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特別付録
[ 現行 ] 宣教基礎理論・宣教基本方策（1962 年）

所在地：美唄市西 2 条北
3 丁目 2 番 25 号
（教会に併設）

表紙の幼稚園
美唄めぐみ幼稚園
1952 年に鉱山センターとして設立した美唄教会
を礎とし、1954 年に美唄めぐみ幼稚園は設立され、
62 周年を迎えました。教会と幼稚園設立の前史とし
て、三井地区での日曜学校に宣教の萌芽が見られま
す。炭鉱を中心に躍動した美唄の地にあって、子ど
もたちへの宣教を大きな柱として捉えた志が、今に
至るまで通底してきたことが伺えます。
道内でもよく聞かれる「めぐみ」。本園では「わた
しを愛し、わたしの戒めを守る者には恵みを施して
千代にいたるであろう」（申命記 5
章 10 節）という聖句から名付けら
れたと聞きます。

歩みに触れてきたからでしょうか、自然と農家の子
どもへと心が向きました。気づけば中心に傾いてい
た送迎を見直し、今一人の園児のために往復 30 分を
かけて迎えに行っています。しかし実りもありまし
た。そのお宅は畜産との兼業農家なのですが、お願
いして牛のスケッチができたのです。
幾度も動物園に足を運ぶ子どもも、肉牛さんを見
ることはないのです。間近にそびえる巨体に驚きつ
つ、クレヨンを縦横無尽に走らせる子どもの姿が心
に残っています。命を受
けて生きる私たちの有り
様を分かち合いつつ、自
然に囲まれた畜舎で元気
に駆ける子牛に想いを馳
せました。次はアスパラ
ヒツジかなぁ。
幼稚園だけが躍起にな
るのではなく、与えられ
て集う子どもたちや保護
クッキング
者たちの力に支えられ、
何より、どんな厳しさにあっても「主は今ここに働
かれる」ことを信じ、幼稚園は歩んできたと痛感さ
せられます。
歴史をさらに紐解けば、1891 年に茶志内に屯田兵
として入植したキリスト者が開いた伝道集会、また
芦別方面の野花南という地からわらじで山を越えて
きた伝道者の記憶が語り継がれています。実に 125
年も前から福音の種蒔きがなされてきた神の備えを
想うのです。どの町にも必ず存在する歴史を美唄め
ぐみ幼稚園と美唄教会は想い起こしつつ、神が造ら
れた風光明媚な田園と野山（言い過ぎ？）を学び舎
とし、この地で福音の灯火
を守りたいと願うのです。
園章はぶどうの木。私た
ちが子どもをキリストに結
びつけるのではなく、キリ
ストが子どもも私たちをも
つないでいてくださり、こ
の地に豊かな実を結んでく
ださるのでしょう（ヨハネ
による福音書 15 章 5 節）。

朝の会のようす

1970 年代にかけての三井三菱の炭鉱閉山に伴い、
幼稚園も存続の危機にさらされました。なんとか支
え、働きを継続する意志を教会は固め、当時とても珍
しかったスクールバスを導入しました。牧師自ら運転
して農村部へと分け入った歩みは、かつて伝道集会に
駆け巡った歩みにも重なります。中心ではなく、周縁
にこそキリスト
は立たれると信
じて奔走したの
でしょう。
昨年、市内保
育所が統合して
巨大保育所が駅
裏にでき、年々
園児数が減って
います。その中
で幼稚園教育を
伝えたい対象を
考えた時、美唄
教会と幼稚園の

木村拓己
（美唄めぐみ幼稚園園長
・ 美唄教会牧師）
牛さんのお絵描き
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みことばに聴く
どうしたらキリスト教は流行るのか？
イエスに対して、
「あなたが神の子なら、

じないという宣言でもある。

証拠（しるし）を見せろ」と当時の宗教的権

他に「どんな教えなら、その宗教を信じよ

力者達が迫るシーンが今日の箇所である。見

うと思いますか」という問いでは、
「私の話

えない不確かなものよりも、確実に見えるも

を聞いてくれる宗教」
、
「そばにいてくれる宗

のを出してほしいと求める人々の姿は、いつ

教」と返ってきた。
これはキリスト教の真骨頂の部分だが、そ

の時代でも存在する。
あるとき、高校生達に宗教について聞いた

れがキチンと伝わっていないことを思わされ

事がある。高校生の感覚は面白く、一考に値

る。キリスト教は言葉の宗教と言われ、どう

する答えや今の時代を反映する答えが多く

しても説教中心の礼拝になるときが多い。そ

あった。

れは「聞く」行為であって、
「聞いてくれる

例えば、
「世界には宗教は必要だと思いま
すか」という問いには「必要」という回答が

場所」
とは感じられないということであろう。
確かに、
「聞いてくれる」のは大事である。

多かったが、
「では、自分にとって宗教は必

高校時代、私は先生に自分の思いの丈を何

要ですか」という問いには「必要ない」とい

時間も何日もかけて聞いてもらった。聞いて

う答えが殆どを占めた。
「宗教は良い事を言っ

もらった事で心が柔らかくなり、優しさが生

ている場合もあり、人を支える存在になる事

まれてきたように思う（その先生は僧侶の資

は承知している。従って、他者には必要かも

格を持つ先生だった）
。

しれないが、神を信じない私には勧誘しない

もっとある。
「どうしたらキリスト教は流

でね。
」という理由。なるほど、影も形もな

行るのか？」という問いには、
「もう一度イ

い神という存在を人はどうであれ、自分は信

エスを登場させる」
、
「奇跡をすべて科学的に

「ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして、
天からのしるしを見せてほしいと願った。
」
（マタイによる福音書 16 章 1 節）
2

原 和人
手稲はこぶね教会・札幌富丘教会牧師、教区副議長

解明する」
、
「クリスマスを月に一度開催す

わたし達はみ言葉を聞く。それが生きる糧

る」
「
、同じフレーズの音楽を流し続ける」
「
、讃

であり、苦渋に立たされたときの支え、隣人

美歌をラップにする」など、摩訶不思議であ

愛と連帯への根拠になる。

りながらも、目に見える存在を信じようとす

それと同時に誰かの声を「聞く」ことも同

る現代の感覚を垣間見る答えが多々あった。

様に大事である。多くの人々は世代を超えて
「聞いてくれる」ことを望んでいる。

しかし、その中で 1 人の高校生が発言し

「聞いてくれる」ことが安心をもたらし、

たことが印象に残っている。
「宗教は流行る
ものではないと思います。
」
う〜ん、
その通り。

愛と平和を実感し、赦しが心の中に生まれる

強烈なインパクトや目に見えるモノを経

きっかけとなる。わたしが先生に聞いても
らって、まともになれたように。

て、宗教が人の心に残るケースは少ない。む

見えるものもある意味では大事。だが、心

しろ、じわじわと浸透していくことが大事な

に浸透し見えないけれども心を豊かにするも

のだと思う今日この頃である。

の。それが「聞く」ことであり、
「聞いてく

教会員減少が叫ばれる昨今において、教会

れる」ことである。

員を増えそうと懸命に考えて「伝道に燃えて

キリスト教は急激に流行らなくても良い。

集会を開催する」のも良い。
だが、同時に 1 人 1 人の心に真摯に向き

上記の行為によってジワジワと浸透していく

合って、愛と平和と赦しを語りかけ、その人

ことが、これからのキリスト教の歩みであろ

の話をじっくり聞きながら、ゆっくり歩むの

う。ゆっくり、じっくり構えて、皆さんと共

も一興である。事実、イエスはそのような歩

に北海教区での宣教が行える事を心から願っ

みをも行ったではないか。

ている。

[ 教会案内 ]

[ 教会案内 ]

手稲はこぶね教会 （札幌地区）
主日礼拝
最寄駅

札幌富丘伝道所 （札幌地区）

午前 10 時 15 分

主日礼拝

JR 函館本線・手稲駅

最寄駅
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午前 10 時 30 分

JR 函館本線・穂積公園駅
JR バス富丘

特集①

発刊 200 号をむかえました！
この度、北海教区通信は 200 号を迎えました！！
期宣教計画や各委員会の歩みに触れていただいてきまし

120 号から冊子化され、教区につながる教会・伝道

所が共に宣教に連なることを目指し、道内の隅々まで、 た。発行にあたっては、本当に多くの方々に携わってい
つながるお一人おひとりに行き届くようにと祈りを込め

ただいてきました。感謝を申し上げます。こうした理解

て今日まで発行されてきました。

と支えのうちに、200 号を迎えることができました。
今後も、この時代にあって心通わせ合い祈り合う連帯、

今回は 200 号発刊を記念して、冊子化した当時に教
区通信発行に携わられていた 2 名の方、小西二巳夫牧

北海教区の宣教の一端を担う働きを成していくことがで

師と小原克博牧師に当時の雰囲気や動機などを回顧して

きますよう、いっそう教区通信を応援くださいますよう

いただきながら、思いを語っていただきました。

よろしくお願いいたします。
（広報委員長

アエカップを通した各教会・伝道所の歩みの確認、長

教区通信を冊子にする経緯（いきさつ）について

小西

木村拓己）

二巳夫（敬和学園理事長・校長）

タイトルの件について書くよう依頼がありましたの
で、当時の立場から書かせてもらうことにしました。私
は、宣教部委員長兼任の教区副議長になった第 1 回の
宣教部委員会において、教区通信を冊子化することを提
案しました。
理由はそれまでの 6 年間教区書記をする中で、残念

ば、教区との関係や距離を近づけることになるはずです。
そこで表紙のタイトルの横に「あなたと教区をむすぶ」
との言葉を入れたのです。
課題はいくつかありました。案外面倒だったのが各委
員会の説得でした。新年度予算では 1 回程度しか発行
できません。しかしこの機を逃してはもうできないと半

で歯がゆい思いをすることが少なからずあったからで
す。宣教の総合化「革新・連帯・前進」を掲げて拓かれ
た教会をめざし、共に支えあう中で宣教をすすめたいと
取り組む教区に批判的な言葉を聞かされることがありま

ば強引にすすめました。
組織される広報委員会のメンバーにも新しい発想を持
てる人が必要です。そこで招集者に札幌北光小原克博さ
んをお願いしました。パソコンに精通している彼のリー

した。
「教区は各個教会から遠い存在だ」。各委員会の通信が

ダーシップと編集能力がなければ、そして所属する札幌
北光教会の印刷機をフル回転させてもらえなければ、第

教会の週報ボックスの横に積まれているのを見ることも
ありました。こうした現状を変えるためには、教区の取
り組みや各委員会の通信を別々にではなく冊子にして総
合的な読み物にすることが有効と考えたのです。

120 号を冊子にすることはできなかったと思います。
さらに古い教区通信に小さな広告が載っているのを見
つけて、文書伝道のお手伝いをさせていただくとの（へ）
理屈をつけて出版社や書店のページを設け、広告収入の

それも宣教の総合化の一つです。ヒントにしたのが教
団の「信徒の友」です。教区通信の冊子化によって中身

道を開きました。完全原稿持込みにして印刷費を大幅に
下げるこができました。

の濃いものになれば、宣教活動が報告やお知らせだけに
とどまるのではなく、それぞれの立場で共有することが
できます。同信の友や同労者と共に御言葉に与ることも
できます。年 4 回発行することで文書伝道としての重
要性も増します。

今広報委員会を中心とした働きによって冊子化された
教区通信が出され続けていることに敬意を表します。た
だ教区の宣教を担う立場からも、今の時代では新しい発
想と取り組みが求められていると思われます。紙ベース
だけでなくインターネットによる発信など、アイデアは

信徒の友は当時教区内で 800 部が購入されていまし

いくつも出てくるはずです。それを考えるだけでワクワ

た。現住陪餐会員は約 3200 人でした。数字の比較から
冊子にした教区通信を一人ひとりに届けるようにすれ

クしてくるのではないでしょうか。

4

冊子化された教区通信は、
200 号で 81 冊目になりました。

記念すべき 120 号、
表紙の教会は中標津伝道所でした。
広報委員長の立場から

小原

克博（同志社大学神学部教授）

私が北海教区にいたのは 20 年以上も前のことなので
（1992 〜 96 年、札幌北光教会）、私を直接知っている方
はもう多くないでしょう。そこで最初に私と『教区通信』
のかかわりを述べたいと思います。当時、北海教区では「宣
教の総合化」が大きな課題として論じられており、そのた
めに思い切った『教区通信』の改革を行ってほしいと、後

き）、編集・レイアウトし、完全版下をプリンター出力し
ました。各地の教会、各委員会などから集められた情報を
どのように組み合わせれば、より魅力的な情報発信ができ
るのか、試行錯誤の連続でしたが、同時に、大幅に増量・
改良された『教区通信』が新たに相互関心の芽を芽生えさ
せていることも感じることができました。

宮敬爾牧師や小西二巳夫牧師から広報委員長を依頼された
のが事の始まりでした。
それまで出されていた新聞型の『教区通信』は各種の内
容は詰まっていたものの、おせじにも読みやすいと言える

現在の『教区通信』も、その当時の基本を継承しつつ、
改善を続けており、他の教区が簡単にまねることのできな
い北海教区の魅力となっています。しかし、ここで立ち止
まるわけにはいかないでしょう。一般の新聞・雑誌も、紙

ものではありませんでした。掲載されている情報も固めの
報告記事が多く、かなり読者が限定されるだろうという印

媒体ベースで今後 10 年を乗り切ることができるか、悪戦
苦闘しています。歴史を振り返るなら、教会は大事なメッ

象を受けました。ちょうどその時代、コンピューターやイ
ンターネットが普及し始めており、そうした時代の恩恵を
最大限生かしたい、という思いが私の中にありました。
そして、
「宣教の総合化」というテーマのもと、北海教

セージを伝えるために、いつの時代も最先端のメディアを
駆使してきました。それは羊皮紙の時代から活版印刷、ラ
ジオ、テレビ、そしてインターネットの時代まで変わるこ
とはありません。

区の諸教会の生きた現実をどのようにつなぎとめ、総合で
きるかを考えたとき、紙面の編集の自由度を一気に引き上

『教区通信』同様、北海教区のウェブサイトも充実して
おり、『教区通信』は PDF ファイルとして見ることができ

げようと決断しました。
それまでは集めた原稿を印刷業者に手渡し、戻ってきた
版下を校正するというのが基本的な作業内容でした。しか
し、私が最初に編集した 120 号では、すべての原稿を自
分たちで入力し（あるいはフロッピー・ディスクでいただ

ます。欲を言えば、魅力的な各種の記事を小分けにして、
それぞれが独立した情報として拡散していく道があれば、
編集の労力はいっそう報われることでしょう。教区の宝が
日本の宝となることを願っています。
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台湾に行ってきました！

報

告：第 15 回日本基督教団（以下教団）と台湾基督長老教会（以下 PCT）との教会協議会

日

時：2016 年 8 月 22 日（月）～ 25 日（木） 於

嘉義中会（關子嶺）

たかはしりょうこ

参加者：（右から）ディヴァン・スクルマン（PCT 宣教師・引率）
、高橋諒子
、高
橋諒子（春採）
（春採）
、
く ぜ

しまたに あるき

きむらたくみ

久世ののか（札幌北部）、嶋
、嶋谷有希（島松）
、木村拓己
、木
村拓己（美唄・引率）
（美唄・引率）
全体で 49 名（内教団実行委員会 12 名、教区代表 10 名、PCT27 名）
さらには、青年 3 名で行う予定であった「朝の祈り」に、

今協議会は、宣教協約を結ぶ両教団が二年に一度開催
され、両教団の宣教の働きや社会との関わり、原住民族

急遽 PCT の青年と協働することもできました。協議会

との歩みについて分かち合うことを目的としています。

唯一、「青年・信徒・両教団での協働」という形をつく

特に今回は青年活動の展開に重点が置かれ、青年の派

りあげることができました。ひとえに、北海教区が長年

遣が望まれ、
また志を持って希望した 3 名の意を汲んで、 支えてきた青年活動の実りの証左であったように感じら
3 名の青年＋ 1 名を北海教区から派遣いたしました。

れました。
今回は青年 3 名を中心に、以下のセッションからピッ

全教区から参加した青年は、なんと北海教区のみで

「おじさんたち」
に混じっての参加となりました。しかし、 クアップして報告をいたします。教区の青年活動にさら
PCT の青年との豊かな交流を持つことができました。

なる彩りが加えられることを願っています。（木村拓己）

テーマ
セッション 1「教会の現状と課題」（教団報告者：長崎哲夫教団総幹事）
＊セッション 2「教会青年の未来」（廣中佳実教団事務局職員）
セッション 3「宣教活動の振り返り：災害救援と復興」（飯島信教団救援対策幹事）
＊セッション 4「宣教活動の振り返り：原住民宣教」（ディヴァン・スクルマン教団台湾協約委員長）
セッション 5「国際組織参加の課題」（応答：秋山徹教団世界宣教委員長）
セッション 6「PCT と UCCJ 宣教協約の振り返りと展望」（加藤誠教団世界宣教幹事）
朝の祈り（北海教区青年と PCT の青年による司式）
烏山頭ダムと八田與一記念館へのフィールドトリップ（台南市）
MoU(Memorandum of Understanding、概要協議 ) からの共同声明策定

青年 3 人、がんばって参加しています

合間にディヴァン先生から補足を聞いたり、団欒しています
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互いの現状と課題についてセッ す。一方、教会役員に青年がなるこ
ション 1 で共有した後、具体的な とができないこと、青年が社会問題

セッション２
「教会青年の未来」

課題として、教会での青年活動につ に関心がないこと、PCT に属する
いて協議されました。全日程で唯一 アイデンティティーの薄さが課題に
青年が報告を行いました。
教団からは廣中さんが青年活動報

挙げられました。
北海教区からの応答として、青年

告を行いました。教団には青年委員 キャンプへの参加が礼拝出席にはつ
会がなく、各委員会が個別に青年プ ながっていないが、PCT ではどう
ログラムを行っているため、教会・ 対応しているかを尋ねました。そ
教派間でのつながりが薄いことが問 れに対し、PCT も現状は同じだが、
題にあげられました。また、教会が 青年が各教会に居場所を広げ、PCT
青年の居場所ではない現状のため、 全体へと広げていくことを目指して
青年以外にも全ての人々に開いた教 いるとのことでした。さらに、キャ
会になることが課題です。さらに今 ンプへの参加は教会とのつながりが
後の活動に国内外への青年の派遣も 閉ざされていないことであり、将来
あげられました。
応答する久世ののかさん

思い切って昼食に誘い、お互い

への可能性があるので、礼拝出席し

その後、PCT の莊さんと盧さん ていない青年に寄り添うことも牧会
の報告に移りました。PCT では青 の一つとの励ましをもらいました。
（久世ののか）

年担当委員会があり行事が活発で

の話を分かち合い、共感すること
を通して関係を深めました。
片言の英語と細かい部分は通訳
していただきました。また PCT
青年 2 名は、教団こひつじキャン
プなどを通じて来日経験もあり、
日本語がお上手で助かりました…
2005 年 に 北 海 教 区 に 来 ら れ た するなど、さまざまなところで活動
ディヴァン・スクルマン宣教師が、 を行っている様子がが伺えるお話で

セッション 4
「宣教活動の振り返り
：原住民宣教」

宣教活動等の近況と、ご自身の活動 した。
の振り返りをお話しになりました。

また、PCT 側からの報告として、

北海教区で教区教会内の奉仕を担 原住民族の抱える問題が指摘されて
う傍ら、特にアイヌ民族に関わる活 いたのが印象的でした。社会的な問
動を積極的に行っておられます。教 題としては就労、貧困、家庭内暴力
区アイヌ民族情報センターと連携し などが挙げられました。信仰的な課
ながら働きを担い、牧師や信徒の尽 題としては、就労を求めて都市部に
力の内に 20 周年を迎えることが出 出て行った者たちへの宣教が挙げら
来たと報告されていた。十勝エテケ れました。
カンパの会（アイヌの子どもたちの

母語での礼拝、聖書翻訳など行き

学習塾）にも参加しておられます。 届いていない技術的な部分と、郷里
宣教の場である北海道を知っても と都市部をつなぐ交流の模索などが
らいたく、故郷であるブヌン族で構 語られていました。
成される中布中会（中会は教区にあ

ちなみに台湾総人口 23,492,674

たります）の牧師と信徒を招くとい 人中、原住民族 16 部族は 546,698
中布中会サオ副議長

う企画、出身教会であるロロコ教会 人（2.32％、2015 年 10 月現在）。
とエテケカンパの方々の交流を企画
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（嶋谷有希）

ディヴァン宣教師と中布中会のサオ副議長のご厚意で、協議会後に

特別編

北海教区のオリジナルプログラムとして、ご出身のロロコ村や景勝地
（日月譚）などを車で訪問することができました。

ちゅうぶちゅうかい

中 布 中 会 を

自生バナナのおいしさに衝撃！実は私はバナナが嫌いなのですが、
フルーティな台湾バナナは大好物となりました。竜眼というライチの

訪問してきました！

ようなフルーツもクセになるおいしさ、パプリカをおやつにするのは
初めてでしたが、何から何まで新鮮なおいしさにほっぺが幸せでした。
ロロコ教会牧師夫妻は、今年 1 月の道東地区主催年頭修養会に出席
され、ご子息は現在中布中会議長を務めておられます。今年 6 月には
中布中会ご一行が来道され、サオ副議長もそのお一人であり、再会の
喜びを分かち合いました。

ディヴァン宣教師の母教会ロロコ教会

大きな大きな礼拝堂の十字架

今回台湾の会議では 2 人の青年

いところを想像していたが、しっか

と出会い交流しました。初めはどう

りしたビルのような建物で驚きまし

接していいかわからず、北海教区で

た。牧師夫妻に歓迎されお茶をいた

かたまっていたのですが、木村先生

だきながら少しお話をし、台湾の青

や他の教区の先生方が背中を押して

年は何人ほどいるか聞くと 300 人

くださり、昼食を共にしてから交流

ほどいると聞いてさらに驚きまし

が増えていきました。
青年の一人で、

た。
どうしてこんなに差があるのか、

今回会議の通訳を務めてくださった

今後の活動を考えていかなければな

二宮ヤグイさんや、ディヴァン先生

らないと強く思いました。

に頼りながら自己紹介や会話をし、

（高橋諒子）

（木村拓己）

ロロコ教会に向かう途中で…日月譚

サオ副議長がずっと運転くださいました

少し慣れてきてからはつたない英語
で話しました。青年活動の写真を見
せ合ったり、世界共通のゲームポケ
モン GO をしたり、夜も共に食事を
し、私たち北海教区の青年が任せら
れた早天礼拝の祈りも共にすること
ができました。
会議を終え向かったのはディヴァ
ン先生の母教会であるロロコ教会。
村にある教会と聞いていたため小さ

ロロコ（人倫）教会牧師夫妻と副牧師と共に
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参加して感じたこと

朝の祈り準備中

教区青年活動について話しました

今回協議会に参加することになり、最初は不安でしたが、帰国してから
は「楽しかった。」と繰り返しています。協議会、ディヴァン先生の故郷
ロロコ村訪問、台北観光、台北日語教会の方との交流と、盛りだくさんの
1 週間でした。
その中でも同世代の方との交流が一番の思い出です。協議会には両教団
から通訳として青年が参加していました。最初に話したのは初日の昼食を
食べながらでした。初めはぎこちなかったですが、通訳の二人が一緒だっ
たこともあり、会話が弾み、食後に北海道土産が出るころには全員笑顔に
なっていました。翌朝は青年全員で礼拝を担当し、台湾語、日本語で賛美
鳥の足を食べる久世ののか

し、
祈りました。彼女たちとの交流があったことでより台湾を身近に感じ、
多くを学び、楽しむことができました。これからも日台の青年の交流をつ
なげていきたいです。本当に台湾楽しかったです。支えてくださった方々
ありがとうございました。

（久世ののか）

一週間の台湾で一番心に残ったことは青年との交流です。会議で仲良く
なった二人の青年とは、活動以外にも学校のことや普段の生活のこと、台
湾観光のおすすめまで教えてもらうことができました。観光中には、台北
国際日語教会牧師の臼杵翠先生のご紹介で、教会に通う青年数人と夕食を
ドラゴンフルーツを食べる高橋諒子

共にしました。円卓を囲み、なぜ教会に通うようになったか、日本人や日
本の宗教意識についてなど深い話をしました。台湾の人は宗教について肯
定的な人が多く、特に若い人たちは気軽に教会に来たり、行事に参加する
と聞きました。
日本のようにずっと同じ職に携わることは少なく、ほとんどの人が数か
月で転職する話も聞き、根本的な何かが違うのだと思いました。ですが、
同じ神様を信じていると国境を越えても何か通じるものがあり、こうして
交流できると思うと改めて神様の存在はとても大きく感じました。祈りあ
う機会をたくさん与えてくれたことに感謝します。

（高橋諒子）

私は海外に行くのが初めてでしたが、教会の援助により初海外にしては
特に苦労せずに楽しめました。私は台湾語を全く出来ませんが、台湾の人
達は日本語が出来る人が多く、海外に行ったのに日本語の方が多く聞いた
顔を出してしまった嶋谷有希

ような気さえします。食べ物は、好き嫌いが多いので心配でしたが、
やはり、
臭いが独特で食べられるものが少なく、永住は絶対に出来ないと感じまし
た。しかし、バナナや小龍包、餃子、ライオンの頭（肉団子のようなもの）
はとても美味しかったので、ホテル料理が微妙だったのかもしれません。
若い世代の交流については、日本語が出来る人だったため楽しく交流で
きました。特にポケモン GO がきっかけで仲良くなることが出来たので良
かったです。あと台湾のアニメイトに行くなど、台湾語で書かれた漫画な
どを買うことが出来たので満喫できたなと思います。
次の世代の人たちも是非このような機会があれば、海外に行って色々な

お試しパックしてみた木村拓己

事を経験して欲しいと感じました。
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（嶋谷有希）

幹事室より
●各種献金のお願い

北海教区幹事

今年も北海教区の宣教活動のために袋献金をお
願いいたします。センター・ホレンコ献金と年頭
初穂献金以外の活動は、全てこの献金のみを財源
としている活動です。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。

部落差別をなくす運動推進献金
年頭初穂献金

● 2016 年度中の教師移動

11 月

靖国神社問題活動献金

洞爺湖教会宣教協力募金

東日本大震災支援活動募金

日向恭司

辞任

北広島教会

米倉美佐男（代務 8 月 14 日付）

就任

北広島教会

菊地啓示（主任 8 月 15 日付）

１月
２月

真駒内教会
真駒内教会

田中文宏（主任 9 月末付）

秋山千四郎（主任 10 月 1 日付）

●消 息

通年

土橋

通年

修（隠退教師） 7 月 17 日ご逝去（95 歳）

* お知らせ *

● 2016 年度の常置委員会日程
⑤ 1 月 20 日（金） ⑥ 3 月 21 日（火）

第 77 回北海教区定期総会

※ 委員会報告書、各種の承認申請書は常置委員会
の一週間前をめどにご提出ください。

日程：2017 年 5 月 2 日 ( 火 ) ～ 3 日 ( 水 )
会場：札幌北光教会

●今後の活動予定
12 月 26 日 （月） 芦別祈りの家クリスマス礼拝
1 月 9 ～ 10 日 ( 月火 ) 年頭修養会 ・ 宣教協議会
1 月 10 ～ 11 日 ( 火水） 牧会者研修会
2 月 20 ～ 23 日 ( 月ｰ木 ) 韓国スタディツアー
3月
全道教会中高生春の集い
※ 時間、 場所等詳細はそれぞれの案内をご覧下さい。

2016 年度教区宣教協議会
2017 年 1 月 10 日 ( 火 ) 午後 1 時～ 3 時

会場：定山渓ビューホテル

芦別祈りの家

ｷｬﾝﾄﾞﾙｻｰﾋﾞｽ ･ クリスマス礼拝
２０１６年１２月２６日 ( 月） 午後６時～７時
説教者 ： 石沢陽子牧師
当日は、 札幌と旭川から車が出ます。
（札幌は朝と昼の２便） ご希望の方は
教区事務所 (011-716-5334) まで、
ご連絡下さい。
どなたでもご出席下さい。
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（滝川二の坂教会）

常置委員会
三役より推薦され、可決した。

北海教区 2016 年度第 1 回常置委員会議事録（抄）

・田中文宏（真駒内）
、田中真希子（真駒内）は年度途中での辞任とな

日 時：2016 年 5 月 20 日（金）13 時 30 分～ 17 時 41 分

るため、欠員が生じる。

場 所：北海道クリスチャンセンター 301・302 号室

9. 北海道キリスト教学園理事及び評議員推薦に関する件

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）
、西岡昌一郎（旭川六条）
、
藤吉求理子（道北センター、
名寄、
士別）
、
井石彰（苫小牧弥生）
、

可決

久世そらち議長の理事任期継続、佐藤幹雄（岩見沢）の評議員任期
継続することを可決した。
可決

10.2016 年度常置委員会開催日程に関する件

小西陽祐（余市）
、小林あずみ（千歳栄光）
、相馬述之（札幌北

第 1 回 5 月 20 日（金）

第2回

光）
、藤巻朋子（札幌元町）

第 3 回 9 月 16 日（金）

第 4 回 11 月 18 日（金）

欠席者：佐久間光昭（置戸）

陪席者：日向恭司（教区幹事）

7 月 15 日（金）

第 5 回 2017 年 1 月 20 日（金）
第6回

3 月 24 日（金）もしくは 21 日（火）

1. 第 76 回北海教区総会の評価（協議）

北海教区 2016 年度第 2 回常置委員会議事録（抄）

・ 保養プログラムや甲状腺検査支援など継続した被災地への関わり、異
なる地区形成の中での小規模教会支援について共有された。

日 時：2016 年 7 月 15 日（金）13 時 30 分～ 18 時 11 分

・ 小規模教会の問題が喫緊の事柄として各地区で受け止められ、財務お

場 所：北海道クリスチャンセンター 301・302 号室

よび連帯の分科会でも、どう支えていくのかが議論されていた。

出席者：久世そらち（議長・札幌北部）
、木村拓己（書記・美唄）
、西岡

・ 分科会への陪席者の位置付けについて意見があった。第二分科会は議
案の修正を行う権限を持っているので、総会議員でない方の出席に

昌一郎（旭川六条）
、藤吉求理子（道北センター、名寄、士別）
、

ついては陪席と傍聴について整理していく必要がある。

井石彰（苫小牧弥生）
、小林あずみ（千歳栄光）
、佐久間光昭（置

2. 第 76 回北海教区総会付託事項に関する件

継続審議

戸）
、相馬述之（札幌北光）
、藤巻朋子（札幌元町）
欠席者：原和人（副議長・手稲はこぶね、札幌富丘）
、小西陽祐（余市）

⑴第 77 回定期総会開催場所並びに日程に関する件（議案第 16 号）

陪席者：日向恭司（教区幹事）

2017 年 5 月 2 日 ( 火 ) ～ 3 日（水）札幌北光教会を決定した。
⑵第 76 回定期総会議事録承認に関する件（議案第 17 号）
議事録精査委員に西岡昌一郎、藤巻朋子を選出し、継続審議とした。
3. 第 76 回北海教区総会決議執行に関する件

可決

継続審議

久世そらち議長より直近の動向を聞き、
課題を整理した上で確認した。
2. 教団信濃町教会「宣教活動協力資金」受給申請に関する件

⑴第四次長期宣教計画に基づく 2016 年度活動計画に関する件（議
案第 7 号）

1. 札幌教会役員会への勧告の実施を求める件（継続審議）

可決

財務部委員会に付託して申請することを可決した。信濃町教会から

宣教部委員会に付託することを可決した。

は約 20 年に亘って継続して支援してくださっている。

⑵ 2016 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 2016 年度教職謝儀基準改定に関する件（議案第 9 号）

3.2017 年度教団伝道資金申請に関する件

継続審議

2017 年度申請について、財務部委員会に原案作成を付託するとした。

財務部委員会に付託することを可決した。

4. 宣教部およびその他委員会委員選任に関する件

⑶安部政権が進める憲法第 9 条改正を阻止するための行動を推進す

可決

委員補充について、ハラスメント防止委員会に佐藤待子（旭川星光・

る決議に関する件 ( 議案第 12 号 )

美馬牛福音）
、連帯部門委員会に石沢陽子（滝川二の坂）が推薦され、

宣教部平和部門委員会に付託することを可決した。

交渉することとした。

⑷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

可決

13 号） アイヌ民族情報センターに付託することを可決した。

5. 新発寒教会の会堂建築全国募金に関する件

⑸北星学園余市高校の「2018 年度での募集停止」案に対し、北星学

6. 宗教法人法第 23 条に基づく新発寒教会の基本財産処分及び取得に関
する件

園に再考を要望する決議に関する件（議案第 14 号）
教区より理事会宛に送付したことが報告されたことを受け、
可決した。
4. 札幌教会役員会への勧告の実施を求める件（継続審議）

継続審議

関する件
可決

継続審議

主事から総主事に名称変更したため、それに伴う諸規定の整理を行っ

6. 荒谷陽子さんの教師検定試験受験費用援助申請に関する件

削除

た。また教団へ確認する必要を含め、規約の見直しの必要があった

可決

8. 宣教部およびその他委員会委員選任に関する件

可決

8. 北海道クリスチャンセンター規約および同センター管理規定改定に

これまでの経緯を共有した。

7. 議長書簡に関する件

7.2016 年度第 6 回常置委員会日程に関する件

第 6 回常置委員会を 3 月 21 日（火）午前 10 時 30 分とした。

新しく常置委員会に加わった委員もいるため、久世そらち議長より
5. 教師検定試験受験者推薦承認に関する件

可決

ため、継続審議とした。
可決

9. その他

可決

日本聖公会からの「神々の謡～知里幸恵の自ら歌った謡～」への後

・革新部門委員会に秋山千四郎（無任所）と指方愛子（札幌北光）
、連

援依頼について、三役に一任することとし、可決した。

帯部門委員会にウィットマー圭子（名寄）と指方信平（札幌北光）が
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新しく赴任された先生方をご紹介いたします。

道北・苫小牧・札幌地区にあって新しい牧師と教会の歩みのためにお祈りください。

ようこそ
北海教区へ。

北広島教会
主任担任教師

菊地啓示牧師

北海教区の皆さん、初めまして。
北広島教会に招聘されました菊地啓示と申します。
1964 年東京に生まれ、神学校卒業後は徳島、東京、

静岡、そして前任地の長野県・伊那坂下教会（東海教区）
で 9 年 4 ヶ月お仕えし、今年 8 月この地に参りました。
父が旭川出身ですので、何か「縁」のようなものを感
じています。
趣味はジョギング、ハイキング、トラックや戦車な
どの模型作り、スキーなどです（パウダースノーが楽
しみです）。また、来春からは教会横の畑で野菜作り
をと思い、教会員の方に教えていただきながら家庭生
ゴミによる肥料作りを始めました。この秋に食べたよ
うな美味しいかぼちゃを実らせたいですね。家族は妻、
息子（中 1）、娘（小 6）とわたしの 4 人で、毎日に
ぎやかに過ごしています。
先月開かれた教区の教職講座では、自由な雰囲気の
中、先生方とのお交わりをいただけて感謝でした。教
区の諸活動についてはこれからさらに見聞を広めたい
と思います。また北広島教会は札幌地区に属していま
すので、地区内の交わりも大切にしながら、恵みを
いただきつつ伝道に励みたいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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北海道に住み始めて 4 年目になります。恵庭市、苫
小牧市、洞爺湖町そして、今年 4 月から旭川市に移り
住みました。旭川星光伝道所と美馬牛福音伝道所の一
年契約の住み込み代務者として働かせて頂いています。
私は、兵庫県の農村教会牧師館で太平洋戦争の始まっ

元浦河教会

た年に生まれ、育ちました。中学高校時代は姫路のミッ

浦河伝道所

ションスクールに通いました。東京で神学の学び方を

主任担任教師

少し学んで結婚しました。夫と共に、愛知県の自動車
工場の町豊田市で，埼玉県の団地で、38（さんぱち）

五味一牧師

豪雪を経験した福井県の福井市で、軍都であった広島
県呉市で、教会や幼稚園で働かせて頂きました。そし
て、単身で日本海と瀬戸内海の分水嶺のある上下町で、
山口県の金魚の形をした瀬戸内海の周防大島で、
（この

27 年前北海教区を離れる際、送別会で同労の
ひとりから『ご栄転おめでとうございます』と、

島は岩国の米軍基地へ帰る米軍機が目印にしていたの
で、軍用機の騒音を経験しました。）広島県の酒造りの

嫌味たっぷりの皮肉を頂戴しました。もうひとり

東広島市で、岡山県の県史跡指定の会堂を持つ倉敷市

親しい友から『そこから南へ行くなよ。南には魔

で、それぞれの教会のイエスさまに信頼して生きる人

物が住んでいるから…』と。確かに南には魔物が

達と出会い、共に歌い祈り食事会を楽しみました。そ

生息しています。その魔物に魅入られた方もおら

して、北海道に来ました。

れますが。

その時代や状況、時と場所の違いによって、事柄も

6 年前現役を辞して千歳に移り住みました。隠

考え方も方法も色々であることを体験しました。教会

退後、役に立つならばお手伝いをするというよう

の中で時々顔を出す「〜であるべきだ。」「〜であって

な思いも体力もありませんでした。それどころか

はならない」ということは、非常に限定的で相対的な

毎主日礼拝に出席するよろこびも気力も失い、連

ことであると知りました。
今、２ヵ所の伝道所の代務者として、新しい出会い

れ合いとふたりで診察券の種類と数の増えるのを

と経験をプラスされている事をうれしく思っています。
「革新 ･ 連帯 ･ 平和」の北海教区に加えて頂き、他教区

確かめる日々になりました。
それがどうしたことか、昨年暮れからふたりと

で経験できなかったことに出会えて喜んでいます。よ

も生活の日常性を回復してきました。そんな折、

ろしくお願いいたします。

元浦河教会と浦河伝道所のお話を頂戴しました。
1962 年苫小牧弥生教会に赴任。同教会の理解と
全面的協力のもと 1971 年から幌泉、元浦河、浦
河を兼務しました。これらの教会はその後のわた
しの牧師としての在りよう、思考方法、宣教・教
会の考え方を育て、培ってくれた誇りとする群れ
です。

旭川星光伝道所

すでに耐用年数は切れています。それゆえ、深

美馬牛福音伝道所

い怖れと不安を持ちつつ「主の御心であれば…」と。

代務者

陳ねた新参者です。よろしくお願いいたします。

佐藤待子牧師
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「共に生きる教会形成」 教区集会報告
「みんなの教会」 ～違ってたっていいんじゃない？
2016/09/22

北海道クリスチャンセンター

講師：安積遊歩さん

（人権活動家・ピアカウンセラー）

集会概要
がい者の性や結婚の問題についてのご自身の体験をふ
まえたお話をされましたが、 参加者の記憶に強く残る印
象深いものでした。
現在、 安積遊歩さんは札幌に住まわれ、 市民運動に

清水 和恵
（新発寒教会牧師 ・ 「共に生きる教会形成教区集会」 実行委員長）

積極的に参加しながら、 日本と世界を車椅子で駆け巡
り出会いを広げ、 差別と抑圧からの解放を求め続ける
活動をしておられます。 とくに優正思想と闘っておられ

この集会は前回までは 「障がい者と共にある教会形

ます。

成教区集会」 という名称で、 30 年以上も続けて開催さ

今回の集会では、 午前の講演と午後からは 「差別か

れてきました。 しかしこの名称について、 障がい者でな

ら自由になるための差別を見つめるワークショップ」 を

い者が障がい者のことも考えて教会をつくるという意味

リードしてくださいました。 このワークショップは、 参加者

合いにとれる表現 （いわゆる 「上から目線」） ではない

が車椅子使用者、 知的障がい、 視覚障がい、 聴覚障

かという問題提起を受け、 議論と検討を重ね今年度か

がい、 精神障がい、 重複障がいのいずれかになりたい

らは名称を 「共に生きる教会形成教区集会」 に改めま

かを選び、 その理由と、 その障がいになった場合に一

した。 この 30 数年、 社会は変化しそれに伴い、 かつ

番傍にいてほしい人は誰かを、 グループで語り合うこと

ての障がい理解から一人ひとりの個性や人格を尊重す

をいたしました。 その後、 何人かの方と安積さんが対話

る理解へと変わってきています。 教会につらなるすべて

するというプログラムでした。 講演、 ワークショップをと

の人が障がいの有無にかかわらず、 教会形成の当事者

おして、 共に生きるための問いかけをたくさん投げかけ

であり対等なパートナーとして共に生きることができるよ

られたように思います。

うに願って、 今回も教区集会を開催いたしました。

なお、 礼拝で歌った 「主につくられたわたし」 （平良

最近の教区レベルの諸集会は、 50 名を超えますと、

愛香作詞 ・ 作曲） は、 まさに安積さんのメッセージと共

たくさん参加してくださった、 という印象を持ちますが、

鳴する歌であり、 30 回を重ねたこの教区集会のテーマ

この集まりは例年、 年頭修養会に次いで多く人が参加

ソングとも言える歌だと思います。 その中の一節を紹介

されます。 それだけ、 教区においては多くの方が高い

しましょう。

関心を持つ重要な集まりであるといえるでしょう。 今回

「わたしらしく生きよう。 違いを認め合い、 言葉、 から

は 76 名の参加でした。

だ、 習慣。 すべてこのわたしです。 ただ、 わたしを造

講師は 「社会福祉は平和活動、 障がい者は表愛者

られた神に応える。 ただわたしらしく生きることで。」

（神の愛の体現者）」 と主張される安積遊歩さん。 ご自

すべての人は神様に愛と祝福をもって造られた存在で

身、 生後 40 日で骨形成不全性症と診断され、 何度も

あって、 失敗作は皆無です。 誰一人として生きていて

手術と入院を繰り返す生活を送ってこられました。 1997

無駄な命はないことを心に刻み、 違いを認め合いなが

年の第 17 回の教区集会にも講師としておいでください

ら、 繋がって生きる道を探ることができた集会となりまし

ました。 その時は教会や社会でタブー視されてきた障

た。
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講演要旨

「多様性の宇宙へ」 ～違いを認め合うことが平和への力
講師 ： 安積 遊歩さん
た障がい者
になる。 壁
を壊し、 助
け合うこと
は、 一 人
ひとり関わ
る問題だ。
多くの人は、障がいを持ち自分と同じやり方でコミュ

私は 「命」 について６０年考えてきた。 生きてい

ニケーションをとらない人の声を聞こうとしない。 し

い命と悪い命は本来分けられない。 しかし出生前診

かし体を動かさず言葉を発しない人も 「声」 を出し

断や優生保護法によって、実際には分けられている。

ている。 大切なことは耳を傾けること。 そして 「違

出生前診断で９０% 近い人が障がいを持つ子を産む

い」 を楽しむこと。 皆が同じになるように、 軍隊のよ

ことを選択しない。 私の時代にこの診断があれば、

うにこどもを育てると、 自分の考えを言えず、 黙って

生まれなかったかもしれない。 お金を生み出し、 消

人の言うことだけ聞く人間になる。 もっと多様な命の

費するいのちは 「いい命」 とされる。 ここから世界

あり方を楽しもう。 自分のいる場に 「違う」 人たち

が始まるから、相模原のような事件が起こる。私は「優

を招こう。 助け合い、 共に喜び合おう。

生保護法」 という常識を壊したい。
私は生後４０日で骨が脆い障がいと診断され、 骨
折を２０回、 ８回の手術をしたが、 １３歳の時にそれ
までの治療からの訣別を決意した。 「障がい」 とい
う個性があることを悪いとされる社会の中で、 自分
が 「生きていい命」 と信じることができたのは、 母
と妹から降り注ぐ愛を受けてきたからだ。 二人は、
私の 「痛い、痛い」 という叫びを、どんな時も寄り添っ
て聴き続けてくれた。 「痛い （イタい）」 は 「ここに
居たい！」という叫びだ。どんなに痛くても苦しくても、
共に居て、 抱きしめて、 声を聴いてくれる人がいれ
ば、それは 「障がい」 にならない。 イエスは旅をして、
様々な人と出会い、 痛みを聞き、 壁を壊し、 寄り添
い続けた人だ。 イエスが見たかった世界が実現して

文責 ： 藤吉求理子

いれば、 私達は苦しまずにすんだだろう。

（道北クリスチャンセンター主事）

障がいを持つ人たちは、 「人は助け合うことができ
る」 と伝える存在だ。 だから、 私はどこへでも出か

第 30 回「共に生きる教会形成」教区集会

けていく。 自分の心に人を招き、 自分もその人の心

安積遊歩さん講演 DVD を好評販売中！

に入っていく。 誰もが赤ちゃんの時は最重度の障が

1 枚 500 円（送料込み）

い者で、 助けを必要とする。 そして歳をとると、 ま

問い合わせ：黒田靖（011 － 811 － 0292）

15

参加者の声
安積遊歩さんとはピア ・ カウンセリングの集中講座が

劣」 がつけられ、 選別されている現実に対する厳しい

札幌で開かれた時に出会いました。 脳性麻痺の障害を

挑戦として受け止めました。 生きていて 「良いいのち」

持つ人と持たない人がピア （仲間） となり、 話や気持

生きていて 「悪いいのち」 があるはずはない。 「いのち

ちを聞き合う。 そこでは、 障害の有無が問われず、 対

はかけがえがない」 というメッセージ。 遊歩さんが生涯

等な関係が大切にされました。 自己変革の道具として

を生きてきたサバイバーとして、 今もなお社会と闘って

ピア ・ カウンセリングを身に着けようと未知の世界に投

いると感じました。

げ入れられた驚きの連続でした。

ー違ってたっていいんじゃない？ー違いを排除するの

今回もまた、 強烈なメッセージでした。 優生思想が過

ではなく、違いを認めて喜び合うために助け合おう、集っ

去から現在に至るまで根深く存在し、 それは比較し、

ていこう、 互いに招きあおう、 そうして、 一緒に平和の

差別し、 殺すことに繋がると話されました。 倫理、 道徳、

実現に向かって生きていこうよという呼びかけに応えて

常識、 良識とされているものの中にそれはある。 経済

いきたいと思いました。

石井美雪 （真駒内教会）

最優先の政策、 「いのち」 が大切にされていない、 「優・

今回、 私は初めてこの集会に参加し

ることによってこそ、 「共に生きる」 とい

ました。 講演をされた安積遊歩さんは、

うことが成すことができると考えられまし

優生思想は間違いであるということにつ

た。 ワークショップでは、 もし、 「自分た

いて強く私たちに主張していたことが印

ちが障がいを持ったらどの障がいをもつ

象に残っています。

か、 そして、 その障がいをもった時に

優生思想とは、 簡単にいうと生きて良

誰と一緒にいたいか」 ということを考え

い命と、 悪い命があるということであり、

ました。 私は今現在、 学生で、 理学療

これは比較、 評価、 競争などの中で強

法士を目指しているのですが、 物理的

く表れてくる思想であります。 このことを

な療法や運動療法のだけではなく、 大

聞いて、 自分の生活の中で優生思想と

切な人と一緒にいるということが大きな

いう考えが多くあると感じました。 それ

リハビリの一つになるということが実感で

は、 差別であったり、 いじめであったり、

きました。 将来は、 障がいを持っている

様々なところで優生思想が出てくる中で、 痛んでいるす

人たちと関わっていく仕事に就きたいと思っているので、

べての人と、 この痛みを共有することが重要だと思いま

今回の集会はとても良い経験になりました。

した。 また講演を聞いて、 人との違いを喜び、 楽しみ

櫻井 寛人 （札幌北部教会）

あうこと、 そして違いを認め、 尊重しあう社会を形成す
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説教要旨
開会礼拝 説教要旨

付くこと、 痛
むことなしに

「主の問いかけに答えたい」

はあり得な

ヨハネによる福音書９章１−３節

いこと。 でも
そこで人間

今回の教区集会の副題は 「ちがってたっていいんじゃ

は解放され

ない？」 となった。 当初、 今回の集会の内容を的確に

る」 というこ

表現しているいい副題だと思った。 しかしその後、 今回

とだと思う。

の講師である安積遊歩さんの著作に触れて違和感を覚

ある時、 視覚障碍者と出会った弟子たちはイエスに問う

えるようになった。

た、 「この人の障害は誰の罪のせいですか」 と。 弟子

意地悪な見方かも知れないが、 この副題の背後に 「本

たちは明らかに視覚障害をマイナスと捉えている。 しか

当は同じがいいのだけれども」 という心があって、「でも、

しイエスの認識によれば、 それはマイナスではなく 「神

ちがってたっていいんじゃない？私たちは豊かな、 柔和

の業が現れるため」 のものだ。

な心をもって、 違いを認め合って生きて行こうよ」 ……

これはお手軽に解釈できる言葉ではない。 ただ一つ言

そんな道徳的な言葉、 善意の言葉、 良識的な言葉に

えることは、 このイエスの言葉は私たちの常識 ・ 道徳 ・

聞こえて来るようになった。

倫理 ・ 善意に対する 「宣戦布告」 の言葉であるという

私が読む限り、 安積さんの著作はそのようなことを言っ

ことだ。 この強烈なイエスの問い掛けに対して、 少しで

てはいない。 安積さんの言っていることは 「そもそも人

も応答できる言葉を見出す集会にしたいと思う。

間は違って当たり前。 そんな違っている人間が共に生き

秋山 千四郎 ( 真駒内教会牧師 )

ることは大変なこと、 苦しいこと、 ストレスそのもの、 傷

閉会礼拝 説教要旨 「あきらめない女」

ひれ伏しましたが、 イエスは 「まずこどもたちに十分食
べさせなければならない。 こどもたちのパンを取って子

マルコによる福音書７章２４−３０節

犬にやってはいけない」 と断ります。 しかし女はあきら
めずに 「食卓の下の小犬も、 こどものパン屑はいただき

安積遊歩さんは 「あきらめない女」 です。 時には闘

ます」 と粘り、 イエスは女の願いを受け入れます。 イエ

士となり、 パワフルに差別や政治権力と戦い、 時にはカ

スの中にあった壁が、 女との出会いによって壊されたの

ウンセラーとして傷ついた人たちの話に耳を傾け、 社会

です。

を変革してきました。 女性

「共にある教会形成」 教区集会は、 継続する中で社

であり障がい者であること

会や教会の中のたくさんの壁を壊してきました。 今日の

から周りに張り巡らされた

集会の中で、 私たちは自分の中にある差別する心や壁

障壁を、 壊し続けてきた

に気づいたかもしれません。 でも 「自分は差別者だ」 「壁

人です。

はなかなか壊れない」 とあきらめ、 そこに留まるのでは

聖書の中の 「あきらめ

なく、 私たちも 「あきらめない女 ・ 男」 になって、 人と

ない女」 シリア ・ フェニキ

出会い、 壁を壊す旅に出かけて行きましょう。

アの女を紹介します。 彼

藤吉求理子 （道北センター主事）

女は 「娘から悪霊を追い
だして欲しい」 とイエスに
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◆2016 年度

教会の手話研修会報告◆

7 月 2 日(土)、
「教会の手話研修会」が北海教区主催で行われました。今回は、かねてから切
望しながら今までなかなか実現しなかった旭川東洋ローゕ・キリスト伝道教会の綱本千絵子牧
師をついにお招きすることができ、その期待もあってか過去最大の 87 名もの参加申し込みがあ
り盛会となりました。
当日は旭川東洋・ローゕ教会から綱本牧師を含め 17 名の教会員の方たちが早朝のバス、乗用
車で到着されお迎えしました。
講演が始まるとろうあ者の綱本牧師は、身体全部を使って大きな手話で汗だくになって講壇
の上を動き回り、ご自身の信仰の証し、北海道の魅力などをたっぷり表現されました。特に、
たんちょうづるの求愛ダンスや子育て、鮭が「ほっちゃれ」になって命を繋いでいく様子など
は見るだけで圧倒され、思わず参加者からも「すごーい！」と感嘆の声があがりました。
午後の講演では、日本で初というろうあ者クリスチャンのための介護事業所「とわの鐘」(グ
ループホーム)の活動が DVD で上映され、入居者の方々が信仰生活を守りながら生き生きと生活
されている様子が紹介されました。綱本牧師と教会員数名もヘルパーの資格を取りスタッフと
して従事しているとのことに驚くと同時に、
「奇跡は特別なことではなく、私たちの身近にいつ
もある」と繰り返す綱本牧師の言葉が心に残りました。また披露された手話さんび(青年聖歌な
ど)も工夫された素晴らしいものでした。
今後としては、
「教会の手話」の働きに関わる方が増やされるとともに、ろうあ者の方々がい
つどこの教会に行っても、手話さんびを共にすることができるように手話が広がっていくこと
を願っています。
87 名中
ろうあ者 31 名
難聴者 3 名
聞こえる人 53 名
日向玲子(手稲はこぶね教会)

◆第 31 回教会の手話研修会に参加して◆
昨年に引き続き 2 回目の参加です。
この研修会が 26 年前から始まったことを今回初めて知り、
スタートされた頃の企画運営された方々のご苦労を思いました。
私の住んでいる新得町は人口約 6200 人のうち聴覚障がい者は約 200 人を数えます。町内に大
規模な聴覚障がい者向けの職業訓練施設や老人ホームなどがあるためです。しかし、これまで
教会がこれらの方々に積極的に関わることができずに来てしまっていることに、忸怩たる思い
がありました。そのような中で、この研修会に昨年に引き続き私の連れ合いと一緒に参加でき
たことに感謝いたします。
今回は、講演で東洋ローゕ・キリスト伝道教会の網本千絵子牧師の大変パワフルな手話に触
れることができました。全身から言葉がほとばしり出るような手話に触れ、手話とは「手」だ
けで表現するのではなく身体全体で表現する言語なのだと言うことを教えられました。また、
普段当たり前のように用いている音声言語でどれほど確かな対話や表現ができているのかと反
省させられた研修会でもありました。
今回の学びを教会の中で共有し、まず一歩を踏み出すことができればと願っています。研修
会を準備・運営された方々に感謝をいたします。
小関 優(新得教会)
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心に伝わる朗読とは
報告者

浦部浩行(朗読ボランテゖゕ、新発寒教会員）

革新部門委員会は「北海教区通信」の CD 版を作成するために、毎年、朗読講習会を実施して
います。今年の講習会は 8 月 30 日、クリスチャンセンターで行われました。参加者は 15 人、講
師は田中隆子さんでした。田中隆子さんは朝日カルチャーセンターで長年、朗読講座を担当され
ている、その道の第一人者です。また、NPO 法人 札幌リーデゖングサービス「朗読 110 番」の
理事長をされていて、朗読を必要としている人のためのボランテゖゕ活動をする団体のリーダー
でもあります。
今年の講習会では「北海教区通信」199 号の 2 つの記事をテキストとして用いました（「話し
かつぜつ

の聴き方」と「教区総会決議 12 号議案」）。はじめに全員で滑 舌 の練習をし、続いて席の順に
一人ひとりが朗読をしました。講師の田中さんは、朗読が一巡したあと、席上の名札を見ながら
「○○さんはここを直すとよい、△△さんは去年よりうまくなりましたね」などとコメントし、
2 回目の朗読へ進みました。今度はひとりずつチェックされました。ここはこのように読みます、
と模範演技？をされるのですが、そのとおりにはなかなかできません。もう一度、このように、
と読んでくださっても、どこを直せばいいのかわからないことが多く、緊張のひとときでした。
田中さんはテキストに選ばれた記事について「よい記事ですね、共感します」と話されていまし
た。
教えていただいた要点を挙げてみます。
○朗読は会話の話し方で読むことが基本です（読み上げはいけない）。
○水が流れるように高くはじめて低くなっていく（文節ごとに立ち上げる）。
○文を、語句としてではなく、意味のかたまりとして読む。
○助詞（て、に、を、は）を強調しない。
○公衆の前で読むときも一人に対して読むように心がける。
革新部門委員会は朗読ボランテゖゕを募集しています。やってみようと思われる方は、ぜひ朗
読講習会に参加してみてください。
連絡先 革新部門委員会委員長 清水和恵牧師（℡.011-681-8217）
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今年の芦別キャンプは 8 月 10 日～15
日に行われました。参加者は 13 名、大
人・大学生スタッフは 9 名と例年と比
べるとやや少なめの人数でした。その
上半数の参加者が初めてか 4～5 年ぶり
の参加でスタッフとしては若干の不安
がありました。
予想通り、教会についてすぐから「こ
んなひどいところだとは思わなかっ
た。」という声が聞こえてきました。そ
んな中、大掃除をはじめ、翌日からワ
ークがスタートしました。今年のワー
クはウッドデッキやビーチバレーコー
トの整備や草刈りなど毎年の恒例のも
のに加え、ピザ釜、敷地前の看板、物
置小屋などの設置工事（？）もしまし
た。普段使わない薪割り斧や電動ドリ
ルでの作業を楽しみながらの賑やかな
ワークでした。
また、ワークの合間には高濱心吾先
生の聖書研究、日向先生の主題講演、
炭鉱講座の映画鑑賞がありました。ワ
ークで疲れていても、みんな集中して、
講演を聞き、学ぶことができました。
夜の分団の時間では自分と、教会、芦
別キャンプに参加する仲間、ほかの教
会の人など様々なかかわりについて話
し合いました。互いの意見を交わす中
で新たな発見もあり、1 時間近く分団が
続きました。

第
31
回
全
道
教
会
青
少
年
夏
期
キ
ャ
ン
プ
報
告
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主日礼拝では例年のように美馬牛福
音伝道所の礼拝に出席しました。キャン
プ参加者と伝道所の方あわせて 30 名以
上で、礼拝を守り、流しそうめんをして、
交わりの時を持ちました。
さらに今年は初の試みとして大学生
主催のレクリエーションが行われ、祈り
の家の会堂と大人スタッフをフルに活
用して肝試しをしました。企画した一人
として、大いに怖がり、楽しんでもらえ
てうれしかったです。後半のビーチバレ
ー大会、キャンプフゔヤーも盛り上が
り、みんなで楽しむことができました。
最後にはキャンプ全体の感想として、
「こんなひどいところだとは思わなか
った」の後に、
「でも来てよかった。」
「楽
しかった」と続き、とてもうれしかった
です。
今年のキャンプは初参加や部分参加
の人、それまで参加者が少なかった教会
からの参加がありました。芦別キャンプ
が 30 周年を超え広く愛されるキャンプ
になっていることうれしく思います。
一方 30 周年を超えスタッフの高齢化
や次の世代への参加の呼びかけも課題
です。今後ますます多くの人・教会に参
加してもらうため、青年・大人みんなで
呼びかけていきたいです。
そして、芦別キャンプをこの先何十年
も、（会堂をリフォームして⁉、）100 周
年くらいまで続けていきたいです。
（札幌北部教会 久世ののか）

２０１６教職講座 ～福音宣教を共に担うために～ 報告
主題講師の延藤好英牧師は、岡山県で４教会（代務２、兼務１）の牧会と、東日本大震災以降、関東圏から自主避難した母子
のためのシェアハウス「やすらぎの泉」を運営しておられます。主題講演では、教会閉鎖の危機的な状況に直面した教会と、震
災により日常生活の基盤を失った母子、いずれも追い詰められた人々の中から始められた宣教の取組みが紹介されました。４教
会の伝道牧会とシェアハウスその両方において、「どうでもいい一日なんてない」と、あの震災によって気付かされ、代務者と
して月に１、２度しか会えない信徒だからこそ、週日の多様なアプローチに取組みはじめられました。これに呼応して、長年説
教を聴き続けてきた信徒たちが語り出すようにもなりました。シェアハウスは、地域と教会との信頼関係の中で自由に幅広く展
開、１７０組の母子たちがそこで「ほっ」とし、次に「ぽっ」なって立ちあがる寄港地の役目を担っています。これら多様な働
きが、相互に響きあいながら宣教の業がなされています。牧者としての原点を再確認させられ、また牧者の働きの醍醐味
を教えて頂き、再びそれぞれの地へ押し出されていく時となりました。

延藤先生のお話を聴いて

指方信平（宣教部連帯部門委員）

荒谷陽子（置戸教会宣教主事）

「四つの教会の牧師として」
。講演タイトルを見ただけで、
「そんなに！」と驚嘆します。しか
し延藤先生のお働きはそればかりではありません。
被災地周辺からの家族を受け入れる短期滞在
シェアハウス「やすらぎの泉」
、バイブル・リトリート、ご自身の朝のデボーションの内容を信
．．．．
徒に毎日発信する「朝メール」
、
「唱歌とか歌いましょうか」コンサート、礼拝音楽の集い、絵本
の読み聞かせ、コミュニケーション講座、がん哲学カフェ、駅前ゴスペル、電話相談室、子育て
「暇げな風貌」がﾓｯﾄｰの延藤牧師

講演、里親、保護司…。開会礼拝の「どんなことでもしましょう」という小西先生のメッセー
ジを、これ以上ないほど体現しておられると感じました。更に感服させられたのは、これらの

おびただしい活動を、延藤先生は実に楽しげになさっているということです。何かやればエネルギーは消費され、逆に疲労がたまってい
くのが普通ですが、先生はそうではありません。ひとつの活動から喜びと元気を得、それを次の働きに向けることで一層活き活きとまい
進していらっしゃるようです。ご講演の冒頭に「神様のものさし」という言葉が出てきました。神様が「あなたこれ、できるでしょ、今」
とおっしゃることを、素直に「はい」と言っておこなっていく時、エネルギー在庫は引き算ではなく足し算か掛け算で推移するようです。
人間の常識とは逆のものさしを、先生は示してくださいました。そしてその「今できること」は、神様との語らいの中で宝探しのように
示される、とワクワク感をもっておっしゃる様子にも感銘を受けました（私ならば確実に、ワクワクではなくビクビクです）
。延藤先生と
いう存在を通し、神様の温かで力強いみ手にはぐくまれて、傷ついた教会が癒され、打ちひしがれた心が安らぎと勇気と希望を見出して
ゆく、そしていつしか、先生の発するエネルギーに応えて自ら動き出し、他者の支えとなってゆく…。そんな恵みの善循環をひしひしと
感じるお話でした。

「被災者支援シェアハウスの取り組み紹介」感想

石橋隆広（利別教会牧師）

東日本大震災被災者を受け入れるＮＰＯ団体に連絡を取り、教会向いの古民家を改修して
2011 年7 月より、シェアハウス「やすらぎの泉」はスタートしたそうです。岡山が避難先に求
められる条件を備えていたことが起因します。①原発より遠い。②交通の便が良い。③気候が
穏やか。④受け入れ民間団体が多い。様々な備えが実を結ぶことに通じたと感じました。こう
して「自分の家族を迎える」思いで、地域の理解の中、本館・別館・3 号館が整えられ、170組
の家族が利用したそうです。
「ココロをカタチに」それがシェアハウスです。
シェアハウスの元利用者で、移住して現在は札幌に住まわれる方も馳せ参じて下さいまし
た。その方のお話からも多くを教えられました。放射線被害のデータを知る大切さ。事実を知らさ

4 日間の濃密で熱心な研修！

れた時の恐怖。家族を守りたいという親として切実な思い。
「やすらぎの泉」で初めて互いの不安や課題を吐き出し、共感しあえたこと。
そして、現在も住むところは違えどもつながりがあること。被災による心労や不安の中、利用者が必要としたものは、何よりも安心と安
全。そして生活の場。それが備えられると生きていくことへの前向きな姿勢が与えられました。
「運営委員会」
「おかやま野菜倶楽部」
「和
気やすらぎの泉合唱団」
「やすらぎカフェ」
「給食向上委員会」
「和気達歩団（タップダンス）
」
「物件探し」
「聴き方教室」
「親業カフェ」
「自
転車、自動車のシェア」など、自由で自主的な活動が展開され、地域住民とのつながりともなりました。生きる力が与えられることは、
様々なものを生み出すことにつながることを改めて気づかされました。
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○ 北海教区からの参加者：横山恵也(利別教会)、衛藤光輝(春採教会)、伊藤大道(興部伝道所)、
ウィットマー・圭子(名寄教会)
○ 期間：8 月 1 日(月)～5 日(木)
○ プログラム
・1 日目

東京到着、開会礼拝(高井戸教会)

・2 日目

ジブリの森見学、国分寺教会において賛美と証しの時間、アイヌ文様切り紙体験、
バーベキュー。

・3 日目

奥多摩福音の家キャンプ場で行われる西東京教区中高生キャンプに合流。夜は高井戸教
会に宿泊。

・4 日目

解散。

「子はカスガイ」という言葉があります。もともと他人同士だった夫婦が、子どもの存在によって結
びつけられるという意味だと理解しています。少し語弊があるかもしれませんし、使い方も間違ってい
るかもしれないですが、今回、北海教区から子どもたちと一緒に西東京教区を訪問するなかで、この言
葉が頭をよぎりました。
2013 年の夏に、西東京教区から興部伝道所に子どもたちを迎えて数日間にわたって交流の時間を持ち
ました。その時の実りが大きかったこともあり、今回は北海教区から子どもたちを西東京教区に派遣す
ることになりました。本来いくはずだった興部伝道所の子どもたちが諸事情により参加することができ
なくなり、急遽、別の方に参加していただくことになりました。そういう不手際もあり、どうなるかと
懸念も多いプログラムでしたが、ふたを開けてみると、本当に恵みに満ちた内容になったと思います。
飛行機の時間もあり、実質的には中 2 日のプログラムとなりましたが、それでも寝食を共にし、礼拝
の時間を持ち、語り合う。とても充実した 4 日間を過ごしました。時間としては短いものだったかもし
れませんが、子どもたちにとっては、またおとなにとってもそこで与えられた恵みは将来にわたって大
切な財産となるでしょう。
今、教団全体では様々な場面で分断が見られます。しかし、子どもたちにとってはそのような壁は存
在しません。神様によって結ばれた人と人とのつながり
だけがそこにはあります。そうした姿はまさに壁を超え
たつながりをもたらすカスガイのような役割を担ってい
るのだと痛感しました。
プログラム最後の夜、大人同士の会話の中で非公式な
がら、これからも数年おきに交互に子どもたちが訪問し
合うことができればいいという話が出ました。こうした
意見を引き出してくれた子どもたちを通して、連帯とつ
ながりの道が示されているような気がします。
(伊藤大道)
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国分寺教会にて。
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北日本「核と基地問題」ネットワークが開催されました！
10 月 3 日～5 日、第 9 回北日本「核と基地問題」ネットワーク（以下北日本ネット）が北海道クリ
スチャンセンターを主会場として開催されました。参加者は北海教区 11 名、東北教区 1 名、奥羽教
区 3 名でした。皆さんにこの取り組みを知っていただくために、2 人の方の報告を掲載します。

北日本ネットは 2003 年から奥羽教区、東北教区、北海教区、の順に隔年開催（1 回から 3 回は毎年開

催）で行われています。2011 年の東日本大震災における福島第 1 原発事故により、現在は３教区の共通の
課題である「核の問題」が取り組みのウエィトを占めています。今回、１日目は岩内町会議員でもある佐
藤英行さんから「フクシマ事故と泊原発再稼働」と題して、泊原発が作られていく歴史とフクシマ事故以
降の泊原発の再稼働に向けた北電の動き、
町民の思いなどや現状、
佐藤さんの働きなどをお聞きしました。
地元の大多数は再稼働を望んでいる現実があります。しかし地元から離れていくほど再稼働を反対する人
が多くなっています。
また２日目の講演では、
東電福島原発告訴団事務局の地脇美和さんから「福島の今、」
と題して福島の現状をお聞きしました。特に子どもたちの被ばく、甲状腺の異常は５年～６年経ち、これ
から発症や現象が多く表れていくと予想されているという話では、せつない思いになりました。その一方
政府や東電は、賠償の打ち切りや地元の帰還を推し進めている話には怒りを持ちました。２日目現地研修

では、道央基地群にある北海道大演習場（札幌、恵庭、島松、
）を見学、また長沼自衛隊分屯地、千歳の戦
闘機の飛行、離着陸を見学しました。北海教区の参加者からも、こんな戦闘機が間近で見えるスポットが
あるのかと驚かれました。３日目にはドキュメンタリー映画「高江 森が泣いている」を見た後、各教区
報告を行いました。沖縄・高江の問題いま日本に大きな影響を与えている沖縄・高江の問題を共有するこ
とができ、
これからの北日本ネットについても話し合いました。３教区が共に歩んでいく大切さを確認し、
板谷良彦（平和部門委員）
３教区以外にも広げていきたいとの思いを語り合う時となりました。

秋晴れの一日 ガイドの吉岡氏、マイクロバス運転の板
谷氏そして参加者 12 名を乗せ基地巡りに出発、北部方面
総監部がある敷地を眺めつつ南進真駒内駐屯地を一周す
る。住宅街の真ん中に位置し、独自の病院、運転免許試験
所を持っているその広さに驚く。
真駒内弾薬庫、西岡射撃訓練場を通り有明演習場、島松
演習場へとつながっている。南恵庭駐屯地には、90 式戦
車が 24 両、幌を掛けてある（一両 8 億円）
。これはかつて
の対ソ連に用意された兵器である。長沼パトリオット基地（第 11 高射隊）で下車し見廻していると
早速「何か御用？」とばかり自衛隊員が飛んでくる。
恵庭事件の野崎氏の家・牧場跡もガイドをしてもらい、最
終は千歳第一高射特科団がある自衛隊専用の飛行場を見学、
下車していると、訓練を終えた F15 戦闘機数機が戻り「タ
ッチアンドゴウ」を盛んに行っていた。その爆音に度肝を抜
かれ思わず耳をふさぐ。札幌から千歳まで一般道路に沿って
樹木を目隠しにし、その奥に広がる国有地が自衛隊の基地と
して使用されている。その中にはもちろん戦車にも耐えられ
る軍用道路が続いているのである。
戦後、「戦力及び交戦権を放棄する」と言う憲法を国民に示しつつ、一方で国際紛争を解決する手
段として、戦力を考えていた日本と言う国のあり様を見せつけられた一日であった。
松尾みつ子（平和部門委員）
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「北海道護国神社例大祭」見てある記
相 馬

宏

旭川市は北海道中央部にある上川盆地に広
がる人口約３５万人の札幌に次ぐ第２の中核
都市である。かつては軍都と言われたように
旭川には陸軍第７師団が配置されていた。今
回ご紹介する北海道護国神社（左図）は、そ
の第７師団と深く関わりながら創建された。
その例大祭の発祥はというと、今から１１４
年前の１９０２年（明治３５年）に遡る。史
実によると当時の５月、風薫るという表現が
示す通り爽やかな日和の季節であったようだ。
その頃、旧陸軍第７師団が札幌から旭川に転
入された。
第７師団長の大迫尚敏（おおさこ・
なおはる）は、師団の練兵場の遥拝
所に祭壇を設け、戊辰、西南の役お
よび日清戦争の戦没「英霊」を招い
て盛大な招魂祭を執行したのがは
じまりとされる。主に北海道・樺太



関係の戦没者の国事殉難者を「英
霊」として祀り、現在祭神は６万３
千余におよぶ。そのため例大祭（毎
年６月４日～６日）には全道各地か
ら多くの遺族が参拝に訪れる（①、



②）。
例祭の当日、朝８時頃になると道



内各地からそれぞれの自治体専用
バス（③）に便乗してきた遺族らが
鳥居をくぐり境内の参道を経て所
定の場所に座る。その後花火の合図
とともに、社務所から神職らが天皇



からの幣帛料（④）を先頭に社殿に
赴く。その間陸上自衛隊幹部らも隊
列を組んで社殿に向かい行進し所
定の位置に着く（⑤、⑥）。



やがて、境内に配置されたスピ
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ーカーから司会者（神職）の重々しい声が「海ゆかば」のＢＧ
Ｍとともに、天皇が９５年８月に日本遺族会に贈った和歌「国
がため

あまた逝きしを悼みつつ

平らけき世を

願いあゆ

まむ」を何度も読み上げ雰囲気を醸し出しながら、荘重に、戦
死者を国のための死者として讃え、遺族を慰める大きなセレモ
ニーが始められていく。戦死者の遺書も朗読される。「浦安の
舞」の演舞や御陣乗太鼓などの奉納行事が披露され、奉賛会の



代表らのあいさつに続き、神職の祝詞の後、自衛隊幹部らの参
拝が行われる（⑦）。奉納行事の圧巻は、例大祭最後のプログ
ラムで境内一杯に聞こえるスピ
ーカーを通して軍歌「同期の桜」
が流され、それに合わせて地元の
ボーイスカウトの子供たち約１
０数人が演舞する（⑧）。
「みごと
散ります国のため・・・」という
子供たちの踊りを見ながら涙す



る遺族もいた。しかしこの演舞はさすがに２００４年から取りやめら
れた。
「政教分離を守る北海道集会」は今年で３５回目になる。そもそもの
取り組みのきっかけは何かというと、この例大祭で繰り広げられる神事
がいかに戦前回帰であるか、国や自治体などとの関係機関がいかに癒着
状態にあるかという実態を検証したことから始まる。その後、多くの問



題点を指摘抗議していくことで前述の子供達の演舞をはじめ軍国主義的
献書展（⑨）や慰霊音楽行進（現在は、例祭とは
関わりなく、北海道音楽大行進として催されてい
る。）
（⑩）などの奉納行事の取りやめ、また知事
をはじめとする自治体首長らの参拝行為を辞め
させた。しかしながら、自衛隊幹部らの参拝行為
はいまだ続いている。
「政教分離を守る北海道集会」で講演された東
大教授の高橋哲哉さんが当北海道護国神社例祭
を見聞された後、
「これは靖国神社以上の靖国だ」
と評され、以降全国的にその実態が認識された。
「政教分離訴訟全国交流集会」が旭川で２度開催



されたゆえんもそこにある。砂川政教分離訴訟の
原告であるＴさんが、「これはおかしいぞ」と思ったらまず声を上げよう！そこから闘いが始まると仰いまし
た。今回のご紹介は、ほんの一部にすぎませんが、「町のヤスクニ」の手がかりが見つかるかも知れません。
どうか一度この例大祭をご見聞ください。

(そうま・ひろし

26

政教分離を守る北海道集会実行委員会事務局長)
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情報センターネットワークをご利用下さい
アイヌ民族情報センターには、書籍等を委託販売する「ネットワーク」を設置しています。お気軽
にご相談下さい。E-mail ororon@jade.plala.or.jp 電話(FAX)0164-43-0128(三浦)まで。

27

ハラスメント防止委員会

これってハラスメント？

パート 7

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。

ある日の礼拝でのことです。A 牧師の説教

ありませんでした。その B さんに対して、牧

が始まりました。しばらくすると最近欠席し

師が説教という中で名前を挙げて大変残念

ている B さんのことが話題になりました。
「最

だと語ることに違和感を覚えました。

近休みがちな B さんですが、大変残念です。
連絡を取ってみましたら、教会に来るまでの

もし、自分が休んだら同じように話題にな

交通費が大変だということです。どういうこ

るのだろうかと不安にもなりましたし、礼拝

とでしょうか。生活の中で礼拝を中心にして

に出席している求道者の方々が、どのように

いない証拠です。」

受け止めるのかを考えると心配になりまし
た。

この A 牧師の説教を聞きながら、C さんは
疑問に思いました。 C さんは友人でもある

C さんは、ベテランで経験を積んだ牧師に

B さんのことを良く知っています。限られた

対して、思いを伝えるのは難しく感じていま

収入の中で、これまでもやりくりしながら教

したし、このような思いを語っていいのか迷

会生活を守ってきました。体調が不安定で、

っています。その後体調を崩してしまいまし

休みがちなことも知っています。そのことを

た。

覚えて祈りこそすれ、否定的に考えることは
＜ ここがポイント！ ＞
＊ 礼拝の「説教」という中であっても、牧師が何を語っても許されるということはないはず
です。
＊ 特に教会員の名前を挙げて批判することは、ハラスメントを生むことがあります。礼拝を
欠席する理由は、個々それぞれの事情があります。むしろ出席できない事情を仲間で覚え
合って祈り、牧会が必要な時ではないでしょうか。
＊ 疑問や不安がある時、正直に牧師に伝えられていないのが一番の問題です。それはなぜな
のか考えてみましょう。言いたいことが言えない関係が続いている。それがハラスメント
を生む要因にもなります。
＊ 伝えることが難しい場合は、信頼できる方に相談してみることをお勧めします。
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

28

左記の日時以外はつながりません。

性差別問題担当委員会のページ
開催日時：2016 年 7 月 24 日（日）17：30-20：30

生と性の豊かさセミナー報告

会場：北海道クリスチャンセンター
譬え話はストレートに結論を示す語り方ではな

「イエスのたとえ話を再考する」

く、日常生活での馴染みの事柄を取り上げ聴き手
をハッとさせ、ありふれた事柄を問い直し、答え

～ガリラヤ民衆が聴いたメッセージを探る～

を与えられるのではなく自分たちで考えるように
仕向けられた（意識の向上）ものです。

松尾 みつ子（真駒内教会）

出エジプトの際にパン種を入れないパンを食べ
7 月の爽やかな夕方から、山口里子さん（日本

たことで、種を入れないパンは祝福に繋がるとい

ﾌｪﾐﾆｽﾄ神学・宣教ｾﾝﾀｰ共同ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）のセミナー

う。パン種は少量で全体を台無しにする腐敗した

が開催されました。譬え話が聴き手をどんなふう

悪いもの、祭儀的不浄という否定的イメージが定

にハットさせショックな問いを残すのか、ワクワ

着した文化の中で、イエスは神の国とパン種を繋

クしながらの、12 教会 25 名の参加者でした。

げて語っています。パン種の解釈をひっくり返す
逆転の発想です。イエスは古い悪い「パン種」を

パン種の譬え話（ルカ 13 章 20 節～２１節）

2,000 年前、この世に投入し、隠して（世界のあ

「神の国を何に譬えようか。パン種に似てい

る地域、ガリラヤ、エルサレム）小さなパン種で

る。女がこれを取って、三サトン（３４㎏）の粉

世界を変え、大きなパンが作られることを告げ知

に混ぜると、やがて全体が膨れる」

らせたのであると言う。

イエスの時代より１～２世紀に福音書の著者た

最後に山口里子さんは、貧しい女性たちの日常

ちが、自分たちの共同体の状況や信仰、神学に合

的な労力を神ご自身の働きのものとして書かれて

わせて編集した譬え話を「イエスの譬え話」とし

いる譬え話に、現代に生きる私たちは身の廻りか

て私たちは理解してきました。このような学びの

ら、どんなパン種を仕掛けていけるだろうかと結

大切さを否定する必要はないと山口里子さんは言

びました。

っておられます。けれどイエス自身がガリラヤの

講演後手作りのパンで分かち合いを持ち、質

民衆に語った譬え話では、どのようなメッセージ

問やグループ別の話し合い等を持ちました。私の

が語られていたのだろうかと・・・。

拙文では書ききれませんので来年の、このセミナ

それはなかなか容易なことではないが、現代

ーには是非ご参加くださって共にイエスの知らな

の聖書学は、さまざまな学問の情報を活用するこ

かった面に出会えますように！

とでかなり高度なテキスト分析が進められている
と山口里子さんは著書で書いています。イエスが
話をするときの聴き手の大半はガリラヤの民衆
で、ほとんど農民、男性だけでなく女性、子ども
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♪
★献金のお願い
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2016 年度献金目標 30 万円

北海教区
№ 19 2016 年 12 月
心と体をリラックス！

第 10回北日本三教区親子短期保養プログラム

保養プログラムの受け入れの感想

≪主なプログラム≫ 8 月

帯広教会 菊地眞知子

この親子短期保養プログラムの計画 ・ 実施についての打
診があったのは 3 月、 もうすぐ新年度を迎える頃でした。 先
回の大まかな内容、 留意点などを読ませて頂きながら 言葉
に出さず、思考だけがグルグル 「やってみたい、やれるー！、
出会いたい～」 …こうして私は東北の 14 人の子ども達と 11
人のお母様との時間を与えられました。
4 月から案を作り、 細かい事、 小さい事、 でも大切な事を
支援委員会の先生達の助言や新得 ・ 帯広両教会員の協力
によって解決していき、 安心して 8 月を迎える事が出来まし
た。

1 日目 ・ ・ 東北から予定通り新千歳空港着、 札幌の先生
たちの運転で十勝へ向かう、 こちらは夕食の準備の新得組、
床掃除の男組 （7 月末は天候不順で結露？で床までびしょ
びしょ）、 プログラムの準備の私ワクワク ・ ドキドキ 「初めて
出会う子ども達と早く仲良しになりたいなー」 素直な胸中。
暗くなった頃にみんなが着き、 食事も沢山食べて頂いた。
夜の顔合わせの歌やゲームも殆どみんな参加できた。 楽し
い時間でした。
同じ場所で寝食を共にし、 遊んで時間が過ぎる中で子ど
も達は勿論お母様達も笑顔になり心を開いて “苦しみの少
し” を話して下さる方もおり、 5 年経った今も沢山の 『普通
でない生活』 の苦しみの中で子ども達の未来を背負ってい
る事に同調でき考えさせられま
した。

2 日目 ・ ・ エテケカンパの会

1日(月)～6日(土
)
1 日 新千歳空港着
（14:05） マイクロバスで
道東へ
清水農業研修センター
で出会いの会と宿泊
2 日 エテケカンパの
こども達が合流
児童会館で遊び ・ ゲ
ーム
百年記念館を見学 ・
グリーンパークで外遊
び
おびひろ動物園
3 日 中村農場でいも掘
り体験
YMCA キャンプ場でジ
ンギスカン
果樹園でさくらんぼ狩
り
4 日 阿寒湖温泉に移
動
阿寒湖の遊覧船 ・ エ
コミュージアム
アイヌ古式舞踊を見学
ホテル鶴雅で宿泊
5 日 札幌に移動し、
自由行動
北海道クリスチャンセンタ
ーで宿泊
6 日 親たちの懇談会
飛行機で新千歳空港
から仙台へ、 空港で解
散
協力 ： 帯広教会 ・ 新

得教会 ・ エテケカンパ

の会

を用意して待っていてくれました。 お肉はとっても美味しく、
大きな木の下に農業用のコンテナや板を使って椅子も作っ
て頂き雰囲気も十勝でした。 さすが帯広と新得の働き隊。
サクランボ狩りが果樹園の都合で急に時間が早まり、 キャ
ンプ場でゆっくり出来ず残念でしたが果樹園ではそれぞれ
のご家族が脚立に上って楽し
そうでした。
毎日笑顔の多い時間となる様
勤めました。 少し忙しい日も有

の子 （アイヌの子ども達） の子
と一緒に過ごす。 帯広市の施
設が沢山ある広い緑ヶ丘公園
の中で遊びました。 児童会館 ・

りましたが、 一緒に笑った様に
思います。 お母様達の色々な
要望に快く対応を続ける牧師
先生、 スタッフの方々に感謝で
す。
美味しい食事、 元気な笑い

百年記念館 ・ 動物園 ・ グリン
パーク ・ 遊園地で水遊びも出
来ました。 牧師先生達と子ども
達とお母様も一緒になりゲーム
を楽しみ （ませていた） 鬼ごっ
こ （手繋ぎ鬼） をしている姿がみんなの笑顔を誘いとても良

声、 食前の歌声、 毎日毎日が
私自身を見つめる時間にもなり

い時間だった。
3 日目 ・ ・ 清水町旭山の中村農場 ・ ＹＭＣＡキャンプ場
（池田） じゃがいも掘りの後で大きな農業機械に乗りました。
機械はいろいろあって子ども達は次々に楽しんでいました。
キャンプ場に行くと帯広と新得の働き隊の方がジンギスカン
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ました。 それぞれの役目をしっかりとはたして下さった皆様
有難うございました。
4 日目は阿寒湖温泉、 十勝とは 3 日目でおしまいです。
私の中でこの東北のこども達とお母様との出会いが “共に
生きる方” として 位置づいています。 親子短期保養プログ
ラムに関わらせ頂き、 感謝致します。

道東地区・北海教区のみなさまへ、11 名のお母さんからのメッセージ
★感謝の気持ちでいっぱいです。と
ても心のこもったおもてなしをあり
がとうございました。心によりそっ
て頂き、ありがたかったです。おい
しいお料理、さまざまなお気遣いを
ありがとうございました。皆様、ど
うぞお体ご自愛くださいますようお
願い申し上げます。

★お世話になり、本当にありがと
うございました。

★子ども達、そして、親の私達の
気持ちに寄添って、優しい言葉を
かけて下さり、ありがとうござい
ました。地元ではためらってしま
う、畑での収穫体験や野外バーベ
キューなど、本当に喜こんでいま
★皆様、本当にお世話になりました。 した。そして、美味しいごはん準
楽しいプログラム、美味しいご飯、 備から後片づけまで、本当に感謝
安全な移動、全ての行程に携わって しております。私もみなさんのよ
いただいた皆様に心より御礼申し上 うに奉仕の気持ちをもてるようにな
げます。どうぞ皆様お体にお気を付 りたいと思いました。
け下さい。
★子供のように甘やかされて優しく
されてうれしかったです。みなさん
の優しくて美しくて清らかな魂にふ
れて、私の心も喜んでいます。お世
話になったこと忘れません。これか
らの人生で心がくじけそうなことが
起きてもここでの思い出に助けられ
ることと思います。ありがとうござ
いました。
アイヌ古式舞踊を体験

★みなさまには本当に良くして頂き
感謝致します。北海道に来て、子ど
もの笑顔が増えました。本当にあり
がとうございました。
★ほんとうに、これが無償の愛とい
うものですね。こんなにお世話に
なってしまっていいのかしら、とな
んだか申しわけない気持ちでいっぱ
いです。今後、自分に心身共に余裕
ができれば、同じように誰かの手助
けができればと、子供にも皆さんの
ように素晴らしい大人と関わりをも
てて、将来見習えるといいと思って
おります。たくさん、おいしい食事、
心遣い、愛をありがとうございまし
た。

*********

教職講座

★本当に本当に感謝しています。時
間と労力を割いて下さり、頭が下が
ります。皆様のおかげで大変楽しく
実りある保養になりました。ありが
とうございます。

芋掘り作業中

みなさん、本当に本当にありがとう
ございました。
★このたびは私たち汚染地に在住す
る者たちのために、多大なご支援と
ご尽力をいただき本当にありがとう
ございます。皆様の厚いサポートの
おかげで私たちは支えられ、日々過
ごしていけるのだと感謝の気持ちで
いっぱいです。
★このたびは参加させていただき本
当にありがとうございました。人見
知りの子供達に声をかけていただ
き、だんだんとうちとけていく姿が
とてもうれしくほほえましかったで
す。

★ 福 島 に い る 時 は、
全てが不安、ストレ
スで、そんな中のこ
の北海道は幸せしか
なくて、とてもリフ
レッシュする事がで
きました。おいしい
ご飯、たくさんの経
験をさせて頂き、本
当に感謝していま
す。

東北教区の震災支援の現状と今後の見通しについて

11 月 11 日、北海教区教職講座に東北教区被災支援
センター委員長の上野和明牧師を迎え、お話を聞きま
した。以下にその要点を記します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
東北教区では、震災の被害について支援の体制を
作ってきた。
「教会救援復興委員会」では、教会の建
物被害に対し、教団と協力しながら資金援助を行って
きた。１７教会が支援を受けて工事を完了した。今後、
借入金の返済が課題となる。なお他に２教会が支援を
受けずに再建した。
「放射能問題支援対策室『いずみ』」は、「聞く」「調
べる」
「伝える」
「支える」
「つながる」を掲げ、福島
県内で訪問 ･ 傾聴を行ってきた。また親子保養プログ

********

ラム・甲状腺検査・健康相談などを行っている。
「被災者支援センター『エマオ』」は、仙台と石巻に拠
点がある。ボランティアによる農業支援は９月で終了。
今後、仮設支援・戸別訪問・こどもプログラムなどが課題。
２０１７年度以降、教団の支援の終結にともない予算
が大幅に縮小される。東北教区では、「復興委員会」は
２０１９年３月までの継続を視野にいれる、「支援セン
ター」も１９年３月までの継続をめざす、「いずみ」は少
なくとも１９年３月までは継続し、それ以降も状況を見
て継続を視野に入れることを決議した。これらの活動の
ために、教区として募金にとりくんでいる。しかし、来
年度以降、それぞれの組織と活動は大きく削減せざるを
えない。
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2016 年 10 月 25 日（火）～ 27 日（木） 於 池袋ホテルメトロポリタン
北海教区総会において選出された以下 14 名を正議員として議員登録を行った（1 名欠席）。
久世そらち（札幌北部）
、原和人（手稲はこぶね・札幌富丘）、西岡昌一郎（旭川六条）、木村拓己（美唄）、
柴田もゆる（函館千歳）
、藤吉求理子（道北センター、名寄・士別代務）、日向恭司（教区幹事）
佐久間光昭（置戸）
、藤巻朋子（札幌元町）
、小林あずみ（千歳栄光）、相馬述之（札幌北光）、
今多正之（札幌元町）
、三浦英敏（札幌北光）
、 村住和子（小樽公園通）
19. 沖縄教区総会が決議した教区総会議員資格についての教区規

今総会において、各教区総会において祈りをもって決議され提案さ

則改定申請に関する件 〔兵庫教区総会〕否決（148/335）

れた議案（地方の声）はすべて否決または審議未了廃案となった。
沖縄教区との関係、沖縄県の実情を訴えた議案である。また北村慈

＊教団合同前は議決に加わっていた教会が、合同後に日本基督教団

郎教師に関する議案についても上程しないと整理された。拙速なまま

の基準に従って伝道所となり、信徒議員が議決に加われなくなっ

に施行された伝道資金制度に対する各教区の意見も交わされる機会も

た歴史的経緯を是正する目的であった。

20.「沖縄教区宣教連帯金」に関する件〔兵庫教区〕否決（151/355）

ないままに否決となった。

21. 軍事力に寄らない平和をつくりだす取り組みに関する件

議場からの声として印象的であったのは、
「沖縄キリスト教団との合

〔兵庫教区総会〕否決（151/331）

同時に策定された『合同議定書』に基づかず、
尊重していない実態」
「
、お

22. 日本基督教団におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策

金をぶら下げて帰ってくるよう仕向けるのは支配であり、基地を押し

と被害者支援に関する件〔兵庫教区総会〕否決（152/327）

付ける政府の論理と変わらない」
「成熟していない民主主義ほど多数決
に走る。議論を深めて会議を成熟しなければならない」であった。刻

23. 日本基督教団における同性愛者をはじめとするセクシュアル・マ
イノリティ差別問題に関する件〔兵庫教区総会〕 審議未了廃案

一刻と内に籠っていく議決を鈍く見届けて帰ってきた。
（北海教区書記 木村拓己）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主な議決事項（特にゴシックにご注目。＊は書記による補足）

1. 第 40 回日本基督教団総会議事日程承認を可決
2. 教団総会議長選挙

石橋秀雄（越谷）

し軍事基地撤去を求める声明を内外に向かって表明する件
〔西中国教区総会〕 審議未了廃案
25. 日本基督教団と沖縄キリスト教団との「
『合同のとらえなお
しと実質化』をすすめるための特設委員会」を設置する件
〔西中国教区総会〕 審議未了廃案

3. 教団総会副議長選挙 佐々木美知夫（静岡）
4. 教団総会書記選挙

24. 軍事力によらない平和を実現する為に、軍事力の強化に反対

雲然俊美（秋田桜）

26. 宣教基礎理論改訂案に反対し、将来の改訂に向けて宣教基礎
理論の総括を行う件 〔京都教区総会〕

5. 常議員選挙で教職 14 名、信徒 13 名を選出した。

審議未了廃案

27. 教憲 9 条を改正し、伴って関連教規条項を改正する件

6. 総幹事選任に関する件 候補者の推薦に至らず、総務幹事を

〔九州教区総会〕教憲 12 条（公示）を教団が怠ったために

総幹事事務取扱とし、選任は常議員会に付託した。

上程不可となった。執行部は謝罪した。

7.2016 年秋季教師検定試験合格者承認を可決

28. 辺野古新基地建設の撤回を求める抗議声明を発し、並びに沖

8.2014 年度・2015 年度教団歳入歳出決算を可決
9.2016 年度教団歳入歳出実行予算を可決

縄教区に謝罪し、その関係修復と合同のとらえなおしと実質

10.2017 年度教団歳入歳出原予算を可決

化に取り組む件 〔神奈川教区総会〕 審議未了廃案
30. 憲法 9 条の示す平和主義の実現を祈り願い、憲法改正に反対

11.2014・2015 年度部落解放センター決算承認を可決

する声明〔久保征紀議員提案〕 審議未了廃案

12.2016 年度部落解放センター予算を可決
13.2014・2015 年度出版局決算承認を可決

31. 狭山事件の即時再審開始を求める件〔東谷誠議員〕 可決

14.2014・2015 年度年金局決算承認を可決

32. 伝道資金規則変更に関する件〔小笠原純議員〕 審議未了廃案
＊伝道資金小委員会の場に全教区議長を加える内容。

15.2016・2017 年度年金局財務計画案承認を可決

33. 伝道資金規則改定に関する件〔梅崎浩二議員〕

16. 沖縄教区との関係を再構築するため、沖縄教区規則変更を尊
重し、
認める件〔大阪教区総会提案〕否決（149/335 議員数）
17. 沖縄教区との関係を再構築するため、教団沖縄宣教連帯金を
2010 年以前の 120 万円に戻し、執行する件〔大阪教区総会〕
否決（151/355）＊主に謝儀保障の金額が減額されている。

34. 常議員選挙方法に関する件〔有澤慎一議員〕否決 ( 賛成
161・反対 196) ＊半数連記とし、少数の声を反映する目的。
35. その他
沖縄新基地建設反対運動に参加した際の容疑で逮捕された吉

18. 北村慈郎教師の「免職処分」を撤回し、教団内に聖餐の在

田慈教師（林間つきみ野教会）に関する議長声明について

り方について慎重かつ十分な議論をする場の設置を求める件
〔大阪教区総会〕

否決（130/351） ＊算定基準変更などの目的。

教規に抵触するとし、上程不可と整理した。

＊同内容の議案が神奈川教区からも提出されたが同様に整理。
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…状況を見極めて神奈川教区議長と協議して声明を作成する
ことを議長に一任した（その場で出せなかった）。

北海教区
各地区の働き
という聖句を深めました。最後に、子どもたちが発表をし
てくれたのですが、とても感動的な瞬間でした。
「道北地区集会」の参加者は少しずつ顔触れが変わって
10 月 9 日 ( 日 ) 〜 10 日 ( 月 ) 美深温泉にて
「道北地区集会」 います。けれども、多くの方たちのお支えにより、今回も
が行われましたので、以下、その報告をします。講師を含
道北地区として貴重な交わりの機会を持つことができまし
め大人 44 名、
子ども 11 名、
総勢 55 名の参加となりました。 た。特筆すべきは、和寒伝道所から、南雲啓一さんが初参
一昨年は「カナダ合同教会の取り組み」
、昨年は「過去
加をしてくださったことです。また同時に、地区を超えた
の苫小牧地区の取り組み」から学びました。そこで、今年
交流の機会にもなったと思います。
は「置戸教会の宣教協力の取り組み」を学びのメインテー
最後になりますが、11 月 8 日 ( 火 ) には、旭川豊岡教
マとしました。
会を会場にして、
「旭川で一日修養会」が開催されます。
まず、置戸教会の
これは、参加したくても、外泊が難しいがために、道北地
視点からは佐久間
区集会に参加できない方たちを念頭において開催される
光昭さんに、札幌北 「日帰りの一日修養会」です。なんと！ 三時間ぶっ通しで、
光教会の視点から
参加者が好きな賛美歌を歌い続けます。
は三浦英敏さんに
それぞれ発題して
頂きました。また、
安部一徳（北見望ヶ丘教会）
置戸教会のフェイ
ス
ブ
ッ
ク
発
信
に
つ
置戸教会 佐久間光昭さん（右）
道東地区の諸教会は、7 つの内、担任教師が在中してい
いて、百瀬考幸さん
札幌北光教会 三浦英敏さん（左）
るのは 3 教会のみです。そして一つは、宣教主事体制で
が紹介してくださ
いました。これまで置戸教会が何に悩み、何を課題とし、 教会形成をしているのが現状です。また、主任担任教師は、
その中で、どのような祈りを持って歩んでこられたのか、 教会の関連施設である幼稚園の園長を兼務しているほか、
無牧教会の代務も担っています。
貴重なお話を伺うことができました。
このような姿は道東地区形成上、危機的です。地区内の
また、美馬牛福音伝道所からは、渡部伸哉さんが会堂建
教職がこれほどいない事態は初めてです。地区活動はこの
築にまつわるご苦労を中心に、美馬牛の歩み、そして教会
ことの影響を受け、今年度停滞せざるを得ません。このこ
の連帯についてお話くださいました。
「道北地区の今」の
とは「道東」という地理的要因も関係していると思います。
時間には、道北地区内の各教会が、まさに今、どのような
私の仕える北見望ヶ丘教会から一番近い隣の教会で置戸教
悩み、祈りを持って、苦しみながらも前に向かって歩もう
会の約 30 キロです。次に近い中標津教会までが 150 キ
としているのか、お互いに報告を聞き合いました。それは
ロという距離です。すなわち道東地区では、地区内の会合
「連帯」を感じる時間でした。
を行う具合、開催場所によっては泊りがけで準備しなけれ
新企画！「道北地区スタンプラリー」についても、担当
者からその概要についての説明がなされました。これは、 ばならないのです。
このことは地区委員会にもあてはまります。道東地区は
「道北地区第四次長期宣教計画」に掲げられている「顔と
地区委員会を「ブロック制」という形で運営してきました。
顔を合わせよう」
「つながろう」
それは遠距離間の会合をコンパクトにまとめる手段として
「ともに働こう」という精神を、
考えられた方法でした。これまでその調整役として機能し
楽しみながら実際に具体化しよ
ていただのが教師会だったようです。ところが、担任教師
うという試みです。
不在にあって、地区内の情報や、課題を共有する場が少な
子どもプログラムでは、三浦
くなったことから、地区委員会はこれまでの機能を発揮で
忠雄牧師の導きによって、子ど
きていないのではないかとの疑義が出されてもおかしくあ
もたちが「あなたがたはキリス
りません。とても厳しい現状です。
トの体であり、また、一人一人
毎年行われてきた講壇交換は、今年度教師のローテー
はその部分です」
（Ｉコリ 12:27）和寒伝道所 南雲啓一さん

道北地区

韓守賢（旭川豊岡教会）

道東地区
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ションがかみ合わないことと、委員長の健康上の理由から
実施できない事態となってしまいました。教師会はこれま
で 2 度おこないましたが、昨年度の地区総会による予算
削減と、札幌圏の代務を担われている先生方との会合で予
算強となり、3 度目の開催に知恵を絞らなければならない
状態にあります。
その中で朗報は、置戸教会の荒谷陽子宣教主事の補教師
検定試験の準備が進められていることです。そのために地
区が中心に担っているわけではありませんが「オホーツク
宣教ゼミナール」が開催され。神学の学びの準備を進めて
います。無牧の教会はそれぞれ教師招聘に向けて準備され
ています。祈りが実現されるようご加祷いただければ幸い
です。

石狩空知地区

村山昭二（野幌教会）

野幌教会韓国研修 ｢ 友好と平和を学ぶ旅 ｣
野幌教会は、朴美愛牧師を招聘して 3 年目を迎えてい
るが、この度、朴牧師が働いていた教会であるソウル市内
の往十里中央教会を訪ねた。9 名の教会員と朴牧師の 10
名が参加し、9 月 24 日 ( 土 ) 〜 27 日 ( 火 ) の 3 泊 4 日の
日程で行われた。
仁川空港に到着
しソウル市へ向
かってバスで移動
する中で、教会の
十字架が数多く見
られ、キリスト者
の多い国としての
印象を受けた。往
パゴダ公園に設置された各地で行われた
十里中央教会は
『３・１独立運動』の様子のレリーフ
1905 年 に 創 立 さ
れたプロテスタント長老派教会で、500 名を越える信徒
がおり、4 回に分かれて礼拝が捧げられ、私たちは 11 時
30 分からの礼拝に出席させていただいた。約 25 名位の
聖歌隊がリードし高らかに讃美歌が讃美され、礼拝全体が
歓喜に溢れた雰囲気の中で、野幌教会出席者が紹介され、
賛美と拍手で熱烈歓迎を受けた。
１．平和を学ぶⅠ・・・3･1 独立運動を学ぶため、パゴ
ダ公園と提岩里（ゼアン二）教会を訪ねる。3･1 独立運動
とは、1910 年から日本の朝鮮総督府に統治された韓国で、
1910 年 3 月 1 日に日本の統治に反旗を掲げ、自主独立を
求めた独立運動のことである。ソウルのパゴダ公園に集ま
り、｢独立万歳｣ を叫び行進し、数万のデモとなった。こ
の運動は朝鮮全土に広がり、
反日運動のきっかけとなった。
パゴダ公園では独立宣言文が読まれたことを記念して、独
立宣言文の石碑が設置されていた。
独立運動が広がる中で、
日本軍は各地で朝鮮人弾圧を繰り返した。提岩里は、ソウ
ルから車で 2 時間位離れている京畿道水原市にあり、当
時は 30 数戸の小さな村であったが、1919 年 4 月 15 日
に日本軍歩兵 79 連隊の有田俊夫中尉が、3･1 独立運動に
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おいて中心的役割をし
ていたキリスト者を根
こ そ ぎ に す る た め、 住
民 23 人を提岩里教会の
礼拝堂に閉じ込め銃殺・
放火して全員を殺害し、
住宅 31 棟も放火して全
｢平和の少女像｣ と共に
焼させている。
２．平和を学ぶⅡ・・・日本軍慰安婦問題を学ぶため、
韓国日本大使館前の ｢平和の少女像｣ 見学とナヌムの家を
訪問した。日本軍慰安婦問題とは、日本軍が ｢慰安所｣ を
作り、そこへ朝鮮女性をはじめとするアジア・太平洋各地
の女性達が、詐謀、公娼制度、連行によって海外に連れて
行かれ、日本軍によって性暴力被害を受けた事柄である。
ナヌムの家は被害女性が共同生活をしている所で、ナヌ
ムとは ｢分かち合い｣ の意味である。1995 年に建てられ、
現在は社会福祉法人として支援者からの後援によって運営
されており、平均 90 才のハルモ二達が 10 名暮らしている。
ここには、日本軍 ｢慰安婦｣ 歴史館が併設されており、見
学する中で、ここまで酷く、悲惨で残酷な事実があったの
であろうかと目を覆いたくなる思いとなった。
最後になるが、かつて日本軍は朝鮮の歴史、文化、生活
等を破壊し、人権を無視する傍若無人の行動を繰り返し
行っていたことが、改めて認識することができた。
野幌教会として初めての海外研修旅行であったが、多くの
事柄を目と耳で学ぶ中で、考えさせられ、視野が広げられ
る研修であった。参加者一人ひとりの信仰が強められ、野
幌教会の今後の歩みにも大切な示唆を与えられた研修旅行
であった。

札幌地区

板谷良彦（札幌北部教会）

札幌地区内で無牧師であった北広島教会に 8 月から菊
地啓示牧師が着任しました。また、真駒内教会で長く牧
会してくださった田中文宏先生が 9 月末をもって辞任し、
田中真希子先生とともに名古屋桜山教会に転任しました。
10 月からは秋山千四郎牧師が新しく着任しました。特に
田中先生は、真駒内教会で 25 年間お働きになり、地区内
においても一番長く在籍された先生でした。それぞれの教
会・先生の上に神様の祝福をお祈りいたします。
札幌地区では、秋に多くの集会を開催予定しています。
この原稿締め切り時点では、まだ集会が終わっていないの
で、開催予告内容だけ掲載させていただきます。10 月 29
日 ( 土 ) 札幌北光教会を会場にして、地区社会問題学習会
が開催されます。講師は清末愛砂さんで「憲法 私たちの
自由・権利・平和を守るもの」というタイトルでお話しさ
れます。
11 月 19 日 ( 土 ) には同じく札幌北光教会で地区大会が
開催されます。テーマは、
「となりびとになるために」〜
道北地区の連帯〜として、旭川六条教会西岡昌一郎牧師を
講師に予定しています。また、現在地区で話し合われてい
る将来検討委員会で答申された内容について、夏に行われ
た地区 CS 合同キャンプの報告も共有する予定です。

地区 CS 合同キャンプは、近年、スタッフ不足などから
委員会が小樽教会を会場に行われました（年 4 回）
。地区
夏のキャンプを実施できない教会が増え、地区 CS 教師連
委員会は、信徒委員も参加していましたが、今は各教会の
絡会が主催し、初めての合同キャンプを 7 月 22 日 ( 土 ) 「高齢化」等の理由により、教師だけになっています。そ
〜 23 日 ( 日 ) 穂別キャンプ場（鵡川町）で開催しました。 のため教師会と地区委員会のメンバーが全く同じ状態にあ
参加者は、9 教会 47 名、うち子どもが 33 名でした。と
り、教師会と地区委員会の課題もほとんど同じになってい
ても楽しかったとの声が多く届いています。
ます。できれば少人数でも信徒委員の地区委員会参加が望
今年 50 周年を迎えた新発寒教会は 8 月より会堂建築工
まれます。この会は主に以下のようなことをしています。
事が始まりました。今年のクリスマス礼拝は新しい会堂で
○前回議事録の確認○各教会伝道所関係学校報告○各担当
行う予定です。教会員 10 数人の小規模教会の取り組みを
者報告（岩内厚生園・小栗牧師、中高生会・小西牧師、社
覚え、どうぞお祈り下さい。厚別教会は今まで礼拝堂と幼
会委員会・小西牧師白﨑牧師、「伝道」協力委員会・阪口
稚園は別棟になっていましたが、幼稚園園舎改築に伴い、 牧師、神愛園・榮牧師、奏楽者の学びの会・榮牧師、信徒
幼稚園舎の中に礼拝堂を作る計画で会堂建築が進められ
大会・白﨑牧師、教師会・平牧師）○北星デ―（余市高校）
ています。こちらは、今年度末 (3 月 ) に完成の予定です。 への地区としての取り組み○年頭修養会準備○地区内交換
共にお祈り下さい。また、2 つの教会からそれぞれ各教会
講壇○北星余市高校説教者確認（各牧師が最低年 1 回は
にも、献金趣意書が送られていると思いますが、こちらの
担当）
。以上のようなことを話し合い、確認して地区運営
方もご協力心からお願いします。
にあたっています。
◆年頭修養会準備◆
2017 年度（実施予定は 2018 年 1 月）が後志地区の担
当となります。現在の地区の「高齢化」等を考えると年修
白﨑智之 ( 小樽公園通教会 )
を担当できるかどうか、話し合いもしましたが、やれる範
囲の年修を考えて行うことになりました。内容はまだ決
♪後志地区信徒大会♪
定していませんが、( 仮 )「将来に向けての礼拝の在り方」
10 月 16 日 ( 日 ) 午後 2 時から小樽公園通教会を会場に
のようなものを検討中です。11 月 20 日 ( 日 ) 午後 3 時か
行われました。
ら余市教会で、1 回目の年修準備会を行います。教区のい
教団讃美歌委員
ろいろな方々にも協力をいただくことになると予想されま
会・日本賛美歌学
すので、その時はどうぞよろしくお願い致します。喜んで
会会長、高浪晋一
引き受けてください（＾−＾）。
氏による「平和を
■北星余市高校への地区としての取り組み■
祈る 平和をうた
2016 年度後志地区総会（3 月）で地区として関わるこ
う 」 を テ ー マ に、
とを決定し、2016 年 4 月北海教区総会で、
『北星学園余
賛美指導をしてい
市高校の「2018 年度での募集停止」案に対し、北星学園
ただきました。こ
に再考を要望する決議』をしていただきました。これに則っ
の会は後志地区主
て、余市教会を中心に北星デーという余市高校への理解を
催、教区革新部門
深める集会が持たれています（生徒のスピーチや校長の現
委員会後援という形で実施しました。全体 82 名（地区内
状報告等）
。今のところ年 2 回程度ですが、集会のネット
72 名）の出席で、とても楽しいあっという間の 2 時間を
配信等も行い、当日会場（余市教会）に来られない教会で
過ごし、
各教会のバザーもあり、
地区の良き交流の時になっ
も同時刻に見られるようにされています。一応条件付き存
たと思います。
続となりましたが、厳しい状況には変わりありません。今
今回の信徒大会の目的には、①平和を願う賛美の在り方
後「後志管内」の各市町村での入学説明会等の実施に期待
もあるということ②賛美はイキイキと身体で応答すること
をよせています。皆さまも祈りの課題の１つにお加えいた
③賛美の喜びを共にすることで、地区のつながりを深める
だけると嬉しいです。
こと等がありましたが、あとは各教会が今回の体験を持ち
▼今後の地区予定▼
帰り、それぞれの教会が少しでも応用していけるかが、大
○ 12 月 3 日 ( 土 ) 岩内厚生園訪問○ 12 月 11 日 ( 日 ) 午
切と考えています。
後 4 時街頭賛美 ( 超教派、小樽牧師会主催 ) ○ 1 月 17 日 ( 火 )
★地区教師会・委員会★
地区教師会地区委員会（余市教会）○ 1 月下旬、映画「母」
10 月 18 日 ( 火 ) 午後 5 時より今年度 3 回目の教師会・ 上映封切り○ 2 月 4 日 ( 土 ) 雪おろしツアー（倶知安伝道
所）
、○ 2 月 11 日 ( 土 )2･11 集会○ 2 月 26 日 ( 日 ) 地区
総会（余市教会）○毎月第 3 金曜、神愛園○奏楽者の学
びの会、数回予定

後志地区

苫小牧地区

伊藤周子（島松伝道所）

献堂１周年「島音祭゜」を 10 月 9 日に開催。
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地域に開かれ、たく
さんの人と出会いた
いと願った会堂再
生・牧師館建築から
1 年、例年行ってき
た島松音楽祭の時期
が、献堂式から 1 年
の時と重なった。
・ジャンルを超えて、 ピアノ、声、トンコリ、ディジュリ
たくさんの人に演奏 ドゥ、箏の演奏
していただいたら楽しそう！
・教会に関係するミュージシャン、プロにもアマにもよび
かけよう！
・おいしいものを用意してマルシェ（バザー）もしたい！
・チキンナゲットやポップコーンもできる！焼き鳥やたこ
やきもやる？
・島松音楽祭、略して島音祭…そうだ！それに丸をつけて、
島松の語源アイヌ語のシュマオマプと読ませよう！
たくさんの意見が出て始まった実行委員会。なんだか、
久しぶりに「わくわく」な気分。当日は、ピアノ、アイヌ
民族楽器トンコリ、
アボリジニの民族楽器ディジュリドゥ、
筝、素敵な声、リコーダー、管楽器（トロンボーン・クラ
リネット・フルート）
、歌（ソプラノ、バスバリトン）、ゴ
スペルの総勢 8 組 27 名が演奏した。
マルシェには、地域の若者やゴスペルのメンバーもお店
を出してくれた。ほかにも書ききれないくらいたくさんの
お手伝いをいただいた。用意した椅子は足りなくなり、お
客さんは 100 名を超え、とても賑やかな音楽祭となった。
フィナーレは、ゴスペル「Amen（エイメン）
」を参加
者全員で。歌詞は「Amen」のみ。楽器とともに大勢の歌
声が、教会に響いた。
この「島音祭゜」こ
れからも続けていきた
い。 準 備 か ら 当 日 ま
で、たくさんの人と出
会い、つながって実現
できたコンサートだっ
た。しばらく、バザー
をしていなかった島
松だが、自分たちだ
フィナーレは出演者全員で
けでやろうとしてい
「AMEN」の大合奏
たから、
できないと思い込んでいただけだったのだと実感。
主は、人との出会いの恵み・つながる恵みの中に道を備え
てくださっていた。さて、来年はどんな「島音祭゜
」にな
るのか、ぜひお楽しみに！

道南地区

渡辺兵衛 ( 八雲教会 )

第 15 回道南地区子どもの教会夏季キャンプについて
8 月 8 日 ( 月 ) 〜 9 日 ( 火 ) まで「手をつなごう」をテー
マに、道南地区子どもの教会夏季キャンプが行なわれまし
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た。3 歳から中学 2 年生までの子ども 25 名と大人 28 名、
総勢 53 名がネイパル森に集まりました。
今年は、
「手をつなごう」のテーマのように、地区の教
会それぞれを知り、手を取り合っていきたいとの思いから、
各教会の紹介の時間をもちました。賛美やハンドベル、写
真や絵などを使ってそれぞれの教会を紹介しました。
今年も男女・学年・教会それぞれ混ざり合うようにグルー
プを形成したのでウォークラリーや工作グループで、はじ
めて会う人達と協力して作業をしました。作業を通じてお
互いに手を取り合う協力ができたと思います。

開会礼拝は渡辺兵衛牧師・朝の礼拝は柴田もゆる牧師・
閉会礼拝は藤崎裕之牧師にお話していただきました。
石橋隆広牧師のヨハネによる福音書３章１６節のお話の
後、教師と生徒が一対一でお祈りをする時間を設けました。
初めての試みでしたが、各先生方が真剣に取り組んでくだ
さり、子ども達が神様と向き合う大切な一歩になりました。
恒例のお楽しみも盛りだくさんで、バーベキュー、温泉、
花火、スイカ、工作など、子どもはもちろんのこと、大人
も十分に楽しむことができました。賛美は、体を十分に動
かし、みんなで楽しみながら賛美しました。
ウォークラリーは、ネイパル森の敷地内で行いました。
荒野の四十年（ジャンケン）、良きサマリヤ人（お芝居）
、
カナの婚礼（水汲み）
、迷子の羊をさがせ（カード集め）
のゲームをクリアして宝のカードを見つけゴール。宝の
カードには、「心の中にイエス様の愛。それが一番の宝物」
と書かれてありました。子ども達がそれぞれの試練を乗り
越えて神さまに出会ってほしいと願います。たくさんの大
人の協力なしにはできないゲームでした。大人の皆さまの
ご協力に感謝いたします。
工作は、プラスチックコップでコースターを造りました。
プラスチックコップに絵を描き、それをトースターに入れ
て、熱するとコースターになります。熱する過程で絵が変
形したり、大きさが変化したりするのが面白く、子ども達
が次々と作品を作っていきました。
暑い中でしたが、子どもも大人も楽しめるキャンプでし
た。参加して下さった皆様、送り出してくださった教会の
皆様のお祈りと支えに心より感謝いたします。

平賀さんちの燻製

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。
門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」（マタイ福音書７：７）

私も後期高齢者となりました。現在住んでいる

私の現在地は石狩厚田です。ここで２６年間

燻製屋として暮らしてきました。30 年ぐらい前、 のは人口 1986 名の小さな村です。息子は鮭漁の
船に乗っていて、
大自然と共に生きています。「主

北光教会で農村伝道神学校の関田寛雄先生から

聖言葉をいただきました。
「営舎の外に出て語れ」 よ、小さき者を守りたまえ」と息子と二人祈り続
というメッセージでした。前の会堂建築がひと

けております。先日久しぶりに礼拝にでて、「求

段落したところで強い力を与えられました。

めよ、門をたたけ。
」と新たに聖言葉を与えられ
ました。厚別教会はただいま明星幼稚園と合同の

子供は旅立ち、また二人で山里生活に入りま

会堂建築に入りました。
以前の建築の時のように、

した。主は祈りを聞いてくださり、地域の人々

を通して必要なものを整えてくださいました。 年頭修養会でしばらく燻製を出したいと思ってい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

夫はうどん屋をやりながら癌と戦いながら 14 年
前に天に召され、その後長男と暮らしています。
時々カメラが寄ってきて、TV、新聞に出ており
ます。造っている燻製が塩だけの味なので珍し
いのです。
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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

訪問記

第 15 回

台湾基督長老教会と

台湾基督教長老教会と
日本キリスト教団
協議会報告

マレーシアサラワクの
イバン族の教会は宣教の
パートナーです。

2016 年 8 月 8 日〜 16 日まで私の属している中布中会の牧師

2016 年 8 月 22 日から 25 日まで、台湾の嘉義中会関仔嶺教会

と信徒たち計 40 名は、マレーシアのサラワク州を訪問しました。

イバン族の教会は中布中会からの支援を得て、
2006 年の 8 月 27 日に Julau のところで全所哲 (Biaz．
Takihunang) 記念館が建てられ 10 周年になります。
Biaz．Takihunang 牧師は中布中会で最初の牧師とな
り、1971 年 5 月に他の台湾の原住民族の牧師計 8
名と共に「キリスト教芥子種の会」からマレーシア
のサラワク州に派遣をされました。Biaz 牧師は 10
年間サラワク州で宣教師の働きをしました。その後
イバン族の信仰のことが気になり、再び 1983 年 8
月にサラワク州を訪れたのです。台湾中布中会から
各教会に呼び掛け、一緒に宣教の活動を行いました
が、Biaz 牧師は 2002 年 3 月 8 日に病気で亡くなり
ました。彼は自分の 3 人息子たちに自分の跡を引き
継いで欲しいと願ったところ、次男のディバンさん
が引き継ぐことになりました。ディバンさんは大学
教授の仕事を辞めて台湾神学院に入学。2014 年の
6 月に卒業をし、中布中会の世界宣教幹事の仕事を
しています。
来年（2017 年）の 4 月にマレーシアのサラワク
のイバン総会の議長、牧師たちが台湾に来て、両教
会の宣教パートナシップを結ぶことになります。そ
こでディバン先生
の按手礼と派遣式
も行われマレーシ
アのサラワクに行
かれる予定です。
集合写真

で行われました。北海教区から 5 名が出席しました。

会議は「共にキリストに倣い、へりくだって神に仕える
しもべとなる」（ミカ書 6 章 8 節、コリントの信徒への手紙一
11 章 1 節）の主題により、両教会が直面する宣教の課題、
特に青年への伝道、高齢者への伝道、原住民への伝道、
国際社会における課題への参与、災害支援活動の協力な
どの課題について分かち合いました。また烏山頭ダムを
訪れ、八田與一の貢献についても学びました。会議が終
わった後、私は教区の参加者たちと一緒に私の母教会（ロ
ロゴ教会）に訪問し、ハイヴァン牧師ご夫妻の手造りの
食事を美味しくいただきました。感謝です。
今回の訪問を通じて自分の按手礼・宣教師派遣式のこ
とを思い出しました。式典は 2005 年の 8 月 6 日（土）
私の母教会（ロロゴ教会）を式典前日に台風が襲いまし
た。礼拝当日に説教担当の先生が台風の影響で出席でき
ず、代わって議長が説教をしました。そして 8 月 27 日
に私が日本を訪れる時もまた台風が来ました。飛行機が
飛べるのかと家族は心配しましたが、主に感謝します。
私が乗った飛行機は無事に出発しました。不安でしたが
神さまが躊躇せずに行きなさいと後押しがあったことに
感謝しています。
それから 11 年間北海道の多くの教会の人たちといろ
いろな働きをさせていただいています。11 年前に台湾
から北海道に派遣された時を今一度思いつつ、今後も皆
さんと共に宣教の業に励みたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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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。

沿革と使命
「ホレンコは、北米のキリスト教の援助によって 1959 年に設立され、主にラジオ放送や視聴覚教材
を用いて道内諸教会や個人の方々のご支援によって事業を継続し、現在に至っております。広い北海道に
は教会がない地域が多くあり、また病気など様々な都合で教会に通えない人々も沢山います。その様な
方々のためにラジオを通して福音の種まきをする、それがホレンコの使命です。この趣旨に賛同して下さ
る、教派の垣根を越えた沢山の方々が献金とお祈りでホレンコを支えて下さっています。
」

今年で設立５７周年目を迎えるホレンコは、上記の沿革と使命に立ち、３名の常勤スタッフと教派を越
えて送られて来たおよそ２０名の幹事が放送部会と運営部会に分かれて話し合い、祈り合って事業を進め
ています。放送部会では、全道へ放送される HBC ラジオ「喜びへの扉」の他に、札幌圏で放送される FM
ラジオ 2 局、及びテレホンメッセージの出演者依頼の情報交換を行っています。他方、運営部会では、主
に財政的な検討課題について語り合っています。今日的な様々な状況も相俟って、活動のための財政的問
題は大きな課題であり、絶えず幹事会の議題となっています。
通信講座カウンセラーやアナウンサー、機関誌発送などもボランティアの協力で行っています。
＊ＨＢＣラジオ （札幌 1287Khz）

＊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

ご会葬品

日曜日午前 6：35～6：50

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)

★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）月～木曜日
011-512-0439（ロイズコーヒーユニオン株)
★ご利用頂く売上げの 15％がホレンコに献金
となり、放送のために用いられます。

０１１－７３６－０１０４

是非ご用命ください

以前、聖書申込に以下のようなお便りがありました。
【 私は 24 歳になる運転手です。二児の父親でもあります。しかし私は毎日毎日平凡に、ただ惰性で
過ごしているようで仕方がありません。トラックの中のラジオから聖書のことを知りました。私にも聖
書を送って頂けないでしょうか。私の心をひきしめるために・・・】
。
教会とは無縁な世界に生き、自らも訪れる機会もなく、教会も、又、触れる場を持たないでいるこの
ような沢山の人々に、ラジオというメディアを通して福音が語られる。これがホレンコの働きです。
ホレンコは今もこの思いをもって活動を続けています。
これからもこの働きへのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
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クロスを解いて A～D を並べると、こたえ:
１

A

2

3

5

7

4

A

B

C

D

B

6

8

9

10

ソ

ウ

セ

イ

11

14

16

キ
12

C

13

15

17

D

たてのカギ

よこのカギ

1．ウスターとかタルタルとか
2．能あるタカがかくすもの
3．宮澤賢治（みやざわけんじ）
「〇〇ひきのゴーシュ」
4．走ってはダメ！静かに歩きましょう
6．電車の踏切とか
8．毎月の月末のこと
9．おすもうさんのこと
11．〇〇〇もももももものうち
13．冬になるとコンビニで売られる料理
14．沈黙（ちんもく）は
15．広くて大きくて月が昇って日が沈む♪

1．「ごちそうさまでした」「お〇〇〇さまでした」
3．電車の通り道
5．フランスの地下鉄とか
7．タコやイカが出すもの
9．国語・算数・〇〇・社会
10．登場人物は、アダムさん・エバさん・ノアさん・
アブラハムさん・ヨセフさん・・・
11．はずれくじなど
12．〔たての 9〕が取組（とりくみ）の前にまくもの
14．日本の宇宙実験棟（とう）の愛称（あいしょう）
16．焼きそば入りお好み焼きは○○○焼き
17．ぼっこ手袋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こたえをハガキか FAX でお送り下さい。 〔2017 年 1 月 5 日（木）必着〕
〒０６０-０８０７ 札幌市北区北 7 条西 6 丁目 日本キリスト教団北海教区事務所
FAX 番号 011-757-6271

抽選で以下の賞品が当ります。（年頭修養会会場で発表）
A 賞：愛媛県いよかん１０ｋg（提供：北海道キリスト教書店）1 名様
B 賞：教区幹事手作りのマグカップ（提供：北海教区事務所）4 名様
C 賞：500ml お茶 1 ケース（提供：北海道クリスチャンセンター）2 名様
D 賞：オリジナルポスターカード（提供：ホレンコ）3 名様
E 賞：花のポストカード５種類セット（提供：れたすらん販売部）10 名様
S 賞(200 号特別賞)：図書カード 2000 円分（提供：広報委員会）3 名様
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特 別 付 録
北海教区通信 199 号の特集記事で、
「北海教区の宣教方針の根底には、宣教基礎理論の理

念を現実化しようという祈りがありました。
」という文章を紹介しました。

実際に、はじめの長期宣教計画が策定される際には、宣教基礎理論の学習やそれをめぐっ

ての議論の積み重ねがあったと聞きます。また改めて、
「宣教基礎理論」を読んでみると、わ
たしたち北海教区がこれまで第四次にまで渡る長期宣教計画によって目指してきたものの原
点がそこにあるということを感じることができます。

そこで、教区通信 200 号記念の「特別付録」という形で「宣教基礎理論」
「宣教基本方策」

をここに掲載することとなりました。

北海教区広報委員会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日本基督教団宣教基本方策にもとづく宣教基礎理論
日本基督教団 宣教研究所・伝道委員会
・基督教新報 1963.4.20 に掲載
・日本基督教団史資料集 第 5 編「日本基督教団の形成」
（日本基督教団出版局）に掲載

序

えねばなりません。
a. 日本の伝統的なもの（社会的、宗教的）
b. アジアの特殊問題（諸植民地の独立にともなう
新しい民族主義の問題。また、これら諸国を支
配していた西欧諸国への批判が、キリスト教へ
の批判ともなってなっている点など）。
c. 西欧文明を急速にとり入れて成立している日本
社会の諸問題（この面では西欧社会とも問題を
同じくする点があります）。
d. 最近の急速な工業化などにともなう社会的諸
問題。
e. 現在の世界の東西分裂の問題（これは単なる
政治問題ではありません。東西の対立は「キリ
スト教」、またキリスト教文明への批判と擁護の
対立という形をとっていますから、教会のこの世
に対する正しい姿勢を問われている問題であり
ます）。

１． 福音の宣教は主のみわざであります。主は宣
教の担い手として教会をたて、わたしたちに
このわざに参与する光栄を与えておられま
す。
２． 日本基督教団はこの召命の前に立ち、託され
た使命の再確認を迫られています。
イ．

宣教 100 年の歴史を省みて、数々のすぐれ
た先人の努力と貢献がありました。しかし、
全般的には、この世の歴史を動かす機会とし
ての、十分な力を発揮できなかったうらみが
あります。
第二次大戦後新発足してからも、次々と諸
種の運動をくりかえしたにもかかわらず、世
にある教会としての、根本的な姿勢の問題が
徹底的に反省されないままで今日に至りまし
た。

ロ． 今日、わたしたちは宣教の使命を再確認し、
わたしたちの根本的姿勢をたてなおすにあた
って、以下のような現代の諸問題を十分に考

３． また、日本基督教団は、日本にある唯一の福
音的合同教会として、国内の諸教派、また海
外の諸教会に対しても独自の立場を占めて
います。それゆえ、その性格にふさわしい貢
献をしなければなりません。ここにわたした
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ちは、日本基督教団ですでに実施されている
宣教基本方策とその伝道十ヵ年計画の内容
に即し、とくに体質改善と伝道圏伝道の二点
から、以上の諸問題をふまえて、教会の正し
いあり方と活動とを根本的に考えてみたい
と思います。
４． 以下に述べられているところは一つの試論
であります。この試論は宣教研究所と伝道委
員会がまず共同研究をし、さらに諸方面の
方々との共同討議、またよせられた意見によ
ってまとめられたものであります。教団の宣
教の課題と問題の理解を充実させるための
「呼び水」の役割をはたすことを願っていま
す。

とによって、教会の眼をさまし、それによって体質
を改善しようという主張であります。第二は、教会は
まず宣教のエネルギーにあふれるような体質に改
善されることによって、激変する今日の時代に対し
て、使命を果たすことができるという主張であります。
この両者は、相互に不可分の関係にあります。

イ 教会の体質とは何か

５． この基礎理論は、なおまったく基礎的な考察
に止まっています。その各部分のさらに詳細
な展開や、前述の多くの問題と具体的関係な
どについては、今後継続して研究が進められ
る予定であります。

Ⅰ 教会の体質改善
１． 体質改善論の前提
日本基督教団が宣教基本方策とその伝道十ヵ年
計画を打ち出すにあたって、宣教の内容とか、宣
教の方法、技術、プログラムを第１に掲げることをし
ないで、何よりもまず宣教の担い手である教会それ
自身の体質を問題にしたということには重要な意
味があります。なぜならば、教会内で、信徒同志の
間でお互いに福音の証しがなされていなければ、
その教会は世の人々に福音の証しをすることがで
きません。お互いに奉仕しあうことが教会内でなさ
れていなければ、この世に奉仕する力はありませ
ん。教会内でキリストにある交わりがなければ、教
会は世の人々に和解の福音を宣べ伝えることはで
きません。したがって、キリストがなされる宣教のみ
わざに、教会が積極的に参加できるためには、ま
ず教会がほんとうの意味で教会であらねばなりま
せん。すなわち、教会内で福音が生き生きと証しさ
れており、互いに奉仕しあい、キリストによる和解を
受け入れて、キリストにある交わりの中で生活する
ことが、宣教活動として教会が外へ打って出るため
に必要欠くべからざることなのであります。これを教
会の体質改善という言葉で表現しています。体質
改善論には、その強調点のおき方によって、二つ
の主張があります。第一は、教会の眼を今日の困
難な世界情勢や、急激に変化する社会に向けるこ
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a.

教会の体質とは、神の前での、教会内信徒相
互の人間関係の質であります。それは根本的
には、神に対するわたしたちの関係の質なの
ですが、神とわたしたちとの関係は、具体的な
人間関係の中にあらわれます。「現に見ている
兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛する
ことはできない。神を愛する者は、兄弟をも愛
すべきである」（第一ヨハネ 4・20～21）。
b. 教会が神から与えられる宣教のエネルギーは、
教会におけるこの信徒相互の人間関係が、質
的に正当な人格的関係にまで深められた時に、
最も力を発揮します。罪深いわたしたちが、神
に対する敵意を捨て、キリストの十字架におい
て示された神の愛に信頼を寄せる時、神は罪
人であるわたしたちを赦して受け入れてくださ
います。そのゆえに、わたしたちもゆるされた兄
弟姉妹として、互いに受け入れあうことがゆるさ
れます。この交わりをとおして、神の力はわたし
たちを宣教の使命に立ち向かわせるのでありま
す。
c. 教会はこの世におかれています。そしてまさに
そのことにおいて教会の中にこの世があります。
という意味は、わたしたちキリスト者は、決してこ
の世から隔離されるために教会に召されたの
ではありません。信徒一人一人は、今日の激変
する社会の困難と矛盾とを身に負いながら、教
会の交わりの中に生きています。現代社会の
問題は信徒によって教会内に持ち込まれてい
ますから教会の中に現代社会の縮図があるの
であります。
d. したがって、この世の問題を背負った信徒たち
が、福音によって教会内で出会い、そのキリスト
にある人格的関係の中で、互いに背負う問題
を理解しあい、担いあうならば、そのことによっ
て教会はこの世との連帯性の中に生きている
のであります。
e. このような教会生活の中で養われる信徒は、こ
の世につかわされて、いつどこにおかれても、
この世の人に人格的関係を挑むことができる体
質をもつ者であります。キリストはまことの仲保
者として教会の中に立ち、信徒間の人格的関
係を媒介されるとともに、信徒とこの世の人々と

f.

の間にも立ちたまい、証しと奉仕と交わりの人
格的関係をそこに用意してくださるのでありま
す。「見よ、わたしは世の終わりまで、いつもあ
なたがと共にいるのである」（マタイ 28・20）。
主の日の礼拝における説教と聖礼典は、以上
のことと結びついて本来の大きな力を発揮し、
聖書と祈祷の生活も、キリストの力によって、人
格的関係を挑む勇気をわたしたちに与えてく
ださるのであります。

e.

ロ 宣教とは何か
a.

父なる神は主イエス・キリストをつかわして、世
をご自分と和解させられました。主イエス・キリ
ストはわたしたちの人間関係の間に仲保者とし
て立ち、聖霊の力によって、わたしたちが隣人
に対して人格的関係を挑むことすなわち和解
の務めを果たすことのできるものとしてください
ます。宣教のわざとは、このような宣教の父なる
神みずから、キリストにおいて聖霊によって和
解のみわざをなされることに信頼をもち、わたし
たちの隣人に対して人格的関係を挑むことに
ほかなりません。言葉による宣教はこのことと結
びついて、その威力を発揮するのであります。
b. したがって宣教は、この世の現実の仲で、隣人
と生活を共にし、重荷と弱さを共にしのび、世
の罪とキリストによる神の国の希望に対して連
帯責任を負う生活の中で遂行されます。
c. そのような生活の中で信徒は、世の人々が不
安の中に立たされている時、キリストの平安の
中に支えられています。そして罪と矛盾と困難
に満ちた灰色の「見える現実」の中で、もう一つ
の確固たる「隠れた現実」を見つめて生きるの
であります。すなわちこの世の現実の中で、生
けるキリストが働き、和解の交わりを備え、罪を
とりなし、人の世の重荷をすでに負い、わたし
たちと共に歩んでいてくださるという現実であり
ます。この世の現実の中では、わたしたちは激
しい競争と、それにともなう不安と孤独の中に
立たされていますが、しかし隠れた霊的現実の
中では、わたしたちは生きるにも死ぬにもキリス
トのものであるということであります。キリスト者と
は、いわばこの「現実の二重構造」を自覚して
生き、そこからの慰めと忍耐と希望とを受けて
生きている者であります。
d. この隠れた霊的現実を、言葉をとおし、生活を
とおして、見える現実の中で証しすることによっ
て、宣教のわざがなされます。「人格的関係を
挑む」ということは、まさにこのことに他なりませ
ん。すなわちこの世における人間の交わりが、
単に人と調子を合わせていくとか、仲良くすると

いうことにとどまらず、この隠れた霊的現実、す
なわち主による和解の基盤に支えられて、真実
と愛と忍耐をもって真の交わりの確立を目指し
ていくことであります。
大衆伝道やマスコミによる伝道は、それ自体で
福音伝達の勝負がつけられるものではありませ
ん。それらは何らかの形で上述の人格的関係
への糸口をつけることを目的とするものでありま
す。同様にすべての方策や技術も、この人格
的関係への導入を助けるもの、あるいは人格
的関係を阻害する心理学的、社会学的要因を
取り除くことに役立つものとして意味を持つもの
であります。

２． 体質改善の課題
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教会を教会たらしめる四条件
a. さて教会の体質改善の課題を考えるにあたっ
て、問題の理解に混乱をきたさないために、何
が教会を教会たらしめる条件であるかについて
考察しておきましょう。教会を教会たらしめるも
のに四条件あると考えられます。
(1) 霊的条件
聖霊の生きた働きが、教会をキリストの体とし
て。かしらなるキリストに結びつけて教会に生
命を与え、また人格的関係としての証し、奉
仕、信徒の交わりを現実化します。
(2) 信条的条件
教会の霊的条件として、聖霊の生きた働きが、
教会を教会たらしめているという事実が、この
みわざをなしたもう主の福音の真理に対応し
てこの世への宣教の使命を遂行する教会の
信仰告白、またそれにともなう神学として表現
されます。
(3) 組織的条件
またこのような聖霊の働きによって生み出され
る共同体は、それにふさわしい組織を持とうと
するのであります。
(4) 物的条件
さらに、このような共同体は、具体的に見える
形で、例えば、ある土地に、ある建物あるいは
経済力などをもって存在します。
b. 以上の四条件のうち第一の条件が基本であっ
て、これが生きている限り、後の三条件は十分
な意味をもちます。この第一条件に対して無自
覚であったり、あるいはこれを阻害するものに
惑わされたりしているままに第二の条件だけを
強調する時、教条主義に陥り、第三条件にだ
け関心が向く時、機構いじりに終始し、第四の
条件に心を奪われる時、物質的になるのであり
ます。したがって、わたしたちが教会の体質改

善の課題を検討する時、まず教会の霊的条件
に眼を向け、これを徹底的に問題にしなけれ
ばなりません。
以下、体質改善の課題を挙げましょう。

イ

負けて諦めたり、長いものに巻かれたりすること
ではありません。それは神のみわざをなされる
場として現実を受け取ることであります。したが
って、現実に対して、諦めたり、あるいは審判
者として立つというようなパリサイ的態度をとるこ
とをやめ、現実の中でこそ生きてみわざをなさ
れる神と共に働く者としての自覚的態度をもっ
て生きることであります。この態度は人間関係
においても全く同じであります。「キリストもわた
したちを受けいれて下さったように、あなたがた
も互いに受けいれて、神の栄光を現すべきで
ある」（ローマ 15・7）。

現実逃避的体質から現実受容的体質への改
善
世にある教会には、常に事実として問題があるので
あるから、その問題があるという現実を現実として受
け容れ、逃避せずにこれと取り組むことこそ教会の課
題であり、そのことによって今日の教会の体質改善が
なされます。

a.

人格的関係からの逃避
今日教会はその内部に種々の人間関係の
問題をくすぶらせています。しかもこのむずか
しい問題と正面から取り組もうとせず、これにふ
たをして現実逃避をしている危険があります。こ
のような場合には、教会に与えられているエネ
ルギーは、ほとんど内部問題に吸収されてしま
って、いくら声を大にして宣教を叫んでも、宣教
の働きのために、エネルギーが有効に発揮さ
れません。
b. 異質的隣人からの逃避
非キリスト者とか、社会階層、年令の異なる
人々など、自分たちと異質性を感じる人々と人
格的交わりをもとうとすることを逃避していること
が、現在の教会にありはしないでしょうか。この
ことは教会を小市民的な特殊社会とし、教会か
ら宣教のために必要な正規を奪います。
c. 問題のすりかえによる逃避
わたしたちの教会の交わりが、命のない空虚
なものとなるという事実があるとすれば、それは
まず第一に教会の霊的条件に問題があるに違
いないにもかかわらず、それは組織が悪いとか、
愛についての考え方が違うからだといったよう
に、問題をすりかえて逃避する傾向がありま
す。
d. 現実受容的態度
世にある教会には、常に事実として問題があ
るのであるから、その問題があるという現実を現
実として受け容れ、逃避せずにこれと取り組む
ことこそ教会の課題であり、そのことによって今
日の教会の体質改善がなされます。現実を現
実として受け容れる時、わたしたちの夢やかく
あるべしという理想は打ちくだかれるのでありま
す。これは夢や理想にとらわれたわたしたちに
とっては危機でありますが、この危機をとおして
神はわたしたちの体質を変え、わたしたちを救
いたまいます。
現実を受容するということは、現実の困難に

ロ 福音の個人主義的理解から教会的理解へ
a.

キリストの福音は、キリストの投じたつるぎによっ
て、古い連帯性から一度切り離された個人が
（マタイ 10・34）、神の民としてキリストにおける
新しい連帯性の中に生きることであります。聖
書は、キリストとその弟子たちとの新しい人格
的・連帯的生活を福音として記しています。
b. 神の民としてキリストにおける新しい連帯性の
中に生きることであります。聖書は、キリストとそ
の弟子たちとの新しい人格的・連帯的生活を
福音として記しています。
c. わたしたちが神の民として召され、キリストをか
しらとする教会の肢体とされているということは、
深い神の計画から出たことであります。その計
画の目的は「神は天にあるもの地にあるものを、
ことごとく、キリストにあって一つに帰せしめよう」
（エペソ 1・10）とすることであり、また、キリストを
神がつかわされた目的は、「異邦人が、福音に
よりキリスト・イエスにあって、わたしたちと共に
神の国をつぐ者となり、共に一つのからだとなり、
共に約束にあずかる者となる」（エペソ 3・6）こと
であります。
d. したがって、今日の日本の教会の体質改善の
第二の課題は、教会における信徒相互の人格
的関係の中で、もう一度聖書を読み直すことで
あります。教会という共同体の生活の中で、聖
書の福音に対し、教会として召されている「わ
たしたち」が、共にアーメンと唱和できるような
教会の体質への改善が求められています。

ハ 教会論としての信徒論確立
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a.

神の民としての信徒
信徒とはキリストに従って生活し、神の支配
を証しするために召された人々をさします。す
なわち、教職をも含めた、神の民すべてをさし
ます。
b. 信徒の条件
キリストの召しを受けた信徒は、「自分を捨て、

日々自分の十字架を負ってキリストに従う」（ル
カ 9・23）生活をする人々であります。
c. 信徒の生活
信徒は主の日に礼拝に参加し、説教と聖礼
典によって養い育てられ、日々聖書と祈祷によ
って支えられます。それと同時に、日常生活に
あっては、この世に散らされ、それぞれつかわ
された場において、隣人に対し、人格的関係を
基盤に、証しと奉仕と交わりの生活をします。
d. 万人祭司の徹底
信徒は大祭司イエス・キリストの祭司職にあ
ずかるものとされているのですから、教会にお
いて主体性を確立し、この人々に対して祭司と
しての責務に生きる必要があります。祭司のつ
とめは、世の人々を代表して神の前に立つこと
であります。したがって信徒は、この世の問題
を自己の問題として神にとりなし、神の言葉を
伝達し、また、礼拝に参与して神のみわざを証
しすることであります。
e. 神の委託としての全生活の管理
信徒は自己の全生活、全時間、全所有物を、
本来神に属する者であり、それらはこの世にお
いてわたしたちに管理を委託されたものとして
受けとります。それゆえに、管理者としてのわた
したちは、委託主に対する感謝と信頼とをもっ
て、神の目的にそうように、責任をもってそれら
を用いるのであります。
f. 教職
教職は信徒のうちから、神の召しと教会の同
意により、聖霊の賜物と信仰のはかりにしたが
って、みことばの奉仕者として立てられたもので
あります。それゆえに、教職はこの召命に徹し、
神のみことばをもって信徒を牧会し、説教と聖
礼典の執行に専心打ち込む責任をもつのであ
ります。

われるために、教会の預言者的発言が重要で
あります。
d. しかしながら、預言者の任務は、神の言葉を正
しく伝えることであります。したがって、神の言
葉を語るべきであって、自分の夢を語ったり、あ
るいは他人の言葉を盗んで語ったりすることで
はありません。（エレミヤ 23・30）
e. しかも、このことは教会の交わりにおける人格
的関係の中で真実な対論をなす時に、聖霊に
よって導かれ、共同の発言としての、教会の預
言的発言が与えられるのであります。

ホ 世界宣教への責任ある参加
a.

すべての教会は、全世界に対する宣教の連帯
責任を負っています。したがってわたしたちは、
内外の諸教会との正しい協力関係において、
この責任をはたす体制の確立を迫られていま
す。
b. このことは日本の教会が世界の諸教会から「受
ける」だけではなく、積極的に「与える」こともで
きる教会として成長し、その体質を改善すること
を意味しています。
c. このために教団と各個教会の活動方法を十分
再検討して、より適切な方法を考究するとともに、
現段階においては、そのうちの何を海外の諸
教会との協同の働きとしてなすべきかの方針を
明確にする必要があります。
d. これと同時に献金体制の強化による国内互助
体制確立と、伝道圏伝道とによって国内の必
要が自主的に満たされることが目ざさなければ
なりません。
e. 急激に変化する日本社会において、どのように
して福音の宣教を行っていくかは全世界の教
会の注目の的であり、特にアジア、アフリカの
諸教会にとっては参考になる点が多いのであり
ます。したがって日本における宣教のあり方は、
世界教会的意味と重要性がありますから、この
問題の基礎的研究、開拓的実験、指導者養成
のために、海外諸教会との新たな協力がなさ
れてしかるべきでしょう。

ニ 教会の預言者的使命
a.

教会は現代の社会において、「見守る者」とし
て立てられています。全世界、全日本、そして
わたしたちの生活する社会、職場、家庭のあり
方に関して、教会はその究極的責任を問われ
るのであります。（エゼキエル 3・17－22、ハバク
ク 2・1）
b. したがって、教会はこの責任をはっきりと自覚し、
東と西、資本主義体制、社会主義体制を問わ
ず、国家や諸民族、またそのうちにある諸制度、
諸団体が、それぞれに与えられている神の委
託から逸脱せぬように見守っていなければなり
ません。
c. 特に人間とその生活を守る正義と公平とが行

Ⅱ 伝道圏による伝道
１. 伝道圏伝道の意図
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a.

b.

体質改善の課題によって提起されている五つ
の問題点を教会の宣教の場で具体的に展開
する時、伝道圏伝道としてとらえられるのであり
ます。
伝道圏による伝道の根本的原理は、神から与

c.

d.

e.

f.

えられた現実（Ⅰ１ロｃ参照）と取り組むという点
にあります。
神から与えられた現実とは、各教会の場合、教
会のおかれた地域社会をさします。地域社会
に住む隣人をさします。この隣人はあらゆる年
齢層、あらゆる社会階層、あらゆる職域に属す
る隣人であります。教会に敵意をもつ隣人、好
意をもつ隣人、無関心な隣人であります。
神から与えられた現実とは、さらに広くは教区と
いう地理的領域内に住む、すべての隣人をさし、
日本基督教団の場合、日本の全国民をさし、
キリストの体なる教会の場合、全世界の人々を
さします。
主は地のはてにまで福音を宣べ伝えることを命
じられましたが（使徒 1・8）この「地のはて」は、
この意味で、どこか世界の辺鄙なところや、へ
き地にあるのではなく、各教会のおかれている
地域社会の中にあり、大都会にあり、日本全国
にあります。アメリカにも、キリスト教的ヨーロッ
パにもあります。
伝道圏伝道はまず日本から地の果てをなくす
伝道であります。そのために全信徒、各教会、
各教区、全教団が、計画的に責任と指導性を
分担していくことでしょう。

(3) 日本の伝統的なもの、その崩壊と再建との間
に生じている問題
(4) 西欧的世俗主義文明の問題
(5) 日本の総合開発計画にともなう諸問題
(6) これからの農村の問題
(7) 都市における人間疎外の問題
(8) 人口移動の問題
(9) 底辺生活者の問題
(10) 青少年問題
(11) 老人問題
(12) 余暇の問題
(13) 団地問題
(14) 都会の中心にある教会の郊外捕囚問題
(15) その他

３. 伝道圏伝道における連帯性

２. 伝道圏伝道における地域性
a.

伝道圏伝道においては神から与えられた現実
の受容を、まず地域性においてとらえます。
b. この地域性は四段階においてとらえられるので
あります。
(1) 信徒の日常生活が展開される地域的、職域
的拡がり。
(2) 各教会または数個の教会が共通におかれて
いる地域社会
(3) 教区、教団が責任をもつ日本という地域
(4) 聖なる公同の教会が責任を持つ全世界
c. 各信徒、教会、教区、教団は、それぞれが責任
をもつ地域性の問題を考える時、いつも、この
四つの地域性に対して視野を開き配慮する必
要があります。
d. 地域の現実を、神から与えられたものであると
して受容するとき、教会は現代の激変する社会
の問題を、地域の現実として受けとり、この中で
生活する人々の問題を共に担わねばなりませ
ん。
e. それは次のような諸問題であります。
(1) 東西の対立の中で日本の占める位置からくる
諸問題
(2) 日本のもつ、アジア、アフリカ諸国およびそこ
にある教会に対する責任
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a.

伝道圏伝道においては、神から与えられた現
実の受容を、人類の連帯性ということにおいて
とらえます。
b. 「ひとりの罪過によってすべての人が罪に定め
られたように、ひとりの義なる行為によって、い
のちを得させる義がすべての人に及ぶのであ
る。」(ローマ 5・18)。人類の連帯性は、キリスト
のあがないにあずかる希望における連帯性で
あります。
c. 現実のこの世の生活は、アダムによる罪の連帯
性の中に閉じ込められて、種々の矛盾や困難
を担っています。しかしキリストは、この罪の連
帯性を負い、この罪の力を滅ぼしてしまわれま
した。
d. 教会は、キリストにある新しい連帯性の初穂で
あります。したがって、教会はキリストにならって、
この世の罪に対して、連帯責任を負いながら、
その罪をすでにあがなって下さったキリストを証
しするのであります。
e. このように教会は、この世との連帯性に生きるこ
とにより、自分を捨て、自分の十字架を負うてキ
リストに従うのであります。ここに世にある教会
のまことの姿があります。
f.
宣教基本方策とその伝道十ヵ年計画において、
教会はこの世との連帯性を伝道圏における宣
教と奉仕のわざとして具体化します。
g. 教会内における連帯性の具体化は、次の諸点
について行われることが大切であります。
(1) 教会における信徒の連帯性の確立
(2) 地区、分区における教会の連帯性の確立
(3) 教区の連帯性の確立
(4) 教団の連帯性の確立
(5) 他教派との連帯性の確立
(6) キリスト教主義学校、社会事業団体との連帯

性の確立
(7) アジア・アフリカの諸教会との連帯性の確立
(8) 世界教会との連帯性の確立

e.

４. 伝道圏伝道の計画性

f.

a.

伝道圏伝道においては、神から与えられた現
実の受容は、計画性をともなったものでなけれ
ばなりません。
b. 伝道圏の設置は、各教会、または数個の教会
によって、主体的になされる必要があり、教区
はこれを計画的に推進する責任をもちます。
c. 伝道圏による伝道は、信徒の日常生活の場に
おいて展開されるものとこれを助ける各個教会
の働きと、さらにそれらの各教会単位で行われ
る者とに基本があります。
d. このために、伝道圏伝道推進の計画は、信徒
を確立し、各教会の宣教力を強化することを目
的とします。

g.

これを助けるために各教区は各個教会の戦線
を統一調整し、連帯性を確立させると共に、そ
の地方における宣教と奉仕の総合的推進をは
かるのであります。
また教団は、信徒、教会、教区の宣教と奉仕の
活動を援助するために専門的能力を結集し、
全教会の霊的実力の養成、信仰指導、指導者
養成、専門的技術の提供、基礎資料の提供を
その任務とするのであります。
以上の視野のもとに、教団の全信徒、全教会
が、それぞれ宣教と奉仕の具体的計画を立て、
これを推進する姿勢をもつ時、はじめて、宣教
基本方策とその伝道十ヵ年の遂行は力強くな
されるでしょう。

関係資料：「日本基督教団宣教基本方策」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日本基督教団宣教基本方策
（前述の宣教基礎理論試論は、この教団基本方策の第一項
－基礎－の要請によって研究出発をしたものである）
宣教第二世紀に立ち向かうわれわれは聖霊の助け
により、すべての人への宣教の責任を果たす教会の形
成を願うものである。
キリストに仕えるゆえにこの世に奉仕し、日常生活も
宣教の場であることを覚え、大衆の生活に対して共同の
責任を負うことを決意した。このために何によりも教会の
体質改善が必要であることを自覚し、合同教会としての
一致と連帯性の強化につとめながら次の基本方策を推
進する。
解説
個々の具体的方策を立てる前に、まずわれわれは基
本的な宣教の姿勢を確立しなければならない。文中に
強調せられている点は、従来の教会が比較的内向な内
部態勢の整備、教会の自己目的化という傾向にあった
ことを反省し、積極的に世に打って出る姿勢を整え、こ
の世に仕え、日常生活も宣教の場であることを強調し、
また従来の中産インテリ層への宣教という殻を破って農
工商を含めたあらゆる階層に宣教の業をすすめるように
教会を革新し、教会の体質改善をしなければならないこ
とをうたっている。外に出るためにはもちろん内部態勢
の強化も必要であり、教団が真に合同教会としての一
致と連帯性の強化につとめ、信仰告白を生命的になし、

全教団に属する教会に血の通った牧会的配慮をした
い。

１． 基礎
われわれは聖書の真理にきびしく立ちながら、激変
する時代に立ち向うために、新しい宣教の基礎理論の
確立につとめる。研究と具体策の作成を委託する委員
会（以下に同じ）〔宣教研究所・伝道委員会〕
解説
今日ぐらい時代の動きを痛切に感じる時はない。激し
い新旧世代の交替、社会体制の激変、移りゆく社会に
あって果たして教会はそれに対応すべき宣教をすすめ
ているであろうか。この世と交流（コミュニケート）し、この
世と通ずる言葉をもって伝道しなければならぬが、それ
には新しい時代の新しい宣教の基礎理論が必要であ
る。
しかし、われわれはいたずらに時代に迎合してはなら
ない。激変する時代にあって、不動の福音を、永遠の書
聖書に基いて宣べ伝えてゆかねばならない。「天地は
滅びるであろう。しかし、わたしの言葉は滅びることがな
い。」（マルコ 13・31）
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２． 教会

５． 伝道

礼拝と祈祷を重んじ、その充実をはかり、われわれの
全生活を神にささげる。〔伝道委員会・宣教研究所・教
育委員会〕
解説
外に打って出るエネルギーは、内にたくわえられた礼
拝と祈祷の充実によって生れる。「忙しい」「つまらない」
など、もろもろの言い訳を去って何はともあれ聖日礼拝
に出よう。そして礼拝において新しい力を与えられて世
に出てゆこう。そしてこの世にあるわれわれの全生活を
また神にささげられた礼拝と献身の場であることを覚え、
「ただ、事ごとに感謝と祈りと願いをささげ」(ピリピ 4・6)力
強く生きるキリスト者になりたい。

伝道圏構想による伝道を計画的に実施する。〔伝道
委員会〕
解説
伝道構想とは、教団伝道委員会が長年研究してきた
構想である。農村や都市における伝道圏のあり方はい
ろいろの型があるが、要するに各個教会中心主義という
従来の伝道構想を打ち破って、一教会により、または数
個の教会の協力により、地域を定めて、伝道を長期的
計画的に実施しようとする方策である。これによって教
会の連帯性、地域性を強め全日本の伝道を遂行しよう
とするのである。

６． 内外協力
３． 教職
教職観を確立し、新しい時代に対応しうるよう職制を
拡大し、その働き人の養成および研修につとめ、働き場
の提供と派遣とについて一段の努力を払う。〔任地との
関係における教職者養成ならびに職制等に関する研究
委員会・人事委員会・信仰職制委員会・婦人献身者の
とり扱いに関する研究委員会・教育委員会〕
解説
高度に複雑化した近代社会にあっては、従来の如く
一個教会を牧する教職だけが働き人であるという通念を
破って、もっと広い教職観を確立し、新しい時代に対応
しなければならない。たとえば宗教教育主事、ディアコ
ニッセ、労働牧師、教務教師といった職制が充分生かさ
れるようにする。又各個教会を牧する教職の異動に関し
ても、もっと温かい配慮によって適性人事を行なう。

４． 信徒
社会にあって力強く生きる信徒のあり方を明確にし、
倫理を確立する。〔教育委員会・伝道委員会〕
解説
信徒が社会にあって力強く生きることは基本方策の強
調点の一つである。信徒は教会の良き奉仕者であると
同時に、この世にあっても福音のために力強く働く働き
人でもある。混乱している社会道徳の中で明確なキリス
ト教倫理を打ち出し世の光となるとともに、この世に仕え、
この世の福祉のためにその身をささげる地の塩にならね
ばならぬ。キリスト者は少数であるが、少数者には少数
者なりの生き方がある。職場あるいは家庭などにあって、
日本社会の近代化・民主化につとめ、生きる意味を見
失っている人々に、真に人間として自由に生きることの
喜びを示し、福音の伝道者、主の証人とならねばならな
い。

国内のキリスト教諸団体との宣教の協力を強化し、海
外の教会との連携を密にする。〔総務局・教団の内外協
力委員・海外伝道委員会・宣教師関係委員会・財務委
員会〕
解説
国内においては日本キリスト教団以外の諸教派、諸
団体とは協同すべきものは協同し、理解し合えるところ
は理解して、伝道の協同戦線を張ると共に、海外の諸
教会との連携を密にして教団が世界教会の一環として、
世界教会宣教のための役割を果す。助けられた教団か
ら助ける教団に発展したい。

７． 調査広報
教団、教区に調査機関、資料室を設け、常時内外の
情勢を調査しておくと共にその広報につとめる。〔総務
局・伝道委員会・宣教研究所〕
解説
激変する社会の実態を常時把握し、伝道の基礎資料
を提供することは宣教の戦術戦略を立てる上に必要欠
くべからざることである。これがために必要な調査機関、
資料室を教団、教区に設ける。

８． 機構
教団、教区および諸委員会の責任遂行のため専従
者をおいてこれを強化する。〔総務局・財務委員会〕
解説
従来教団は会議だけはするが実行が伴わなかったと
いう反省のもとに、執行部を強化して責任ある行政を行
ないたい。そのためにはどうしても専従者を置く必要が
ある。層で無ければ今日の如く複雑に機能化した教団
を社会情勢に即応きせることができないからである。
願わくはこの基本方策が教団に属する全教会に浸透
し、日本基督教団の推進力となり、もって全能の神の豊
かな祝福を与えられんことを。
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