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探し求められる主
マルコによる福音書五章

節

れないでほしいという意味をこ

「娘よ、あなたの信仰があなた

もうその病気にかからず、元気

めて主イエスを非難するのです。 を救った。安心して行きなさい。

しかし、主イエスはそんな弟

相談しましたが、自分の病が癒

十二年の間、たくさんの医者に

らない女性がいました。彼女は

ここに十二年間も出血が止ま

には、自分が神に選ばれた人々

に注意を与え、またその人自身

いました。この上着は他の人々

のふさのついている上着を着て

ダヤ人は、それぞれの隅に四つ

しかし、なぜそこまで、主イ

ありのまま話しました。

ら進み出てひれ伏し、すべてを

知って恐ろしくなり、震えなが

女は自分の身に起こったことを

すことをやめませんでした。彼

者を見つけようと、辺りを見回

の時、本当に彼女は体だけでな

る力が湧いたことでしょう。こ

しになったことでしょう。生き

をいただければ、どんなに励ま

なの前でこのような温かい言葉

が慕っている主イエスからみん

彼女にしてみれば、多くの人々

に暮らしなさい」と。

されることなく、却って多額の

の仲間であることを思い起こさ

子たちの言葉を受けても触れた

治療代を支払ったために全財産

く、心も癒されたのだと思いま

この主イエスの彼女に語った

エスは触れた者がだれなのかを

確かに彼女は願っていたとお

言葉は、彼女に対して汚らわし

せるためでした。それは敬虔な
その女性が群衆の間をすり抜け、

り、彼女の肉体的な病気・出血

いと偏見の目で見、彼女を切り

を使い果たしてしまいました。
性の子宮出血であろうと考えら

そして触れたのがこの上着のふ

は癒されたわけです。しかし、

捨ててきた人たちの考えを改め

す。

れます。ユダヤ教の律法によれ

さの一つでした。それに触れた

この十二年間受けた彼女の精神

知ろうとされたのでしょうか。

ば、この病気は祭儀的に汚れた

瞬間、彼女は癒されました。
主イエスは自分の内から力が

傷は彼女の心に大きく残ってい

人々から疎外され、差別された

的な傷はまだ癒されていません。 るきっかけになったのではない

下）とされていました。したがっ

出て行ったことに気づき、群衆

るのです。その傷を癒すために、 でも起こっています。東京電力

でしょうか。

て彼女はいかなる宗教行事にも

の中で振り返り「わたしの服に

また人々の彼女に対する偏見を

けたのです。

非難されようとも彼女を探し続

消すために、主イエスは弟子に

くな」といった悪口などのいじ

して「放射能がうつるから近づ

県内外に避難した児童生徒に対

福島第一原発事故で福島県から

この彼女のようなことは現代

参加できず、重い皮膚病患者と

触れたのはだれか」と問いかけ
しかし、主イエスのまわりの
状況はというと、今にも群衆が

知ります。本来ならば、群衆の

なたに押し迫っているのがお分

ですから弟子たちは「群衆があ

在に変わりました。そして、人々

主イエスによって求められる存

いかなければならないと思いま

して真実を見極める力を養って

私たちは聖書の御言葉をとお

ることを願った彼女が、今度は、 ていました。

めがあったことがニュースになっ
中に紛れ込むことも、人に触れ

かりでしょう。それなのに、

が見向きもしなかった彼女を主

最初、主イエスを求め癒され

ることも、律法によって禁止さ

『だれがわたしに触れたのか』

主イエスに押し迫る状況でした。

れていましたが、彼女はひそか

人一人を大切にする平和な世界

す。その真実を見極める力が一

から主イエスは彼女に励ましの

イエスが探し求められた時、心
弟子たちは誰が服に触れたの
かそんな些細なことに気をとら

に繋がるのです。

とおっしゃるのですか」と。
決めます。
イエスの時代には、敬虔なユ

言葉を述べました。

にイエスに触れてみようと心に

そんなある日イエスのことを

を送っていました。

彼女は孤独と病気に苦しむ日々

疎外されていました。ですから、 られました。

同様に、ユダヤ人の共同体から

汚れる（レビ記十五章二五節以

ものであり、彼女に触れる者も

ユダヤ人の記章でありました。

鎌田 在弥

あ りや

34

この女性の病気はおそらく慢

愛知守山教会牧師

25

る」（宣教実施目標前文）こと

て主にある一致と交わりを求め

体による助け合いと研修によっ

区は、福音伝道を使命とし、全

つ、これに仕える」。また「教

伝道所の伝統と歩みを尊重しつ

キリストの体である各個教会・

員会、各地区の働きを進め、主

び教規の上に立ち、各部、各委

基礎である信仰告白と教憲およ

して、「日本基督教団の共同の

教をになう地域的教会共同体と

中部教区は日本基督教団の宣

教師に任じられました。

（南山教会）が准允を受けて補

氏（名古屋中央）、本間優太氏

領して正教師に、また大森照輝

季氏（敦賀教会）が按手礼を受

名でした。この総会では有岡史

出席正議員は二〇一名中一八三

五月二十三日～二十四日、名

ることとなりました。しかし、

教区をあげて互助体制を維持す

伝道献金に加わっていただき、

り、第二種教会・伝道所も助合

勢低下が進み、二〇一四年度よ

都市部における第一種教会の教

は、第一種教会が、第二種教会・

下の傾向が続いています。以前

や教会学校生徒の減少、財政低

社会に先駆けて進み、礼拝出席

かし、少子高齢化という課題が

謝儀援助と伝道費援助です。し

した。中でも互助制度の中心は

の教会・伝道所を支援してきま

ど）を充実させることで一〇四

赴任費援助、伝道活動援助費な

中部教区は、互助体制（謝儀

の課題として覚えて頂ければ幸

の要点を報告いたします。祈り

保の道を開き、互助体制を支え

ことによって、あらたな財源確

信徒による自主献金を提案する

ります。そこで今総会において

よる互助会への献金も限界があ

る状態にありませんし、教師に

で、新規に申請を受け付ける余

援助を受けている教会で手一杯

費援助を圧迫していることがわ

儀援助額の申請が増えて、伝道

会・伝道所）となりました。謝

費援助約五五〇万円（二十六教

円（十一教会・伝道所）、伝道

道所）でした。しかし、二〇一

額約六百万円（二十七教会・伝

一教会・伝道所）、伝道費援助

度は謝儀援助額約八百万円（十

数字をあげますが、二〇一六年

援助の互助申請が一般的です。

有し、謝儀援助ではなく伝道費

会・伝道所の多くは付属施設を

増えています。北陸の第二種教

二種教会・伝道所の数がさらに

いに関わらず、イエスを主と告

は、『洗礼を受けている、いな

てきました。その結果、「今後

堀川伝道所役員会と協議を重ね

り常置委員会は島教師と名古屋

した。以降、足かけ五年にわた

総会議事録）との発言がありま

への陪餐を行っている」（教区

る方はどなたでもどうぞ』と、

関わらず、イエスを主と告白す

増加することが考えられますが、 『洗礼を受けている、いないに

かります。こうした傾向は今後

白している方はどなたでもどう

地がほとんどない状態なのです。 伝道所の方針に従って未受洗者

援助、教師退職一時金掛金援助、 七年度は謝儀援助額約八五〇万

援助、伝道費援助、聖礼典執行

る議案を提出いたしました。議

伝道所をささえる方式でしたが、 教会負担金はこれ以上増額でき

回中部教区総会が行われました。 いです。

古屋中央教会において第六十七

財政低下はとどまらず、謝儀援

場での審議の結果、「教師の生

聖餐式をしないが、配餐の時に

聖餐をしている。年に三回しか

の時に「わたしも実はオープン

答中、島しづ子教師より、配餐

岡本知之教団問安使との質疑応

第六十二回教区総会において、

言したことです。二〇一二年の

陪餐発言問題について終結を宣

とは、島しづ子教師の未受洗者

今総会でもうひとつ重要なこ

たく願います。

さり、ぜひ献金に加わって頂き

りますので、趣旨をご理解くだ

た。このお願いを別頁にしてお

と名称を修正して可決されまし

教区互助制度を支える自主献金」

活を支える自主献金」は「中部

感謝でした。

を確認する機会を持てたことは

助体制維持のために、このこと

ために、信頼関係にもとづく互

めの一致協力した歩みを続ける

中部教区において福音伝道のた

めて確認いたしました。今後も

部教区形成の要であることを改

受洗者にのみ行う」ことが、中

て「未受洗者への配餐は行わず、

ました。議場での質疑応答をへ

び、教団、各教区に送付いたし

末、中部教区諸教会・伝道所及

としてまとめ、二〇一七年三月

者陪餐発言問題に関する小括」

における島しづ子教師の未受洗

れまでの経緯を「中部教区総会

結を願いましたがかなわず、こ

常置委員会は合意文書による終

議を添えた回答を頂きました。

餐式を執り行」うとの役員会決

日本基督教団の式文に則って聖

ぞ』という呼びかけは行わず、

第六十七回

を目的としています。以下、今

助、伝道費援助を申請される第

教 区総 会議長

横山良樹

中部教区総会を終えて

総会期の課題と審議されたこと
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中部教区のお働きと教区からの応援に心から感
謝いたします。わたしたち輪島教会は、教区内の
最北端で遠隔の地にあり、本当に小さな教会です
が、教区、石川地区や能登圏という交わりに支え
られて、伝道と教会形成に励んでくることができ
ました。特に伝道集会の企画と実行は輪島教会が
いつも大事にしてきたことで、教区からの伝道活
動援助費のお支えをいただき、秋の特別伝道集会
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2017年8月13日

活かされています
伝道活動援助費
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クワイアによるクリスマス・コンサートを開きま

とクリスマスの諸集会のための市内広告や集会そ
のものの費用に用いさせていただいてきました。
輪島市全域であれば広い範囲になりますが、そ
の全域に、新聞に折り込みの広告を出します。市
民はこの広告は隈なくご覧になるそうで、集会に
参加なさることはなくても、よく目に触れていると思い
ます。これまでも、特に２枚の写真にあるような音楽の

した。百名を超える来会があり、本当によく準備
された演奏と共に、クリスマスの喜びを大勢で分
かち合うことができました。
特別伝道礼拝を行う際も、神学教師や地域に明
るいよい講師をいつも迎えることができ、その方々
のお名前を広告で知るなどして、期待や親しみをもって
来会される方もあります。即座に求道、あるいは受洗の

集会には、大勢の来会がありました。夜に教会堂で行っ
た際にも６０名弱の来会があり、初めて教会堂に入った
という方々もあって、喜ばしいことでした。出演してく
れたヴォーカル・グループの皆さん
が礼拝式次第に準じて演奏プログラ
ムを構成してくださるなどの協力も

志が起こされることはなくても、キリスト教と教会が認
知されること、それが続くことが第一と思い、伝道活動
に励んできました。教会の大事なリードオルガンの調律
のために用いさせていただいたこともあ
ります。
こうした働きも、教区からの伝道活動

あり、来会者に主にあるよい集会を
お届けできたと思います。
昨年度は、会場設営の都合上別の
会場をお借りして、ミッションスクー
ルである北陸学院高校のハンドベル

援助費がなければ、輪島教会にとっては
難しいと思います。主なる神と、教区の
諸教会からの祈りと具体的なお支えに、
自分たち自身の日々の活動の度毎に、深
く感謝しています。

牧師 滝瀬 一

中部教区互助制度を支える自主献金のお願い
中部教区互助制度の中心である教師を支える謝儀援
助は、教区総会における信徒議員からの「教区諸教会・
伝道所は、伝道の最前線にある教師を支えなければな
らない」という趣旨の発言により開始されました。し
かし、近年、教会・伝道所の教勢低下、財政低下が著
しく、謝儀援助申請は増加する傾向にありますが、こ
れに対して十分にお応えできなくなっています。2014
年度からは第二種教会・伝道所も助合伝道献金に加わ
り、教区内すべての教会・伝道所が同じ計算方式によ
る算出基準となりましたが、やはり増加する申請に対
して、十分にお応えできない状況は改善されておりま
せん。現状ではこれ以上、教会に助合伝道献金の増額
を求めることは困難であり、常置委員会で審議した結
果、2017年度、第67回中部教区総会に議案「教師の生
活を支える自主献金」が上程され、「中部教区互助制
度を支える自主献金」と名称が修正された上、可決に
至りました。
この自主献金は、信徒による献金で、次年度の助合伝
道会計予算の収入増によって、少しでも教師の生活を
支えることを目的とするものです。教区より、各教会・

伝道所に献金要項と献金袋が送付されましたので、ぜ
ひとも趣旨をご理解くださり、教区内諸教会・伝道所
の皆さまが祈って献金をおささげくださいますようお
願いいたします。以下は、自主献金の要項です。
記
１．献金名称 「中部教区互助制度を支える自主献金」
２．2017年度献金目標額 100万円
３．献金日 2017年９月３日（日）（振起日）を機会
に献金をお願いします。
４．献金方法
送付された献金袋をお用いくださり、教会・伝道所
ごとに献金をまとめて、郵便振替用紙にて教区の郵便
振替口座に送金をお願いします。
送り先 〒461-0009 名古屋市東区久屋町8－6
日本基督教団中部教区
《郵便振替》 00830-7-52037
通信欄に「互助制度を支える自主献金」と明記し
て下さい。
中部教区総会議長 横山良樹

中部教区通信
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南山教会 本間優太

瀬戸永泉教会 小椋実央

知立伝道所 大住共平

准允式を無事終え、教団教師新任オ

瀬戸永泉教会は中学生棋士・藤井聡

主の御名を賛美します。主の

リエンテーションを経て、正式に教団

太さんの地元、愛知県瀬戸市にある

導きと多くの姉妹兄弟の祈りの

の教師として立てられたこと、神様に

教会です。町の中には至る所に垂れ

内に４月より知立伝道所に着任

感謝いたします。南山教会に赴任し、

幕があり、中には「藤井聡太くんご

しました。受洗と信仰告白へ導

早三ヶ月が経ちました。三ヶ月が過ぎ

来店！」なんていう韓国料理店も見

かれたのは愛知西地区の豊山教

た今は、自分が欠けている所、不得意な所を改善し

かけました。彼にあやかって町おこしを・・・と

会です。高校生の時に進学のため愛知を離れ

ていこうという意識がようやく芽生えている期間で

いう瀬戸市の方々の熱い思いが感じられます。町

ましたが16年ぶりに帰ってきました。この間

あります。まだまだ至らない部分が多いですが、基

おこしの担い手は「若者、バカ者、よそ者」なん

の大きな変化は連れ合いと小学生の子ども２

本的な部分から一つ一つ積み上げ、しっかりとした

だとか。私もこれに見習って「常に主に新しくさ

人が与えられたことと、牧師として召し出さ

牧会ができる牧師を目指していきたいと思っていま

れることを求め」「愚直にみ言葉を語ることを喜

れたことです。そのことにおいては「帰って

す。また地区での同期の方々や先輩方との交流は大

び」「人と違う意見を持つことを恐れず」この瀬

きた」のではなく「遣わされた」との思いで

変励みになります。教職の交わりに恵まれているこ

戸の地で主に与えられた務めにコツコツと励みた

日々を歩んでいます。知立またこの地域にあっ

とには感謝の想いで一杯です。

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

て主の救いを受け入れる人が一人でも多く起
こされる事を祈りつつ伝道牧会に励んでいき

名古屋学院大学 神山美奈子

名古屋中央教会 大森照輝
このたび名古屋中央教会の担任教師

リスト教科目担当教員として就任い

として着任しました、大森照輝と申し

たしました神山美奈子と申します。

ます。京都生まれ京都育ち。本籍地は

これまで、関西学院大学神学研究科

韓国の南海（ナメ）の出身で、在日３

(修士)を修了後、兵庫松本通教会(兵庫)

世にあたります。３月に関西学院大学

担任、甲陽園教会(兵庫)主任、丹後宮津教会(京都)

神学研究科を卒業し、名古屋にやって参りました。

担任教師として、また学校関係は近江兄弟社学園

６月には田口博之先生の司式のもと、無事に就任

中学校(専任)、関西学院高等部(非常勤)、夙川学院

式を迎えることができました。足下の悪いなか、ご

中・高等学校(非常勤)、梅花高等学校(非常勤)など

出席いただいた先生、教会員の皆様方、また祝辞を

で働きを担ってきました。中部での生活は今回が

述べてくださった方々に、心より感謝申し上げます。

初めてで、慣れないことも多々ありますが、与え

諸先輩に学びながら、遣わされた地において宣教

られた出逢いの中で励まされつつ過ごしています。

の務めに邁進していきたいと願っています。今後と

どうぞよろしくお願いいたします。

も、親しい交わりとご指導をよろしくお願いします。

シルバーホーム「まきば」 小田部正一

中京教会 松本 周

着任して
ひと言

この４月より名古屋学院大学のキ

たいと願っています。

中京教会 松本のぞみ

金沢元町教会 大澤正芳
はじめまして。この4月
より金沢元町教会の牧師と
して招かれました。中部教
区の皆さまとの交わりの中
に入れられましたことを、
感謝いたします。先だって教区総会の開
会礼拝で皆さんと聖餐の食卓を囲みなが
ら、私達が一つの福音に立つ一つの主の
体なる教会であることを改めて実感でき
たことを嬉しく思っています。
教師としての歩みは、今年で9年目に
なりますが、主任担任教師としてお仕え
するのは初めてのことになります。教区
の皆さまとの交わりを通しても、牧師と
しての歩み、教会の歩みが支えられたら
と願っています。どうぞ、よろしくお願
いいたします。

金沢元町教会 大澤みずき
金沢元町教会にこの4月
に赴任いたしました、大澤
みずきです。130年伝道を
続けたこの教会に遣わされ、
引き締まる思いと同時に、
そのような教会の仲間と共に伝道できる
ことを心から神様に感謝しています。今
までの教会形成を土台に、主の御心に適
う歩みを積み重ねていけたらと願ってい
ます。中部教区は初めてですので、わか
らないことが多くありますが、既に地区
の教会の密接な繋がりに支えられてスター
トし、心強く感じています。地区の教会
と協力しながら、地域に馴染み、金沢に
合った伝道をしていけるように祈りつつ
励みたいと思います。

ふみき

武生教会 佐々木千沙子
武生教会は越前富士と呼ばれる日野山
の景観に囲まれた創立98年の教会です。
８年前に建築した教会堂や牧師館は人に
優しい木の建物です。
私は仏教国と言われる福井県武生市に
到着したときイザヤ書35章の「荒れ野にサフランの花
が咲いている」(新改訳)とみ言葉が与えられ、早く皆
様にお会いしたいと思いました。その通り香り高い杉
材とサフラン花の聖書の世界がここにありました。
「恐れるな。語り続けよ。黙っているな。この町には、
わたしの民が大勢いるからだ。」使徒18章。
これから皆様のお祈りに支えられて福音宣教に励み
ます。よろしくお願い致します。
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敦賀教会 有岡史季
倉敷教会より、この4月から敦賀教
会に移って参りました。主任担任教
師として初めて牧会に携わることに
なり、また、敦賀教会幼稚園の園長
の職も拝命いたしました。慣れぬ土
地で大きな責任を担うことになり、不安も大きい
ですが、主の支えを信じ、教会と幼稚園の皆様と
共に歩んでいきたいと思います。先の教区総会に
おいて按手礼を執行していただき、新たな聖礼典
の責務も帯びる事となりました。主に十分に用い
ていただけるよう、日々の務めを誠実に守ってい
きたいと思います。新たな歩みを始める敦賀教会
をよろしくお願い致します。

７月４日（火）午後２時より、

４月より中京教会に遣

愛知老人コミュニティーセンター

わされました、松本周で

4月より中京教会に着任
しました松本のぞみです。

シルバーホーム「まきば」礼拝

す。名前はヨハネによる

私の名前は聖書の「信仰

室にて、教区諸教会・伝道所を

福音書21章、復活のイエ

と希望と愛」（Ⅰコリン

はじめ、「まきば」のご入居者

スさまとペトロとの対話

ト13章13節）から「のぞ

この度中濃教会に着任しました西川幸

4月から奈良の高の原教会より

中濃教会 西川幸作

岐阜済美学院 高木総平

と職員など78名もの方々に列席していただき、

の場面から、あまねくめぐって福音を

み」と名付けられました。幼少期から

作と申します。よろしくお願いいたしま

中部学院大学に赴任しました。そ

中部教区総会議長横山良樹牧師（半田教会）

伝える者となるようにと、名付けられ

牧師家庭で育てられ、諸教会の交わり

す。中濃教会は小規模ゆえ謝儀援助など

の前は、11年間の教会での働きの

司式のもと、宗教主事就任式を行っていただ

ました。教会生活とキリスト教学校で

とキリスト教諸学校の学びを通して伝

の援助金をいただいています。お支えく

後、20年間四国の松山東雲中学・

道者献身へと導かれました。これまで

ださる皆様に心より御礼申し上げます。

高校、同女子大学に宗教主事とし

東海教区・遠州栄光教会、東京教区・

就任式は7月16日(日)に横山良樹議長の司式のもと行

て務めてきました。臨床心理士でもあり、学校
でのカウンセリングに加え、いのちの電話や被
害者支援、カルト問題に長年関わってきました。

きました。
主から委託されたこの業に用いられること

の学び、青年キャンプでの他教会の同
信の友との出会い、主がそれらすべて

を神様のみ旨と信じ、多くの方々の前で言葉

を通して伝道者献身者の歩みへと私を

使徒教会、関東教区・上尾使徒教会と

われ、多くの方々のご出席をいただき祝福に満ちたひ

をもって約束したこと、また、多くの方々の

導いてくださいました。はじめての中

遣わされて参りました。

と時となりました。

祈りによって支えられていることを覚えて仕

部教区ですが、「よく来た」と多くの

これからも教区諸教会の祈り祈られ

着任して一つ取り組んでいることがあります。それ

教会では牧会ケアーを課題としてきました。ずっ

えてまいります。

歓迎をいただき、感謝と喜びの内に歩

る関係にあって、キリスト教諸学校・

は日常の教会の業務の合間にしている畑仕事です。気

と教会と学校のつながりの重要性を感じてきま

これからも、シルバーホーム「まきば」が中

み出しています。一つなるキリストの

諸施設との繋がりを大切に伝道協力し

持ちのいいひと時が与えられています。

した。学院全体のキリスト教教育の責任者でも

部教区内にあることの意義を示す器として用

からだに結ばれて、共に福音伝道へ仕

ていきたいと存じます。どうぞよろし

いられることを祈り願っています。

える交わりをよろしくお願い致します。 くお願い申し上げます。

これからも皆さまとともに歩ませてくだされば幸い
です。

あります。学院ともどもよろしくお願いいたし
ます。

最初の礼拝は、一九六三年四

春日井教会

施 設 名古屋キリスト教社会館
キリスト教精神に基づく事業
探訪
展開を引き継いで57年

月、米国長老教会エリサベツ・
ブカナン宣教師宅の客間をお借
りして、赤石義明牧師司式によっ
て守られました。十四名出席で
した。その月に伝道所が開設さ
れました。同年十二月からは、
米国南長老教会日本ミッション

法人「日本基督
教団春日井教会」
を登記し、これ
に伴い、米国南
園幼稚園の園舎
と土地を、春日
井教会が同幼稚
園の運営にあた
ることを条件に
譲渡されること
になりました。
春日井教会は美園学園（美園
幼稚園）と、車の両輪のごとく
春日井の地において宣教の業を
進めてきました。その後、幼稚
園が学校法人化されました。財
産分与がなされ、主の導きによっ
て近くに土地が与えられ、一九

牧師 河野言使

七七年十一月に春日井教会礼拝
一九五九年九月二六日、東海地 翌年九月二六日、社会福祉法人
堂の献堂式が行われました。
方を襲った伊勢湾台風は、五千人 「名古屋キリスト教社会館」が誕
宣教開始から現在に至るまで 、
を
超
す
死
者
と
い
う
甚
大
な
被
害
を
も
生
しました。
四名の牧師と共に教会は歩んで たらしました。直ちに、教会関係
創立時に始まった現在の「菜の
きましたが、会堂・牧師館は四 者により当時すでにあった超教派 花保育園」は、当時より先駆的に
〇年の間に改修が何度も行われ のネットワーク組織「名古屋キリ 「乳児保育」「長時間保育」に取
ました。昨年十二月、バリアフ スト教協議会」を母体に「伊勢湾 り組み、障害児保育も市内で最初
リー化と駐車スペース（五～六 台風基督教救援本部」が組織され、 の指定園になりました。
台）を設け、高齢者・障がい者 市内全国から駆け付けた、キリス 自主的な取り組みから障害乳幼児
に配慮した教会 ト教関係者を束ねて、総合的な救 通園施設「愛育園」が一九七三年
となっています。 援活動が展開されました。この活 認可され、重い障害児も含めた療
現在は、礼拝 動のあり方は、キリスト教
育が始まり、名古屋市との協議
出席は約二十名
により、一九九六年「南部地域
です。子どもの
療育センターそよ風」に、二〇
教会は二歳から
一四年には、「東部地域療育セ
高校生まで一緒
ンターぽけっと」が千種区にも
開設できました。
に礼拝を守って
創立から五七年を経て、福祉
います。共に歩
ニーズに応えて事業は大人の分
んできた美園学
野まで広がり、現在は高齢者事
園は、今年度の
業や、障がいを持つ大人の方た
四月から春日井
ちの事業にも取り組んでいます。
市の要請に応え
私たちは創立時からの、困っ
て、春日井の名
ている方の隣人であろうとする
古屋寄りの地に 社会福祉事業の歴史に刻ま
「第二美園こど れています。被災住民は、「他の キリスト教精神を引き継ぎ、経済
も園」を開園し 宗教の方と違ってあなた方は、分 至上主義の社会の中で「弱者を排
ました。春日井 け隔てることなく困っている被災 除する思想」に抗する文化を得た
教会は二つの幼児施設での園児・ 者に手を差し伸べ黙々と働かれた。 いと思います。これからも多くの
職員・保護者への宣教の業が可 その姿に生きる希望と、勇気を与 皆様につながり、時代を先取りす
えられた」と語られました。活動 る歩みができますように、お祈り
能となりました。
教会の頭であるキリストの弟 終結時に、住民の心の拠り所の確 とお支えをよろしくお願いいたし
子として、春日井の地で、神と 保と、託児活動の継続という地域 ます。
かすがい
人との《 鎹 》の働きを担いたい の切実な願いに応えようと施設建
名古屋キリスト教社会館
設が計画され、国内外の教会・個
と思っています。
チャプレン 杉本美由紀
人から寄せられた義援金によって、

ここでの宣教

の好意により、美園幼稚園の一
室を借用して礼
拝を守るように
なりました。
一九六五年三

六年八月、宗教

月、第二種教会

長老教会から美

となり、一九六

137号
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今年の四月から町内会長を

務めています。教会が市の中

心部に位置していますから、

ドーナツ化現象の例にもれず、

五軒集まっての町内会です。

それでも仕事はたくさんあり

ます。回覧板のお世話、粗大

ゴミ収集のお手伝い、さまざ

まな団体へ協力金を届ける、

等々。なるほどこうやって行

政側からコントロールされて

いるのかと思わさせられる時

もありますが、そこは町内会

長として冷静に務めているつ

もりです。教会付設の認定こ

ども園の園長としても奉仕し

ていますから、これでは忙し

すぎるとの思いがふと湧いて

くる時もありますが、それは

ぐいと押さえ込んでいます。

まことに少ない住民の数です

が、お世話を通じて近隣の方々

と接する機会も多くなり、こ

の方たちのおかげで町が支え

られている、その支えの中に

教会も入っていると感謝でき

るようになりました。

華陽教会 上田正昭

中部教区通信
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富山地区

福井地区

富山地区会長 小堀康彦
富山地区は、東から富山在住期間が一番
長いウェーラー先生が牧会する魚津教会が
「牧師は救急車。必要なときだけ走って、
あとは車庫でひっそりと出番に備える。救急車が走り あり、富山市内に新庄・二番町・鹿島町の３教会、呉
西に高岡・出町・福光・福野（伝道所）・石動の４教
回っている町はロクな町じゃない。」
これは福井地区の牧師就任式で語られた先輩牧師の 会１伝道所の計８教会１伝道所があります。出町・福
光・福野は100年前からトゥィーディー宣教師によって
配慮に満ちたスピーチの一節です。
福井地区は７名の牧師の内４名が30歳代の若さ。頼 幼児教育と共に歩んできて、呉西伝道圏を形成してい
福井地区会長 佐藤誠司

もしい限りです。しかし、多くの牧師が付属施設の責
任を負っており、月曜日から金曜日、行事のあるとき
は土曜日まで全速力で走ります。そして迎える主日の
礼拝。力ある説教が語られているだろうか。体力は若
さでカバー出来たとしても、霊的な枯渇は年齢を問い
ません。私が以前いた金沢の教会では幼稚園の手前、

ます。石動と富山はアームストロング宣教師によって
幼児教育が始まりました。それぞれの施設はカナダ・
メソジスト教会の流れにあることを「〇〇青葉幼稚園
（保育園）」との名称で示しています。
福光教会は2016年６月に横山秀紀牧師を天に送り、
以来、小堀牧師が代務者となり、礼拝開始時刻を午後

月曜日に休みをとることに、なんとなく引け目があり
ました。しかし、それでは霊も体ももちません。
忙しくしないこと、休みをとることも仕事のうち。
信徒の皆様、「先生、月曜日はご家族と一緒にゆっく
り休んでください」と言ってあげてくだ
さい。そうすれば、福井地区の礼拝は変

に移し、富山地区の牧師が交代で講壇を守ってきまし
た。しかし、2017年11月より、福野伝道所の吉川光太
郎教師が兼務主任として福光教会も責任を持つことと
なりました。福光教会と福野伝道所は車で15分くらい
の距離にあります。福野青葉幼稚園は今
年度中に新園舎が完成します。出町青葉

わります。「働き方改革」は教会にも求
められているのかもしれません。

幼稚園は500坪の園庭・駐車場を購入し
ました。

三重地区

岐阜地区
三重地区会長 加藤幹夫

岐阜地区会長 杉本和道

三重県は南北約180Kmと長
今年度より岐阜地区の地
く、北勢、中勢、南勢、伊賀、東紀州と 区長を務めさせていただくことになりました、各務原
いう５つの地域で構成され、海あり山あ 教会の杉本和道です。12年間地区会長を務めてくださっ
りと自然豊かな県とよく言われます。日本基督教団の た中濃教会牧師の小田部正一先生がこの４月より愛知
教会・伝道所は18あり、中部教区では愛知西地区に次
いで２番目となります。温暖な気候に恵まれ、地区内
も暖かい交わりに囲まれていますが、課題も多くあり
ます。特に南勢、東紀州の人口減少と高齢化は深刻で、
自殺率が非常に高いことも問題視されています。その
状況の中で、地区内の教会が、主によって交わり、祈

西地区にあるシルバーホーム「まきば」の宗教主事に
就任されました。小田部先生のお働きに感謝いたしま
す。現在岐阜地区は、８教会が主の導きのもと福音宣
教の業に励んでいます。８教会のうち、付知教会と坂
下教会が無牧師であり、それぞれを田瀬教会と各務原
教会の牧師が代務しています。無牧師の教会には、地

り支え合うことが大切となっています。地区では2017
年度から、相互応援伝道予算を大幅に強化し、講壇交
換、聖礼典が執行できない教師の教会への聖餐応援、
伝道活動援助を推進することが総会で可決されました。
これは単に財政的に支え合うことではなく、積極的に
伝道活動を推進できるように祈り合い、願い合うため
のものです。婦人部総会、修養会、信徒修養会は、い

区内外の諸教会からお支えをいただき週毎の礼拝に主
の御言葉を語る者が与えられました。このことは、当
該教会だけでなく地区全体にとって大きな恵みの出来
事でした。お支えいただいた皆様に感謝いたします。
地区内にて宣教活動を協力して行っている在日大韓基
督教会岐阜教会が会堂建築に向けて計画をすすめてお
られます。主の導きと支えをお祈りください。山間部

つも100名ほどが集まる集会となっており、地区役員研 にたつ小規模教会が半数を占める岐阜地区ですが、主
修会も積極的に学び合おうという信仰の熱意が感じら の恵みのうちを喜びと感謝をもって歩んでいきたいと
れる地区です。主の交わりに感謝！
願います。

【教師部からお知らせ】

②「中部教区バイブルキャンプ」
中高生向けの会を来春に実施
することになりました。以前、
教師研修会で異例の二年連続
お招きした大嶋重德先生（キ
リスト者学生会総主事）を講
師に迎え、来年三月二六日
（月）～二八日（水）、石川
県小松市の大杉みどりの里に
て行われます。ぜひ、中高生
を送り出してください。

書！）を翻訳された先生で、

四巻本（キリスト教史必読の

リカン著『キリスト教の伝統』

きすることになりました。ペ

所長である鈴木浩先生をお招

たり、講師をルター研究所の

今年は宗教改革五百周年にあ

①教師一泊研修会

ご自身も研究者として優れた

【教区三役より】

常置委員会の主な決定事項
（教区総会以降の主なもの）
一、秋季教師検定試験受験志願
者五名面接
一、刈谷教会基本財産取得（駐
車場用地）承認申請
一、名古屋教会基本財産処分
（牧師館除却）承認申請
一、桜木教会基本財産処分
（旧牧師館とホール部分除却）
承認申請
一、若草教会教会規則変更
一、教師招聘承認申請二件
一、就任式九件
一、各地区総会の日時会場及び
問安使を決定
一、特設委員会選考
一、特別委員会委員選考
一、常任委員選考
一、「中部教区互助制度を支え
る自主献金」について
一、平和聖日献金の目標額を
九〇万円とする

先生です。
十一月十三日（月）～十四日
（火）、会場は昨年度と同じ

にしながら、シンプルで見やす
教区公式ホームページ開設の要

いよう心がけました。内容は、
望も出されていました。特に災

教区内諸教会のホームページの
害などの緊急時に、各教会の状

リンク、教区事務所の案内、中
況をいち早く発信するために必

部教区規則などがあります。ま
要であるとの意見が昨年度の常

た教務関係書式は、これまでは
置委員会において出され、教区

教区事務所から郵送していまし
内の諸教会の情報共有と緊急時

たが、ホームページから直接ダ
の情報発信のために、教区公式

ウンロードすることも可能です。
ホームページを開設することに

また、今後は中部教区の諸行事
なりました。これまで紙媒体で

など随時更新したり、教区通信
教区の情報を発信してきた教区

のバックナンバーを閲覧できた
通信委員が中心となり、教区三

り、また教区総会資料ABC表の
役と相談しながら少しずつ準備

ダウンロードができるようにし

を進めてきました。そして、今

たいと思っています。開設した

年度よりついに公式ホームペー

ばかりで、まだまだ足りないと

ジが開設されました。

ころがあると思いますが、長い

http://uccj-chubu.com

目で見守っていただければ幸い
です。
書記 松島保真

長良川温泉すぎ山です。

ら様々な情報を得ている昨今、

その結果アハブ王の妻イゼベル
に命を狙われていることを知っ
たとき、彼は逃亡しました。そ
して神の山ホレブにある洞窟に
入ったとき、「エリヤよ、ここ
娘が双子を妊娠したことが分 で何をしているのか」との神の
かり、隠退後の住まいを奈良に 声を聞きました。
定めました。六月十二日に女子
福音を伝えるよう神さまに召
の双子を無事出産しました。妻 された者として、その召しは死
と共に娘家族に仕えています。 ぬまで有効であると信じていま
ある日列王記を読んでいたと す。「ここで何をしているのか」。
き、一つの言葉が心に留まりま 神さまからの問いかけとしてこ
した。「エリヤよ、ここで何を の言葉を聞き続けながら、これ
しているのか」。預言者エリヤ からの日々を過ごしていくのか
がバアルの預言者と戦い勝利し、 な、と思っています。
レイアウトは他の教区を参考

堀江明夫

多くの人がインターネットか

隠退して

中部教区公式ホームページ開設
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一、赴任費援助一件
一、第六八回中部教区総会
二〇一八年五月二二～二三日
会場 金沢教会
一、「キリストへの時間」協力
委員選出

【教区だより】

◇誕生
＊安達正樹教師（名古屋新生教
ほとり
会）次男 畔 君一月十七日お
誕生
＊山口英希教師（紀伊長島教会）
ふうか
次女風香ちゃん二月二日お誕
生
＊大澤正芳・みずき教師（金沢
元町教会）三女なつめちゃん
四月二十日お誕生
おめでとうございます。
◇お見舞い
＊岩淵正樹教師（高蔵寺
ニュータウン教会）
＊石田聖実教師（鈴鹿教会）
＊石田聖実教師夫人（ひとみ姉）
＊池田春善教師（碧南教会）
ご快復をお祈りします。

【教区事務所】

◇社会保険料について

厚生年金保険料率が九月から
変更になります。
％ → 18.3
％
18.182
九月初めに、保険料額表と変
更後の金額をお知らせいたし
ます。
◇教区事務所夏期休暇
八月九日（水）～二四日（木）

