っていることを思いつつ。

利別で

（平和部門委員

鈴江英一）

10月4日(日)、利別教会にて、礼拝説教が佐藤紀子牧師、午後の学習会は今橋直委員が行いまし

た｡説教は、創世記11章1～9節「バベルの塔」の個所から､一人一人を大切にするのではなく、日本国民を同
じ思想で統一しようとした国策の歴史を振り返りました。
礼拝の中では、石橋隆広先生がギターを弾き香代子先生のリードで「ワーシップソング (主の祈り）」
を、子どもたちも一緒に賛美。主の祈りがじんわりと、それでいて力強く染
みとおり、普段の自分の主の祈りは「呪文のようにとなえていただけだった
なあ」と…。
前任の相良展子先生もお見えになり「耳がほとんど聞こえなくなった」と
おっしゃりつつも、元気！にお話されました。午後は、今橋委員が「信仰
も、平和も"ヤスクニ"にこわされる!?」と題して発題。靖国神社の問題が、
政教分離という私たちの信仰・信教の自由自体にかかわる問題であるととも
に、戦争賛美、「お国のために死ぬ国民」養成機関に反対する事だと伝えま
した。また、成立したばかりの「新安保法案」についての解説も少々。その後の質疑、意見交換でも活発な
発言があり、私たちキリスト者が今この時に何をすべきかを共に考え、またとても楽しい交流の時間でもあ

りました。出席者は約25名。温かく迎えてくださった石橋先生ご夫妻を初めとする利別教会の皆さん、あり
がとうございました。しぼりたて牛乳と、新鮮野菜のおみやげも頂きました。瀬棚の海はいいよお！とおす
すめもいただいたので、次はぜひ！
（平和部門委員
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直、佐藤紀子)
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■安保法制可決後、原発推進が加速 ■
平和部門委員・谷百合子（新発寒教会員）

川内原発再稼働後の事故
川内原発は再稼働して僅か 10 日後に復水器配管が損傷し海水が混入した。九電は損傷個所を補修し
たと発表したが、他の配管を点検せず運転を強行、9 月 10 日に営業運転に入った。三菱重工製造の加
圧式型原発では復水器の細管破断などいくつかの欠陥があり、2012 年米国サンオノフレ原発で三菱重
工の殆ど新品の蒸気発生器が破損事故を起こし、原発は廃炉になった。三菱重工は１兆円近い損害賠
償を起こされている。ちなみに泊原発も三菱重工製造である。愛媛県伊方原発の再稼働も強行され、
国内の原発再稼働続行が懸念される。

暴走する日本の武器輸出と原発輸出
安保法制可決後、武器の輸出が公然化し、それに伴って原発の海外輸出が加速している。三菱重工
を筆頭に武器製造と原発製造企業は、ほぼ重なっている。原発輸出を中核とする「インフラシステム
輸出」の国策が、大企業を守る軍事力の拡
充に繋がっており、自国内で原発推進が難
しくなっている欧米や日本の原子力マフ
ィアが、アジアの国々を食い物にしようと
暴走が始まった。この度、国内では余り報
道されないアジアの反原発市民の闘いが
１冊の本になった。
『原発をとめるアジア
の人びと』ノーニュークス・アジアフオー
ラム編著。発行創史社 発売八月書館(北海

写真は、第 6 回ノーニュークス・アジアフォーラム（タイ、
1998 年）。第 14 回 NNAF は 2011 年、広島で開かれた。

道キリスト教書店にて販売)。22 年間のアジ
アの反原発市民との交流を重ねた貴重な史料である。インド・トルコ・ベトナム・インドネシア・台
湾・フィリピン・タイ・韓国の市民の命がけの闘いの記録である。今こそアジアの市民と共に反原発
の絆を強める時である。11 月 28 日北光教会にて主著者の宇野田陽子さんの講演が行われた。

安保法制で日本は核武装に近づく
戦争の出来る国をめざす安倍政権は、核兵器製造の潜在能力としての原発維持、再稼働を追及して
いるが、安保法により日本は核武装に一歩近づくことになる。米国配備の核兵器を自衛隊が運用する
可能性が高まっており、原発の廃炉は平和への道であることを確信し、祈りをもって活動を強めたい。

基地建設にあらがう

沖縄の人々のたくましさ
中村文代（東札幌教会員）

映画「戦場ぬ止み（いくさばぬ
とぅどぅみ）」は、沖縄の普天間
基地の代替施設としてサンゴ礁
を育む美しい辺野古の海を埋め
立てて、最新のアメリカ軍基地が
作られようとしている事態に抗
議している人々の様子をとった
ドキュメンタリーで、一二九分と
異例の長さのものです。内容はと
ても重たいものですが、沖縄県民
が常に持っているユーモアとお
おらかさに心和まされました。あ
の沖縄戦で日本軍に見捨てられ、
それでも生き延びた八五歳の気
丈なおばあ。敗戦後七○年も沖縄
はずっといくさの島で、どのよう
な思いで生きてこられたのかと
思うと胸が詰まります。ゲート前
では工事を止めようと市民が座
り込みを続けますが、機動隊が一
人一人をごぼう抜きして行きま
す。海上では小さな船とカヌー隊
が抗議しますが、大型巡視船が制
圧します。でも直接ぶつかり合う
のは県民同士 。補
. 償金をもらって
黙々と漁をする人の背中がせつ
ないです。映画の中で抗議する女
子中学生が、これから先、何をど
のようにしたらいいのかわから
ないと答えていました。私達にも
何が出来るのか問われています。
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アイヌ民族情報センター所蔵
「ビデオ・書籍・講演・CD/MDリスト」の利用方法！
センターには現在、アイヌ民族・先住民族関連の７８９冊の書籍、２２５枚のDVD、１５６本の講演
テープ、６１枚のCDを所蔵し、毎年度末にリストを各教会に配布しています。
(え・塩谷真澄)
書籍リストには、書名、著者名、出版社で調べることが出来ます。また、DVDでは、タイトル、ジャンル、出演者、さら
に録音時間を記していますので、学習時間に見合ったものを選べるようになっています。

すべてのリストは北海教区事務所にExcelデーターとして保管して頂いていますので、簡単に検索が出来ます。ア
イヌ民族情報センターにもお気軽にお問い合わせ下さい。

最近のお薦めDVD
当センターには、教派を越えてフィールドワークや
学習会資料のレンタルの依頼があります。最近よくご
案内するDVDをいくつかご紹介します。

NO.47 「その時歴史は動いた 神々のうた大地にふたたび～
アイヌ少女 知里幸恵の闘い」
アイヌ民族の豊かさを世界に伝えた『アイヌ神謡
集』の著者である知里幸恵さんを紹介した2008年の
NHK番組の録画です。幸恵さんは熱心なキリスト者
で、おばの金成マツさんが司祭をしていた旭川聖公
会で共に生活をされていました。

NO.217 『オルシペ スウオプ(お話 はこ)』
アイヌ文化振興・推進機構が2014年より制作を始めた、アイヌに伝わるお話をアイヌ語で映像と日本語訳の字幕を

付けてDVD化したもの。財団より、広めて下さいと寄贈頂きました。現在、三作目が出来ています。

NO.223 「北の大地に夢を追え〜“北海道”誕生の秘密〜松浦武四郎」
2015年６月にNHK歴史秘話ヒストリアで放送された松浦武四郎を紹介した番組の録画です。アイヌ
の側に立ってその窮状を訴え、後に「北海道」の名付け親になる武四郎の人となりが紹介されていま
す。（新番組ゆえ、今年のリストに未記入 貸出可）
他にも、実在したアボリジニ女性ボーカルグループのシンデレラストーリー『ソウルガールズ』(2014)、同じくアボリジ
ニの「失われた世代」を映画化した『裸足の１５００マイル』(2005)、台湾セジャク民族の霧社蜂起を映画化した『セジャ
ク・バレイ』(2011)、キリスト教宣教と先住民族の問題を浮き上がらせた『ミッション』(1986)、また、西部劇の「野蛮な先
住民族」像を転換点ともなる作品『ソルジャーブルー』（１９７０）など、映画も多数そろえています。
冬のひととき、映画鑑賞をしながらアイ

日本基督教団北海教区 アイヌ民族情報センター

ヌ民族や先住民族の歴史、キリスト教の

〒077-0032 留萌市宮園町3-39-8 留萌宮園伝道所内

宣教のありかたについて、学び、話し合う

TEL 0164-43-0128

機会をもつことをご案内いたします。

E-mail ororon@jade.plala.or.jp

19

ハラスメント防止委員会
＜ 教職講座報告 ＞

2015 年 10 月 13 日（火） in 新篠津たっぷの湯

「トラブルから学ぶ牧会」～労働相談の現場から～
講師：鈴木 一さん(札幌地域労組副委員長／手稲はこぶね教会)

ハラスメント防止委員会でのこと・・・
さまざまな職場、特に若者や非正規雇用の
方々の労働条件が厳しい。そこでは、本人さえ
気づけないでいるハラスメントが頻発し、気づ
いたとしても、どうしたらいいのか分からない、
正規雇用でも同様のことが起こっている・・と
いう話題になりました。そこで、登場したのが
当委員会のニューフェイス、地域労組のベテラ
ンである鈴木一さん。多くのケースを担当して
来られた方です。

故意や重大な過失がないかぎり、労働者側に全
てを負担させるのは不当と考えるべきです。そ
して、労働者の同意なく賃金を引くのは労働基
準法違反です。しかし、いくら不当なことでも、
一人で使用者に立ち向かうことはほとんど不可
能です。明日から「来るな」と言われる恐れが
あるからです。

２．どうやって解決するか？
それを解決するための強力な手段があります。

「そこは、私たちの出番なのですよ。まず、相

それは憲法２８条が保障する団結権を使うこと

談してくだされば、そこから始まるのです・・」

です。それを使った２つの解決事例を紹介しま

「例えば、◯○のケースでは」と続きました。

す。

牧会者として働く現場の相談を受けることも
あります。信徒同士で相談し合う事も多々あり

組合に個人加盟する：解雇されそうになった
デパ地下の店員の場合

ます。雇用の状況や働く者の権利を知ること、

老舗の和菓子屋で１０年以上勤続するパート

困ったと泣き寝入りする前に SOS を出す方法が

の A さんは、６０歳になったことを理由に社長

あることを知り、これは分かち合いたいと考え

から店を辞めるよう言われました。突然のこと

ました。10 月 13 日教職講座で語っていただき

に納得の行かない A さんに対し、社長は「嫌な

ました。

ら解雇するぞ」と迫りました。相談を受けた地

（辻中明子）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

私は労働組合の専従として、地域から寄せら
れる様々な雇用トラブルの相談を受けてきまし
たが、その内容は職場ハラスメントそのもので
す。ここでは、その主な内容と解決策について
解説します。

１．どのような相談が多いか？
解雇、パワハラ・セクハラ、労働条件の引き
下げ、残業代不払いなどです。最近増えてきた
相談に、使用者からの損害賠償請求があります。
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コップの破損分を賃金から差し引くなどです。

域労組は A さんを組合に個人加盟させ、社長に
内容証明郵便で団体交渉を申し入れた（組合か
らの団体交渉の申し入れを使用者が拒否するこ
とは法で禁じられています）。
顧問弁護士と伴に団体交渉に現れた社長は、A
さんへの解雇を撤回した。組合は社長に対し、A
さんを６５歳まで雇用し続ける義務があること
を念押ししました。A さんは今日も元気でデパ
地下でお菓子を売っています。
職場の仲間で組合結成する方法：残業代ゼロ
の工場で、若者が起ちあがった。
市内の消防自動車の製造工場では、繁忙期に

例として、業務上の交通事故で車の修理代を労

なると月２００時間の残業が発生していました

働者に全額負担させるとか、居酒屋のバイトで

が、給料は１円も増えることはありませんでし

た。その他にも、仕事中怪我をしても、労災を

してきました。それでも、組合員たちは、嫌が

使わせない、有給休暇を使わせないなどの違法

らせは「予想の範囲」として耐えました。
その後、北海道労働委員会は、会社側の弾圧

行為が蔓延していました。
この状況を改善するには労働組合の結成しか

行為の全てを不当労働行為（組合弾圧を禁じた

ない、と若者たちは気づきました。相談を受け

法制度）として事実認定し、救済命令を発しま

た地域労組は彼らに労働者の権利と、組合弾圧

した。続けて未払い残業を巡る裁判では、会社

への備えを教えました。この会社の労務管理の

側が白旗を揚げ、悪徳弁護士が解任されると同

姿勢から、組合結成後は徹底した組合弾圧が予

時に未払い残業代が支払われ和解となりました。

想されたことから、それに対する覚悟と抵抗に

今では、働いた分だけ残業代が支給され、堂々

ついて何度も教育しました。

と有給休暇が取れる職場に生まれ変わりました。

組合結成後、予想通りの嫌がらせが始まりま

３．最後に

した。それを行うのは会社が雇ったプロの弁護
士です（これは、珍しいことではありません）。
団体交渉は何を言ってもノラリクラリで、まっ
たく交渉になりません。そのうち、弁護士が組
合の頭越しに解決策を個別の組合員へアプロー
チを始めました。さらに、組
合員にだけ冬のボーナスを
支給しないという意地悪を

「 講演を聴いて 」

職場を辞めてしまってからの相談では、手遅
れの場合がほとんどです。一人で悩まず、辞め
る前に相談して欲しいです。
＜ 相談先 ＞
・
・
・
・

札幌地域労組 ０１１－７５６－７７９０
全労連
０１２０－３７８－０６０
連合
０１２０－１５４－０５２
北海道ウィメンズユニオン 011-221-2180

三浦きょうこ（七飯教会）

ハラスメント防止委員会の「トラブルから学ぶ牧会−労働相
談の現場から」という題名の講座は、いつもトラブルから学
び続けている私にとって、どのような内容なのだろうとまず
興味を持たせられました。鈴木一氏は、労組の現場から具体
的に分かり易くお話し下さいました。
この講座から労働トラブルを抱えた信徒に対するアドバイ
スの一例を学びました。お話しにあるような労働に関する相談が牧師に来たら、このような組合（ユニ
オン）の団結権（剣）も行使出来るという知識を得ました。この解決方法は相談者にはかなり勇気が入
りますが、後々の労働者と会社相互のことを思えば、労働条件の正常化に繋がり、会社のイメージもア
ップすると思われます。
実は、お話しの中で「ユニオン」とお聞きした時、以前、経理管理をしていた病院法人のことを思い
出しました。その法人のいくつかある病院のひとつを整理したとき、社員を売却先に移動するにあたり、
ユニオンに注意と聞いたことがあったのです。その病院は過去においてユニオンに振り回されたことが
あったというのです。しかし、今回は鈴木氏よりユニオンのよき働きを伺い、その取り組みに応援した
く思いました。いずれにしても社会的弱者が泣き寝入りしないよう、ひとりで悩まず、的確な相談相手
先を見つけられるとよいと考えています。

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
「生と性の豊かさセミナー報告」

８月２７日（木）北海道クリスチャンセンターホールにて、講師に山口里子さんを迎えての講演会が行わ
れました。
『泣き寝入りしない・させないキリスト教へ』と題して、山口先生は時代による性理解やパウロの考え
方・あり方をわかりやすくご講演下さいました。私たちが普段聖書を読む時には、前提として書かれてい
ることが中立的で一般的な正論なのだと思い込んでいますが、実際読み取れるのはその時の世界の一面に
過ぎないということを思わされました。参加者は講演後に講師へ質問や感想を寄せましたが、中にはこれ
までの常識と新しい考え方の間で戸惑いを覚えられた参加者の声も聞かれました。先生は人間が作ったも
のを絶対化できないということ、また自らがより主体的に御言葉と向き合うために、聖書を「疑ってみ
る」という視点を持つのが大切だということを答えておられました。
後半では参加者が４グループに分かれてワークをしました。女だからという理由で抑圧されたコリント
の女預言者たちになったつもりで、パウロに言いたいことや未
来の人々に伝えたいことを考えたり、今回は批判されがちなパ
ウロになったつもりで、差別的な言動に関して弁明を考えると
いうワークです。これが随分盛り上がって、各グループの代表
者は相談して出し合った言葉を使いそれぞれに熱演を見せてい
ました。講師をして「なんと雄弁なストーリーテリング！」と
言わしめるほどの傑作揃いでしたが、その中でパウロを演じた
一つのグループの文章を掲載しました。雰囲気が伝わるでしょ
うか《次のページに実際のストーリーテリングの文章を掲載しています》。
講師への質問意見、またワークショップでの発表と、とても参加者がのびのびと応えているように感じ
られる会でした。山口先生の言葉をお借りすると、一方通行でない、「対話が生まれる講演会だった」と
いうのがとても的確な表現であったと思います。私たちの教会生活の中心にある聖書を、疑ってみる、と
いうのは容易ではなく、それが不信仰だと感じられる方もあ
るかもしれません。しかし全ての記述を黙って鵜呑みにする
時よりも、つまずいたところで素直に立ち止まり、様々な角
度からじっくり考えてみる時に、私たちはより深くその御言
葉と、また神様とに出会えるのではないか、と講演会を通し
て学べたように思います。それは信仰に反することではな
く、真実を求めることです、と言われた山口先生の言葉が印
象的でした。
（木村
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幸）

グループワークのひとこま
山口里子さんのお話のあとに行われたグループワークでは、当時のパウロの父権制的な命令に対するコリント
女性の抵抗の様子、それに対するパウロの弁明を想像しました。そして 3 つのテーマ〔①「わたしはコリント
の女性です。パウロに言いたいことは○○○です」 ②「わたしはコリント教会の女性です。21 世紀の皆さま
に伝えたいことは○○○です。」③わたしはパウロです。21 世紀の皆さまに伝えたいことは○○○です。」〕
から１つのテーマを選び、コリント教会の女性に、あるいはパウロになったつもりでセリフを考えました。○○
○の部分がコリント教会の女性やパウロのセリフ部分になります。下記に掲載した文章はその中の③パウロにな
りきって考えられたセリフです。少しでも当日の様子が伝われば、と思います。

☆☆☆ グループワークの報告

山口里子さんの講演を終えて ☆☆☆

わたしたちのグループは、『わたしはパウロです。２１世紀の皆様に伝えたいことは・・・』というテーマを選び、パウロに
なったつもりで考えてみました。
わたしにも言わせてくださいますか。先ずは２１世紀の皆さま、わたしが書いた何通もの手紙を読んでくだ
さりありがとうございます。しかも、教会の歴史の中で脈々と信じ大切にしていただきありがとうございま
す。でも、「あれっパウロ、あなたは一体何を言いたいの？？」と感じておられる方へ少々弁解と今の気持ち
を語らせていただいていいですか？
キリスト教に回心後、わたしも精一杯教会を守るために生きておりました。ローマ帝国によるキリスト教へ
の迫害という時代でしたのでね、わたしはローマ市民という特権を持つ者ですから、ローマのシステムを充分
心得ており、ローマにすり寄りながら教会を守っていくことに力を入れていましたね。命令調の手紙もずいぶ
んと記しました。思い返せば、わたしは一方的に手紙を書きましたので、その返事を今まさに２１世紀の皆さ
んからいただいたように感じています。
わたしの熱心ゆえに、また善意と熱意のあまり、強い回心を広める事を第一に考えておりましたね。その陰
で誠実に共同体を築きながらも声をあげる事さえ出来なかった方々、女性の方々、弱くされていた方々の思い
を汲み取れなかったり迷惑をかけていたりしたことに気づきませんでした。日本の中にも、安倍さんと言う方
が「愛と平和のために」「今後の課題としては」と声高に発言している方がいますね、似ているところがあり
ます。
２１世紀の皆さんと共に聖書を学ぶ機会が与えられ、新たに回心した気持ちです。また「目からうろこ」が
落ちました ！主イエスによって、日々新たにされますね。みなさんと共に学ぶ機会を与えられ感謝していま
す。主イエスがいつ、どこで、だれとどのように生きたのか、その歩まれた道をもう一度共に歩みたいと思い
ます。

【第２グループ報告

＊日本基督教団性差別問題全国連絡会議 in 札幌

辻中明子】

開催！！＊

2016 年 1 月 24 日（日）18 時 30 分～25 日（月）15 時 30 分

於：北海道ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ

テーマ「生と性の尊さを求めて～聖書と憲法をてがかりに～」
ｾｯｼｮﾝ１：清末愛砂さんの講演（室工大准教授）

ｾｯｼｮﾝ２：聖書研究（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

ｾｯｼｮﾝ３：アイヌ民族と出会う（アイヌ民族情報センター主事三浦忠雄牧師のお話と川上裕子さん親子
の歌と踊りがあります）

※どなたでも参加できます。

お問い合わせ・お申込みは性差別問題担当委員会（0123-23-0546）までどうぞ

＊

献金のお願い

２０１５年度献金目標額

３０万円

＊

ぜひ覚えて、お支えください。
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北海教区
№ 17 2015 年 12 月

－与えられた恵みと課題－
（2015 年度第 7 回東日本大震災支援委員会での議論より）
被災地スタディーツアーは、今年度二度目となりました。

てきました。

10/28 ( 水 )
会津放射能情報センター

東日本大震災 ・ 福島原発事故から 4 年半となり、 被災

しかし、 一方で大き

地は 「復興」 を目指しての歩みを進めています。 しかし、

な反省と課題も見えて

北海教区東日本大震災支援委員会では、 これまで行っ

きました。 スタディーツ

てきた、 学習会 ・ 報告会や親子短期保養プログラムで、

ア ー で は、 実 際 に 放

数々の証言を聴く中で、 北海道に住むわた したちには

射線量が高くて、 一般

なかなか伝わってこない、 新聞やテレビの報道でも扱わ

の人は立ち入り禁止と

れない被災地の現実があることを知らされてきました。「復

さ れ て い る 区 域 に も、

興」 という名のもとに放射線の恐ろしさから人々の意識を

特別 な許可を得て入

他に向けさせ、 国や電力会社の責任が隠蔽されてしまう

りました。 その中に浪

いずみ 訪問

危険性も感じます。

江伝道所があります。

（東北教区放射能問題

会津若松泊

10/29 ( 木 )
会津若松→浪江伝道所→
小高伝道所→仙台
仙台泊

10/30 ( 金 )
エマオ フィールドワーク
( 仙台周辺 ： 笹屋敷）

支援対策室）

スタディツアーは、 直接現地に赴い て、 自分達の目

そこには使い捨てのレ

で耳で肌でその現実に触れることによって、 少しでも、

インコートを着て、 靴

被災地に住む人たちに寄り添うことができたらと願って企

にもビニールをかぶせ、 高機能のマスクを着けてそこに

画したものです。 2 回のツアー には合計 14 名の方々が

入りました。 入ることは許されても宿泊は許されていない

参加し、 それぞれに貴重な学びの機

区域もあります。 そこには小高

会が与えられ、 その意義も再確認し

伝道所がありました。
大きな反省点の一つは、 ２回
目のツアーに 30 歳の若い委員

会津放射能情報センターで証言を聴く

を同行させてしまったことでし
た。 本人の強い希望でもありま
したが、 たとえ短時間であって
もそ のような場所に入っていく
ことに対して、 委員会として無
頓着ではなかったかと反省しま
浪江に向かう途中、
放射線量を測定。

す。 そ の よ う な 感 覚 で は、 日
常的に大きなストレスと闘っている

片岡謁也牧師と、 片岡輝美さん ( 会津放射能情報センター代表 )
イラスト ： 野沢尚央さん ( ツアー参加者）
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方々の苦悩に、 寄り 添うことなどできないと思わされまし

海道という比較的安全な場所で送っているわたしたちが、

た。

一生に一度から数度行くことに、 たとえそれなりの意義は

もう一つは、 同じような意味合いですが、 2 回のツアー

あったとしても、 福島の 方に、 住んでいる町よりもさらに

の案内として若松栄町教会 （会津若松） の片岡謁也牧

線量の高い区域を案内していただき、 被爆のリスクを負

師に同行していただいたことです。 現地の地理に も課

わせてしまうということが、 果たして許されることだったの

題にも疎いわたしたちには、 案内をしてくださり、 様々な

かという問 いを突きつけられています。 東北教区の常置

ポイントで解説をして下さった片岡牧師のお働きなくして

委員会でも同様の議論があったと伺いました。 今後の委

は、 これほど有意義なツアーにはならな かったと感謝し

員会の活動のあり方を見つめ直し、 少しでも意義のある

ています。 しかし、 片岡牧師は北海教区の 2 回のツアー

働き を継続していくために、 とても重要な課題が与えら

だけでなく、 他の教区からの依頼にも応えており、 月に

れたスタディツアーとなりました。

何度もそこに足を運ぶのだそうで す。 普段の生活を北

黒田 靖 （東札幌教会）

（文責 ： 日向恭司）

二日目は、 若松栄町教会 ・ 片岡謁也牧師の案内で、

一日目は、 会津放射能情報センターで、 福島市から

居住制限区域になっている町を訪ねました。 ここに入る

会津若松市で避難生活をされている方々のお話しを伺

には事前に日時、 名前、 車両等を申請し、 許可をもらう

いました。 自分の家で暮らすことができなくなった苦痛、

ことが必要です。

自分の家族だけが避難したことへの同郷の人たちの評

途中、 道路脇には除染作業で土などが詰められたフレ

判、 そして将来への不安。 国はもとより県 ・ 市といった

キシブルコンテナパック （フレコンパック） が幾つも積み

自治体も市民に思いを寄せてくれない。 福島原発事故

上げられていました。 通過したある市では、 市役所の

から 4 年半が過ぎましたが、 多くの方々が幾つもの苦し

原子力災害対策課がフレコンパックが詰まれた地点での

みの中で生活されている現実を知りました。

放射線量を表示していましたが、 片岡さんが持参した機
ま

械で測定すると 6 倍以上の値を示しました。 居住制限
区域に近づくにつれ、 車の中にいても放射線量の値が
3.27 → 4.5 → 5.38 マイクロシーベルト （μ Sv） と増え
てきます。 外の値は約 2 倍だといいますので、 10 μ Sv
以上になります。 新聞に掲載されている札幌の値が 0.05
μ Sv 位ですから、 約 200 倍です。 参加者一同、 驚きと
怖さに包まれました。
居住制限区域の一つの浪江町にある浪江伝道所を訪

街中の線量計

た、 福島県内に設置されている放射線量を示すモニタリ
ングポストは、 設置する場所の除染を行い、 そこに鉛の
板を敷き、 その上にポストを設置しているという話しや、
役所が各家庭の放射線量を測定する時は、 鉛を巻いた
測定器を使用するなど、 明らかに放射線量の数値を操

ねました。 教会の看板には薔薇の教会と書かれ、 庭
には手入れされたたくさんの薔薇が咲いていたようで
す。 今は、 薔薇がどこにあったのか分からないぐらい、
荒れた庭があるだけでした。 浪江町は先の大地震で、
揺れ、 津波、 放射能の三重の災害を受けました。 いま
だ屋根をブルーシートで覆ったままの家、 海岸沿いは基

作している実体を知りました。 すべてが結果から逆算し
ている、 結果ありきの測定なのです。
放射能については同じ値でも大丈夫だという意見や危
険だという意見があり、 何が本当なのかが分からないこと
が多くあります。 その中で食べ物などは、 あることを本当
だと信じて判断しなければなりません。 会津放射能情報
センターの働きが、 多くの人びとに本当としての判断を
与える大きな役割を担っていることを感じました。 この働
きは今後ますます大切になってくるだろうと思います。

浪江町に向かう道沿いに、 数え切れない廃棄物
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礎の残された土地のままです。 ここからは福島第一原発
のクレーンが見えます。 ここが立ち入り制限区域になっ
ているのは、 放射線量の多さや復興が進んでいない現
実を隠すためではないのかと感じました。 この様子を知っ
たら、 「東京オリンピックなんかやってる場合でない」 と
多くの人が感じるだろうと思います。
放射線量の大きさに正直怖さを感じましたが、 今なお
続く福島原発事故の影響 ・ 現実を知ることができた貴重
な学びでした。

放射性廃棄物をはこぶトラックの列

人のいない街

浪江伝道所の敷地で説明を聴く
負の遺産として！看板撤去反対 ! ！

内容（予定）
東日本大震災支援委員会では、 1 月 11 日、 年頭修養
会の 「自主プログラム」 として、 被災地の現状を聞くプ
ログラムを準備中です。 どうぞご参加ください。
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髙濱 心吾 （札幌北光教会）

10 月末、 2 泊 3 日の日程で、 震災支援委員会主催の

仮設住宅で、
元気に
ラジオ体操

スタディーツアーに参加を致しました。 まず簡単に、 そ
の 3 日間のスケジュールを振り返りたいと思います。
1 日目は、 仙台空港から福島の 「会津放射能情報セ
ンター」 へ移動し、 放射能汚染に悩まされながら生きる
方々の証言に耳を傾けました。
2 日目は、 会津栄町教会牧師の片岡謁也さんの案内
で、 居住禁止区域に指定されている地域を回りました。
そして、 3 日目は福島から仙台へ移動し、 東北教区被
災者支援センターエマオ （以下、 エマオ）、 東北教区
放射能問題支援対策室いづみをお伺いして、 現在仙台
で行われている支援活動について、 また、 仙台市内で
津波の被害が大きかった、 荒浜地区、 閖上地区のフィー
ルドワークを行いました。
“お茶っこ” でおしゃべり

福島での体験については、 同行した東札幌教会の黒
田牧師が感想を寄せてくださっていると思いますので、
私は仙台での感想を記したいと思います。
***************************************************

割合であると思われます。
津波の被害を受けた方々にとって、 故郷とは、 帰りた
いという願いを持つ場所であると同時に、 大切なものを

2011 年の 3 月の震災当時、 私は学生で時間に融通

失った痛みの場所でもあるのです。 再度、 被災する可

がききましたので、 震災直後に東北へ向かい、 そこでし

能性も捨て切れません。 けれども、 その痛みや恐れの

ばらく支援活動のお手伝いをさせていただきました。 被

感情を超える、 望郷の念の強さ、 地域のコミュニティの

災直後の仙台市街地の静けさ、 そして、 沿岸部の被害

強さを感じさせられました。 同時に、 笹屋敷という地域の

の甚大さは、 それまでに味わったことのない 「非日常性」

復興に、 被災者も、 支援者も、 沢山の方々が、 汗や涙

を感じさせるものであったことを鮮明に記憶しています。

を分かちながら歩んでこられた道のりを想像させられまし

それから、 何度か被災地を訪れる機会を与えられてい

た。

ます。 過ぎた時間とともに、 徐々に階段を登るようにして

一つ、 教会の牧師として思わされたのは、 95％という

いわゆる 「復興」 という作業は進んでいるように思えます。

数字についてです。 5％の世帯は、 戻って来ることが出

エマオが継続的に支援を続けている仙台市の笹屋敷と

来ていないのです。 このことが表すように、 災害によって

いう地域は、 震災前の約 95％の世帯が地域に戻って生

失われた物が、 全て元通りになることは無いのです。 こ

活を続けている、 という事もお伺いをしました。 これは、

のことは、 「復興」 という言葉の定義についても、 大きな

同じように津波の被害を受けた地域としては、 奇跡的な

示唆を与えられると思います。
真実に、 被災地が 「復興」 をしていくために、 私たち
の力添えは小さなものかもしれません。 しかし、 一人一
人の被災者や、 地域が、 立ち上がるまで一緒にある。
そ れ が、 教 会 の 出 来 る 最
大の支援ではないだろうか。
そのようなことを学ばされた
ツアーでありました。
※ 写真は全て石井一弘さん
（ツアー参加者）

エマオと町をつないでくれた町内会長さんと

寂しくなった仮設住宅
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北海教区

道北地区：10教会1センター

各地区の働き

石狩空知地区：7教会

道東地区：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)

道東地区では、年明けの年頭修養会に向けて、帯
広教会、新得教会の十勝ブロックが事務局を担いつ
つ、準備を進めています。果たして、地区の現状で
担いきれるのか。見通しの立たない中で立ち上がっ
た委員会でしたが、試行錯誤の中で、だいぶ形も見
えて来ました。事務的にはこれからが正念場です。
どうぞ覚えてお祈りください。何より、教区の皆さ
んに来ていただけることが大きな支援です。ご参加
をお待ちしています。
毎年9月に実施している交換講壇は、七教会の内
、三教会間での実施と、いささか寂しくもありまし
たが、一方で、中標津伝道所、置戸教会への説教応
援は、当初の予定以上に充実しています。道東地区
内での協力はもとより、地区外からの応援も多数い
ただき、教区の連帯に大いに助けられています。感
謝です。
11月10日に開催された教師会は、久々に五人の教
師、宣教主事が集いました。会場は、いつもの阿寒
湖荘。経費の関係で、年四回の内、三回は日帰りで
の開催となっています。皆さん、実は、滞在時間よ
りも往復の車に乗っている時間の方が長いのです
が、それだけに貴重な交わりと情報交換の時です。
今回の大きなトピックはやはり、来年度の道東地
区の体制についてでした。現時点で、二つの教会が
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無牧師で、さらに二人の教師の年度末での辞任が決
まっています。しかし、来年度からの牧師就任が決
まっているのは一教会。このままで行けば、七教会
のうち、三人の牧師と一人の宣教主事(信徒伝道者)
という体制になる可能性もあります。
これまでのシステムでは、地区も地方の教会も支
えられなくなっているという声が上がっていた他、
例えば巡回教師のような存在が必要ではないかと
いう意見もありました。
いずれにせよ、地区形成において、一つの大き
な曲がり角を迎えているのは確かなのでしょう。
二月の第一主日は昨年に引き続き、道東地区サン
デーとして、道東地区の教会が互いに覚え合い、
祈りを献げ合う予定です。お覚えください。

札幌地区

高濱心吾(札幌北光教会)

2015 年度も、あっという間に半分の日程が過ぎ
去り、札幌にも冬の足音が聞こえてまいりました。
札幌地区委員会は、例年通り、教会から派遣され
た信徒委員を中心とした一人一人の地区委員達が、
「礼拝と学び」「いのちと平和」「宣教と交わり」
の 3 委員会に分かれ、互いに協力し合いながら活
動を行っています。
2015 年度上半期の活動をご紹介いたします。
「いのちと平和」委員会は、民意を無視し、戦争
へ向かう我が国の政治状況を鑑みて、10 月 3 日（土）
に、
「戦場ぬ止どぅみ」という映画の自主上映会を
行って下さいました。この映画は、沖縄の宜野湾
にある普天間基地の移設先として、名護市辺野古
において政府によって強引に進められている新基
地建設計画阻止のための戦いをテーマとした作品
です。午前と午後の二回に分けて上映会をしてく
ださり、104 名の参加者と共に平和と自由につい
て考えを深める時を与えられました。
また、
「礼拝と学び」委員会は、10 月 24 日（土）
に、札幌北光教会を会場として、
「元気づけられる
教会を目指して」という主題で地区信徒大会を行
って下さいました。主題講演の講師は岩内教会牧
師・岩内幼稚園園長の平宏史牧師を講師にお招き
しました。地方の小規模教会における宣教の現実

と課題についてお話をいただき、規模の大小を問
わず、どの教会も直面している高齢化や信徒減に
ついての貴重な分かちあいを持つことが出来まし
た。参加者は 48 人でした。
そして、もう 1 つの委員会である「宣教と交わ
り」委員会は、集会を企画して運営するという目
立った活動はありませんが、地区内教会の礼拝交
流や、地区通信の発行といった働きの他に、
「地区
宣教協力献金」の配分に関する働きを担ってくだ
さっています。
今回は、この宣教協力献金について少しご紹介
させて頂きたいと思います。この献金は、1986 年
に「地区内で宣教を支え合う」という目的のため
に始められた制度ですが、
端的に申し上げまして、
収入の不足のための支出超過が続いています。
2008 年には 2,000,000 円あった積立金が、2014
年度の拠出を終えた時点で、1,000,000 円を下回
っています。2014 年度は、申請を受けた５教会に
数十万円ずつ配分をした実績がありますので、こ
のペースで配分を続けていきますと、数年で積立
金が底をつき、申請した各教会の必要な金額を支
出することができなくなってしまうと予測されて
います。それはつまり、札幌地区の小規模教会を
はじめとする、札幌地区全体の宣教にブレーキが
掛かってしまうということを意味します。2009 年
度より、札幌教会が地区の交わりに加わってくだ
さらない状況があり、この課題の解決には札幌教
会の祈りと支えも大きな比重を占めていますので、
一日も早い地区の交わりへの復帰を皆さんと祈っ
てまいりたいと思います。
しかし、それだけではこの現状
をどうにかすることは出来ません。
もう一度、わたしたち自身も、宣教
とはなにか、協力とはなにか、北海
教区が大切にしてきた歩みとは何か
ということ、第 4 次長期宣教計画に
おいて私たちが確かめた事柄を再確
認しつつ、各教会の宣教を行ってい
く必要があるように思えるのです。
残された年度も、それぞれが置かれ
た場所において、祈りも課題も分か
ち合いながら歩みを進めていきたい
と願っています。

道北地区

韓守賢（旭川豊岡教会）

１０月８日（木）
、旭川六条教会にて、「旭川で
一日修養会」が持たれました。以下の通り、三つ
のねらいを持っていました。
（１）外泊無しで修養

会に参加したい！ （２）以前、壮年会や女性会、
青年会などで共に活動した他教会のあの人にもう
一度会いたい！ （３）気ままなおしゃべりを楽し
みたい！ 「開会礼拝」
「キリスト教葬儀について
の発題（西岡昌一郎牧師）
」
「昼食」
「小グループに
分かれての分かち合い」
「道北地区報告」という流
れで行われました。
新しい試みでしたので、きちんと評価をしてい
きたいですが、工夫を凝らしながら、個教会や道
北地区の活動を一つひとつ積み上げて、共に支え
合い、福音を喜び合える関係を求めていきたいと
願っています。
10 月 31 日（土）、名
寄駅隣の「よろーな」
にて、「Thank You ロ
ブ＆圭子 道北地区か
らの感謝会」が開かれ
ました。参加者は子ど
も 8 名を含む、76 名。
40 年にわたるウィッ
トマー宣教師ご夫妻のお働きに感謝する温かい会
になりました。道北地区の皆様からのメッセージ、
名寄教会の子どもたちからの歌。三愛塾や道北セ
ンター福祉会、名寄９条の会からのメッセージ。
そして、カナダ合同教会と、日向恭司北海教区幹
事からのメッセージ。どのメッセージも、ウィッ
トマー宣教師ご夫妻への感謝の思いが溢れていま
した。過去 40 年の歩みを振り返るフォトムービ
ーには、お二人の足跡が（ごくごく一部ですが）

映し出されていました。最後に、サプライズとし
て、お二人の三人の子どもたちからもメッセージ
があり、特に、名寄にお住まいのネイスンさんは
直接、会場に来てくださって愛するご両親に感謝
のメッセージを伝えてくださいました。
改めて、ロバート・・ウィットマー宣教師、圭
子・ウィットマー宣教師御夫妻に、これまでのお
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二人のお働きに心からの感謝をお伝えしたいと思
います。そして、これからのお二人の歩みの上に
神様の豊かなお守りとお導きがありますよう心か
らお祈りします。

後志地区

平

宏史(岩内教会)

第３回地区教師会が１０月２０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）岩内厚生園問安 １２月５日（土）午後２時
よりクリスマス問安を実施します。２０年以上続
けられている活動です。厚生園の皆さんは毎年こ
の問安を心待ちにして下さっています。
Ｂ）教師会 １０月２０日（火）午後４時から５
時半実施。地区内交換講壇及び北星余市高校礼拝
奉仕状況の報告をしました。各教会の課題を分か
ち合いました。
Ｃ）奏楽者の学びの会 今年度最後の研修会が１
１月７日（土）午後１時から小樽公園通教会でお
こなわれます。
Ｄ）伝道協力委員会倶知安伝道所の雪下ろしを、
２０１６年２月６日（土）午前１０時より実施し
ます。

◇教会・伝道所・関係学校
・岩内教会 札幌地区信徒講座の講師として平宏
史牧師が招かれました。日 時：２０１５年１０
月２４日（土）９：３０～１２：３０、場 所：
札幌北光教会 テーマ：
「元気づけられる教会を目
指して」岩内教会及び岩内幼稚園の取り組みが紹
介されました。岩内町内の水産加工場で働いてい
るベトナムの青年女子が礼拝に出席しています。
・倶知安伝道所 ニセコ長期滞在の避暑客４家族
が礼拝に出席している。礼拝堂のストーブ１台更
新する。
・小樽公園通教会 旧牧師館の売却：買い手が与
えられ、売却成立後、教団・所轄庁への各手続き
が行われ、すべて完了しました。
オープンチャーチ：９月１２日（土）午後１時～
４時の間に、教会１階をカフェ風にして、音楽を
流し、コーヒーを楽しみました。初めての人、な
かなか礼拝に来られない人も来られて、今後も継
続する予定です。
・余市教会 創立１３０周年記念行事
・２０１５年１１月２１日（土）午後２時～３時
半ハンドベルコンサート演奏：北星学園女子中高
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ハンドベルクワイア場所：リタ幼稚園ホール 入
場無料
・２０１５年１１月２２日（日）午後１時～３時
テーマ「余市を愛したリタさんの振興とわたし
たちの生き方」高野宏康氏（小樽商科大学学術研
究員）と小西陽祐牧師との対談
・手宮教会 新園舎建築工事は順調に進み、１２
月１３日の礼拝から新礼拝室の使用をできる予
定である。手続きはすべて学校法人である北海道
キリスト教学園として整えられている。一教会で
は困難であった建物の課題がこのように解決され
るのは、学園の力によるもので、感謝である。
宗教法人としての法人格維持のために土地の件、
旧建物の件を今後検討していく予定である。
◇これからの地区の予定
・２０１６年１月１９日（火）午後４時より地区
教師会 午後６時半より地区委員会場所はい
ずれも余市教会。特に地区総会に関して協議を
します。
・２０１６年２月２８日（日）地区総会 午後
２時より 余市教会

苫小牧地区

石川宣道(室蘭知利別教会)

地区活動「洞爺湖デー」
稲葉真理子（苫小牧弥生教会）
11 月 3 日（火）洞爺湖教会で洞爺湖デーが行わ
れました。洞爺湖デーは少人数の教会に集まって
草刈り・大掃除のお手伝いをしようと企画され、
今年で 3 回目となりました。
今回は苫小牧地区の各教会から 18 名が集まり
ました。10 時半より礼拝を捧げ、その後会堂の掃
除、外回りの草取り等をしました。昼食をとりな
がら交わりの一時を持ちました。無牧師は続いて
いますが室蘭の石川牧師が代務者として、また佐
藤牧師が会堂守として牧師館に住み不意の来客に
も対応していただき、日曜礼拝、会堂の整備と働
いておられます。ステンドグラスが輝き太陽の光
があふれている会堂はどこかほっとする雰囲気を
かもし出しています。礼拝を守る信徒が少なく淋
しい思いをしていますが、今日の様に多くの方が
訪れてくれるのが一番励まされますと言っていま
した。
洞爺湖教会を気にかけ近くにいらした時はぜひ
お寄り下さい。また献金でも応援してくださる様
宜しくお願いします。恵の一時を与えられキリス
トに繋がるもの同士お互いに支えあって行きたい
と思いました。

「島松伝道所

音楽献堂式に参加して」
菊池美佐子（千歳栄光教会）
二〇一五年十月十八日長年待ち望んだ島松伝道
所の献堂式が行われた。献堂式には苫小牧地区を
はじめ、全道から多くの献堂を心から祝う人達、
総勢百五十二名が参列していた。
十五時ピアノとフルートによる前奏で献堂式が
開始。讃美歌はオルガンとクラリネットによる伴
奏。式辞は辻中徹也牧師より『ひだまり』。島松が
今標語にしている「弱さを元手にひだまり始めま
す」の「ひだまり」についての式辞でした。この
「ひだまり」の為にこの会堂は建設され、そして
献堂された。神の国である「ひだまり」を多くの
人の心に届けたい。島松伝道所に集う人達の思い
を感じた。後奏はピアノとフルートとクラリネッ
ト。
その名の通りの音楽献堂式の第一部が閉じた。
第二部としての感謝の時に、北海教区と苫小牧地
区からの祝辞を受け、杉岡ひとみ牧師の閉会祈祷
で献堂式は終了した。

道南地区

松本紳一郎(函館教会)

江差伝道所は、2011 年度来、藤崎裕之牧師に代
務を依頼して礼拝を守ってきましたが、藤崎裕之
牧師には病気療養に専念していただくため、10 月
から石橋香代子牧師（利別教会）が代務者に就任
しました。出席人数や出席者の年齢構成、財務状
況等から牧師招聘が不可能な状況が続いています。
代務者交替に伴い、
当面の対応を以下のように申し合わせました。
（１）江差伝道所の主日礼拝を午後 2 時 30 分から行う。
（２）石橋香代子牧師、石橋隆広牧師が交替で月 3 回の
説教を行い、月 1 回ないし 2 回を地区の牧師が交替
で説教応援する。
（３）どうしても牧師を派遣できない時には、自主礼拝
（説教原稿・テープの送付などにより）を行う。
また、石橋牧師夫妻が冬道の安全を考え、現在
の軽自動車をより安全性の高い普通車に買い替え
たいと希望しておられることを伺い、道南地区と
江差伝道協力委員会では、
目標 50 万円の自動車購
入献金を募ることを決定しました。自動車は 11
月半ばに入手予定ですが、献金目標額までもう少
しです。読者の皆様のお祈りとお支えをお願いい
たします。
八雲教会では、
10 月 18 日に教会
創立 100 周年記念
礼拝・感謝会を行
いました。礼拝は
八雲教会元牧師、

中村周行先生に説教していただきました。午後に
は 124 名の出席者が、町の開拓の歴史と共に刻ま
れてきた教会・幼稚園の歩みを振り返り、天の父
なる神に感謝をささげました。
同じ日に七飯教会は創立 20 周年を迎えました。
記
念礼拝には教区総会議長久世そらち牧師を説教者
にお迎えしました。
ことしの道南地区「秋の集い」は、11 月 3 日（火・
休日）、「礼拝の喜びに生かされる」という主題
のもと、講師に在日本南プレスビテリアンミッシ
ョン大阪チャーチ牧師・淀川キリスト教病院チャ
プレン、森里信生牧師を迎えて函館千歳教会にて
行われました。参加者は 6 教会から 61 名。午前中
はヨハネによる福音書 4 章の御言葉から、サマリ
ア人の女性が主イエスに導かれて、よみがえりの
主の臨在に触れ、主を礼拝する者に変えられ、さ
らに出て行って主キリストを証しするまでに導か
れた、礼拝はわたしたちにそのような力を与えて
くれると、説き明かされました。昼食をとりなが
らの分団話し合い後、午後は講師のホスピスにお
ける礼拝から、患者や家族、地域の人々が福音の
喜びに生かされて、教会形成が導かれている様子
を楽しく伺うことができました。

石狩空知地区

木村拓己(美唄教会)

石狩空知地区信徒大会報告
報告者
竹井剛(江別教会)
昨年度は北海教区年頭修養会の当番地区であっ
たため信徒大会が行われませんでしたが、今年は
二年ぶりに十
一月三日(火)
石狩空知地区
信徒大会が江
別教会にて開
催されました。
地区にある各
教会より北は滝川
二の坂伝道所、南
は野幌教会より、
子どもも含め五十
四名の方たちが大
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会に参加しました。午前中は前日より野幌教会で
行われていたアイヌ民族情報センター主催のフィ
ールドワークのプログラムに参画し、道立北海道
博物館の見学を行
いました。ご存知
のように以前は北
海道開拓記念館で
したが、道立アイ
ヌ民族文化研究セ
ンターと統合して
新たに二〇一五年四月より開設された博物館です。
北海道の自然・歴史・文化を過去・現在・未来を
通史的に鳥瞰できるようにメッセージ性を有した
展示物が用意されています。また、アイヌの人た
ちの展示では長い歴史のなかで無形文化として受
け継いできた「言語」「芸能」
「生活技術」などの
貴重な文化遺産の展示も充実しています。午前十
時より入館しましたが、展示物を見学する前座と
して、学芸員の方から研修室で一時間ほど博物館
のコンセプトについて丁寧かつ詳細にお話を伺う
ことができました。その後短時間では見切れない
ほどの多くの資料や展示物を学芸員の方の話を思
い起こしながら見学をしました。中でも参加者の
誰しもが印象深かったと思われる展示は、アイヌ
民族と和人を先祖にもつ少年を例に挙げながら、
ビジュアルな形で先祖の人たちの暮らしを振り返
り北海道でのアイヌと和人の歴史を見るというコ
ーナーです。過去の存在として捉えられがちなア
イヌ民族が、現在においては同じ空間で暮らす存

在であることを一人の少年をモデルに実感させる
ユニークな展示でした。
午後は、江別教会に場所を移して大会を継続致
しました。どこの地区もそうであるように、石狩
空知地区において数年前から地区の連帯を今後ど
のように具体的に進めて行けばよいのか懸案事項
として話し合いを重ねています。地域の過疎化や
高齢化が年々進む中に置かれている教会も厳しい
現状にあります。地区にある教会間のつながりが
一層求められる中、
「分かち合い、つながろう」を
テーマに、バザーや「各教会報告と分かち合い」
の時間を持ち、諸教会の紹介、現状や取り組んで
いることそして今後の課題などがそれぞれの教会
から報告されました。
今回の大会のねらいは、連帯について積み重ね
られてきた話し合いが、机上の空論や絵空事に終
わらずに、まずお互いの教会、お互いの顔を、お
互いの事を知り合うことを通して、連帯について
の盤石な基礎を築きあげて行くところにありまし
た。礼拝は閉会礼拝のみで、メッセージは野幌教
会牧師朴美愛先生がコリントの信徒への手紙Ⅰ
十二章二十六節より「一つのキリストの体」と題
して取り次いでくださいました。わたしたちの連
帯は一つのキリストの体であり、また、礼拝を共
に守り続けて行くための連帯である。一つの体と
してつなげられている信仰によって共に歩んで行
こうとの励ましを受けました。心を一つにして賛
美と祈りを献げ、神に栄光を帰してこの大会を閉
じました。

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。

2015年12月25日（金）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 ： 木村拓己さん（美唄教会牧師）
☆ お問い合わせ：北海教区事務所（日向教区幹事）
011-716-5334 kanji@hokkai-net.jp
☆ 参加したい方で、交通手段がわからない方はご相談下さい。
☆ 雪が多い場合は、お昼頃から芦別祈りの家の屋根の雪下ろし
を行ないます。
☆ スノ－キャンドルの道も作ります。お手伝いできる方はご
連絡ください。

主催：北海教区
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芦別祈りの家管理委員会

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

10 月 6 日から 7 日まで、私は台湾の一番高い山―玉山を登って
きました。標高は 3952 メートルです。台湾基督長老教会 150 周
年記念のイベントの一つは「十字架を背負って玉山に登り、台湾を
祝福する」というものです。このイベントは二つの中会（中布中会、
台中中会）と合同で計画をしました。主な目的は宣教師たちが台湾
に来たとき、いろんな苦難や試練を受けながらも福音の種が蒔かれ
ました。私たちは宣教師たちや信仰の先輩たちのことを思いながら
足跡を巡って、十字架を背負って玉山を登り、台湾を祝福しました。
今回参加者は 38 名です。最初の計画では牧師先生は順番に十字
架を背負うことになっていましたが、参加する男性の牧師先生は少
ないし、十字架の重さは約 30 キロもあるので、結局は一つのブヌ

タイヤル中会の牧師たちのほとんどは北海道が初めてで、紅葉し

ン族の教会の長老さん二人にお願いして二人交代で十字架を背負う

た山々を見て感動しました。おいしい食べ物を食べて、美しい大地

ことになりました。

を歩きました。アイヌ民族の方にも会いました。本当に北海道を満
喫することができました。彼らは「次回また北海道に来ることがで
きるように願っています。」と言っていました。私もこのような交
流会を引き続きすることができますようにお祈りします。
私は函館で開催された「第３回台湾原住民族との函館交流会」を
出席しました。講師の一人は現在台湾の玉山神学院で務めているヨ
ハネ・イスカカフト牧師です。ヨハネ牧師は台湾原住民族の社会運
動に長期間に従事しています。フィジー共和国の大使をなさったこ
ともあります。ヨハネ牧師は「現在も台湾の原住民族の権利回復運
動は続いています。原住民は自分の権利を自分で努力して価値とら
なければなりません。変えられない事は忍耐強く受けとめなければ
なりません。変えられることは、勇気持って変える。何が変えられ
る事か、何が変えられない事か、知恵を用いて判断します。原住民
は団結と連帯が必要です。将来の社会運動は伝統の土地の返還、原
住民族の自治が主軸になる。」といいました。私たちの隣り人−ア
イヌ民族も権利回復運動のために頑張っています。私たちの祈りの

実は私は玉山を登る時風邪をひきました。普通ならば登山するこ
とができません。しかし私はこのイベントを参加するためにわざわ

中で彼らのことにも思いを寄せ、一日も早く権利回復ができますよ
うにお祈りしましょう。

ざ台湾に帰って来たので、ガイドさんの許可を得て玉山を登りまし
た。私は玉山に登りながら祈りしました。神さまの導きと守りの中
で、山頂に着いたとき言葉が出ないほど感動しました。神さまの創
造されたものは何と美しいのでしょう。謙遜な心を持って全員で賛
美と祝福の祈りをしました。
引き続き、10 月 19 日から 22 日まで、台湾のタイヤル中会の
牧師たち（21 名）が北海道に来ておりました。
今回、私は彼らと一緒に北星学園大学、北海道クリスチャンセン
ターで説教や賛美歌の奉仕をいたしました。大変良い交流会となり
ました。皆さまのご協力に感謝いたします。
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月寒 教会員

は た え み

ち

こ

幡江美智子

（蝋梅）

『1988 年 5 月発足以来の葡萄句会の句集をここに発
行することにした。
「葡萄句会」の名称は、ヨハネによ
る福音書 15 章 5 節「わたしは葡萄の木、あなたがたは
その枝である」から採ったものである。発足の経緯は、
日本国際ギデオン教会郡山支部の例会の折に一人の会員
から度々自作の句を示されたことによる。それをきっか
けに当初 3 名で、会は信仰者の集まり、はじめと終わ
りに祈ることを決め、信仰俳句を詠うことを第一の目的
として発足した。とはいっても信仰俳句のみにこだわる
わけではない。風景や人事を詠うことも究極的には、造
り主を讃えるものだからである。
』
これは私のはじめてで唯一の句集に記載されている師
の巻頭言です。
私は 1988 年 4 月転居してすぐ教団郡山教会に礼拝
出席を許され半年後に句会にお誘いいただきました。俳
句との出会いは初めてであり不安もありましたが、その
頃の 5 名の会員が殆ど郡山教会員でしたので、お交わ

以来 1993 年札幌に転居するまでの 5 年間の句会と句

りを目的として参加させていただくことにしました。そ

会後のお交わりは楽しい思い出であり、時には芭蕉ゆか

の後会員は 9 名となりましたが、皆はじめての方ばか

りの地や近辺を吟行（俳句作りの旅）出来ましたこと

りでしたので、俳句の基本から一緒に学ばせていただき

は何よりの恵みでした。
『今回の合同句集は、俳句をはじめて作られた方が大

ました。

部分で、大方の批評に堪え得るものではない。しかし、
作者個人にとっては、信仰生活、人生の忘れ難い出来事

祈りもて
閉づる句会
や
春の夕

こ ぞ こ
とし

去年今年
一つの祈り
祈り継ぐ

を綴ったものであり、紛れもなく作者自身の姿である。
後日、この句集が己を振り返る思い出のきっかけとなる
ことを思うと愉しみである。これを契機に、一層頑張っ
て句作に励みたく思う。
』
図らずもこの度句集を読み返す機会が
与えられ、改めて自分の原点を思い返す
ことが出来ました。
札幌の移りましてからも通信で句会に参加させていた
だき合同句集にも加えていただくことが出来ました。
その後、札幌でも句友に出会い、句会や吟行に出席して
いましたが、今は休会中で、一人作句を楽しんでいます。
郡山句会もその後、会員が減少し第２句集を発行する
ことなく解散しましたので、この第１句集「葡萄」のみ
が私の大切な１冊となっています。
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道北センターの紹介
いなます

スタッフ

稲益

く

に

こ

久仁子

業の恵み豊かな行事も計画し行なっています。１０月に
開催した「そば打ちの会」は音威子府のそば粉を使い、
本格的そば打ちをしました。そば粉をこねて、麪棒で延
ばす作業、そばを切り揃える仕方など、作業の全てが美
味しさに繋がります。そばの香りと更科そばの美味しさ
に舌づつみをうつ。食べ物の恵みを自然に感謝できるプ
ログラムをしています。

ロブさん＆圭子さん感謝会

北海道名寄市に所在する道北センターは地域社会と道
北地区の諸教会と共に歩んでまいりました。
今年８月末、カナダ合同教会の宣教師であるロバート・
ウイットマー先生とウイットマー圭子さんが隠退する事
となり、道北センターの館長としての役目も終わること

そば打ちの会

となりました。４６年間という宣教師のご奉仕に心から
感謝し、センターを支えて来られた熱い思いをどう引き
継げるか、私たちのこれからの課題でもあります。
道北センターの働きとして「農」に深く係わり、道北
三愛塾・聖書と農業の講演会・農場訪問を中心として奉
仕しています。まさに教会とは違う役割を担っています。
私がセンターのスタッフになって初めて経験した「道
北三愛塾」は驚きの連続でした。教会では会うことがで
きなかった方々が大勢参加し、地域の農業従事者や道内
外からの参加者、また農に興味のある方、ない方、農的
暮らしをしている方が生き生きと参加して自由に発言し
学んでいるのです。本当に驚きでした。そして誰もが来

「米作り体験」稲刈りを終えての喜び

やすい雰囲気があり、我が家に帰ってきたかのように楽
しんでいる。そこが道北センターの一番良いところなん
だと実感しました。
その他、信徒の宣教・平和・アイヌ民族などの人権な
ど関わりなど多岐にわたって活動しています。
道北センターは研修施設として宗教・宗派に関係なく
利用できます。集会・コンサート・牧師会・
地区委員会・宿泊などに使われています。今年夏からは
保養のために福島県などからの親子の受入れもしていま
す。また、田植えや稲刈り・そば打ち・味噌作りなど農

主事の藤吉求理子牧師（上写真右）は道北センター勤
務が来年２０年の節目を迎えます。道内外の教会の説教
奉仕やカナダ報告・教会ワークショップなど、依頼があ
れば、いつでも行ける準備をしています。
今後の課題はセンターの維持管理です。スタッフも少
ないので夏の期間は広い施設の草刈り、冬の期間の除雪、
建物の清掃に人手が必要です。ボランティアとして働け
る方を募集しています。道北センターのこれからの働き
にお力をお貸しください。そして気軽に声をかけてくだ
さい。
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★ 先日MRJの初フライトが報じられました。飛行機大
好き人間の私はわくわくしながら、ニュースを見ていま
した。今年はジェット元年と呼ばれ、他にホンダジェッ
ト、ATD-Xが初飛行を迎える予定でした。残念なが
ら、こちらは来年以降になりそうです。進駐軍が、日本
の航空機産業をつぶし、研究を禁じて以来、70年の
月日が流れました。技術者たちは、絶望の中から、希
望を見つづけ、それも世代を超えてやっと大空に飛
び立ったのでした。先日、NHKで戦時中のジェット機
開発の歴史を知りました。終戦間際に日の丸ジェット
の試験飛行に成功しました。但しこちらは開発当初か
ら、着陸する必要の無い特攻用の機体だったようで
す。そのようなものを作らされる悲しみを思うと、感慨も
ひとしおでした。（阪口）
★ 21世紀を迎えて早15年。小学生の頃に思い描い
ていた未来の世界とはいささか異なるも、新しい時代
に突入していることには間違いない。しかし,“古い価
値観”は相も変わらず抑圧と攻撃を続け,“新しい価値
観”はフレーム自体を超え得ず展望を見いだせない。
“教会とは何か”との問いに、定義ではなく、“関係性
の中で応える私”こそ、信仰告白なのではないか。そ
してその時間軸を創造し、守り導かれるのが、ほかな
らぬ神なのではないか。
メリークリスマス。再臨の主を待ち望みつつ。

（難波 真実）

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 徹 （島松伝道所）
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）
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