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岩見沢教会
岩見沢市９条西３丁目１－２

ています。一回目の増改築工事は 1992 年、二回目の
改修工事は 2018 年です。最初の建築の時から 60 年
を経過して、構造体にほとんど手を付けずにいられる
のは、基になっている建物の頑強さ故です。その意味
でも、先人達の ｢遺産｣ の上に、今の岩見沢教会があ
ることを、改めて知らされています。

岩見沢教会は、1899 年に設立された日本組合キリ
スト教会岩見沢教会と 1900 年に設立された岩見沢美
以教会 (1941 年の日本基督教団成立時に岩見沢三条
教会に、さらに、1948 年に岩見沢栄光教会に改名 )
の二つが、1951 年 10 月に合同して生まれた教会で
す。ですから、今年は、岩見沢教会設立 ( 合同 )70 周
年に当たります。
アジア・太平洋戦争の最中、徴兵されて牧師が不在
となった教会を、もう一方の教会の牧師が支え、合同
礼拝をしてきた体験が、合同へと踏み出す力になった
ようです。
とは言っても、感覚的に培われてきた教会観の違い
は大きく、そのことを認識しつつも、それを強く主張
することを抑制しながらの教会役員会であったようで
す。

ところで、今回のコロナ禍にどう向き合っていくか
を考えた時に、結論として、礼拝は、基本的に一堂に
会して行うこと、また、礼拝後の昼食も共にすること
を決めて、現在まで継続しています。それは、オンラ
インの知識が皆無な高齢者が多く、また、いつもは一
人で食事をしている独居の高齢者も多いからです。も
ちろん、そのために、教会として可能な限りのことを
してきました。手指消毒の機器を用意したことはもち
ろん、冬でも寒さに震えることなく充分な換気ができ
るように、
熱交換型換気扇を５機設置しました。また、
一人一人が顔を直接向け合うことがないように、パー
テーションも設置しました。

その後、｢昔を知らない｣ 人達も、責任的に教会形
成に関わってくるようになり、宣教とか教会について
の比較的伝統的な考え方に対して、少し自由で新しい
考え方がもたらされ、教会がさらなる変化を遂げてき
た時代と言えます。
ただ、会員数も少しずつ減少し、｢高齢化｣ が指摘
されるようになったのもこの時期です。｢老い｣ を積
極的に受け止めていこうと ｢向老教会｣ という言葉が
使われるようにもなりました。
直近の 25 年間は、いわゆる ｢高齢化｣ も進み、｢
向老教会｣ ではなく、｢老中教会｣ となっていると言
えます。とにかく、この状況下で、一人一人が自分ら
しく生きていけるために、どのような教会形成ができ
るのか、それが大きな課題です。

このことのために、経常会計では支弁できないほど
多額の経費を要しましたが、実は、二回目の改修工事
事業を継続中で、未着工の
牧師室・牧師館の改修工事
資金があったので、改修工
事の一環と考えて ( こじつ
けかも )、そこから支出す
ることにしました。そのた
め、改修工事会計への献金
を、今年度いっぱい継続し、
ふさわしい機会を捉えて、
未着工部分の工事を行いた
いと願っています。
エントランス付近

現在地に会堂が建築されたのは、1961 年です。そ
の後、二回の増改築・改修を繰り返して、現在に至っ
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主の御降誕おめでとうございます。11 月の初

と声高に抗しても、
先ほどの手紙の筆者のような、

頭にこの原稿を書いています。今年のクリスマス

心を痛めている方々には届きそうもありません。

頃に、コロナウイルスはどうなっているのでしょ

そこで、なんとか怯えた心を和らげる言葉はない

うか？最も楽観的な予測は、コロナウイルスが自

かと探しました。最終的にたどり着いたのが「コ

滅して、日本中に平和があふれている状況です。

ロナウイルスで人類は滅亡しません」というメッ

そこまで、安心できるようになればいいのにねと

セージでした。八方塞がりの状況を耐えて忍ぶの

祈りながら記します。

には、ほんの少しのユーモアが大切です。気持ち

少し内輪の話をします。コロナ禍という意味
で最初に驚かされたのは一通の手紙でした。「コ

に余裕を持ってもらえたらという気持ちになりま
した。

ロナが怖くて郵便局に行けません。先生のところ
に献金できないのでお許しください」という内容

さて、このように複雑な気持ちでクリスマス

でした。「こんなに怯えてしまって……」と発信

を迎えることとなりました。この時に思い起こす

者を心配してしまいました。マスコミは恐怖心を

のは、星を見て喜びにあふれる博士たちでした。

あおるように報道します。政府は「不要不急の外

この時点では博士たちは御子に会えていません、

出はお控えください」といいながらも、社会の経

星が止まったのを見て喜んでいるのです。なんて

済活動には何ら制限をかけません。これでは、ど

気の早い、あわてんぼさんなのでしょう。今の時

のように行動して良いのか解らなくなります。不

代でしたら、
「きちんと確認してから……、」とな

要不急の名の下にサービス産業 ( 教会を含む ) は、

るのでしょうか。それでも、博士たちの様子がか

大打撃を受けるだろう、と心配していました。感

わいくて、微笑んでしまいます。実際、本物の御

染症よりも心の持ち方が問題になっていると思っ

子だったので結果オーライと致しましょう。クリ

ていました。しかし「信仰生活は必要不可欠だ」

スマスにふさわしい楽しい箇所です。
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クリスマスは喜びの時です。しかしながら、

コロナウイルスのことを知らないのです。
」とい

今年は何かしらと制約がかかって手放しでは喜べ

う医師の言葉の通りだと思います。一般的な感染

そうにない、自分は喜びたいのだが周りの空気が

予防の処置しかできません。消毒液とマスクを玄

許してくれそうにない、という気持ちの方もいら

関に設置し、空気清浄機を導入したぐらいです。

っしゃるでしょう。

元来が、特定少数で礼拝を守っていましたので、

それでも何かしら楽しみましょう。ほんの小

密を心配する必要もありませんでした。行動半径

さなことでも、喜べることを探してみましょう。

も限られた人ばかりなので、礼拝中のマスク着用

例えば、会えない人にカードやプレゼントを送る

をお願いするだけで過ごしました。現在の所、礼

のも楽しめます。誰かを喜ばせようと考えるだけ

拝も聖餐式も変わらず執行しています。

でも元気が出ます。実は、私には 4 歳と１歳の

星が博士たちを導きました。私たちは、ワク

孫がいます。クリスマスプレゼントに「相対性理

チンを手に入れました。服用薬の治験も始まりま

論のはなし」という絵本を ( ３歳から小学生向け

した。医療体制も充実し、コロナウイルスへの恐

) を準備しています。きっと両親が読み聞かせて

怖は克服されつつあります。兆しが見えてきまし

くれるでしょうし、孫たちにも疑問がわくでしょ

た。どうか、心を穏やかに、喜びに満ちたクリス

う。今度会うときは説明用にホワイトボードを準

マスをお過ごしください。

備しようかと、
ワクワクしながら過ごしています。
コロナウイルスに関して言えば、あまりにも
たくさんの情報が錯綜しており、真偽を判断する
だけの専門知識を持ち合わせていませんでした。
結局の所、
「私たちはインフルエンザほどにも、

[ 教会案内 ]

後志地区

倶知安伝道所

主日礼拝

午前 10 時 30 分～ 11 時 20 分頃

最寄駅

JR 函館本線倶知安駅下車

＊礼拝後には、お茶を飲みながら歓談しています。
徒歩 5 分

＊車でお越しの際には、あらかじめご連絡ください。

＜祈って欲しいこと＞
① 東京から来た、香港籍の一家が礼拝に出席してくれています。
②

彼らと共に、在住の中国人への宣教を計画中です。お祈りください。
観光地ですので、賑わいが戻りますように。

－ 3 －

特集

Zoom座談会

「有珠山噴火
から 21 年」
2000年3月31日午後1時7分

参加者 ： 秋山美智子さん ( 洞爺湖教会員 ) ・ 中野久子さん ( 千歳栄光教会員 ) ・ 辻中明子さん ( 島松伝道所牧師 )
後宮敬爾さん ( 霊南坂教会牧師／噴火当時の北海教区議長 ) ・ 山本光一さん ( 京葉中部教会牧師／当時の教区副議長、
うしろくよしや
洞爺湖教会宣教協力委員長 ) ・ 久世そらちさん ( 札幌北部教会牧師 ､ 教団副議長／当時の教区書記 )
日向恭司さん ( 座長、 名寄教会牧師／当時の洞爺湖教会宣教協力委員 )
ひむかいきょうじ

傍聴者 : 佐藤待子さん ( 洞爺湖教会牧師 ) ・ 杉岡ひとみさん ( 千歳栄光教会牧師／苫小牧地区委員長 )
佃 真人さん ( 淡路三原伝道所 ､ 広石教会牧師／兵庫教区被災者生活支援 長田センター運営委員長 ･ 北海教区宣教協約
つくだまさと
小委員会書記 ) ・ 木村拓己さん ( 美唄教会牧師／教区広報委員長 )
21 年半前の 2000 年 3 月 31 日有珠山が噴火しました。 有珠山は 20 ～ 30 年ごとに噴火を繰り返す活火山です。 教会も
地区 ・ 教区もこの間に様々なことがあり、 当時とは主要メンバーも替わりましたが、 21 年前に北海教区が噴火被災地に立
ち続ける洞爺湖教会を支援していくことを決めたことの意味を本当の意味で問われる時期を迎えています。
今回、 当時それぞれの立場でそこに関わった方々に集まっていただき、 あの時噴火で被災した地域や洞爺湖教会にど
ういうことが起こったか、 地区や教区がどんな対応をしてきたのか、 そして今だから語ることができること等を伺いました。 今
後また起こるであろう噴火に備えて、 その課題を主体的に担うのは、 今の洞爺湖教会、 苫小牧地区、 北海教区の一人一
人ですが、 ここで話し合われたことが少しでもこれからの歩みに繋がる力となればと願っています。 北海教区広報委員会

後宮

当時を思い返した時に、 ま
ず大事だと思うのは、 洞爺湖教会は
噴火によって苦境に立たされたので
はなく、 創立した時からずっと苦境
で、 大変な苦労をしながら教会形成
されてきて、 噴火の前から将来の展
望を描きにくい行き詰まった状況に
あったということです。 それでも噴火
の 9 年ほど前に、 新しい場所に移転

2000 年 3 月 31 日、 教区の三役打
ち合わせ会を行っている最中に噴火
が起こり、 その場ですぐに支援体制
を敷くことを決め、 北海教区の洞爺
湖教会支援が始まったのでした。

日向

「噴火の前から」 というのは、
確かにそうだったようです。 噴火は主
任担任教師が不在の時に起こりまし
た。 その 1 年前には代務者さえも不
在で、 12 月にやっと代務者が立てら
れた直後の噴火でした。 その日の三
役会で話されたことについて、 もう少
し詳しくお話いただけますか？

久世

後宮敬爾さん

し、 新会堂を建ててスタートした矢先
の有珠山噴火で、 それは最後のとど
めを打たれたと思えるような出来事で
した。
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久世そらちさん

その日 （3 月 31 日）、 三役
打合せ会の時に、 浅居正信さんが
北海道に転居の挨拶に来られまし
た。 その場で 「被災地の支援活動
に加わって欲しい」 とお願いし、 被
災者支援のボランティアコーディネー
ターとして働いていただきました。

教区としては洞爺湖教会に常駐牧
師を招聘することが重要課題でした
が、 まずはそれ以上に洞爺湖教会
の人たち自身の心の揺れや痛みに
寄り添うことを大事にしなければなら
ないと話し合いました。 この経験は、
その後の東日本大震災支援や胆振
東部地震支援に至る経験値として繋
がっていったと思っています。
特に洞爺湖地域に住んで被災した
教会員の秋山美智子さんが、 自分
自身が被災者でありながら、 教会の
被災も背負って心を痛めていたことを
思い出します。

秋山

当時、 母が車椅子生活で、
自分の家庭をどう守るかで頭がいっ
ぱいの時期でした。 噴火後は避難
所を転々としました。 ホテルの寮に
入った時は三人で一部屋でしたが、
ある意味 「恵まれた」 避難生活で、
そこには医療従事者もおり、 支援体
制が整っていると感じました。
噴火から 5 日後くらいに避難所に
教区から山本光一牧師、 中山洋一
牧師、 藤原仰牧師が訪問してくれま
した。 「何かあれば情報を教えてくだ
さい。 料金は全て教区が持ちます」
と携帯電話を貸して下さったことが本
当に助かりました。 避難所には無料
の公衆電話もありましたが、 体が不
自由でそこまで行けない方もいて、
その携帯電話を避難した人たちで使
わせていただきました。 ずいぶんお
金もかかったことと思います。

日向 苫小牧地区は従来から 「共
同牧会」 と称して教会のつながりを
大切に歩んでいましたが、 当時の地
区はどのような様子でしたか？
辻中

3 月 31 日は地区の子どもた
ちの合同キャンプで浦河に行ってお
り、 幼稚園バスで帰る途中で噴火を
知りました。
その年は地区の教会代表者会議を
11 回行いました。 よくそんなに集ま
れたものだと思いますが、 洞爺湖教
会支援を巡っていろんな意見が出さ
れ、 地区としての方針が定まらない
状況が続きました。 そんな時行われ

佐藤待子さん

秋山美智子さん

た地区信徒大会で、 「牧師たちは別
室で牧師会をしていてください。」 と
言われて ･･･ 追い出されて ( 笑 )、 信
徒たちだけの場で熱い議論が交わさ
れ、 地区がまとまっていきました。
また、 忘れられないのは、 当時豊
浦町に住んでおられた村上由紀さん
が、 「自分は洞爺湖教会員であるが、
離れた所に住んでいるので、 被災
はしていない。 その負い目を感じな
がら関わっている。 教会には一緒に
被災してくれる牧師がいて欲しいと思
う。」 と語っておられたことです。
その後、 苫小牧地区が教区の年
頭修養会を担当した際には、 「これ
らの苦労は一緒に歩んでくれる仲間
を見つけるためにあったのではない
か」 と捉えなおしました。 マイナスに
見える一つ一つの出来事の中に恵
みを再発見し、 それぞれの恵みを持
ち寄るイメージで 「北海教区恵み市
場 ( バザール )」 というテーマで年頭
修養会が開かれました。

後宮

苫小牧地区は必ずしも一
枚岩ではありませんでした。 その中
で洞爺湖教会支援を進める上では、
信徒たちが主導してくれたということ
を鮮明に記憶しています。 牧師たち
が何度話し合っても、 洞爺湖教会
支援に展望を見いだせず、 マイナス
思考から抜け出せなかったところで、
信徒が一致団結して、 地区が成す
べきことを決めてくれました。 教会は
牧師主導の共同体になってしまって
は命を失っていくのだということを実
感するような経験でした。

日向

苫小牧地区の働きは、 地区
の力をこれほどまでに一つの教会に
集中させることができるのだと知らさ
れるものでした。 それは他の地区に
も内在している力だと思います。
教区では牧師招聘の資金として年
間 120 万円の目標で、 洞爺湖教会
宣教協力献金を始めました。 これは
継続的な支援で今も続いています
が、 苫小牧地区だけで 90 万円を
超える献金が何年も続けられました。
実際にはかなり大変な思いをされた
ことと思いますが、 信徒の立場から
はいかがでしたか？

中野

苫小牧地区には 8 つの教会
がありますが、 「でも、 みんなで一つ
の教会だね」 ということを合言葉にし
て歩んできました。 でも決して楽しい
雰囲気ばかりではなく、 本音のところ
で苦しさを訴えることも多かったです。
秋山さんが涙ながらに 「やっていけ
ない。 倒れそうです。」 と語られたの
を聞いて、 「その時はみんなで倒れ
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山本光一さん

ましょう」 と声を掛け合いました。 自
分の教会のことだけで終始せず、 ど
こかの教会が傷ついた時にはそこに
寄り添う思いがあったと思います。
洞爺湖教会支援に限らず、 地区内
の他の支援献金も含めて 「これ以上
続けられない。」 という声も度々あが
りましたが、 なんとか励まし合って続
けてきました。 一本の木が燃え尽き
そうな時に、 他の木が寄り添うように
して火を灯し続ける、 そんな地区形
成でした。それが宣教ではないでしょ
うか。
中野久子さん

日向 「助けて欲しい！と声を上げ
ることが大事、 その声でつながりが
生まれるのだ。」 というメッセージに大
変励まされたことを覚えています。「教
会って簡単にはつぶれないものなの
だ。」 と学ぶことができました。 「洞爺
湖サンデー」 の取り組みも始まりまし
たね。
辻中 「洞爺湖サンデー」 は日曜
日に洞爺湖教会に集まって礼拝しよ
うというものでしたが、 実はその前に、
千歳栄光教会の会堂建築を励ます
取り組みとして、「千歳栄光サンデー」
があって、 「次は洞爺湖だ」 というこ
とになりました。
その後、 日曜日ではなく、 平日や
土曜日に集まって、 洞爺湖教会の
会堂や、 住人のいない牧師館を掃
除するなどの取り組みに変わりまし
た。
辻中明子さん

秋山 洞爺湖サンデーはとても励
みになりました。 この教会で葬式をし
てもらいたいと思えましたし、 支えら
れている恵みと支える恵み、 どちらも
恵みなのだと感じることができました。
「これでいいのか？」 と問う時もありま
したが、 その度に皆さんに励まされ
ながら 「これでいいのだ」 と確認し
て歩んできました。
日向 洞爺湖教会の方たちが本音
を出せたのは教区よりも地区だった
のですね。 それを地区の信徒たちが
受け止めて動き出し、 地区だけでは
負えない部分を教区が後押ししたと
いう形でした。 教区では 「洞爺湖教
会の主体性を損なわない形での支
援」 ということをとても気をつけてい
たのですが、 そのことに関してお話
していただけますか？
山本 秋山さんが 「電話が助かっ
た。」 と言って下さいましたが、 南西
沖地震の際に、 現地の救援活動が
電話がないためにとても不便してい
たんです。 当時は今のような携帯電
話はなく、 大きなカバンのような電話
を NTT から借りて、 なんとか連絡を
取り合ったことから、 「まず電話！」
という発想になりました。 洞爺湖町議
と協力して、 ホテルエイペックスの客
室を開放して欲しいと交渉したことも
ありました。 すでに職員寮は被災者
に開放されていたのですが、 客室は
最後まで開放してもらえませんでし
た。
洞爺湖教会宣教協力委員長としの
働きの中では、 実際にだいぶ 「フラ
イング」 をしました。 一番の例は苫
小牧地区に相談せずに洞爺湖教会
に牧師を推薦したことです。
日向

牧師の招聘については、 地
区に相談することは無いのが通常だ
と思いますが、 それがフライングだと
いうのはどういうことですか？

山本

それがフライングだと気付い
たのは、 当時千歳栄光教会の牧師
で苫小牧地区の一員だった後宮さん
が指摘してくれたからです。 「地区の
－ 6 －

みんなで洞爺湖教会のことを考えて
いて、 教会の方たちもそれを喜びと
している。 地区を飛び越えた支援は、
洞爺湖教会の主体性を尊重するとは
言えない。」 というわけです。

中野

確かに、 地区の中では 「洞
爺湖教会を支えるのは、 教区より地
区だ。」 という思いでした。

日向

美談として語り継がれている
ことにも、 その裏にはいろんな葛藤
があると思います。 実はその部分に
とても大切なことが隠れていたりしま
すね。 苫小牧地区の話しを聞くと、
何事も地区に相談することなしには
進められないという 「面倒臭い地区」
にも感じるのですが、 連帯はそうした
面倒を皆で負っていく中で生まれると
いうことですね。
日向恭司さん

久世

教区外への広がりも忘れて
はなりません。 兵庫教区と北海教区
の宣教協約の話があった時に、 具
体的な場として洞爺湖教会とアイヌ
民族情報センターが挙げられました。
被災地支援に共に関わっていくこと
で、 いろんな広がりとつながりが生ま
れました。 今は終わっていますが、
国分寺教会からも洞爺湖教会に対し
て数年にわたる支援がありましたし、
西東京教区の興部伝道所支援や信
濃町教会からの開拓伝道資金への
献金は今も続けられています。 これ
からも教区を超えたつながりが生まれ
ていくことを期待したいと思います。

佃 真人さん

木村拓己さん

日向 数年前から桐生東部教会と
置戸教会の宣教協力関係も始まって
いると伺っています。

辻中 “助けられた経験” というのが
とても大事で、 実は助けることよりも
大きな意味を持つような気がしていま
す。 島松伝道所もそうですが苫小牧
地区は、 助けを受けた経験を持つ
教会や信徒の方が多くて、 心に染み
こんでいるところがあります。 それが、
次の機会に動き出す力になっている
ことを実感します。 その部分を忘れる
と、 次第につながりも薄れてしまうの
ではないでしょうか。

杉岡ひとみさん

たのでしょう？
日向 わたしもそのことが知りたく
て、 皆さんに確認したのですが、 誰
も覚えていませんでした。 （笑 )
久世 だとすれば、 それも教区全
体の歴史的な歩みの中で自然に培
われてきた力と考えられるかもしれま
せんね。

日向 最後に、 教会支援と並行し
てなされた、 被災地域支援のお話も
伺いたいと思います。 浅居正信さん、
中山洋一さん、 山本光一さんが深く
関わっておられました。 今日は山本
さんが参加されていますが、 どんな
思いで動かれていましたか？

日向 助けを受ける教会が決して共

そんなふうに “人” を育てる企画も
必要ではないでしょうか。
また、 ボンヘッファーが 「教会は
他者の為に存在して初めて教会であ
る」 と言いました。 今日の座談会で、
「他者」 とは誰だったでしょう？地区・
教区の中の他教会のことでしょうか？
･･･ 正直な感想を言わせてもらえば、
1993 年の南西沖地震の場合は未だ
に奥尻町役場の長崎さんと交流があ
り、 2011 年の東日本大震災では今も
釜石の人々との交流があります。 そ
れに比べると有珠山噴火の時は、 こ
の点が弱かったのではないかと思っ
ています。

日向

同体の足を引っ張る存在ではなく、
むしろ共同体のつながりを強める存
在になるということですね。

救援活動で必要なのは “お
金 ”、 “ も の ”、 “ 人 ” の 3 つ で す。
お金については教団社会委員会が
一年間で 1200 万円を集めてくれまし

後宮 皆さんと話し合いながら、 原
点に返るような気持ちになりました。
コロナの中で、 特に都会の教会が元
気を無くして萎縮しているように思い
ます。 全ての教会が不安の中にある
が、 それでも元気がある教会は、 教
会の視点が外に向いている教会では
ないでしょうか。 他の教会や地域社
会の課題に目を向けて、 それを共に
担おうとする教会は、 どんな状況に
あっても元気を失わずにいられるの
だと思います。 自分の教会に視点を
留めていないということが北海教区の
宣教の力なのだと、 教えられます。

た。 その中から有珠山噴火救援
活動に 650 万円、 洞爺湖宣教
協力に 450 万円を受けました。
お金とものは、 どんな支援活動
でも最終的には余ります。 それ
だけ呼びかけたら集まってくるの
です。 でも、 活動を続けたくても
続けられなくなる原因は “人” で
す。 例えば新潟地区が、 豪雪
地域の教会で青年たちの 「雪掘
りキャンプ」 を企画していますが、

山本

洞爺湖教会の皆さんが 「地
域とのつながりを作るためにも、 ここ
に住んでくれる牧師を招聘したい。」
と言われていたのを思い出します。
支援の在り方としても重要な視点で
すね。 今日は集まって下さった皆さ
んそれぞれの立場から、 とても貴重
なお話を伺うことができました。 あり
がとうございました。

2003 年度の洞爺湖教会宣教協力委員会の様子。
年に一度は日曜日に洞爺湖に集まって礼拝をし、 教会の方々のお話を聴きました。

久世

今更ですが、 教区が被災地
域支援とは別に、 1 つの教会支援の
ために委員会を設置するというのは
普通の発想ではない。 誰の提案だっ
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へ
区
教
海
北
ようこそ
2021 年度に着任された教師をご紹介します。
新たに教師を迎えられた教会の歩みが、主によって祝福されますよう、祈りを合わせてください。

うえはら

上原

ち

か

こ

智加子

教師 （釧路教会）
今年 4 月より、釧路教会に赴任しました。前任地は、兵庫県神戸市にあ
る須磨月見山教会に主任担任教師として 18 年間お仕えしました。北に六
甲山、南に行くと海という風光明媚な場所です。そんな恵まれた環境の中
で伝道・牧会することはもうないかと思っていたら、釧路へ赴任すること
になりました。釧路も教会が立っている高台から釧路川と海が見え、又晴
れた日は阿寒の山並みも見られます。時間がある時は幣舞橋からの夕日を
眺めながら駅までの距離を愛犬と一緒に散歩しています。街中なのに鹿や
キツネも時々、顔を出す自然に囲まれた環境の中、少しずつ釧路での生活
にも慣れてきました。幼稚園に仕えるのも初めてですが、教会と幼稚園の
方々に支えられ、祈られて、何とか過ごせていることを実感しています。
コロナ禍で集まれませんが、互いに覚えて祈り合い、同じ信仰に立つよき
交わりを、多くの皆さんと築いていけたらと願っています。

こばやし

小林

かつや

克哉

教師

（札幌教会）
1986 年 8 月 30 日、日本基督教団小樽聖十字教会（当時）で小栗昭夫
牧師より洗礼を授けられ、わたしはキリスト者とされました。受洗前後に
は主からの召命を受けており、高校卒業後献身、教団立神学校の東京神学
大学で伝道者・牧師となるための研鑽と訓練を受けました。卒業し主任担
任として遣わされたのが西中国教区・呉平安教会でした。そこで 24 年半
の伝道・牧会の歩みをゆるされ、この度敬愛する米倉美佐男牧師の後任と
して札幌教会の牧師としてお仕えすることになりました。
既にこの 4 月より月一度札幌教会でご奉仕を始め、6 月より代務者とな
り、9 月より主任担任教師となっています。故郷を捨て主に従う決意のも
と献身しましたので、北海教区に戻ってくるとは思っていませんでした。
しかしいつでも北海教区のことが気にかかり、主の導きを祈っていました。
日本基督教団のこの数十年の歩みを振り返るとき、使徒的信仰や福音主
義信仰をさえ否定する福音理解の乱れ、未受洗者配餐などの聖餐の乱れな
どがあり心憂えずにはいられません。北海教区の歩みのため、わたしがす
べきことは何か、主の御心を尋ねつつ、伝道者・牧師として歩んで行きた
いと思います。よろしくお願いいたします。
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常置委員会報告

2021 年度

第 2 回常置委員会（抄）

2021 年度

第 3 回常置委員会（抄）

日時 2021 年 9 月 28 日（月）16：00 ～ 20：13

日時 2021 年 10 月 19 日（火）午後 4 時 00 分～ 8 時 50 分

場所 ZOOM（オンライン）

場所 ZOOM（オンライン）

はらかずと

きむらたくみ

出席 原和人（議長・札幌手稲）
、木村拓己（副議長・美唄）
、
さいとうかい

いとうひろみち

出席 原和人（議長・札幌手稲）
、木村拓己（副議長・美唄）
、

齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）
、伊藤大道（興部）
、

齋藤開（書記・美馬牛福音、旭川星光）
、伊藤大道（興部）
、

さしかたしんぺい

すぎおか

指方信平（札幌北光）
、杉岡ひとみ（千歳栄光）
、

指方信平（札幌北光）
、杉岡ひとみ（千歳栄光）
、

西間木公孝（新得）、小関優（新得）
、藤巻朋子（札幌元町）
、

西間木公孝（新得）
、板谷良彦（札幌北部）
、小関優（新得）
、

板谷良彦（札幌北部）
、松島直子（札幌手稲）

藤巻朋子（札幌元町）
、松島直子（札幌手稲）

にしまきまさたか

こせきまさる

いたやよしひこ

ふじまきともこ

まつしまなおこ

はんすひょん

陪席 韓守賢 ( 宣教部委員長 )

陪席 韓守賢 ( 宣教部委員長 )

審議事項

審議事項
可決

1．前回常置委員会議事録承認に関する件

継続審議

2．札幌教会との関係回復に関する件

3．第 81 回北海教区定期総会付託事項に関する件

2．札幌教会との関係回復に関する件
継続審議

（1）第 82 回北海教区定期総会開催場所並びに日程に関する件

可決

精査委員：西間木公孝、松島直子
継続審議

7．北海教区就業規則改訂に関する件
8．教区便覧発行に関する件

可決

継続審議

継続審議

可決

継続審議
可決

7．信濃町教会「宣教活動資金」申請に関する件
8．2022 年度伝道資金申請に関する件
・伝道交付金

可決

9．協議会開催に関する件

4．教区幹事業務に関する件

6．謝恩日献金の取り組みに関する件

審議取り下げ

継続審議

（1）第 82 回北海教区定期総会開催場所並びに日程に関する件

5．次期教区幹事選考に関する件

継続審議

6．次期教区幹事選考に関する件

3．第 81 回北海教区定期総会付託事項に関する件
（2）第 81 回定期総会議事録承認に関する件

（2）第 81 回定期総会議事録承認に関する件
4．第 81 回北海教区定期総会議事録精査委員の選出に関する件
5．教区幹事業務に関する件

可決

1．前回常置委員会議事録承認に関する件

可決

可決

4,000,000 円を申請する。

・伝道方策交付金

1,200,000 円を申請する。

9．新型コロナウイルス感染症に伴う各教会・伝道所への対応に

第 1 回：11 月 13 日（土）午後 2 時

継続審議

関する件

「わかものの活動報告」担当：革新部門

10．芦別祈りの家に関する件

第 2 回：2022 年 1 月 15 日（土）午後 2 時

継続審議

11．麻生教会の宗教法人法第 23 条及び教会規則第 27 条に基づ

「北海教区の連帯と財政の関わり」

く申請（土地担保）に関する件

担当：教区財政検討小委員会

可決

12．札幌教会の小林克哉主任担任教師代務者辞任申請承認に関

第 3 回：1 月 29 日（土）午後 2 時

する件

「北海教区の連帯と財政の関わり」

可決

13．札幌教会の小林克哉主任担任教師招聘決定申請承認に関す

担当：教区財政検討小委員会
第 4 回：2 月 19 日（土）午後 2 時 （従来の）宣教協議会

る件

可決

可決

14．渡島福島教会の開拓伝道資金長期貸付借入申請 (250 万円 )

12．新型コロナウイルス感染症に伴う各教会・伝道所への対応

15．渡島福島教会の開拓伝道資金長期貸付利子免除申請に関す

10．釧路教会の主任担任教師就任式と合併式に関する件
11．各部・各委員補充に関する件

可決

可決

に関する件

る件

13．ディヴァン・スクルマン宣教師活動総括に関する件
審議終了

継続審議

15．渡島福島教会の開拓伝道資金長期貸付借入申請（250 万円）
継続審議

に関する件

16．渡島福島教会の開拓伝道資金長期貸付利子免除申請に関す
継続審議

17．遺愛女子中学高等学校の森野真理教務教師辞任承認申請に
関する件

可決

16．北見望ヶ丘教会の開拓伝道資金給付申請に関する件

可決

17．北見望ヶ丘教会の開拓伝道資金長期貸付借入申請 (500 万円 )

14．芦別祈りの家に関する件

る件

可決

に関する件

可決

に関する件

可決

18．北見望ヶ丘教会の開拓伝道資金長期貸付利子免除申請に関
する件

可決

19．北見望ヶ丘教会の開拓伝道資金短期貸付借入申請 (400 万円 )
に関する件

可決

20．北見望ヶ丘教会の開拓伝道資金短期貸付利子補助申請に関
する件

可決

21．教師検定試験受験者推薦の承認に関する件

可決

以下の通り、受験者との面接を行い、推薦することを承認した。
補教師：久保吉隆（西札幌）
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北海教区 宣教協議会
オンライン 連続４回

北海教区。広大な寒冷地に、小規模教会が点在し

ています。いくつもの宣教課題があります。

なかなか顔と顔を合わせることもできない時間、
明るい希望を抱きづらい時代状況です。
それでも・・・
北海教区の現実に目を向けつつ、共に、未来を構
想しませんか。それぞれの現場で課題に向き合って

いる、その声を聴き、思いと祈りを分かち合いませ
んか。
そんな「連続 宣教協議会」になることを願ってい
ます。2021年度は全４回の予定です。

2021年度の予定
第１回 テーマ：「わかもの」

11/13(土) 担 当：革新部門委員会
pm2:00
Ａグループ

第２回 テーマ：「北海教区の連帯と財政
〜１回目」

1/15(土)

pm2:00 担 当：教区財政検討小委員会

第３回 テーマ：「北海教区の連帯と財政
1/29(土)

〜２回目」

第４回

テーマ：「2022年度 活動計画」
「2022年度 会計予算」

pm2:00

担 当：宣教部委員会、
財務部委員会

pm2:00 担 当：教区財政検討小委員会

2/19(土)

参加申込：三日前までにメール
astychurch@gmail.com

はん すひょん

問合せ：韓守賢 宣教部委員長, 0166-33-9522

主 催：北海教区 常置委員会

いきいきと語り合うわかものたち
－ 10 －

第 69 回年修ニュース（2 回目の）第 1 報

第６９回

のご案内

延期されていた年修を来年開催いたします！!

テーマ：

今だから考えるそれぞれの連帯
～これからの教会について話そう～

2022/7/18(月休)
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革新部門

これまで各教会のこどもたちの宣教の場の報告をしてきた「CS えきでん」の連載を
リニューアルして、
「教会えきでん」としました。これから多世代の活動を紹介いたし
ます。

「真駒内教会の On-line 礼拝実施までの道のり」
杉本和道（真駒内教会牧師）
真駒内教会は新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い会堂での礼拝を非公開とする在宅礼拝
を決断しました。その後、Zoom を用いた On-line 礼拝を取り入れ、Zoom に参加できない方のた
めに聖書朗読と説教を YouTube で公開するようにもなりました。
On-line 礼拝を取り入れる時、
二つの方法を検討しました。
一つはYouTube を用いた生配信です。
この場合のメリットは、
「だれでも」視聴することができること、配信する側が削除しない限り、
「い
つでも、どこでも、何度でも」見ることができる点です。また、視聴するための準備も比較的に簡
易です。デメリットは、配信側と視聴側とのやり取りが少なく、一方通行的要素が強い点です。
これに対しインターネット会議(Zoom)を用いた礼拝のメリットは、出席者の礼拝における参与が
確保される点です（真駒内教会では、聖書朗読、詩編朗読、祈祷、使徒信条を用いた信仰告白をそ
れぞれ別の方が担当します。また、主の祈りは、敢えて全員がミュートを解除して祈ります）
。デメ
リットは、参加までに準備が必要な点と、参加者にあらかじめパスワード等を知らせ、参加を認証
するシステムから参加者が限定される点です。
こういったことを基に検討した結果、真駒内教会の礼拝出席者の規模（約 30〜45 名）
、礼拝にお
ける参与を大切にするといった点から真駒内教会では Zoom での On-line 礼拝を選択しました。開
始当初は 5〜10 名程度でしたが、ご高齢の方々が勇気をもってチャレンジしてくださり参加者は少
しずつ増え、最大で30 名弱となりました。現在は会堂での礼拝を再開していますが、On-line 礼拝
も併用しています。随時５〜10 名程度の方が On-line で礼拝に参加されています。また、これらの
On-line 礼拝を導入し運用している現在も、常に、それにつながれない方への配慮を考えています。
以下は、On-line 礼拝に参加するようになった方々の声です。教区内の皆さんの参考になればと
願っています。
①どうして On-line(Zoom)の礼拝に参加しようと思いましたか？
・教会に行きたいという気持ちで参加した。
（T.Y.90 歳）
・教会で直接礼拝出来ずなんとなく取り残された様な思いが強かった。
（H.M 81 歳）
・コロナの感染拡大の為ではありましたが、教会の皆さんとの一体感が欲しいと思いました。
（K.S.77 歳）
・コロナ禍で礼拝がオンラインのみになったので。
（M.I.71 歳）
・礼拝に参加出来ない妻の為に良いと思った。
（S.I.81 歳）
②参加前、参加時に不安なことなどはありましたか？
・不安なく満足でした。
（T.Y.90 歳）
・100%不安が有りました。パソコンやスマートフォンオンチなので。
（H.M 81 歳）
・全く機械の操作が判らず不安ばかりでストレスを感じました。
（K.S.77 歳）
・タブレットにてオンライン参加でしたが、操作の手順など誤りがないように気を使った。
（M.I.71
歳）
・つなぎ方に不安があった。
（S.I.81 歳）
③参加前、参加時にはどんな準備が必要でしたか？どうやって準備しましたか？
・聴けるような状態に準備した。マークをいろいろ押してみました。
（T.Y.90 歳）
・牧師と友人が 100%助けて下さいました。
（H.M 81 歳）
・子ども達に習いましたが覚えきれず、牧師が手とり足とり教えて下さり、つながる事ができ感激
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しました。
（K.S.77 歳）
・参加前、牧師先生に手順を家に来てもらい教えて頂きました。その「覚え書き」を準備し、その通り操作した。３０
分前より…。
（M.I.71 歳）
・パソコンを前から使っていたので準備出来た。
（S.I.81 歳）
④ 参加してみてどうでしたか？よかったこと、気づいたことを教えてください。
・参加したことによって、礼拝を守れたという満たされたことと、満足感がありました。
（T.Y.90 歳）
・１〜２回、上手に行きませんでした。何度か止めようと思いましたが、やっと続ける事が出来ました。
（H.M 81 歳）
・紙面だけの説教要旨を読むのとは全く違い直接御言葉が体に入って来ました。ただ、兄弟姉妹と直接会ってのように
は言葉が交わせず物足りなさは感じました。
（K.S.77 歳）
・少々風邪ぎみだったり、普通なら礼拝を休まなければならない時も、自宅で皆さんと共に礼拝を守らせて頂く事が出
来感謝です。１時間前より準備して下さった牧師に深く感謝です。
（M.I.71 歳）
・なかなか便利。サボり癖がつきそう？でも教会での礼拝はやっぱりいいヨ！（S.I.81 歳）
⑤ 今後 On-line を用いた礼拝に期待することは何ですか？
・みんながスマホを持てるようになれること。家にいても、病院に入院していても礼拝に参加できること。
（T.Y.90 歳）
・長い時間を使わず、明瞭・簡潔なお説教になると私も求道者もわかり易いと思います。 （H.M 81 歳）
・年を重ね礼拝に出席できなくなる時が必ず来ます。その時の事を思いますとやはり強い味方になりますので無くては
ならないものだと思います。
（K.S.77 歳）
・教会に行けなくなった時も、礼拝を守ることが出来るよう、コロナ禍が終息しても On-line を期待したいです。
（M.I.71 歳）
・続けていただけたらと思います。
（S.I.81 歳）
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教区中高生オンライン＋対面の集い
革新部門委員会 B グループ（わかもの）活動報告

会いたかった！会えた！
コロナ禍で集まれない中、「オンラインの集い」
実行委員会を中高生・青年共に立ち上げ、何度かの
企画を重ねてきた昨年度。でもやっぱり会いたい！
集まりたい！という中高生たちの思いを力と指針
に、2021 年度は「対面の集い」の開催を目指して
中高生の集い実行委員会たちで話し合いを重ねてき
ました。
本当は 9 月 23 日にその開催を予定していました
が、緊急事態宣言の延長により、この日はオンライ
ンのみの企画に切り替え。改めて 10 月 16 日(土)に
開催日を設け、この日初めての「オンライン＋対面
の集い」を実施しました。当日はオンライン上に 5
人(カナダからも中継！) 、クリスチャンセンター2

対⾯での分団ワークもひさしぶりです

階ホール会場に 10 人の参加者が与えられました。

「日用の糧～今日も私たちは食事をする～」
今回は久々に学びの時を持ちました。道北クリス
チャンセンター主事の藤吉求理子先生を講師にお迎
えし、「農と食」について改めて考えると同時に、
私たちの生きる北海道という地の特色を見つめ直す
機会となりました。
参加者は宿題として、自分の好きなメニューにつ
いてその食材や産地を調べてきました。そうして事
前に「食」への関心を広げておき、当日は分団ワー
クの中でもその経験を生かして話し合いました。
Zoom のホワイトボード機能を使い意⾒を書き留めます
礼拝もオンラインと会場で同時に守り、また自己
紹介にもゲーム性を取り入れたりして工夫を凝ら
し、１日充実したプログラムになりました。
－ 14 －

参加者の声

⾷べる＝⽣きるだというお話を聞いて、なにを⾷べるか、どのように
⾷べるかということはどう⽣きるかにとても関係していることがわかりま
した。だから「⾷べること」を⾒直すことで⾃分の望む⽣き⽅に近づ
けると思いました。（⾼ 1）
改めて北海道最⾼と思いました（中 3）

豊平⾷堂のムービーが⼀番印象に残りました。隣の⼈の⾷に⽬
を向けたことがなかったので新鮮でしたし、今回現状を知って衝
撃を受けました。⾃分になにかできることはないかと考えるきっか
けになったかなと思います。（⼤学⽣）
今までなんとなく⾷べていたものがどこからきて誰が関わっているか
を深く考える機会をいただけていつものご飯がとってもおいしく感じ
られるようになりました︕（⾼ 1）

みんなでゲームをするのは久しぶりで、コロナの前を思い出しまし
た︕楽しかったです︕（⾼ 2）
みんなとの交流が久しぶりでとても楽しい時間を過ごせました︕あり
がとうございました︕（⾼ 3）
こういうことを企画していただいてありがとうございます。このコロナの
状況でも皆さんと話したりできて楽しかったです。またこんな機会が
あると嬉しいです。（⾼ 1・中 1 姉弟）

実行委員会としては、この初チャレンジを無事に終えたことにひとまず安堵を感じています。でもこれで
満足するのではなく、今回集えなかった仲間にももっともっと会えるように、次の機会を見据えてもう動き
出しています！みなさまにお祈りお支えいただきつつ、また新しいチャレンジが神様に祝されますように。
＜今後の予定＞1 月 16 日(日)19 時～ 第 6 回全同教会青年オンラインの集い
問い合わせ・申込：seinen.online2021@gmail.com
1 月 23 日(日)19 時～ 第 4 回教区中高生オンラインの集い
問い合わせ・申込：makarioi1018@gmail.com
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オンラインが広まり、各地区でもオンラインを活用しての活動
が進められています。道北地区からは「合同礼拝」
、苫小牧地区か
らは「ライブ配信」
、後志地区からは「とにかくやってみた！」様
子が報告されています。初めの第一歩から、積み重ねてきた成果
まで多様な取り組みをどうぞ、ご覧ください。

「今年も美馬牛合同礼拝を開催」

三浦忠雄（地区美馬牛福音伝道所宣教協力担当）

さる８月２２日に、旭川伝道圏主催の美馬牛合同礼拝を今年も開催
いたしました。コロナ禍ゆえ、あいにくの２年連続のオンライン
礼拝となり、恒例のジンギスカン交流は出来ませんでした。しか
し、オンラインならではの良さとして、遠方から多数の方々がご
参加下さいました。道北地区内からはもちろん、遠くは江差伝道
所の皆さんが主日礼拝の時間に共に参加してくださいました。ま
た、地区の枠を超えて千歳、札幌の諸教会を加え、総接続台数２７
台、６３名の参加でした。
テーマは「会堂建築後の美馬牛」としました。教区や地区をあげて支
援した会堂建築でしたが、その後の美馬牛も会員 2 名という厳しい状況に

▲配布資料：
「美馬牛の今」

変わりはありませんでした。そのような中、堀内トモ子さん、宮内佳与子さんたちが礼拝出席応援を続け、
自分たちのできることを精一杯してくださいました。堀内さんは、当時旭川六条教会での礼拝を終えて、午
後に美馬牛の礼拝に出席し続け、宮内さんは「小さな群れ」のために祈り、支えてくださいました。新会
堂を建てて終わりではなく、美馬牛は教会の垣根を越え、一人ひとりが自分のできることをすることで支
えられてきたのです。当日配布の資料に、「美馬牛の今」が掲載されていました。教会に集う皆さんが自
分に与えられた才能を活かして教会の活動を一生懸命に支えておられることが紹介されています。その地
域ならではの風景写真を絵葉書にしたり、トマトジュースを加工し
たりと活動は多岐にわたっていることに感心します。お互いに認め
あい、タラントを出しあっての教会形成に未来を感じます。
今から２１年前の道北地区集会で美馬牛伝道所の厳しい現状が語
られたことから、まずは美馬牛の礼拝にみなで出席し、現状を知
り、交流をしようと合同礼拝が始まり現在に至っています。道北地
区の諸教会としても、一つひとつの教会は弱く小さなことしか出来
ないですが、皆で祈りあい協力しあいたいと願っています。

▲美馬牛福音伝道所での様子

「島音祭゜・しゅまおまぷ゜～出会いとつながりを創り出し育てていく音楽祭～」
辻中徹也（島松伝道所）
躁の疲労のため早朝に植苗病院を受診しました。当直をしておられた長沼ポロナイクリニックの高塚直裕
先生と出会い、心療に通うようになりました。その内、ポエティカという詩と音楽の館と名付けられた木
造のゲストハウスが建ちました。柿(こけら）落としの舞台のあと、建築家の畠中秀幸さんをご紹介頂きま
した。教会は建築に祈りを合わせているとお伝えしました。早速、教会を見にきてくださり、躯体を活か
し、天井を抜きましょう。歴史的価値のある、響きのいい空間を作りましょうと提案してくださいまし
た。畠中さんはしばしば、何を建てるかよりも、何が起こるかの方が大切だと話されました。会堂再生と
牧師館新築が竣工しました。前後して、畠中さんの自宅であり音楽ホールである『途上の家』のライブで
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JaXon(ジャクソン)さんと出会いました。後日、教会で
音楽祭をしたいと相談をしますと、自分は作曲と演奏
は仕事としてやるけれど、演出は素人だから奉仕とし
てやらせて頂きます。協力者を全員集めて下さいとい
うことになりました。2015 年秋の音楽献堂式から１
周年、島音祭゜が開催されました。それから６年、個
性豊かな面白仲間が集まり、出会いとつながりが生ま
れています。昨年、コロナ禍のなか、どうしようかと
▲スヌーピーズの皆さんのライブ。熱いです！

思い悩む中、三密を避けられる広い場所ならと、恵庭

市民会館大ホールで出演者を含めて 120 名の、丁度これまでの規模の島音祭゜を開催できました。文化庁
と恵庭市から補助を得ました。今年もコロナ禍の中、礼拝堂で無観客、無料ライブ配信が実現しました。
『すべての人が、その人らしく、その人なりに、音楽を
通して出会いとつながりを創り出し、育てていく音楽祭
～

木がお手本

～』がモットーです。手弁当でワイワ

イがやがやみんなで作ってきた祭の中にイエスさまが共
にいてくださったことを、懐かしさと笑いと共に想い起
こしています。YouTube の視聴回数は 888 回を超え、献
金も満たされました。感謝です。
島音祭゜の出演者とスタッフの皆さん▲

「オンラインでやってみたら
案外楽しかった件」
西岡知洋（余市教会）
９月１９日(日)にオンライン
で信徒大会を行いました(５教会
31 名)。難しいことはせず、顔と顔を合わせて再会を喜ぶこ
とを目標にして「やってよかった」で終われるようにと計画

▲小樽公園通教会での様子

しました。以下に地区委員会で出された各教会の感想を要約し紹介します。１０数年来地区の集会に参加し
ていなかった方が、オンラインで参加することが出来たことが喜びでした。また、他の方も１時間という
短い時間設定だったので疲れを覚えず参加しやすかったようです。また、大画面に各教会の方が映し出さ
れるので、お互いの顔をよく見ることが出来ていてよかったとのことでした。「思っていたより参加しや
すかった・思ったより良かった」という意見から「オンライン」へのハードルが少し低くなったようにも
感じました。今後の課題として、どのようにオンラインを活用し発展させるかということも話されまし
た。教区や他の地区のアイディアを伺いたいという前向きな意見も出されています。しかしながら、オン
ラインでもスムーズなやり取りができて、お互いを喜び合えるのは、これまで地区が大切にしてきた互い
の教会に足を運び合って出会っていく連帯が土台に
あるからです。オンラインの利便性によって、時間
とお金をかけて苦労を共にして関りを持つ連帯を見
失うことのないようにと願います。しかし、この閉
塞感のあふれる中で、前向きに可能性を探る営みは
地区形成にとって豊かな力となりそうです。
地区委員会もオンラインで開催。ニッコニコの笑顔！▲
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平和部門委員会

浦部 浩行(平和部門委員・新発寒教会会員)
はじめに
日本の政治は歴史的に、いま、どのような局面あるのかを考えてみたい。わたしは敗戦
の年には小学校 3 年生だったので、アジア・太平洋戦争を少し経験している世代である。
戦後 76 年になる日本は、敗戦、日本国憲法制定、民主主義改革、朝鮮戦争、高度経済成
長、安保闘争、ベトナム戦争、ベルリンの壁崩壊、昭和天皇死去、安倍内閣発足、福島原
発事故などを経験した。否応なく社会問題、政治問題に関心を持たざるを得ない状況を生
きてきたと思う。ふりかえって見て、時代を画すような大きな出来事が跡を絶たなかった
ことが分かる。その中から、とくに関心を持ち続けた二つのことを書きたいと思う。
朝鮮に対する植民地支配について
その一つは日本が朝鮮を植民地として支配したことである。日本は 1910 年に韓国を併
合した、と自然の成り行きのように教科書で学ぶが、事実は、不法な侵略によって日本が
朝鮮を植民地として支配したのである。多くの民衆が土地を奪われ、重税を課せられ、貧
困を強いられ、抵抗は残酷に弾圧された。日本がアジア・太平洋戦争を推し進めると強制
連行、強制労働によって奴隷のように酷使された。「朝鮮人はぼろくそ使え・・・人間と
して見るな」と言われたという証言が残っている。日本軍「慰安婦」の問題も恐ろしい人
権侵害の犯罪である。そしてこのような民族差別が今も日本人の中にあるということを忘
れてはならない。元徴用工の賠償を求める裁判で韓国大法院が賠償を認める判決を下した
のを受けて、安倍元首相は、
「植民地支配の清算は 1965 年の日韓請求権協定ですべて解決
済み、問題を蒸し返すのは国際法違反」と言うが、問題を正しく捉え、真摯に解決に取り
組むという姿勢が見られない。正義と平和を願う市民の力で、政府を正していくことが求
められている。
教科書問題について
次に、教科書問題について考えてみたい。
2000 年ごろから、
「つくる会」系（右翼団体）の中学校教科書が検定に合格して、採用
する学校が出始めたが、団体が分裂して、2021 年には「つくる会」系の教科書を採用す
る学校が大幅に減少した。しかし、「つくる会」系教科書はまさに歴史修正主義史観に基
づくものであり、決して見過ごすことができない。若干のコメントをつけて例示する。
（例示したものはいづれも自由社発行 2011 年版）
百姓は年貢を納めることを当然の公的な義務と心得ていたが、不当に重い年貢を課せら
れた場合などには、百姓一揆をおこしてその非を訴えた。幕府や大名は、訴えに応じるこ
ともしばしばあった。
【コメント】
歴史の学習を偏った考え方を植え付ける手段にしてはならない。教育は社会変革を担う
主権者を育てるものでなければならない。
GHQ は大日本帝国憲法の改正を求めた。日本側では、すでに大正デモクラシーの経験
があり、憲法に多少の修正をほどこすだけで民主化は可能だと考えた。しかし、GHQ は
1946 年 2 月、僅か一週間でみずから作成した憲法草案を日本政府に示して、憲法の根本
的な改正を強くせまった。
【コメント】
GHQ は短期間でつくった粗雑な案を示して、押し付けた、だから、日本国憲法はよく
ないと否定的な評価をしている。（敵愾心をあおるような記述になっている。）
右翼で論陣を張るある評論家は、
（日本国憲法は）
「一度明治憲法に戻した上で、新しい憲
法を制定する」必要があると主張している。
わたしは「歴史に学ぶ」ということは事実を受け止め、反省し、希望を語り合うことだと
思う。キリスト者は、聖書を通して、平和な社会の幻を示され、導きの星があることを信じ
るものである。希望をもって活動したいと思う。

－ 18 －

｢辺野古密約｣とは何なのか

―新聞報道を受けて―

佐藤 幹雄（平和部門委員・岩見沢教会牧師）
今年１月25日付沖縄タイムスの記事を読ん
で、
強い衝撃を受けました。
その報道を中心に、
わたしなりに整理した内容を記してみます。
まず、新聞の第一報が伝えたことは、2015年

この事が議論される時、必ず話題になるのが
文民統制・文官統制の問題ですが、｢改正防衛省

に、陸上自衛隊(陸自)と米海兵隊が、辺野古の
新基地に陸自の｢水陸機動団｣を常駐させること
を、極秘裏に合意していたということです。2012

設置法｣が国会で可決、成立したのは2015年でし
た。同法では、自衛隊の部隊運用を制服組主体
に改める｢運用一元化｣が盛り込まれており、背
広組が制服組をコントロールする｢文官統制｣の
規定が全廃されています。そのことと陸自と米

年に、陸自の中枢である陸上幕僚監部(陸幕)が
米海兵隊と交渉を開始し、その３年後の2015年

海兵隊が極秘合意したのが同じ年であったこと
は、偶然とは言えないのではないでしょうか。

に、当時の岩田陸上幕僚長と在日米海兵隊のニ
辺野古の新基地建設について、沖縄では繰り
コルソン司令官との間で合意したというのです。 返し反対の民意が示されてきましたが、2012年
｢水陸機動団｣というのは、2018年に発足した
12月に発足した第二次安倍政権は、沖縄の民意
を無視して埋め立て工事を強行しました。
また、
南西諸島の離島防衛を担う中核部隊ですが、上
陸作戦を主な任務とするので、｢日本版海兵隊｣
とも言われています。陸幕は、三つの水陸機動
連隊を基幹として構成し、少なくとも一つの連
隊は沖縄に配置すること
に決定していましたが、
発足前に具体的な配置先
を辺野古の新基地に定め
ようとしたということで
す。米海兵隊の基地に、
日本版海兵隊が一緒に常

2014年７月、閣議において、突然｢集団的自衛権
の行使は合憲｣と憲法解釈を変更し、翌2015年９
月には、国会で安保法制(戦争法)を強行採決し
て、米軍との共同作戦行動
を想定した法制を整えてし
まいました。この軍事一体
化を狙っての日米合同軍事
演習は以前から強化されて

いましたが、法整備を受け
て、その強化の度合いは加
駐するという構想です。
速されてきています。この
2012年から15年に至る政権
日本政府は、辺野古の新
基地について、
普天間の代替え基地だから｢当然、 と陸自の動きを重ねて見ると、陸自の｢暴走｣に

米軍用｣と説明してきましたが、陸自のトップは、
そんなことはお構いなしに、新基地を共同使用
し、日米の軍事一体化を進める中核拠点にしよ
うとしたわけです。
陸自と米海兵隊が合意に至ったのは、ともに
軍事組織としての｢合理性｣を最優先したからに
違いありません。陸自にとって、辺野古の新基
地には、離島防衛の水陸両用作戦を米海兵隊と
恒常的に合同訓練できる環境が整っています。
また、米海兵隊は、陸自と陸軍がキャンプ座間
で、海自と海軍が横須賀基地で、空自と空軍が
横田基地で、それぞれ部隊を同居させて緊密な
連携を保っているのに倣って、陸自との｢念願｣
の一体化を狙ったものと考えられるのです。

は、むしろ、それを後押しする｢政治｣があった
と言わざるを得ません。
この｢密約｣は、沖縄県民の反発を招く恐れが
大きいということで、陸自制服組の｢独走｣とい
うことにして、
今は｢凍結状態｣になっています。
しかし、当初この計画に反対だったウィスラー
在日米海兵隊司令官(2013年当時)が、上級司令
部である太平洋海兵隊司令部、海兵司令部、国
防総省と協議の上で賛成に転じた経緯があり、
現地司令官との｢合意｣という話では済みません。
それなのに、陸自側は、今に至るまで米海兵隊
側に合意の撤回を通告していないのです。白紙
に戻ったとか｢凍結状態｣のままで据え置かれる
と、安心できる状態ではないということです。
－ 19 －

平和部門委員会

原発はなぜ止まらないのか？
谷 百合子(平和部門委員・新発寒教会会員)
小さな町の大きな選挙
10 月 26 日投開票の寿都町長選挙は、町を二分して「核のごみ」受け入れの現職が選ばれました。幌延に
次いで原発の廃棄物処分場の問題が又一つ加わりました。再選された片岡春雄町長は、
「どこかが引き受け
ねば国が困る」と語っていましたが、政府や電力関係者のこれまでのやり方を信じているとしたら事実誤認
と言わざるを得ません。
原子力機構と鈴木知事は、20 年後は施設を埋め戻すという住民との約束を反故にし、幌延深地層研究所
の期間延長の検討を開始しました。20 億年に亘って地層に変化のない北欧と違い、1500 万年前に列島が作
られた日本の地層は何が起きるか予想がつきません。ましてや地下水も豊富な日本では地下への核物質埋蔵
の安全も確保されていません。一旦地下に埋めてしまえば、何が起きても取り出すことは不可能です。核物
質を入れるステンレス容器は 120 年の歴史しかなく、何万年も毒性を出し続ける核物質の容器の安全性は全
く保障されていないのです。90 年間この地球上で発生しているマグニチュード 7 以上の地震のうち、約
10％が日本で起きています。寿都町や神恵内村の、たった 2 年間の文献調査で分かることではないのです。
問題は「日米原子力協定」と「日米安保条約」にある
原発は最初から核兵器を意図して製造されました。広島原爆はウラン型でしたが、長崎の原爆はプルトニ
ウム型で、このプルトニウムは原発の中からしか製造できません。1953 年アイゼンハワーは国連総会で
「原子力の平和利用」を謳い挙げました。米ソ冷戦時代、原爆の材料であるプルトニウムを独占することは
国家の至上命令でした。しかしこの演説が真っ赤な噓であったことは演説の僅か３か月後に、ビキニで水爆
実験が行われたことでも明らかです。
1988 年の新「日米原子力協定」でアメリカは日本に再処理を認めましたが、それは日本が「日米安保条
約」を破棄しない限りに於いてという条件が付いています。これを守らなければ、日本は原発に関する全て
の権利を失います。安保条約を守れば再処理も含め、自衛のための核武装も許されるのです。その為には憲
法９条が邪魔になります。
沖縄の地位協定を含め、日米の不平等な条約を破棄しない限り、軍事基地も原発基地も無くならないの
です。
「地を従えよ」と原発
物理学者（故）高木仁三郎さんは地上に生きるものには越えてはならない三つの領域があるということを
仰っていました。①地球という場を超えてはならない ②地球が全体として持っている一つの完全な生態系
を破壊してはならない ③原子核の安定。この三つが揃うとき地の上に平和が保たれるというものです。原
子核を不安定にする原発や核兵器は命に反するとして、
「聖書」の捉え直しを提唱しておられました。行先
の見えない科学文明の発展した現代、聖書に何を聴くのかキリスト者として個々人が真摯に向き合う時では
ないでしょうか。
広島高裁「黒い雨訴訟」と福島原発事故
2021 年 7 月 14 日「黒い雨」訴訟広島高裁控訴審判決は被告側の広島県、広島市及び厚生労働省の訴えを
全面的に退け、原告 84 名全員に被爆者健康手帳の交付を決定しました。原爆で発生した内部被曝と福島原
発事故で広範囲に広がっている内部被曝が繋がりました。国はこの判決が原発事故の裁判に発展することを
恐れ、
「内部被曝被害はあり得ない」と主張しましたが、高裁はこれを真っ向から否定したのです。広島原
爆から 76 年、福島原発事故から 10 年。原爆と原発はこれからの福島原発事故の内部被曝問題の弾みとなる
でしょう。
私たちにできること
神から委託されたこの地球は、このままでは破滅に向かってしまいま
す。地球上の命の「見張り役」としてのキリスト者に傍観は許されませ
ん。福島の問題は私たちの問題です。新発寒教会は福島の汚染水放出中
止を訴えて第 3 日曜日のスタンディングを決めました。非暴力直接行動
の実践です。出来るところから始めていきたいと思います。
－ 20 －
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       センターの活動を支えて下さい！！  目標１５０万円 

        
アイヌ民族情報センターは、遺骨返還の協力やアイヌ民族の権利回復のために幅広い活動を行
っています。活動資金が大変、不足しております。どうぞ、お祈りとお支えをお願いいたします。
－ 22 －

ハラスメント防止委員会

聖路加国際病院チャプレンによる
性暴力被害者に連帯と支援を！
清水 和恵（新発寒教会）
2017 年 5 月、聖路加国際病院チャプレンによる性暴力事件が生じ、被害者のＡさんは、加害者の
誠実な謝罪と自身の尊厳回復を求めて裁判を起こしました。現在、教派を超えて「支援する会」が
立ち上がり支援が広がっています。わたしたちハラスメント防止委員会としても、この支援の輪に
連なり共に歩んでいきたいと願っています。以下、支援する会のメッセージをみなさまにも、呼び
かけさせていただきます。
事件について

裁判へ

被害者の A さんは、事件発生当時から、被害の事
実を訴え、聖路加国際病院、加害に及んだ教職者の
属する日本基督教団や聖路加国際病院に関わりの
ある日本聖公会のいくつかの窓口に対応を求めて
きました。けれども、それぞれが被害者に向き合う
ことなく放置されてきた経緯があります。他方、「自
分こそが被害者だ」と加害牧師が主張し、当時加害
者が属していた教会やその仲間たちから攻撃を受
けて来ました。その結果、A さんは心身に多大なダ
メージを受け、職業上の不利益も受けました。

被害を訴えて以降、同病院からも誠実な対応が
なく、転院を余儀なくされ、被害がさらに増大しま
した。A さんは 2020 年 11 月に事実の認定と自身
の尊厳回復を願って、慰謝料請求の裁判を加害牧
師と聖路加病院を相手に起こしました。

聖路加国際病院のチャプレンによる A さんへの
性暴力は、A さんの立場の弱さを利用して引き起こ
されたものです。加害者は牧師であったことに加え、
スピリチュアルケア師として当該病院で働く医療従
事者でした。

お願いしたいこと
1.裁判支援活動のためのカンパにご協力くだ
さい。
2.支援のメッセージを寄せてください。
3.支援の輪を広めてください。

【聖路加国際病院チャプレンによる性暴力被害者を支援する会】
共同代表
あ り ず み わたる

有住 航 （日本基督教団）
は ら だ み つ お

原田光雄（日本聖公会）

おおしま し げ こ

大嶋滋子（日本同盟基督教団）
ふくやま ゆ

き

こ

福山裕紀子（日本基督教団）

し み ず か ず え

清水和恵（日本基督教団）
よ し た か かのう

吉髙 叶 （日本バプテスト連盟）

お問い合わせ先

聖路加国際病院チャプレンによる性暴力被害者を支援する会

solidarity.stlukesurvivor@gmail.com
カンパご送金先

聖路加国際病院チャプレンによる性暴力被害者を支援する会
郵便振替口座番号：00150－0－129926
加入者名：オオシマシゲコ

教会におけるハラスメントに悩む人のために

北海教区ハラスメント電話相談
毎月第 3 金曜日

０１１−７５７−６２８２

午前 11 時〜午後 11 時 左記の日時以外はつながりません
－ 23 －

こんにちは！

性差別問題担当委員会です！

委員会メンバーで
「ジェンダーについて思うこと」

を語り合いました

教会に通い始めて間もない頃、聞いて「えっ？」と驚
いた呼び方が「牧師夫人」。同じ女性でも何か特別な
役割が決められ、求められているような気がして自分
事ではないのに居心地の悪さを感じました。女性牧師
の労働条件などの不平等も知るようになり、どれだけ
仕事をしたら認められるの？と思います。そして、安
心して NO と言える場、そのままの自分で居ることが
できる、ジェンダーを押し付けられることのない場を
つくりたいです。
石井美雪

ジェンダーとは社会的につくられた性別による役
割や差異などの概念ですが、性別によって期待され
る役割(性別役割)を決められることで、時に家庭や職
業選択、職場などあらゆる場面でそれぞれの自由意
志を尊重されることなくふるまい方や働き方を決め
られてしまうことがあります。性別役割によってわ
たしらしく生きることができない、生きにくさを感
じる現状があるのです。こうした日常のジェンダー
にまつわる事柄について、2021 年 11 月 9 日、性差別

自由に語り合う中で、たびたび出て来たことばに「安
全」というのがありました。｢自分自身｣であることよ
りもはるか以前に、人類の歴史の中であたかも遺伝子
のように組み込まれてきた家父長制と強制異性愛主義
が要求する｢女｣｢男｣たらねばならないことへの違和感
や苦痛や、一人ひとりのかけがえのない「生」が損な
われて行くことへの焦燥感を表明する場に、2021 年
の今、殊更に「安全」であることが必要なことに、黙
示録 21 章の新天新地の遠さを思います。 永田克自

問題担当委員会で座談会を持ちました。そこで語り

あったことをご紹介します。
ハラスメント、ジェンダーと聞くだけで、「また
か」「もういいよ」「あなたにこんなことを言った
ら怒られるね」そんな思いになることがある。どう
してだろう？自分が今まで思ってきたこと、してき
たことが間違いだと気づくのが恐いから？私を否定
される恐れがあるから？私の中にもそんな恐れがあ
ると気づく。愛の反対語の一つは恐れだと思う。自
分を守るために恐れによって武装することなく、愛
を持って学びを続けたいと思う。
指方愛子
長く仕事をしてきたが、ジェンダー差別への違和
感を意識し、言葉にできるようになったのはここ数
年かもしれない。願うことは「その人が、その人ら
しく、その人なりに在ること」それを互いに喜び、
承認し合い、決して妨げないこと。
差別意識は、社会やキリスト教に潜む保守的で上
下関係や支配・被支配を好む歴史の中で生み出され
ている。でも、人は良い出会いによって、きっと変
えられる。それを信じてこの委員会の活動に加わり
たいと思う。
辻中明子

2021 年の日本のジェンダーギャップ（男女差）指数
総合ランクは、156 ヶ国中 120 位です。2013 年は
105 位でしたから、年々後退しています。2012～
2020 年まで続いた安倍政権が強調したのが「女性の
輝く社会」でしたが、実現していません。ジェンダー
が社会や文化や時代の産物であるなら、その仕組みは
わたしたちの手によって幾らでも変革できるはずで
す。ジェンダー平等をめざし、誰もがその人らしく生
きる社会や教会を、と願っています。
清水和恵
例えば男女による労働条件の不平等さを感じても、そ
れは個々人の資質や生物学的違いがあるから仕方がな
いと言われることがある。しかしそんなジェンダーバ
イアス（社会的性別の固定観念）を個人的な問題とす
るのではなく、バイアスのある社会の枠組み自体を問
うことが必要ではないかと思う。ジェンダーバイアス
で苦しむ時に孤立しない・させないこと、共に生きや
すさ、私らしさ、自由を求めていくためにこの委員会
が働きかけていく必要性を改めて感じる。杉岡ひとみ

★２０２１年度献金のお願い★

目標３０万円
★ FACEBOOK
やっています。
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「北海教区保養プログラムオンラインＯＢ会」
（8 月 23 日開催）のご報告
教区通信 213 号でお知らせした「オンラインＯＢ会」について、詳しい内容をお伝えします。
今後の活動についても引き続きお祈りとお支えをよろしくお願いいたします。

震災後から始まった北海・奥羽・東北教区による三教区保養プログラムは、毎年春と夏に
行われてきましたが、昨年はコロナ禍の影響で中止となり（春は実施）
、今年は東日本大震災
から 10 年の年に当たり、年度当初はぜひ夏の北海道で再び開催したいと願っていましたが、
全国的に広がったコロナ禍により断念せざるをえませんでした。その代わりといっては何で
すが今まで行われた 14 回の保養プログラムのうち 8 回が北海道で開催され、延べ 56 家族 149
人の参加者に声をかけ、インターネットの ZOOM による同窓会を開催できないだろうかと、私
たち北海教区の東日本震災委員会は考えました。
保養後も北海道クリスチャンセンターに訪ねてくださったりした方もいますが、コロナ禍
の困難な時だからこそ、ネット上ではありますが再会し、
最近のご様子を共有したいと願い、
東北教区放射能問題支援対策室「いずみ」にも協力いただき、
「オンライン OB 会」の開催に
至りました。
2021 年 8 月 23 日（月）午後 7 時から北海教区から 5 人、いずみから 2 人、参加者から 5
人（子供たちの特別出演 3 人を含む）とカトリック正義と平和仙台協議会からのゲスト 1 人
で行われました。
自己紹介から始まり、
「いずみ」からコロナ禍での現在の活動紹介や課題を服部さんから話
していただき、ZOOM に参加している皆さんの近況をお伺いしました。こどもたちも少しだけ
顔を出していただき、保養プログラムの時から随分成長した姿を見ることが出来ました。予
定時間 2 時間は、あっという間でした。もう少し多くの方とお会いできるかと思っていたの
ですが、初めての取り組みとしては良しとし、次回も開催したいこと。これから「いずみ」
の求める支援を行っていく事。保養プログラムを通して出会った人たちとの「出会い」を大
切にしていきたいと私たち北海教区の支援委員会では今回のプログラムを総括しました。北
海道で再び保養プログラムを実施したいとの思いを強くしました。
東日本大震災支援委員 板谷良彦（北海道クリスチャンセンター）

東日本大震災支援献金
親子短期保養プログラムなどに用いられます
送金先

ゆうちょ銀行 口座名義『北海教区東日本大震災支援委員会』
記号１９０７０ 番号４９９４３１

＊ゆうちょ銀行以外からの振込の場合 店名９０８

口座００４９９４３
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日本軍「慰安婦」問題の解決をめざすプロジェクトチーム

「慰安婦」問題の解決、またその話？
清水 和恵（新発寒教会牧師）
「慰安婦問題の解決、またその話？それって終わったこ
とよね。何で、韓国は蒸し返すの？」と聞かれることがあり
ます。そのような声を聞くたびに、何をもって終わったとする

は終わったことにはならないでしょう。日本政府の口先だけ
の無責任さ、不誠実さに被害者は憤っているのです。
〇

のか、「慰安婦」問題の解決とは何かを深く考えさせられ

1991 年 8 月 14 日、金学順（キム・ハクスン）さん

ます。日本政府は 2015 年の日韓合意をもって「慰安

が、自分は「慰安婦」だったと名乗り出ました。半世紀に

婦」問題は「最終的・不可逆的」に終わった問題といたし

及ぶ沈黙を破った金学順さんの声はたちまち、アジア・太

ました。しかし、「慰安婦」被害者は、この日韓合意をどう

平洋地域の「慰安婦」被害女性に共感と勇気を与え、

受けとめたでしょうか。

次々と名乗り出る女性が現れました。しかし一方でそれ
〇

2017 年北海教区韓国スタディツアーでお会いした 故
金福童（キム・ボットン）さんは「日韓合意の最も悪いこ
とは歴史を売ったこと。「慰安婦」問題は歴史なんだよ。

は大変なことでした。何故なら「慰安婦」であったことは汚
らわしく、家族一族の恥とされ、一切口外してはならない、
との被害者への強い呪縛と差別があったからです。
〇

歴史をお金で売ってはいけない。」と語りました。さらに言

金学順さんの声に耳を澄ませたいと思います。「神様が

われたのは「私たちはお金が欲しいのではない。誠実な謝

私を今まで生かしてくれたのは、これに対して闘えって、私

罪があれば賠償金は 10 円だって受け取る。けれども誠

を生かしてくれたんだと思う。だから私はいくらでも話すから

実な謝罪がないのなら 1 億円でも受け取らない。」この

私に機会を与えてほしい。」

言葉にこそ、「日韓合意」の問題の本質があります。

「慰安婦」問題の解決の第一歩は、被害者の声に真

すなわち 2015 年の日韓合意は、加害国である日本

摯に耳を傾けることから始まるのではないでしょうか。日本

が加害事実を明確に認めず、公式の謝罪と賠償、さらに

政府は被害者の声を無視しただけでなく、加害の歴史を

真相究明と再発防止の約束がされていないということです。

もみ消そうとしているのです。今日、わたしたちは誰の声を

そして被害者たちを飛び越して、合意なるものがなされた

聴くのでしょうか。けして日本政府の見解、メディアの発表

ことの問題と欺瞞があります。被害者が納得する形での

に惑わされず、しっかりと自分の耳と目で真実を見極め、

解決でしか、この問題の終わり（ゴール）はありません。

何をどうすればいいかを考えたいと思うのです。それが未来

ましてや加害国が一方的に「終わり」を宣言しても、それ

を拓き、問題の解決につながる道すじになるはずです。

ナビ基金のお願い

ナビ基金とは戦時性暴力被害女性、性搾取被害女性を支援する基金です。

「慰安婦」被害者、金福童さん、吉元玉さんによって呼びかけられました。202１年度もよろしくお願いいたします。
募金期間：2021 年 4 月～2022 年 2 月
郵便振替（青色の払込票をお使いください）口座番号：02730－7－8339
加入者名：日本基督教団北海教区会計
・通信欄に「ナビ基金」と明記し、他の募金と合わせるのはご遠慮ください。
・領収書が必要な場合は、領収書必要とお書きください。
・ご依頼人の欄に、個人名の他、教会名、団体名も明記ください。
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北海教区めぐみ市場お届け便プロジェクトチーム

第2弾

めぐみ市場お届け便報告
めぐみ市場お届け便第２弾を終えて

齋藤 開

この取り組みは、小西陽祐教区幹事と今多正行財務部委員長の立ち話から始まりました。「コロナの状況の中で、各
教会はバザーができず、財政に影響が出ているのではないか」「カタログを用いたバザーで、販売品を届けあい、さら
に交流を図ることができないだろうか」という思いを実現しようと、有志が立ち上がりプロジェクトチームになりました。
まずはカタログを作成し、みんながワクワクするような、楽しい取り組みとなるよう願い、話し合いを進めました。この企
画が成功するか不安もありましたが、たとえ、小さな取り組みになってしまったとしても、「まず、やってみよう」という思い
をメンバーで共有しました。
2021年3月10日「ミート（310）」の日を設定し（310を「ミート」と発音。MEET：英語で「出会いの意味」。MEAT：「お肉」と
いう意味も）、第１弾が行われ、8月30日「バザー（830）」の日として第2弾を行いました。各教会から直接商品を発送す
るところもありましたが、お届け便ドライバー（有志）による配送で、交流をしながら商品を届けることができました。第1弾
は旭川〜名寄〜置戸〜札幌〜余市を中心としたルートでした。第2弾では、第1弾に参加できなかった教会も参加して
くださいました。販売品については売り切れとなった商品もありました。大きな盛り上がりとまではいきませんが、皆さん
が楽しそうにカタログを見つめ、発送したり、届けたりする姿が目に浮かびます。
コロナの状況で、教会の危機感や不安はそれぞれにあると思います。それでも、自分たちだけのことではなくて、この
ような状況だからこそ、互いのことを覚え合い、支え合うことのできる機会として、この取り組みに意味があったのであれ
ば主催者として嬉しいことです。

参加者の声
● いのちの園
これまで続けてきた教会への訪問やバザー出店の機
会が減ったことの「コロナ禍による残念」を埋めても
らって感謝しています。新しい関わりもありました。で
も正直、直接お会いしたい気持ちは強くなるばかりで
す。
● 渡島福島教会・江差伝道所
・沢山のステキな物で繋がる喜びに心もお腹も一杯
です（石橋）
・美馬牛のポストカードがステキでした（河合）
・梅シロップとジャムが美味しかった（渋谷）
・讃美歌カバーがとても良かった（大屋敷）
・おけクラフトがとても良く、気に入った（石田）
・本物は良い（酢・ハチミツを買った山岸）
● 札幌北部教会
・「中標津のチーズは定期的に買いたいから嬉しい」
・「カタログ見ているだけで、楽しい。初めて、栗山教会の
酢買ってみよう」
・他の人に届いた商品を見て、「あら、それいいわね、私も
欲しいわ。次の時買おう」
・「自分用に、家族用に、こども用に、孫用に、色々買えて
楽しいわ」

● 真駒内教会
・京都の玉姫酢はホントに爽やかな美味しいお酢で
す。このコロナの影響で、お店を畳んでしまいもう手
に入らないとガッカリしていた所て、めぐみ市場でた
またま扱って居たのでほ〜んとに嬉しいです^ - ^最
後の味わいにらなるかもしれないので、大事に頂き
ます。
・とても手触りが良くて使いやすいです。気持ちよくお
料理ができます。また購入してプレゼントにしたいと
思いました。以上です。よろしくお願いします。
・中標津ゴーダチーズと道北センターの蜂蜜は我が
家には欠かせません。年頭修養会や教区総会が
無くて購入に機会がなくて困っていました。めぐみ
市場で教会の仲間と購入できてよかった。礼拝が
在宅礼拝となったので牧師が自宅に届けてくれた
のも嬉しかった。

走行距離ランキング（第2弾）

売れ筋ランキング（お届け便対象商品）
１位 万能あごだし（新発寒） 5位 ウメシロップ（いのちの園）
2位 美瑛の四季ポストカード
（美馬牛福音）
○その他人気商品
一般絵はがき４枚入り
トマトソース、はちみつ3種
（千歳栄光）
(道北センター)
3位 白花豆（置戸）
ストロベリージャム
4位 ミニトマトピクルス
（いのちの園）
（いのちの園）

1位
2位
3位
4位

板谷良彦
韓 守賢
石田 歩
齋藤 開

400km
296km
245km
148km
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北海教区ᴾ
各地区の働きᴾ


興部伝道所
伊藤 大道

 

伴う礼拝をささげることができました。



★旭川伝道圏（旭川六条・旭川豊岡・旭川星光・



美馬牛福音・留萌宮園）では「講壇交換礼拝」を
何回かに分けて、オンラインと人の移動を併用し

★道北地区では現在、次年度開催予定の「北海教

て開催しました。また、旭川市内三教会の教会学

区第69回年頭修養会」の準備を進めております。

校をオンラインで結んでの「CSオンライン合同礼

別ページにて案内がありますのでご覧下さい。

拝」を毎月第4土曜日に実施しています。これまで

★また12月4日(土)には、地区牧師会とリングの会

に2回、開催されました。

（信徒活動）の共催で、「ZOOMお茶会」が企画

★道北クリスチャンセンターでは昨年末、藤吉求

されています。「議題も講演もなし､互いにあいさ

理子主事の在宅時に水道凍結が起こり、4日間復旧

つを交わし､近況を話し､雑談しましょう。」とい

できないということがありました。そのため、年

う も の で、信 徒 ど う し の 交 流 と 同 時 に 気 軽 に

内に水道の凍結防止と寝室の断熱工事をすること

ZOOMを体験・練習できる場になればと期待してい

になりました。全国の支援者に募金を募り、工事

ます。

は10月20日に完了しました。皆様のお支えに心か

★名寄伝道

ら感謝します。

圏（名 寄・興

★28年間名寄を拠点に働かれ、道北地区、特に名

部・士 別・和

寄伝道圏形成の歴史に深い関わりのある、フロイ

寒）では11月

ド・ハウレット宣教師の自伝「教会教を越えて」

7日 ( 日 ) に

の日本語訳が発行されました。約300頁、1冊1800

「名 寄 伝 道

円(税別)です。道北センターにお問い合わせ下さ

圏聖徒の日

い。北海道キリスト教書店にも置いています。

合 同 礼 拝」



を行いまし



た。毎 年、
一か所に集



新得教会
西間木 公孝

まって行わ

れてきたも

道東地区においても新型コロナウイルスの感染

の で す が、

拡大により地区の活動を行うことができませんで

今回は名寄教会を会場とし、名寄に集まることの

した。8月27日から9月30日まで出された2021年度2

できない教会とはオンライン中継を行いました。

回目の緊急事態宣言を受けて、「道東地区報」号

新型コロナが始まって以来、久しぶりに人の移動を

外を発行し、地区内の教会・伝道所の緊急事態宣

－ 28 －

言への対応ならびに近況を記し、共に覚えて、祈
り、支え合いました。例年、9月に行っていた地区
交換講壇は6月末の地区委員会で中止を決定。2年

ᴾ

琴似中央通教会
秋山千四郎

続けての地区交換講壇の中止でした。

 そんな中でも9月5日と11月7日に地区委員会を帯

 この時期、例年では「信徒大会」「地区内礼拝交

広教会に集まって開催し、地区の課題を話し合うこ

流」「地区間交換講壇」等、豊かなみのりの秋の諸

とができました。また教師会も9月28日と11月9日

行事が開催されていますが、コロナ禍のため今年も

にオンラインで行い、各教会・伝道所の近況報告や
地区の課題について話し合うことができました。
 2月6日は「道東地区サンデー」です。地区内の教
会・伝道所から「祈りの課題」を出していただき、各教
会・伝道所の主日礼拝でそれらを覚えて祈ります。道東

昨年に引き続きいずれも休会となりました。
しかしそのような中、月日に月寒教会をメイ
ン会場にして、札幌地区社会問題学習会「さっぽろ
戦跡を追うツアー」が開催されたことは大きな恵み
でした。かつて「北の大本営」と呼ばれた旧日本軍
北部軍事司令部が置かれた月寒の戦跡を巡るフィー

地区サンデーのための準備を今しています。

ルドワークを、「札幌郷土を掘る会」のご協力のも

 また3月21日に道東地区定期総会を行う予定で

とに行うことができました。新しい試みとして=220

す。みんなで集まって行うか、集まって行うのとオ

を利用した中継で参加することもできました。また

ンラインで参加するのの両方を用いたハイブリッド

その後、献堂したばかりの月寒教会の見学会という

で行うか、この2年行ったように書面で開催する

嬉しいオマケも付いており、充実した学びと交わり

か、感染症の状況を見ながら準備を進めています。

の時でした。参加者は名。


地区の教会・伝道所が一堂に会して集まることがで
き な い 中、約2ヶ 月 ごと に 発 行 され る「道 東地 区

報」によって、各教会・伝道所の交わりを持ってい
ます。
 道東地区内の教会・伝道所の主な近況を記しま
す。北見望ヶ丘教会は11月末に新会堂が完成し、
引っ越しを行います。これまで幼稚園ホールでの礼
拝で、何かと大変でしたが、クリスマスを前に新会
堂で礼拝ができることを喜んでいます。置戸教会は
新会堂建設の準備を進めています。年内に新会堂建
設のための臨時総会を開催し、本格的に会堂建設に
入ります。また荒谷陽子教師が秋の教師試験（正教
師）に合格しました。釧路教会は10月17日に原和
人教区総会議長の司式により牧師就任式と教会合併

つきさっぷ郷土資料館（旧北部軍司令官官邸）

昨年のクリスマスは、多くの教会で諸集会の中
止、または規模の縮小を余儀なくされた札幌地区の
諸教会ですが、今年は状況を見つつ、細心の注意を
払いつつ、再開できることでしょう。また昨年は中
止となった札幌地区新年礼拝（）を、=220を用
いて開催すべく現在準備中です。

式を執り行いました。コロナ禍にあって、残念なが
ら、感染防止の点から釧路教会以外の方の出席がで
きませんでした。中標津伝道所は今年30周年を迎
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美唄教会
木村 拓己

えました。先日、『信徒の友』の取材を受けまし
た。中標津伝道所の近況を全国の方々に知っていた
だく機会になりました。
コロナ禍で大変な中ですが、道東地区の教会・
伝道所を祈りに覚えていただけたらうれしいです。

 11月14日（日）地区と岩見沢教会との共催で講演
会を開催しました。講師は金井創さん（沖縄教区佐
敷教会牧師）、講演題は「沖縄はまた捨て石にされ
るのか」でした。ZOOMを用いたオンライン開催と
－ 29 －

し、金井さんも沖縄からお話しくださいました。
 各教会がそれぞれ会場となって参加し、また他地区
の方にも参加いただくことができたのは良かったと思い
ます。講師含め、合計54名の参加がありました。

また現在地区委員会では、「地区負担金の算定方
式の見直し」を議題として扱っています。地区委員
会のもとに設置された「地区負担金見直しのための作
業委員会（仮）」の答申を受けて、審議を進めています。
ちなみに（仮）と書いてあるのは、地区委員会で
の設置時に、うっかり名称を確認することなく審議
を終えてしまったためです。名称も含めて承認され
たと理解していますが、なんとな〜く（仮）をつけ
たまま答申を出し、そのまま働きを終えることとな
りました・・。

「園に暮らす人たちは人生を共に歩む仲間であるこ
と。仲間の人たちは言葉はうまく伝えられないけれ
ど、いつも笑顔で心を開いていてくれる。笑顔に心の
形が表れる。目に見えない、聞こえない言葉のうちに
こそ、私たちが大切にしなければならないものがある。
また、祈りは言葉を超えて心をつなげることができ
る。笑顔は、みんなが笑顔で入れるようにという、悲

2022年2月の第4回地区委員会で再度審議し、承認

しみや苦しみの中にいる人への祈りでもある。祈りは

されれば2022年度の負担金に反映される見通しです。

希望であり、お互いの命のいとしさを感じるとき、心

島松伝道所

千歳栄光教会
伊藤周子
「笑顔のうちにあるもの」（信徒大会報告）９月23日
2021年度苫小牧地区（8教会）の「信徒大会」は、オ

と心はつながる・・・・」うまくまとめられないので
すが、人と人が心を開いてつながることの大切さを考
えさせられるメッセージでした。
特に心に残ったのは、「おいのりのうた」。「心の

お祈りがあります。それは、心で見て心に聞こえるお
祈りです。いつもすべてに笑顔があふれるように願う
お祈りです」という素敵な歌でした。覚えて歌いたい
と思いました。

ンラインで合同礼拝とし、滋賀県にある、知能に重い

最後には、各教会から「止揚学園」へのメッセー

障がいをもつ人たちの施設「止揚学園」の園長福井

ジ、教会の近況報告などの時間もあり、久しぶりに、

生さんのメッセージを聞くことができました。止揚

地区の教会の仲間が画面越しに顔を合わせました。

学園とは、４３年前に苫小牧地区の 伝道集会に、当

「あ、あ の人 も い た。」「彼 女 ひさ し ぶ り！元 気 そ

時の園長だった福井達雨さんをお迎えしたことから始

う！」コロナ禍で、お互いの教会を行き来することも

まります。「ためにではなく、ともに」というメッ

なくなっていたので、顔を見て、声が聞けたことがう

セージに大変励まされ、「ともにある生き方」が地区

れしく、地区のつながりを感じることができた一日と

の大切な活動の柱となっていったそうです。

なりました。
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余市教会
西岡知洋

9月19日。しかしながら、「集まって顔と顔を合わせて」
の開催が難しいため、オンラインに挑戦しました。それぞ
れの暮らしや教区の集会・会議においてはオンラインが
広まりつつあるものの、後志地区の一人ひとりにとっては
未知の部分が大きいと感じていました。そこで、「礼拝を
する・講演を聞く」といったハードルが高く感じることは今
－ 30 －

回は横に置き、とにかく「やってみる」ことをテーマにしま

が必要なことがわかりました。多額の見積もりに教会

した。画面越しにでも顔と顔を合わせて再会を喜ぶ。「な

員一同、悩みつつ主を見上げています。お祈り下さい。

んだか、やってみて良かったね」という経験を積み重ね

渡島福島教会：床下の柱の腐れにより礼拝堂の床

て、次につなげる機会としたいと考えました。当日は、諸

が抜けて危険な状況でした。11月より改修工事をし

教会の近況を聞きあい、一人ずつ画面の前で簡単な自

ています。クリスマスには、歪みやブレのない新しい床

己紹介もして無事に終えることができました。

でページェント礼拝が出来る事を楽しみにしています。

コロナ禍にあって、諸教会は礼拝を守っています。手

利別教会：今年も自粛した教会活動となっていま

宮教会は浅野純牧師、籠場公郎牧師の応援をいただき

す。けれども、ワクチン接種が進むことで、礼拝は

ながら礼拝を守っています。感謝いたします。手宮教会

継続されています。行事は、特に教会バザーはこの

のお一人おひとりと代務者である平宏史牧師の健康とそ

地域ではどうしても外せないものなので、子どもの

の歩みが祝されますようにお祈りいたします。

教会バザー、そしてミニ教会バザー3週行い、今年

北星余市高校は旧校舎が耐震性の問題で解体され

の収穫感謝と結実の喜びを共有することができました。

ました。すっかり風景が変わってしまい私（＝西

七飯教会：創立26周年を迎え、10月17日、記念の礼

岡）も卒業生の一人として寂しさを抱かざるを得ま

拝をお献げした。また同3日、召天者記念礼拝、墓前礼

せん。環境が大きく変わった中で北星祭が月日

拝、31日、宗教改革記念礼拝を守った。11月に入り、祈

土 ～日 日 にかけて行われました。学校生活に

りを深めてクリスマスへの備えの時を過ごしている。

も多くの制限がある中で、仲間たちが良い学びと出会

函館教会：こどもの教会の出席者ゼロが続いてい

いを重ねて歩んでいくことができますように。宗教主任で

るが、近況の通信や行事案内（収穫感謝野外礼拝、

ある塩見耕一牧師の後任を探しています。宗教主任の

クリスマス礼拝等）を継続している。昨年に引き続

存在はキリスト教の精神に立っての教育活動には不可欠

き、クリスマス用伝道トラクトを作成した。雨漏り

な存在です。お祈りください。

による天井・壁の傷みが激しく、会堂屋根の改修工事

をしている。
函館千歳教会：教会創立120周年を迎え、8月22日
に記念礼拝を実施した。近日中に記念誌を発行すべ
く準備中。受洗志願者が与えられ、クリスマス礼拝
で洗礼式を執行できるよう準備している。
八雲教会：渡辺兵衛牧師は十年間のつとめを終え
て辞任し、後任に反町潤平牧師の招聘が決まりまし
た。幼稚園々長の就任も決定し、八雲の地に新しい
風が吹き込んで、主の御業が進められることに、胸
旧校舎が解体された北星余市高校。コロナ禍にあっ
ても「仲間・友情・団結」が育まれますように。

をふくらませています。
遺愛女子中学・高校：コロナ禍で迎える二度目の
クリスマス。二年ぶりに全校のハレルヤコーラスに
取り組むことになり、生徒の歌声が校内に響く待降
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函館千歳教会

節となりそうだ。対外向けキャロリングや市民向け

柴田もゆる

の集いは見送られるが、御子の誕生を喜ぶ心が生徒
たちに広まるよう祈っている。


 道南地区はコロナの影響下にあって、地区活動は
休止状態なので、各教会・伝道所の短信を提出して
いただき、それを地区報告とします。
江差伝道所：雨漏りがして調べてみると、屋根の
トタンが錆びて穴が開き、屋根全体の葺き替え工事
－ 31 －

花
～すすき、かるかや、おみなえし～
しみず

こ う こ

清水 幸子（月寒教会員）
「はい、おかあちゃん
に。」野原で母と一緒
にたんぽぽを摘んだ
わたしは、その中の１
輪をあげると母は大
喜びでちいちゃなネ
ックレスを作ってく
▲清水幸子さん
れた。
４歳まで歩けなかったわたしを背負って、母は各病院
を回り歩き、泣くにも泣けなかったという。幸い、近所
のおばさまたちの勧めと支えで母は寒修行を決心し、極
寒の稚内の町を一軒、一軒巡り歩いた。私を背負い、鈴
を鳴らし、ご詠歌を歌い１ヶ月間。母は 23 歳だった。そ
の後も病弱なわたしは真綿の首輪とマスクをし、時々母
の背におんぶさってようやく小学校 1 年を終えた。小学
校 2 年の冬の下校途中、雪路で 1 本のカラ松を見つけて
ひろった。母に渡すと大喜びで「幸子、これでもう正月
が出来たようなもんだね。
」って、母の得意の二種生けが
完成した。その後、北見市（前野付牛町）へ転校したが、
わたしの病気は大分よくなったらしい。あの美しい町、
北見の学校。広々とした校庭に大きなドングリの木があ
り、足元には雑草に紛れてスズランやハッカがちらほら
咲いていた。また登下校の道端にも。ある時、大木の下
をくぐりスズランを摘んで教卓に飾った。たしか大分、
遅刻をしたはずだったが、どうしてか担任は叱らなかっ
た。たぶん転校生だから大目に見てくださったらしい。
女学校に入ると、広い日本間のお作法室に正座し、お
花の一種生けが始まった。これは花というより、葉欄 (は
らん)で葉っぱばかり。足がだんだん、しびれてくる。た
またま前の級友の黒い靴下から黄色のめんこい大豆のよ
うな親指、小指が覗いていた。わたしはクスクス笑って
しまい、先生から大目玉を頂いてしまった。廊下に立た
されたんですよ。
結婚後、夫の転任で八戸市に移り住み、羽仁もと子先
生ゆかりの朔町（ついたちまち）教会に行った。転任が
2～3 年おきのわたしたちは、今
度の教会でなにが出来るのか楽
しみにしていた。まず花を活けさ
せていただいたが、若い牧師夫妻
は大いに喜んでくださり「教会に
花が活けられたのは初めてで
す。
」と言われた。
「開拓」伝道 3
年目で、数人の礼拝参加者。パウ
ロ大好きな牧師だった。
月寒教会創立 70 周年記念礼拝。ジャンボサンドイッチの教会を CS
の子どもたちとつくりました。チーズの十字架、食パン 10 本、イチ
ゴジャムの屋根、きゅうりの柱、パセリの木、玄関のΑΩは黒羊羹。

－ 32 －

さて、何回目かの転任歩きの最後は、つきさっぷ教会。
創立 22 年頃だったと思う。花はいつも定家テツさんが
受け持ち、講壇の新鮮な花がわたしたちを迎えてくれた。
ある日、テツさんが言うには「わたしのあとは、あなた
が活けてくださる？そうそう、終の日の柩の花輪もねぇ。
教会の花は絶やさないでね。」その時、嬉しさで震えてし
まったがその後、礼拝部長の若杉啓子さんに教わりなが
ら、少しづつ活けることに。教会員は各部署で生き生き
と活動していた。
ＣＳの奉仕もさせていただいた。厚真でのキャンプは、
出エジプトを体で学ぶ生活キャンプだった。２日目の池
の周りを歩くプログラムで、子どもたちと共に歩いたも
のの、鬱蒼(うっそう)たる草藪(やぶ)は背丈以上。前の人
が見えないくらい、その上、虫がいっぱいいる。ふと、
いつもの子どもたちの声がハタと止み、戻ってみたとこ
ろ、大きなフキの葉で二束ほど野花を包んでいる。
「バッ
チャン、今日のキャンプに来れなかった友達に、花束の
おみやげを持って行くのさ。」と叫んでいる。
「風邪の友
達と虫さされに弱い友達の分なの。」と言う。
「たいした
もんねぇ。
」わたしは感動した。その頃から、わたしは花
を講壇に活けるのは、旧約聖書に記されてあるように小
羊を祭壇に捧げるということと同じではないかと思うよ
うになった。身勝手かもしれないが、そう思うと花をい
ただく時も摘む時も活ける時も、祈らざるを得ない。
「神
様も人も、どうぞ喜んでいただけますように」って。
先日、ひさびさに礼拝部から「永眠者記念礼拝に花を
活けてください」と声がかかり、
「はい、すすき、かるか
や、おみなえし」と口づさんだ。真っ白の鉄砲百合だけ
は注文して、あとはご近所さんが「礼拝に活けてね」と
花を持ってきてくださっていた。はたしてデッサンどお
り活けられるかしら。永眠者記念礼拝の前夜は嬉しかっ
た。礼拝部の島田久美子さん、庄司睦さん、武田英子さ
んが水汲みや白百合を買いに何軒も回ってくださり、夜
も９時近くにやっと帰ってきた。受付、マイク調整、オ
ルガン奏楽の総仕上げ、看板を書
く方。永眠者記念礼拝の諸準備は
ゴ
ッ
ホ
全てＯＫ。なぜかわたしは足腰の
の
痛みも忘れ、夢中になって活け込
絵
んでいた。
「神様、本当にありがと ひ の
如
うございます。
」と祈りながら。今 ま き
わ
わたしは 93 才。これからも生涯、 り
講
花と共に生きたいと思う。明日は 壇
に
きっと晴れ！
ご近所の農家さんから、いただいたひまわりの花を、新発寒教会
天上の友記念礼拝にささげました。ひまわりは太陽に向く花です。
ゴッホはひまわりを弟子に太陽を神になぞらえ、ひまわりの絵は
ゴッホ自身の信仰を描いたと言われています。

Divan のミホミサン

-ミホミサンは、ブヌン語で平安と感謝を意味する言葉です札幌からありがとう！
台湾基督長老教会宣教師 ディヴァン・スクルマン

ア イ ヌ 語 公 用 語
台湾から北海道に来て 16 年になり、日本語を聞き、
話せるようになりました。私の友人マシューさん
（マレーシアからきて、日本バプテスト連盟釧路キ
リスト教会に宣教師として就任）。昨年 5 月に彼は就
任した後、アイヌ語を学び始め、11 月にアイヌ語弁
論大会に参加しました。今年の３月に彼からアイヌ
語の勉強会があり、興味ありますかとの電話があり
ました。アイヌ語の勉強会の時間は毎週火曜日夜 9
時 30 分から１１時まで、オンラインで行います。無
料です。私は答えました「私はアイヌ語を話せませ
ん、参加できますか？」。彼は言った。「参加者のほ
とんどは初心者です。ご心配しないでください。あ
なたはできると思います」。私は「参加してみましょ
う」と言いました。そして３月１６日から毎週火曜
日に私のアイヌ語の勉強が始まりました。
アイヌ語の講師は関根健二さんです。彼は平取町
立二風谷アイヌ文化博物館学芸員です。関根健司さ
んは「アオテアロア・アイヌモシリ交流プログラム
実行委員会」のメンバーと一緒にニュージーランド
のマオリと交流をしました。マオリ語も 1970 年代
には絶滅が確実視されていました。それが現在は、
ニュージーランドの公用語のひとつとして使用され
るまでになりました。関
根建司さんは、この活動
に触発されマオリ語復興
のためにマオリの人たち
が使った方法「テ・アタ
講師の関根健二さん▲
アランギ法」をアイヌ語
復興に応用しています。
「テ・アタアランギ法」とは、読んだり書いたりし
てはダメなんです。初めは分からなくても、アイヌ
語だけを使って、耳で聞きとり、発音を真似しなが
ら勉強するんです。実際はオンラインでやりとりす
ます。例えば橙色に塗った棒を用意して、アイヌ語
で「橙色の棒はいくつありますか? 数えてください。」
私はアイヌ語で数えて答えます。
関根さん：

homane niras hempakpe an? piski yan_ hani.

(橙色の棒はいくつありますか? 数えてください。)
ディヴァン：

e! sinep、tup、rep、inep、asiknep、iwanpe、
arwanpe、tupesanpe、sinepesanpe 、wanpe.
homane niras wanpe oka.
(はい、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10。 橙色の棒は 10 あり

ます。)
そんなことを繰り返しているうちに、色や物の名
前を覚えることから始まって、だんだん語彙が増え
るというわけです。
「テ・アタアランギ法」
1 .他の言語を使わない。(アイヌ語だけを使う)
oya itak somo a=ye yak pirka(aynu itak
patek a=ye kusu ne)
2 .他人の慣習や信仰を尊重する。
mosma kur kor puri a=eoripak yak pirka
3 .人を焦らせない。
iteki mosma kur imontapire yan
4 .自分の番が来た時にだけ話す。
yaykata a=ye hi patek a=ye yak pirka
5.お互いに謙虚であること。(一人ひとりが経
験する様々な感情に共感する)
ukoramuriten=an yak pirka
6.たくさん間違えよう。(間違いを恐れず、自
分の番にはどんどん発言する)
poronno ehosi no a=ye ro
先住民族の権利に関する国際連合宣言第１３条
【歴史、言語、口承伝統など】
１ 先住民族は、自らの歴史、言語、口承伝統、哲学、表
記方法および文学を再活性化し、使用し、発展させ、
そして未来の世代に伝達する権利を有し、ならびに独
自の共同体名、地名、そして人名を選定しかつ保持す
る権利を有する。
２ 国家は、この権利が保護されることを確保するために、
必要な場合には通訳の提供または他の適切な手段に
よって、政治的、法的、行政的な手続きにおいて、先
住民族が理解できかつ理解され得ることを確保する
ために、効果的措置をとる。
2003 年に台湾の「国家言語発展法」が制定された。
台湾の政府は 2018 年 12 月 25 日に、台湾のすべて
の民族の言語を国語として採用しました。
アイヌ語を学ぶとき、
いつも思います。アイ
ヌ語を使えば、アイヌ
語に含まれるいろいろ
な歴史的な意味や言葉
▲オンラインでの勉強会
の意味を理解すること
ができ、アイヌ語に込められている価値観も一緒に
学ぶことが出来るはずです。「アイヌ語公用語」が
成立し、国連宣言 13 条が日本で名実ともに実施され、
一つの国語としてアイヌ語が採用されますようにと
祈ります。
－ 33 －

道北クリスチャンセンター
096-0006 名寄市東 6 南 9-109-3
TEL:01654-2-2095 /FAX:01654-3-8810
Mail: dohokucentre@sky.plala.or.jp

書籍のご案内
『教会教を越えて～ハウレット宣教師が北海道で見つけたもの』
フロイド・ハウレット 著 大倉一郎 訳
発行：
「教会教を越えて」を出版する会

定価 1,800 円（税別）A5 版／300 頁

発売：日本キリスト教団出版局
2021 年 10 月 25 日発行

「ドリーンとわたしが、1951 年に日本に行き、最北の島で
ある北海道の名寄市に赴任した時、わたしたちは、新し
いタイプの教会共同体を目指して働く機会を得た。…こ
こには革新的な活動ができる機会があった。若い日本人
教職者たちや信徒たちと共に働きながら、これまでと違う
信仰共同体を築き上げる試みをした。共同体の外に目を
向ける共同体、つまり教会自身の存在に内向きにならな
い共同体の試みである。」 （序章より）

この試みは、現在も続いています。歴史を知る
ことは、未来を創ることにつながります。多く
の方に読んでいただきたい１冊です。
* * * *

読者のコメント

* * * *

五十嵐紀子さん（名寄教会員）
「最初は厚い本だと思ったけれど、読み始めると止まらなく
なり一気に読みました！」

目 次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第 七章
第八章
第 九章
第十章
第十一章
第十二章
－ 34 －

信仰の旅の長い歩み
戦後の東京
北海道の冒険
北海道の挑戦
地域の働き
教会であることの新しい道
社会的・政治的課題を担う働き
ドリーンの独自の才能
家族のふり返り
信仰の省察
異なる宗教者たちとの対話
信仰への挑戦を続けて

平良愛香さん（川和教会牧師）
「ひと昔まえの北海道の様子も読みごたえがありましたが、
タイトルにも表れているように、
「
『教会』が当たり前だと思
って大切にしてきたこと」や「私たちが『教会』を大切にす
るためにやってきたこと」の中に、実は人を大切にしていな
かった部分があったのではないか･･･といったことにハウレ
ットさんが気づいていく内容が、特に興味深かったです。
」

★ご注文は道北センターまで。

（氏名・住所・連絡先・冊数を FAX かメールでお知らせ
下さい。消費税分割引、送料別途）

※ 5 冊以上購入される場合は送料不要
※ 北海道キリスト教書店 でも販売しています。

クロスを解いて、A～Dを順に並べると、こたえ
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今年も新型コロナで、皆さんとあまり会えなかっ
たね。お子さんたちも、お母さんやお父さんに聞
いて応募してね。今年は西東京教区と兵庫教区に
加え札幌YWCAからもご参加いただきました。 

F

「天に栄光、地に平和」メリークリスマス！

15

B

17

D

19

たて
1 登別温泉などの香り成分    
2 定義では、30度以上の傾斜地や3ｍ以上の高低差
3 日本に初めてキリスト教を伝えた人物
4 物価や相場、物事の価値などが下がること
6 放置できない重大な出来事
8 元AKB渡辺麻友のニックネーム
10 枝豆や落花生など、お酒にあてがう軽いおかず
12 ビール券、図書券、おこめ券、切手など
13 小石に砂の混じったもの    
15 アルペン、クロスカントリー、ジャンプ
17 となりのトトロに出てくる姉妹は、さつきと○○

よこ
1
3
5
7
9
11
13
 
14
16
18
19

原因と結果 〇〇〇関係 〇〇〇応報
過去の罪悪を告白してゆるしを請うこと
変事に備えて、警戒し防備すること
バソリを引く動物
例えば鬼滅の刃の炭次郎の市松模様の着物柄など
スノーマンは雪男でもアイドルでもなく…
オリンピックではメダルの色を決めるのにつ  
ける
神殿や貴人の御殿に用いるすだれ
間違いや過ちなどの責任を取る際につける
シーツや枕カバーなど、綿や麻の布製品
年のこと ハッピーニュー〇〇〇

こたえをハガキか FAX でお送り下さい。 2022年１月１５日（土）消印有効
抽選で以下の賞品が当たります。当選者発表ですが、今年度は年頭修養会が開催されないため、発送を
もって代えさせていただきます。各教会へのメール、)$;または号（年夏）にて当選者一覧を掲載
予定です。お会いできない日々が続きますが、こんな時だからこそ、互いに覚え合う機会になればと思い
ます。賞品提供いただいた方々の歩みもぜひお覚えください。
西東京教区賞：「聖書人物おもしろ図鑑・新約編」3名
兵庫教区賞：「開けてからのお楽しみ」1名
A賞：愛媛県いよかん10kg1名（提供：北海道キリスト教書店）

B賞：手作りマグカップ4名（名寄教会日向恭司牧師作、提供：北海教区事務所）
C賞：パウンドケーキのカットとクッキー詰め合わせ5名（提供：札幌YWCA)
D賞：図書カード2,000円分3名（提供：北海道クリスチャンセンター）
E賞：オリジナルポストカード6名、タオルハンカチ3名（提供：ホレンコ）

〒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：011-757-6271
－ 35 －
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オンライン献金.com
操作も
かんた
ん

！

パソコン・スマートフォンから、
クレジットカードで献金が可能に！

日本基督

教団

世光教会
ほか

導入教会

増加中！

『信徒の友』2021年8月号（7/10発行）・9月号（8/10発行）
東北学院大学様

文 学部

モノクロ1/2頁広告（縦107mm×横150mm） ＊念校PDF

総合人文学科

宗教・神学分野では、牧師や宗教科の教員を
目指す方々のためにキリスト教神学科目が充実しています。

総合型選抜（Ａ日程・Ｂ日程）
Ａ日程：2021年
Ｂ日程：2021年

9月22日（水） より一次面接
11月20日（土） より一次面接

学校推薦型選抜（学業・スポーツ・文化活動・キリスト者等）
試験日：2021年

11月18日（木）

大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）
2022年 1月15日（土）/ 16日（日）
※上記日程は大学入学テストの試験日となります。
※本学独自の個別学力検査は行いません。

一般選抜（前期日程・後期日程）
前期日程： 2022年
後期日程： 2022年

2月 1日（火） 2月 2日（水）
3月 4日（金）

編入学選抜（Ａ日程・Ｂ日程）
Ａ日程：2021年
Ｂ日程：2022年

10月 7日（木）
3月 3日（木）

【新型コロナウイルス感染症の影響により、記載されている内容（選抜の方法・
日程・会場など）に変更があった場合は、大学ホームページでお知らせします。
】

お問合せ先 東北学院大学アドミッションズ・オフィス

〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1
Tel：022-264-6455 / Fax：022-264-6377
E-mail:nyushi@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
仙台市営地下鉄「五橋駅」又は「愛宕橋駅」から徒歩5分
－ 37 －
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２０２１年 今年のクリスマスおすすめ書籍！
クリスマスまで
あとなんにち？

教会教を越えて

書店仲間が企画して出来上
がったおすすめのクリスマス絵本。
アドベントまでの２４のくまの親子
の寝る前のおはなし！暖かいタッ
チの絵と心温まるクリスマスまでの
物語。 プレゼントに最適な一冊

北海道名寄を拠点に 30 年にわ
たって宣教・社会事業に励んだハ
ウレット宣教師の生涯を、多くの
協働者との触れ合いを交えて描
いた自伝。北海道の宣教を知る
うえで欠かせない一冊。

発売：評論社 定価：2,800 円
文：アントニー・シュナイダー
絵：マヤ・ドゥシコウワ

ハウレット宣教師が北海道で
見つけたもの

発売元：教団出版局 定価 1,980
フロイド・ハウレット著 大倉一郎訳

コロナ禍の中、今年もクリスマスカード・アドベントカレンダーなど用意しました。早めのご利用お待ちしております！

キリスト教書はもちろん

一般書のご注文もＯＫ

８０００円以上お買い上げ道内送料サービス！ QR 決済・クレジットカード・図書カード使えます！
ご注文はファックスかメールを御利用下さい。kameoka@jb-shop.com（hp http://www.jb-shop.com）

北海道キリスト教書店
〒060-0807 札幌市北区北７条西６丁目 北海道クリスチャンセンター内
電話 011-737-1721 FAX011-747-5979 営業時間 午前１０時～午後６時(月～土) 日・祝は休業
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「北海教区通信」を初めて手に取った
のは確か小樽に住んでいた中学生のころ。教
区の中高生会やキャンプで知り合った人たち
の言葉や写真を見つけては、その人たちとの
思い出がよみがえり、「元気にしているか
なぁ、また会いたいなぁ」と心が温かくなっ
た。それから「北海教区通信」が届くのが楽
しみになった。ページをめくるたびに、「つ
ながり」と「再会への希望」が与えられる思
いだった。そうこうしている内に原稿執筆の
依頼が来るようになり、「読むだけ」の側か
ら「書く側」にもなった。すると教区の集会
に参加した時、初めてお会いする方から「教
区通信の文章読んだよ。素敵だった」と言葉
をかけてもらうことが増えた。読んでも書い
ても出会いが広がる。不思議な冊子だと思った。
 さて、初めて「北海教区通信」を手に取っ
てから２０年余。巡りめぐって今度は「編
集」する側になった。初めて出席した広報委
員会。教区の連帯を語り合っていた。胸が熱
くなった。どうか、今号を手に取る皆さんに
「つながり」と「再会への希望」があたたか
  に届きますように。 （西岡知洋）    

（北海教区公式サイト）
広報委員

（広報委員会メール）


木村 拓己 （美唄教会・委員長）
西岡 知洋 （余市教会・書記）
亀岡

徹 （島松伝道所・会計）

倉本 真理 （札幌手稲教会）



高橋 雅之 （札幌北光教会）
日向 恭司 （名寄教会）
下村 晃司 （琴似中央通教会）
丸山 澄夫 （無任所）

まんが
塩谷 真澄 （洞爺湖教会）
表紙の絵
枝元 威郎 （十二使徒教会）
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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。
MQJQGFKV"JQMMCKPGVLR
北海教区広報委員会メール 
北海教区公式サイト
JVVRYYYJQMMCKPGVLR

