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まえがき

　2018 年度に実施された教区役員研修会は、財政的に厳しくなる諸教会・伝道所の状況を覚えて、献金と

は何か、献金によって支えられる教会会計、また教職謝儀とは何かということを、「中部教区互助制度を支

える自主献金」が開始された今だからこそ、原点に立ち戻って学びたいという思いから企画されました。

　講師には、四国教区から黒田若雄議長をお呼びしました。四国教区は、全教区に先がけて互助を始め、自

立連帯献金による教会互助を長らく行ってきた教区です。

　この報告書には「神の栄光をあらわす教会会計」の主題で行われた二日間の講演と質疑を掲載しています。

　また当日配布された四国教区の答申「献金とは何か」・「教職謝儀とは何か」も資料として巻末におさめま

した。

　今後の伝道、また互助体制を支えてゆくにあたり、教会の筋道から財政の問題を捉えるヒントが散りばめ

られています。

　教区諸教会・伝道所の教会形成の一助となるものですので、役員会・長老会・幹事会等でお用いいただけ

れば幸いです
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中部教区役員研修会　　

日時　　2018 年 9 月 16 － 17 日

主題　「神の栄光をあらわす教会会計」　　

講師　　黒田　若雄牧師（高知教会　・四国教区議長）

９月１６日（日）一日目　　

講演①　Ⅰ、「教会として相応しい会計の姿とは」

１、はじめに

　ご紹介頂きました高知教会の牧師の黒田若雄と申します。

　最初に自己紹介をしたいと思います。私は、ほとんど学校でも同じ名前に出会ったことはありません。こ

の名前は牧師であった祖父が付けた名前です。私の両親は、牧師だった父親につけてもらおうと思って依頼

したところ、返ってきた名前が、「若雄」でした。この名前はテモテの手紙からとったもので、「あなたは、

年が若いということで、だれからも軽んじられてはなりません。・・・信じる人々の模範となりなさい。（テ

モテへの手紙一 4 章 12 節）」という言葉に基づいています。その箇所から名前を付けたということは、つ

まり牧師になってもらいたかったのだと思います。私はこの事を全く知らずに育ち、あるきっかけで献身す

る事になりましたが、振り返ってみますと、生まれた時からの祖父の祈りであったのだな、と思います。

２、教会会計を考えていく視座 ―課題をどこに見るかー

　私は現在、高知市にあります高知教会で牧師をしております。高知教会は、創立 133 年、会員数 230 名、

礼拝出席が 105 名くらいの教会です。もう一つ、今日の講演でお話します私の前任地の須崎教会は会員数

30 名前後、礼拝出席は 20 名前後の教会です。須崎教会で私は 21 年間牧師として働きを担いました。その

21 年の間に、2 年くらいをかけて、教会全体で教会会計を考える機会がありました。そういう事がありま

して四国教区の分区などの会でも、会計について話す機会を与えられました。今日は、そのような中で教会

会計について受け止めさせられたことを、皆さんと共有したいと思います。

　いま高知教会では会計の見直しを手がけており、今年度「神の栄光をあらわす教会会計」という修養会で

第一歩を踏み出そうとしています。また、会計の課題については、具体的な教会での取り組みを紹介して欲

しいとの要請を頂いていますので、前任の須崎教会で取り組んだ事も一つの手掛かりとしてお伝えしようと

思います。

　しかし今日のこの講演で私が皆様にお伝えしようとする事は、決して正解のようなものではありません。　

あくまで自分が歩んできた道を皆さんにお伝えする事によって、教会会計について、みなさんが考えていく

一つのヒントとして聞いていただければ十分だと思っています。

　まず最初に、私自身が、教会会計について考える必要があると思わせられた出来事を紹介します。須崎教

会に赴任して 1 年くらい経った頃だと思いますが、その年のクリスマスに献金の話がでました。そのとき

長老会で、ある方が、「先生、牧師は献金の事は言わなくても結構です。言い難いことは、私達長老が話し

ますから」と言われたのです。献金の事は言い難いことなのか、その言葉に私はすごく引っ掛かりました。

次の年の会計の予算を立てる時になって、例えばあの人は退職したから、月定献金がこのくらい減ると思い

ます、だから、献金のこのくらいにしましょう。そいうことを積み上げていった予算のたて方をしていました。
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違和感がありました。私は牧師には献金の話をさせないとか、信徒の方の状況を考慮して献金の額を推察す

ることに対して、非常にあれっ？という感じがしたのです。しかし、私もその時には、献金とは何か、教会

の会計とは何か、ということに対する理解が足りずに答える事ができませんでした。教会会計が、教会会計

である理由が分かっていなかったのです。教会会計が一般団体の会計と同じであるという人がいますが、そ

れは違うと思います。しかしそうは言いながら、では何がどう違うのか、教会会計の特殊性が説明できませ

んでした。それは何故かというと、私自身の中に教会会計を考える筋道が立っていなかったためその先が言

えなかったのです。具体的な教会会計の姿を、教会員の方に話ができなかったのです。そこで私自身の課題

を、痛いほど知らされたのです。私自身、教会の会計とは何だろう、献金とは何だろう、という事を、もう

一度考えなければならないと強く思わされました。そこから、自分なりの取り組みが与えられたのです。

　教会会計の意味は何だろうか ?　どのような筋道で考えていったらよいのだろうか ?　それを考える前に

必ず考えなければならないのは、「教会とは何か ?」という事です。要するに、教会会計を考えて行く時には、

教会とは何かから考えて行かなくてはならない事に気づかされました。この気づきが与えられたのは私自身

の、改心させられた経験があるのです。

・教会の再発見～そこからの認識

　私は須崎教会という人口 30000 人くらいの町の教会に赴任しました。須崎教会は、自動車で 1 時間くら

い山のほうに入ったところの山間地域の伝道を担っていました。これは創立期からずっと担っていたもので

歴史は古く、100 年近いです。東津野村というその村は、クリスチャン村とよばれるくらい伝道が進展し

た場所です。いまでもその地域には瓦に十字が残っている家があり、この家はクリスチャンだとわかるので

す。一番多い時は 30 ～ 40 名程の会員がいました。また戦前は会堂があった時期がありましたが、過疎化

が進んで、戦後は会員数が減ってしまいました。私が赴任した頃は、その地域で礼拝を守っていた方は、3

名しかいなかった。しかもそのうち２名は半年の間に相次いで召されました。残った 1 名の方の家を会場

として月２回の礼拝を守ってきました。ところが赴任して 4 年目、その方が高知市の親族の家に移る事に

なり、会場提供ができなくなる、という申し出がありました。その話を聞いた時のショックは今でも忘れら

れません。その時、私はその場で立ちすくむ事しかできなかった。これで 100 年続いた伝道の歴史が終わ

ると思ったのです。ところが、臨時長老会を開いて今後の対応を話し合っていたとき、一人の長老が、「今

回の事は神様が新しい伝道に私達を招いていると受け止めたい。」と言われたのです。その言葉を聞いて、

長老会の雰囲気が一変しました。そこから伝道の新しい展開への模索が始まったのです。隣の町に会場を移

動して伝道を再開しようという結論になり、現在も礼拝が継続されています。そして私が須崎教会を離れる

ころに、その町で最初の洗礼者が与えられたのです。その方は１０年間、ずっと礼拝出席を続けてようやく

洗礼を受けられることになりました。そのような新しい町に伝道の場を移すという思いもしない伝道の展開

があって、私自身感謝させられましたが、次第に感謝ではすまないと思うようになりました。この事を、私

に対する大きな問いかけと考えるようになったのです。私は、教会は神様が導かれると思ってきました。し

かし、言葉でそう受け取っていましたが、それを本当に信じていなかったのではないかと問われるような思

いでした。隣町に移転する前までは、東津野村の伝道を長老会で考える時は、みなが「どうやってこの山間

地域の伝道を死守するか。」という思いになっていました。ところが、この出来事があってから、「神様は何

をこの伝道を通して見せてくださるのか見せていただこう。」という雰囲気に変わりました。非常に前向き

な意識になった。意識が変えられたのです。この伝道を、「自分たちが一生懸命守っている」から、「神様が

実は導いてくださる。それを私たちは見せていただきましょう」という方向に転換させられたのです。それ

が、あの時、須崎教会で起こったことでした。
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　教会は神様が導かれる。このことの重要性を私は強く示されました。この意識変革から、須崎教会の活動

を全体的に見直すことになりました。例えば、礼拝順序の変更や、伝道の取組みの課題、教会奉仕の在り方、

そして、教会会計と献金の在り方についても、見直しが行われていくことになりました。

・「伝道姿勢の教会へ」（霜越四郎牧師著）を通して

　神様が、この教会を導いて下さっているという事がわかった時に、初めて教会会計を考える筋道ができま

した。しかし実際に、献金とは何かということを、教会員に説明しようとしても教会会計や献金について教

科書のようなものがありませんでした。それでヒントを探していたところ、一つの本に出合いました。それ

が「伝道姿勢の教会へ」という霜越四郎牧師の本です。霜越先生は、高知教会の前・前・前任者で、戦中に

高知教会の牧師として働かれた方です。霜越先生は、戦前、軍部から危険思想でマークされていたのですが、

その先生を高知教会は招聘したのです。霜越先生の信仰生活は非常に明確で、筋が通っていました。この先

生の書かれた本に触れた事で、自分の考えは間違っていなかったという確信を与えられました。この本には、

教会の諸活動の在り方が、詳しく書かれているのですが、最後に「財政」という項目があります。ここに私

が須崎教会で受け止めた事にたいする導きの答えがありました。

　書かれた文章を読んでみます。「最後に教会の財政に就いて考うべきであるが、此処でいう財政問題とは、

以上に述べて来た諸点の調整と教会の活動との為に、如何にして潤沢なる資金を得るかの問題ではない。問

題は、教会の運営に伴う財政の取り扱いがいかに信仰的であり、伝道のはたらきと矛盾相剋を見ることなく、

それ自身が如何に伝道的であり得るかの問題である。蓋し、教会の潔められたる財政はそれだけでも基督を

証明する伝道であり得べく、これに反して財政に関する限りそれは世俗の考え方と取り扱いに従うなら、そ

れは基督を否認するの結果を招くからである。」と霜越先生は書かれています。つまり、財政の問題につい

てですが、しかし財政資金をどうやって得るのかという話ではありません。そうではなく、本当は、信仰的

な取り扱いで財政に用いられていくことでそれはキリストを証しすることになる、とまで言っているのです。

ここから大事な内容ですので読み進めてみます。「同様に基督の体たる教会は説く所いかに福音であるとも、

みずからが其の福音にふさわしく彼の経済問題を処理してゆかねば、これによって彼の宣ぶる所の福音は、

打ち消されてゆく結果になる。」とまで言われています。つまりどんなに福音を宣べ伝えようとしても、そ

の福音と教会の財政の姿とが矛盾しているならば福音を打ち消すことになる、と言われています。ここに重

要なテーマがあります。

　一つは、どう健全な会計を形成していくかという問題です。普通「健全な会計」という言葉を聞きますと、

一般的には赤字ではないという事になります。満たされていることが健全会計ということですね。ところが

先生は、「教会会計の健全さは、会計がよって立つ信仰である。」と言われるのです。教会会計を、神様が支

えてくださる。ここでは伝道者の生活を神様が支えるとコリントへの手紙でパウロが言っていることを上げ

ておられますが、神様は、伝道者だけでなく、教会も支える事ができるのです。私たちは教会会計を神様が

支えてくださるという、その保証の中に生きている。その具体的な道筋として、献金があるのです。つまり、

献金とは、私たちが懸命に「捧げている」というイメージですが、実は、神様が「必要なものを備えてくだ

さる」ことなのです。

　霜越先生の本から分かったことは、献金の姿は、頼む者と頼まれる者との関係から脱却しなければならな

いということです。信徒は献金の志をすでに持っている。しかし、それがそのまま実現できなくなっている。

だから、献金の志をすでに持っているそれをそのまま、きちんと表していく。表す道を備える。それが教会

の献金にとって重要なことなのです。つまり、志のまま捧げさせる努力をする。それが教会に求められてい

ることだということです。この本が書かれたのは戦後すぐの頃ですから、会計は厳しかったと思います。お
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そらく信徒の経済生活も非常に厳しかった。その中でこういう言葉を残されたことが、私の心に残りました。

　教会会計が、一般の会計と違うのは、赤字になる・ならないが問題ではない、という点です。むしろ、あ

えて言うならば、黒字という事は、神様から託されものを用いていないのではないか、教会の責任とも考え

られるのです。

　「これと併せて考えられるべきは教会の財政における『赤字』である。いずれの教会の会計にも赤字のあ

ることは通例の様であるが、こうした場合当事者が赤字を消すことに狂奔はしても、赤字の取り扱いを是正

することにはうとい様に見える。今日の教会の問題にすべきは、赤字そのものよりも、これを処理する信仰

である。…教会の財政では、むしろ主の用として必要が先だち、これを与えられんとする祈り、必要を神が

必ず満たし給う信仰をもって事に当たるべきである。教会は救われねばならぬ無数の大衆に直面しているの

だ。されば此の事態を前に教会の財政に余裕のあり得べき道理はない。財政の余裕あるとすればむしろ其の

教会の働きの怠慢を意味する。それは、震災の救護本部が無数の罹災民を擁しながら、義捐金を使い道に晦

くてついに余剰金を生ずるに類する無能と怠慢である。」と記しています。更に「教会の若干の赤字は其の

教会が良く働いている徴であって、そのよく働く同じ信仰がこれを補填するに十分な能力を発揮し得るはず

である。」とも言われています。赤字を消そうと努力するとしても、その努力は当面の赤字は消すことがで

きるかもしれませんが、実はさらに多くの赤字を出すことになってしまう。赤字になったことを教会全体で

受け止めれば、今度はそのことを考えていく信仰によって、満たされていくことを祈っていくことになると

いうことなのです。

　世の中の一般会計でいえば、赤字にならないことが健全な会計であるとみなされます。しかし、霜越先生

は、赤字になるという事は、教会にそれだけの働きがあるという事だと言われるのです。捉え方の違いなの

です。教会献金を見ていくと、私たちが教会に献金を捧げることを通して教会は成り立っていると思います

が、そうではないのです。神様が、この教会を支えてくださる。そのために一人一人に志が与えられて、捧

げさせてくださる。このように見るならば、今までとは全然違う捉え方だと思います。霜越先生の本は、私

たちの受け止め方を変えていく、転換させていく力があると思います。それで、私はこの霜越先生の言葉を

手掛かりに、教会会計について考えさせられたことを、教会で提案して考えていただくようになりました。

　

３、教会を支えていく会計の姿、献金の姿

　教会の会計は、金銭の動きだけで言うと、ある会が会費と寄付金で運営されている姿に似ています。教会

に来て間もない方に月定献金の話をしたら、「会費のことですか。」と言われたことがあります。同じように

見えるのです。だから、本当に意識していないと一般の会計と何ら変わらない姿のように見えます。しかし、

そこで考えなければならないのは、教会会計の基礎となることは何か、ということです。この基礎が一般の

団体とは、全く違うのです。

　霜越先生は、コリントの信徒への手紙Ⅰ９章１４節の御言葉を引用されています。

　「同じように、主は、福音を宣べ伝える人たちには福音によって生活の資を得るようにと、指示されまし

た。」これは、福音を宣べ伝える人は、経済的に保障されていることを意味するでしょう。伝道者の生活は、

神様によって支えられているということです。この関連で霜越先生は、伝道者だけではなく教会も同じであ

る、と言われるのです。伝道者が生きている教会も神様によって支えられている。経済的なことも含めて支

えられている。神様が必要なものを備えてくださる。必要を満たしてくださるのです。

　こうして見ていくと、教会の会計を本当に支えているものは何かと言うと、実は、神様の意思であるとい

うことです。神様が教会を立てようとしてくださり、その教会の歩みを支えてくださることなのです。この

ことについて私には忘れられない思い出があります。
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　須崎教会に赴任して最初のころ、長年四国教区で歩まれたある牧師と話をしました。その先生に「須崎教

会でいろいろと考えなければならない課題があると思います」と言いますと、とても意外な答えが返ってき

ました。「黒田君、君がどう思おうと、神様が須崎に教会を立てようと思っている間は立っていく」と。何

か本当にはっとさせられたのです。この言葉の重さ、神様が支えてくださっているという事はどんなに重く、

価値があることかと思わされたのです。つまり神様の意思がこの教会を本当の意味で支えてくださっている

ということをその先生はおっしゃりたかったのだと思いました。つまり、私たちが懸命に努力して教会を支

えているのではなく、神様がその町に教会を立てようと願われ、実際に神様が支えて下さっていることを思

わされました。教会の会計も神様が働いてくださる。神様の賜物として献金が与えられ、捧げている。教会

会計の本当の支え手は神様であると受け止めさせられました。このことから献金を考えていく必要があると

思うようになりました。

・賜物としての献金

　神様が与えてくださる宝、それが献金です。私たちは、何となく献金するという事はないし、体面を気に

して献金をしているわけでもありません。神様が志を私たちに与えてくださるのです。その志が献金であり、

その献金が集まったものが教会会計だと言えるのです。

　献金のことを考えるとき、２つの聖書の話が参考になります。

　一つは、「やもめの献金」（ルカによる福音書 21 章）です。レプタ２枚を捧げる話です。この個所では、

どれだけ捧げたかではなく、どう捧げるかという事が中心になっています。これが大きな鍵です。ここで私

は今回の講演を準備しているときにもう一つの考えに至りました。それは、やもめの献金を見たイエス様が

おっしゃった言葉です。「イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そ

して、ある貧しいやもめがレプトン銅貨二枚を入れるのを見て、言われた。『確かに言っておくが、この貧

しいやもめは、だれよりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆、有り余る中から献金したが、この人は、

乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。』（ルカ２１：１～４）

　「だれよりもたくさん入れた。」とイエス様はおっしゃっています。イエス様は、あのやもめの献金は少な

いけれども、だれよりも多いとおっしゃっている。つまり、これは実際に多いという事です。ここで示され

ていることは、人間が量る計りと神様が量る計りとは違うということです。だから、やもめの献金は実際に「多

い」のです。イエス様が見ておられるのは、志の重さなのです。献金の理想の姿だとこの個所は言われます

が、私はそうではないと思います。彼女はどうしてこういう姿になったかというと、神様に頼るしかなかっ

たのです。貧しいやもめは、当時、支えを持っていなかったのです。彼女が自分の人生を支えるものは何も

なかったのです。だから、神様に頼るしかなかった。もし、私たちの献金・捧げものが意味を持つとすれば、

神様に私の人生を支えていただくしかないと言う事を受け取って捧げている時だと思います。神様に支えら

れているからこそ、私たちは捧げるのです。私たちが生きる希望が何処にあるかが明確になると、私たちの

献金が神様によって捧げさせていただいたと受け止めることができるのです。

　私たちの献金は、実は神様によって私は支えられていますという信仰告白なのです。この「志」を与えて、

神様は私を変えてくださる。信仰によって献げる者へと変えてくださる。そして、この志は一人一人に与ら

れているのです。その人が今、立っている中で志を与えられていると受け止めていくこと。そして、神様が

その人に働いてくださるところから、考えていくこと。もちろん神様が与えてくださったことを比較するこ

とはできませんから、その志がそのまま献げられていて、それらが集められ、用いられていく。それが神様

の御旨であるということです。
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もう一つは、「マラキ書：３章１０節」です。

「十分の一の献げ物をすべて倉に運び

　わたしの家に食物があるようにせよ。

　これによって、わたしを試してみよと

　万軍の主は言われる。

　必ず、わたしはあなたたちのために

　天の窓を開き

　祝福を限りなく注ぐであろう。」　

　これは、十一献金のもとになる御言葉です。そもそも私たちが手にしているものは、全て神様のものです。

神様のものですから、１０分の１０持ってこいと言われても当然です。しかし、神様は、１０分の１持って

きなさいと言われ、その他は、あなたが用いてもよいと言われるのです。さらに、神様の献げ物には目的が

あります。目的は、「必ず、わたしはあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。」で

す。神様の前に持ってきたものを用いて、神様が天の窓を開いてくださる、そして、祝福を限りなく注いで

くださるのです。献金を捧げることを通して、溢れるばかりの恵みに出合わせてくださるのです。

　私たちの教会会計における圧倒的な恵みは何でしょうか。それは私たちの教会が１年を歩んだということ

です。高知教会も４月のゼロからスタートして、その教会が必要なものを備えられて、３月３１日まで支え

られたという事は、本当にすごいことだと思うのです。このことが圧倒的な恵みと思わされるのです。私た

ちが献金を捧げるという事は、この祝福を神様から受ける当事者になることができるということです。神様

が献げ物を通して、天の窓を開いてくださる。その神様の働きに対する期待を持って献げる。私たちの貧し

い献げ物を通して、神様はどんな素晴らしい世界を見せてくださるのか、期待しつつ献げていくということ

です。

　ですから、献金の課題とは、結局どうやってたくさん献げてもらえるかではなく、其々が持っている志を

そのままに、一人一人が献げていくかを考えることです。そして、志のまま捧げるにはどうしたらいいのか

というのが、教会が考えるべきことなのです。

・賜物による教会の会計

　さて、会計をどう満たすかが第一の目的ではなく、賜物なのですから、神様に与えていただくことを祈っ

ていくことが重要となります。賜物である以上、与えられないこともあると思います。会計の目標額を立て

たが満たされなかった、ということがあるかもしれない。しかし、満たされなかったとしても、その中に意

味が込められていることがあります。また賜物である以上、与えて下さった方の願いを覚えて、大胆に用い

ることが求められています。

　教会会計の健全さは、黒字であることが目的ではなく、それによって立つ信仰が健全であることです。こ

れに従って、教会会計の実際の姿を、明日の講演で考えていきたいと思います。

４、まとめとして

　教会会計について、私自身が、大きな問いかけを受けて、考えさせられてきました。このことを通して自

分が変えられたことを感謝しています。須崎教会では心配なこともありましたが、その時その時に必要なも

のが与えられてきました。神様の働きの豊かさを、感謝をもって振り返ってみると、必要なものが与えられ

た。神様が働いて下さっていることを思わされます。
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　高知県は、日本で一番高齢化が進んでおり、人口減少の激しい県です。そういう意味では教会会計も大変

です。しかし、その中で、神様が導いてくださることを望み見ている。教会会計がしっかり満たされるとい

うことを見ていく。期待から教会会計から見るということです。そのことに関して、明日、会堂建築の経験

を話したいと思います。

　最後に、二人の教会員の言葉を紹介して終わります。一人は、最初に「牧師は献金のことは言わなくてい

いです。」と言われた方です。献金についての取り組みをともにして、最後にこんなことをおっしゃられま

した。「先生、本当に献金こそ、牧師が話さなければならないと良く分かりました。自分は数字が読める人

間だと思っていましたが、数字が読めるだけではだめで、信仰を持って受け止めることが大事だとつくづく

思わされました。本当に感謝です。」と言われました。

　もう一人は、教会会計の方でした。須崎教会の取り組みを話すために、私と一緒にある教会の修養会に呼

ばれまして会計の立場で話すことになりました。その方は、「私はとても心配症の人間なので、会計がだん

だん厳しくなってくるといつもはらはらします。そして、会計が満たされたと分かると、ああ本当によかっ

たと感謝しかありません。そういうことの繰り返しでした。教会会計を通して、自分が変えられたことは感

謝です。」と言われたのです。教会会計を通して、教会員の方が変えられたという事が本当に感謝でした。

しかし、実は一番変えられたのは、私自身だと思っております。その歩みを振り返れば、感謝しかありません。
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９月１７日（月）（二日目）　　

講演②　Ⅱ、「教会会計の具体的な姿を求めて」

5. 実際に取り組んだこと、取り組んでいることを通して

＜・はじめに確認　＞

　資料のことを説明しないままで、始めてしまいましたけども、今回２つ資料をお持ちいたしました。

　一つは、「献金への招き」。これは、須崎教会で作ったものです。後で説明のときに使います。もう一つは、

「四国教区の会員のみな様へ」という冊子です。四国教区は昨年度、会計のことを取り扱うためにどういう

ように考えていくかを、教区として宣教研究委員会（いろんな伝道の課題を深めていく委員会）に教会会計

の検討を依頼して、この冊子を答申として受けました。これは、現住陪餐会員数分を刷って四国教区の全て

の教会に渡してあります。ぜひ読んでくださいと皆さんにお願いして渡しましたが、やっぱり読むのは骨が

折れますので、今、宣教研究委員会が各教会に行って説明会をもっています。答申の説明をすることを加え

て、皆さんに読んでもらう取り組みをしています。今日は後半で教師謝儀のことについて少し考えていきた

いと思いますので、その材料として使わせていただきます。

　四国教区の教会会計についての宣教研究委員会の答申のことを横山先生にお話ししたことから、今回の講

演の依頼がありましたが、打ち合わせの中で、教会の具体的な姿に触れて話していただきたいという事でし

た。そこで今回は、一例として、私が前任の須崎教会でしたことをお話して、それを手掛かりとして、みな

さんが考えていただくことに繋がればと思っています。また今、高知教会が取り組もうとしていることも例

として示します。私たちの取り組みが正解だとは思っていません。其々の教会の状況や判断があると思いま

すので、あくまでも考える材料としていただければと思って、お話させていただきます。

　まず、昨日の確認から入ります。基本、お話した事は、二つの言葉に集約されると思います。一つは、「献

金というのは賜物である。」ということです。神様が一人ひとりに志をおこしてくださって、それが献げら

れるのが献金だということです。そしてその賜物によって支えられている教会会計であるという事が非常に

重要です。一般の会計とは明らかに違います。その違いがどこにあるかと言えば、結局、「教会の会計とは

神様の賜物によって支えられる。」ということだと思います。これを受け止めてくださればと思います。そ

の一つの手掛かりとして、昨日、霜越四郎先生の「伝道姿勢の教会へ」をお読みした時に、最後の言葉を抜

かしたので、少し読んでみたいと思います。最後の部分が重要だと思います。

　「教会における健全財政は、必ずしも余裕ある財政の謂にあらず。たとえ耐えうる金穴（所謂お金持つ）あり、

あるいは万一に備えた基金があっても、むしろそれは不健全を意味するものである。健全とは、財政の考え

方、取り扱い方の健全さを意味し、拠て立つ所の信仰の健全を意味するものでなくてはならない。信仰の人

のレプタが軽視され、信仰の伴わない単なる『金銭』を搔き集めることによって如何に教会の財政がゆたか

であろうとも、それは伝道しまた教会を建てあげる力にはならず、却って壊す力になるであろう。教会全員

の活きた信仰の実が経済力となって働くとき、しかしてこれにのみ拠るとき教会の財政は健全であり得る。

かくてこそ教会の宣ぶる所の福音は、聴かれるにとどまらず教会の財政においても見らるるものとなるであ

ろう。」

　つまり、本当の意味での健全な教会会計というのは、拠って立つ信仰の健全さである。それが本当の形に

なってきたら、単に福音を聴くだけではなく、実際に教会会計という財政においてそれを見ることができる

と、と霜越先生は言っておられるのです。私はこのことを深く受け止めています。だから、福音を見える形
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にしていくにはどうしたらいいのかを考えざるを得なくなって、取り組みを始めることになりました。

　今から１５年くらい前ですか、須崎教会で２年くらいかけて教会会計のあり方とか、献金の呼びかけの仕

方等を全面的に見直しました。ある牧師が、「形が先ではないどう受け止めるかが先、内容をきちんと受け

止めれば当然形も変わってくる」と言われました。ですから、教会会計について見直す時も、まずその内容

をきちんと確認していき、その次に、形をどうしていくかということを考えました。そういう順番になって

いるということを、まず受け止めていただきたいと思います。

　具体的な姿が形作られてくるために、「教会会計とは何なのか（内容は、主として昨日お話ししたこと）」

を教会で協議して確認することに長い時間をかけました。その上で具体的な取り組みとなって行っているこ

とをお含み頂きたいと思います。

　これから須崎教会で取り組んだ事を話します。先日、須崎教会の牧師と長老会の方に、こういう趣旨の講

演を担うので、その具体的な姿としてお話させてくださいとお願いしたら、構いませんとお許しをいただ

きました。それで、具体的な取り組みについて、お話ししたいと思います。ただ、私は須崎教会を離れて 7

年ですから、現在は変わっているところもあります。そのことはご了解ください。

＜・献げる場において（献金の姿として）＞

　まず最初に、献金をどう捧げていくのかについて、どのように考えていったかということをお話ししてみ

たいと思います。

　献金の仕方について、須崎教会に赴任して最初の頃、印象深い体験をしました。それは、「月定献金が間

に合いませんでしたので、」と教会員が牧師館に献金を持ってこられることがしばしばあったのです。　「先

生にお渡しします。」と月定献金をお預かりすることがありました。教会に対する義務感は有難かったので

すが、しかし、牧師館に来られて月定献金を手渡しされることに最初ちょっと違和感がありました。もちろ

ん物理的に無理な場合があります。例えば、病気のために礼拝に出られないとか、そういう方が月定献金を

託されることは止むを得ません。しかし、普通に礼拝出席されている方が、先週忘れてしまったから、牧師

館に行って献金を渡してくださることには違和感がすごくあったのです。

　私は献金について昨日申しましたように　神様によって志が起こされると言う事に徹しましょうと確認し

たので、基本的には、「献金は礼拝の場所で献げる。ということを話し合いました。私達は御言葉に生かされ、

祈って、礼拝の場で献げる者へと変えられる、神様から志が与えられる。そういう形を明確にして献げると

いうことを大事にしましょうということを確認しました。

　礼拝の場所で御言葉を与えられて、それによって私達は変えられて献げさせられている、この姿をきちん

と認識していく。このことが、献金の捧げ方において重要なのではないかと思ったのです。その後は、須崎

教会は原則として礼拝で献げることになりました。緊急事態は別ですが、通常礼拝に出席している人は、礼

拝の席上で献金する。つまり、献金というのは、単なるお金のやり取りではなく、神様が与えて下さった志

をそのままに表していくという信仰告白的行為ですから、その意味で礼拝中に献げるということを原則とし

て確認しました。

＜・献金の呼びかけの仕方＞　　

　それと共に、一番大きく変化したことは、献金の呼びかけの仕方です。検討を始める前には、例えば、「献

金の目標は３０万円です。」とか、「次年度は、月定献金を５％増やしてください。」という言葉をよく使っ

ていました。私もその言葉を聞いて、かつては特に違和感を覚えませんでした。しかし、会計の見直しをす

る協議の中で「献金に目標というのは、本当にふさわしいのか。」という声が出てきました。
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目標を立ててはいかんという話ではないのです。目標がどういうものであるのかということをきちんと意識

して立てないと、いわゆる他の団体が募金の目標額はこれくらいですというのと同じになってしまいますか

ら、目標ということの意味合いをきちんと伝えることが必要だと思います。

　一般の団体において、いわゆる寄付金の目標の最大の目的は何かというと　満たされるか・満たされない

かということです。目標に達するか・達しないかが全てです。そうしますと目標に達したら、「よかった。」、

達しなかったら、「まずかった。」ということになってしまうと思います。「献金が賜物である。神様の与え

てくださる賜物である。」ということを受け止めますと、それは仮に目標に満たなかったとしても、意味の

あるということだと思います。満たなかったことの中に深い意味がある、そこから何か示されることがある。

神様はこの教会にこれだけ必要だったと願って与えて下さったことに意味がある。という事ではないかと思

うのです。

　実はこの献金の目標について、高知教会で改めて考えさせられたことがあります。高知教会は、今、会堂

建築に向かって献金をしているのですが、実は、改修をすませて使えることが分かりましたので、今は約

３０年先の会堂建築に向かって、少しずつ献金を始めています。私が来る以前から、高知教会は会堂建築の

目標額を決めることになっていました。私が赴任して３年目ぐらい、会堂建築の１年間目標額が４００万円

でした。献金を呼びかけるということになり、年度末に会堂建築の担当者が報告書を作ったのですが、その

文章を見たときに私はすごくひっかかったのです。「４００万円の目標額に対して、３８０万円でした。そ

の目標額に達しませんでした。本当に残念でした。ぜひ来年は頑張りましょう。」、そういうような文章が書

かれていたのです。それで、私は会堂建築の担当者に、「確かに目標額に達すること出来なかった。でも、

私達の教会で今年会堂建築を覚えて、３８０万円捧げられたという事は、すごいことじゃないですか。」と

話しました。そしたら、その担当者の方が「そうでした。こちらは目標に達するかどうか、そればかりで頭

がいっぱいでした。」と言われて、「感謝でした。また、祈っていきましょう。」と文章を変えた報告書がで

きました。達するか達しないかが全てになった時、神様から与えられた恵みの大きさがが見えなくなってし

まう、そういう事を改めて思わされて、目標額の捉え方を考えさせられました。高知教会は今でも会堂建築

の目標額を持っていますけれども、あくまでも、これは目安ということを確認します。それをみんなで覚え

ていくという事で、目標額を決めているのです。

　確認して、一応目標額にする。目標ということの意味合いをきちんと教会的に捉えなおさなければ、世の

一般的な寄付金の目標となんら変わらなくなってしまう。それを考えさせられました。

　目標は提示せずに、あとは勝手にやってくださいではなくて、むしろ、必要なのは献金の趣旨・内容を提

示することです。もう少し言葉を足しますと、祈っていただくために必要な情報をきちんと提供するという

ことです。この献金は、どういう目的であるのか、この献金は何を目指しているのか、どういう事がこの献

金でなされるのか、そういうことを丁寧に伝えていくことが、実は目標を提示するより重要ではないかと思

い至ったのです。こういう献金です、こういうことが目的です、ということを示して、祈って頂くことの大

切さです。そうしますと、祈るということは、ひとりひとり祈り方が違うのです。受けとめかたも違います。

志は人によって違うことになる。しかし、ひとりひとり違う志を神様によって与えられて、そして、それを

献げていく。それが一番大事です。内容がきちんと伝えられて、祈って、考えていただく。このような献金

の呼びかけをしましょうと確認したのです。

　内容をお伝えして、祈っていただく。そのことの大切さをあらためて示された出来事でした。昨日、献金

のことは牧師は言わないでくださいと言われたことをお話しましたが、見直し後は、基本的には牧師が献金

の内容を伝えることになりました。

　次に、志のまま捧げていく、このやり方だとどんな姿で進んで行くことになるのか、お話していきたいと



― 13 ―

思います。　四国教区の特色として互助制度をもっています。今回は制度そのものには触れませんが、興味

あるようでしたら、あとで質疑のときにお聞きくださったら、私の分かる範囲内でお答えしたいと思います。

ただ、献金の観点で、一部について触れます。

　四国教区の互助制度の一番の特徴は、完全に、信徒の自由献金で運営されていることです。基本的には信

徒の方が毎年献げてくださる自由献金です。今、四国教区には、８５の教会があって、だいたい１年間に献

げられる互助制度ための献金、自立連帯献金の金額は２２００万円くらいあります。今は高知教会も献金し

ていますが、私が赴任した時は、互助献金に対する受け止め方が、ちがうかなという感じがしました。それ

は、どういうことかと言いますと、高知教会が毎年献金の種類を教会員に伝えている紙には「小規模教会を

支える献金です。」と書いてあったのです。「小規模教会」この言葉はちょっと違うなと思ったので、直させ

ていただきました。

　四国教区の互助の原資になっている献金は、単に経済規模が小さい教会を支える為の献金ではないのです。

どんな意識かというと、教区全体の伝道を、教区全体の教会によって支えていくという趣旨です。形として

は、互助費で小規模教会の先生方を支える形になっています。これは教区としての全体の伝道を考えるから

なのです。単に教会が小さいから支えている献金としてではなく、これは、私たちがなすべき教区全体の伝

道を、教区全体の教会によって支えていくという意味合いを持っている献金ということです。

　高知教会は比較的規模の大きな教会なので、本当に意識的に関わっている方以外は、なかなか外部の教会

のことが分からないという課題がありました。どうしたら関心を持っていただけるか、考え、新しい取り組

みを始めました。その中の一つが、７月に「四国伝道を覚える日」という機会を作ったことです。それは、

互助を受けている教会の牧師に実際に来ていただいて、礼拝で説教して頂いて、その後、小さな修養会をし

てその教会の姿をお話して頂く。どういうふうな伝道の闘いをしているのかということをお話して頂くとい

う取り組みをしています。そうすると、会に出られた方は、「小規模教会は大変そうと思っていましたけど、

みなさん生き生きしていらっしゃいますね」というように、一緒に前向きに受け止めてとらえてくださる方

が少しずつ現れてきました。結果、高知教会は会員数が減少していますけども、自立連帯献金は大体横ばい

です。その中で、新しい取り組みを始めて、自立連帯献金を大幅に増額して下さった方もいます。そういう

ふうに趣旨をきちんと伝えて、内容を意識して頂くことが一番大事なことであると受け止めさせていただき

ました。

　ひとりひとりの志を豊かに委ねる重要性、そのためにも趣旨をきちんと伝えて祈っていただく、そういう

ようにして賜物として献金が展開していくという事を思わされました。

・献金袋について

　須崎教会では、かつては献金袋は、全て週報ボックスに入れていました。この見直しをしたいと思い、月

定献金袋以外は週報ボックスに入れないことになりました。代わりにどうしたかというと掲示板の前の棚に

献金袋が並んでいて、自分たちで取っていくという形にしました。自由に取っていくということにしました。

つまり、強制的に週報ボックスに入れて献金してくださいということではなくて、祈って献げていくという

事で月定献金袋以外は週報ボックスに入れないことになったのです。その結果、みなが色々な献げ方をして

くださるようになりました。いわゆる月定型で呼び掛けていたものを一時献金として献げる方も現れました。

中には献金をしなくなった方もいらっしゃいました。しかし、自らが献金袋をとって入れていただくことを

大事にしようとしました。

　この話は、高知教会でもお話しし、そういう呼びかけの形に変えてみませんかと提案しました。しかし、

今までのやり方がありますので、それは無理じゃないかということになり、今のところ月定献金と会堂献金
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と自立連帯献金の袋は必ず入っています。ゆくゆくは、月定献金以外の袋は自分が取るようになったらいい

なあと、私自身としては思っています。

　けれども、試験的にやってみようとなった事もあります。高知教会は、年に３回、ある課題のために献金

を呼びかけることがあります。ひとつは、共助献金。お互いの助け合いを願って募っています。それから

１０月には、神学校を覚えての献金。２月に隠退教師を覚えての謝恩献金をしています。それぞれの献金袋

は毎回週報ボックスに入っていたのです。私は、これもなんとか自分で取るようにできないかなあと思って

いました。それで、今年６月の共助献金は、献金袋を自ら取るという形で呼びかけてみませんかと話をしま

した。長老会で異論も出ました。「そんなことをしたら、絶対減りますよ」という意見もありました。結果減っ

ても、取り扱いが大事だからそうしたいとお話ししました。最終的には、今回試しでやりましょうとなりま

した。共助献金袋は、週報ボックスに入れないで、志のある方は持って行って献金して下さいと週報にずっ

と載せてきました。その後、献金がどうなったか長老会で話になりました。実は、昨年と比べて、口数は一

口減りましたが、献金額は多かったのです。それで、みんな納得してくれました。ああ、そういうふうにす

ることが大事なのですねということになりました。このままずっとこの呼びかけの仕方でしていくのかどう

か分かりませんが、とりあえず、次の神学校献金もそれでやっていきましょうということになった。これは、

何を意味しているかというと、献金袋を入れられていた時も、それに応えてくださるということは、志を持っ

ていらっしゃる方だということです。ですから、志のない方は、週報ボックスに献金袋を入れられても献金

することはない。そうは言いながらも、献金が大幅に減っていたらどうしようかなと内心は思っていました。

一口減りましたが、献金額は増えましたと聞いた時には、ああ神様有難うございましたと祈りました。その

ように、献金を意識づけて行うことは重要だなと思います。

　

・献金の確認

　献金が献げられてそれをまとめることを、須崎教会では「献金を計算、献金の集計」という言い方をして

いました。それを「献金の確認」という言い方に統一しました。

　この献金の計算は、実は、金額を確認することが目的ではないのです。そこで何をしているかというと、

ひとりひとりに与えて下さった神様の志を確認しているのです。働いて下さった恵みの跡を確認しているの

です。結果としてはそれが金額としてあらわれます。しかしそれは、金額そのものが重要なのではなくて、

そこに神様が起こしてくださった志であることが大切です。ですから、単に集計をしている、計算をしてい

るということではなくて、「献金を確認している。志を確認していく。」ということで「献金を確認する。」

という言い方で統一しましょうということになりました。これは、単なる言葉の言い換えのようですが、私

は言葉の使い方に意識が現れると思っています。ですから、意識的にそういう言葉を使っていくことで、受

け止めさせられる何かがあるのではないかと思うのです。献金をまとめていくことは、単に金銭の計算をし

ているのではなくて、神様がそれぞれひとりひとりを起こして下さったその志を確認していることなのです。

その働き、恵みの跡が献金に示されていると言えると思います。

　

・会計の取り扱いについて

　ここでは、まず、予算のことをお話しようと思います。皆さんが、戸惑われることを前提でお話ししよう

と思います。実際に神様の賜物である献金を用いていくことですから、用いていくことについても大きな変

更がありました。予算の立て方を大幅に見直すことになったのです。それまでは、非常に細かく予算を立て

ていました。丁寧に立てるという意味合いできちんとしていました。これは、注意が必要と思います。なん

でもかんでもいい加減に使えばいいと言うのではありません。必要なことは必要なこととして判断すること
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は大事です。ただこの見直しをした後、予算は、あくまでも目安であることを確認しました。目安であるこ

とを確認することになったのは、二つの教会の例がありました。　　　　　　　

　まず、高知教区のある教会が一切予算を立てないと聞いて、私は本当に驚きました。教会総会で教師謝儀

の金額だけは決めておいて、後は一切決めないそうです。この方向性に、私はすごく大きな示しを受けまし

た。実はその教会というのは、霜越先生が開拓伝道された土佐嶺南教会です。その教会は、謝儀だけ決めて、

後は与えられたものを神様のために用いていくのです。本当に教会が必要とされているものにお金を出して

いく。当然、年度途中で変わることもある。最初はすごいなあと思いましたが、同時にそんなことができる

のかとも思いました。しかし、その教会が目指していることは、受け止めていく必要があると思ったのです。

予算を立てて、しっかりとしているがゆえに、本当はどうしてももう一度伝道集会をしたいのだが予算が決

められて行えない、と言うのであれば本末転倒ではないかということなのです。必要に合わせてゆくことの

重要性というのをここから受け止めさせられました。

　もう一つは、東京のある教会です。その教会の予算には伝道費という項目がないのです。その教会に関わ

りのある牧師が、伝道費がないとは不思議だと思い、その教会の先生に聞いたそうです。その答えは意外な

ものでした。教会の費用は全部伝道費だというのです。なるほどと思わされたそうです。つまり、鉛筆１本

だって教会で使うとき伝道のために使う、それ以外の目的で支出するということはないのです。逆に言えば

伝道のために、この会計が用いられているという事が中心であると認識することが、非常に重要だというこ

となのですね。そういう意味で本来伝道費でない支出などあるのかという思いが、こういう形に示されてい

ると思います。これは、教師謝儀の話にもつながるのではないかと思っています。

　以上ふたつの例から考えさせられて、須崎教会に反映させました。一つは会計報告に予算を載せないこと

にしました。予算との比較で支出を考えないことにしたのです。もちろん須崎教会は宗教法人でしたので、

法律上予算を作らないといけませんので、一応予算を作ります。補正を年度末にきちんとしましょうという

前提で、あまり予算にこだわらずに、本当に必要なものに支出していくという姿勢を大切にしました。そう

いう予算の用い方をするようになって、すごく思わされたことがあります。それは、だいたい９月の長老会

で必ず話が出るのですが、それは、支出を２倍にするという話です。９月ごろになると様子がわかってくる

のです。これをして今年度は厳しいとか、余裕がありそうだとかそういう話は一切出なくなった。その年そ

の年の必要に合わせてやっていきましょうということになりました。もちろんその支出は本当に必要かとい

う事は考えなければなりません。しかし、突発的に何かが必要という事はあるのですね。講師を呼んで伝道

礼拝をして欲しいなどという時には、予算の枠を考えないで用いていくことができるわけです。

　このことについては、高知教会でも取り組みをしていく必要があると思わされています。高知教会では会

計表があります。すごく印象的な表で対予算比何％と明示されています。例えば支出でいえば、対予算比

６０％とあれば、これを見てもうずいぶん使ったという話につながっていくのです。もちろん予算の対比も

ある程度大事なのですけれど、それにとらわれてしまい、それが全てだとなってしまうことの問題性を考え

る必要があると思います。

・基金について

　霜越先生が、基金は教会にとってすごく危ういのではないかと言っておられます。その意味は、これがあ

るから、私たちは大丈夫だ　となってしまうことです。それは危険ではないかないかということです。神様

がその年に本当に必要なものを与えてくださる。そのことに徹していくということが霜越先生の言いたいこ

とではないかと思います。その時、その時に与えられたものを受けとめていく大切さです。

基金のことについては、丁寧に考える必要があります。私自身には、基金についてこういうことがありまし
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た。赴任して最初のころ、須崎教会には、毎年、会計に余剰金があったのです。ある年、結構多額の余剰金

があり、それを受けて教会総会で提案がありました。「これから、先生にも長く須崎教会で働きをしていた

だかなければならないので、当然謝儀額が上昇する。その時に備えて、余剰金を基金として保管してはどう

か。」というものでした。その提案があった時に、僕は大変戸惑ってしまって、「そんな基金を持つのはやめ

て下さい。」と過剰に反応してしまいました。その提案された方の趣旨は、謝儀を上げたいが高齢化で将来

会計が大変になるかもしれない、その時のために基金を持つべきではないか、ということだったのです。私は、

その時、感情に任せて、「いや、例え謝儀が半分になっても、私は牧師として働きます。」と言い切ったので

す。後から振り返って、自分でも思い切ったことを言ったなと思いましたが、その時、聞いていた別の長老が、

だいぶ後になってから「先生は、本気で謝儀が半額になっても働かれるかもしれない。これは、本気で先生

を支えないといけないと思った。」と言われました。私は、そのような影響を与えていたことなど知らずに、

つい感情に任せて言ってしまったのですが、結果として基金を持たないという事になったのです。そのこと

があって、与えられた余剰金は漠然とした基金ではなく、必ず名目の付いた積立金として残す、例えば「会

堂建築準備金」のように、名目の付いた積立金にすることを確認しました。

　こうして須崎教会では、神様がその時の必要を満たしてくださることへの期待が希薄にならないように、

その時その時に与えられたもので歩んでいくということを確認しました。　

・会計報告について

　会計の報告については、結局金銭の授受の報告にならないようにしていくということだと思います。献金

の報告、会計の報告については、それぞれの教会のやり方がありますので、私の言うことが正解というわけ

ではありません。一つの例に過ぎません。

　須崎教会では、私が赴任した当初は、会計報告には、献金名があり、氏名に丸がついていました。「○○献金、

誰々○。」というように氏名のところに○がついていました。捧げているか捧げていないが、一目瞭然の報

告になっていました。その後の取り扱いの変更で、○印ではなく、献金した氏名を、それも、献げられた順

に書かくように変更しました。３０名ほどの教会員ですから、よほど意識してみないと誰が捧げていないか

は分からないようになっています。そうしたのは、献金の報告の目的は献金をしなかった教会員が分かるこ

とではなく、私が献げたものがちゃんと教会に記録されていることが分かればよいわけです。それを中心に

してやりましょうということになりました。

　高知教会でもこれを提案しようと思いましたが、やはり会員数が２００名になると、会計としては、間違

いがあるといけないので、厳しいと言われましたので、五十音順に献金者の名前が記載されています。しか

し、なるべく献金の本質に近くなる報告の努力をしていかなければならないと思っています。

　もう一つは、会計の支出についても丁寧に報告していかなければなりません。単に支出の数字が並んでい

るだけではなく、献金を通して、どういう働きに用いられたのかが分かるように丁寧に報告することになり

ました。献げることを通して、神様が溢れるばかりの恵みを注いでくださるわけですから、その恵みを報告

する必要があります。自分が献げたものがどのように用いられたかを見ることによって、本当に神様が働い

て下さったと分かる。しかも、傍観者としてではなく当事者として分かるということです。

・全体の意識とするための取り組み

　受洗準備の時に、献金について丁寧に説明することは必要だと思います。それ以外にも須崎教会では献金

に対する基本的な姿勢を、毎年確認していくことをしていました。それがこの「献金への招き」です。表題

から考えましてどういう言葉がいいか、「献金の勧め」という案もあったんですが、最終的に「献金への招
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き」という事になりました。神様が招いて下さっていることに対して応えていきましょうという趣旨です。

この「献金への招き」は、毎年、配られています。基本的な姿勢が最初に書いてあります。次に其々の献金

の内容と趣旨が、一応分かるように書いてあります。須崎教会で捧げられた献金が全部書いてあります。そ

れから昨年、どれくらいの額が献げられたかということも、参考のために書いてあります。これは、全体の

恵みの跡の確認になっています。これを毎年、教会総会の行われる日の礼拝の後で、総会直前に読んでいま

す。確認のために前文だけをお読みします。

　「神様は、救いの福音をこの世の全ての人々に伝えたいと願われ、それを実現されるために、今も働いて

おられます。神様は、その働きを、教会に委ねてくださいました。教会は、この働きに参与することを通し

て、土の器が用いられていく事実を知らされ、あたかも私たちがなしたようにその実りを受け取らせていた

だく中で、神様の恵みの力の大きさを知らされていきます。神様の伝道の働きに生きる中で、教会はこの恵

みの世界を確認させられていくのです。

　神様は、この教会の歩みを保証してくださっています。それは経済的な裏付けをも伴うものです。（コリ

ントⅠ第９章１４節）。ですから、私たちが献金を捧げ、教会の歩みを支えることの背後には、まず神様が

この教会を支え、歩ませるというご意志があります。その具体的な姿が献金です。

神様は、この年にこれだけの宝が須崎教会に必要だと思われ、私たち一人一人に献金の志を与え、教会の歩

みのための経済的な基盤を整えてくださいます。「それは『多く得たものも余ることがなく、少ししか得なかっ

たものも足りないことはなかった』と書いてある通り（コリントⅡ第８章１５節）」のことが献金を通して

実現します。ですから、献金の額の多少にとらわれることなく、他の人との比較でもなく、神様から自分に

与えられた志のままに、捧げていきたいと思います。

　本来私たちは自分のものを手放すことなどできないはずであります。しかし、私たちは救いの福音によっ

て、私たちの命の基礎は手に出来るものにあるのではなく、神様の救いのご意志にこそあるということを知

らされて、捧げる者となっています。こう変えられた事実に目を向け、私たちの捧げる貧しい宝を用いて、

神様がどんなに大きな恵みの世界を見せてくださるのか（マラキ書第３章１０節）を望みつつ、献金の業に

参与していきたいと思います。」

　これを毎年読んで、その姿勢を確認して献金を捧げています。繰り返し、繰り返し、献金とは何かという

ことを説明しながら確認し、意識を持って献金するようにしています。高知教会でも同じものを作り、毎年、

献金の内容を確認できるようにしていきたいと思っています。

6. 教会会計における教師謝儀とは

・教会会計における教師謝儀

　ここから、教会会計の中で大きな部分を占める教師謝儀について、考えてみたいと思います。教師謝儀を

どう考えるかということが必要となって、四国教区は「謝儀とは何なのか」を考えてきました。宣教委員会

に「教師謝儀の神学的意味」と題して諮問をし、答申として検討結果の報告を受けました。そして、これら

をもとに２年かけて、四国教区の教師謝儀規定が全面的に見直されました。おそらくほとんどの教区が、高

校教師の給与表を基礎とした謝儀規定を持っていると思います。このことを最初に行ったのが、実は四国教

区なのです。四国教区のある信徒の方、当時の財務委員長が、「教師謝儀をなんとかして位置づけられないか」

と考えた時に、ちょうどアメリカの教会が高校教師給与とほぼ同じような謝儀体系を持っていることを知り、

では、日本でも高校の先生の給料の体系に倣うのが良いのではないかと考え、その形で考えてみようという
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ことになりました。その方が最初に取り組みをされて四国教区の謝儀規定の原型を作られたのです。これが

広がりまして、今、多くの教区がこの形をとっていると思います。私たち四国教区は、教師謝儀について非

常に先駆的な働きをしていることを自負しています。

　今は、逆に高校教師給与表を離れました。高校教師給与に従ってということを止めて、もう少し、生活実

態に即した形の教師謝儀規定に変更していこうとを決めて、今年から　実行しているのです。

実は高校教師給与というのは、愛知県はそうではないかもしれませんが、四国ではその地域ではすごく高給

になっています。高校の先生の給与位ですと言うと、それはいいですねとなるのです。一般の会社であれば、

例えば、高知県で言いますと、全国の給与水準の７割になります。それくらいの給料が平均的です。そうい

う事でいえば、高校教師の給与は、地域では高い水準になる。そうすると、牧師を支えることを目的とする

謝儀規定が、結果として教会の現状に即さなくなっている、という事態が増えました。それで教師謝儀につ

いて考えようということになり、教師謝儀の見直しに取り組んだのです。

　その時に、改めて、では教師謝儀とは何かが問われました。教師謝儀は、四国教区の教会で言いますと、

教会会計の６～７割を占めるものです。このように教師謝儀は、教会会計の大部分を占めているのに、全く

ノータッチでいいのかという事になり、考えていくことになりました。そして一つの手掛かりとして、宣教

研究委員会に諮問し、検討を求めて、本日配布したような冊子になったのです。

　この答申の中で明確に言われていますことは、教師謝儀という支出項目が、実は教会の働きの本質を表

わしている、つまり、教会が教会である事は教師謝儀の支出という形で表れてくる、ということです。　　　　　　　　

説教と聖礼典を行う教師の働きを抜きにして、教会の伝道は成り立たちません。この基本的な理解の上に立っ

て、その意味で謝儀によって教師を支えていくということが、実は教会の本質的なあり方であると答申を通

して示されました。

　このことを理解するために手掛かりとして、四国教区は非常に充実した互助制度を持っている教区である

ことがあげられます。２２００万円の互助献金が、１６の教会の教師謝儀を支えている。だいたい１教会あ

たり６０万円から３５０万円ほどの支援があります。これは教師謝儀規定の８５％になるように支援してい

ます。教区の互助は、教師を支える生活援助か、それとも教会を支える伝道援助か、という議論がありまし

た。しかし、議論を重ねた結果、今は互助制度について、四国教区で謝儀をどう捉えているかというと、「教

師謝儀援助の形をとる伝道援助」という言い方をしています。つまり、実際は教師の生活を支えているので

すが、そのことが、結果として最も適切な形で教会を支援していくことであるという理解です。

　答申の中で印象的な言葉は、「謝儀の『謝』というのは、神様に対する感謝である。」と書いてあることで

した。要するに、教会が牧師の働きに感謝して、謝儀を払うものではありません。神様がこの教会に牧師を

遣わしてくださったことに対して感謝する。ですから、教師の生活を支えることを通して、教会の伝道を支

えることになるという受け止め方です。

・教師にとっての教師謝儀

　ここまでは教会の側から教師謝儀を見たのですが、今度は、教師にとって教師謝儀とは何かを考えてみま

す。先ほどの答申の中に「教師の謝儀は、報酬ではない。」と書かれています。ここにいる皆さんの中に教

師の方がいらっしゃいますが、報酬だと思っている方はおられないと思います。やはり、これは報酬ではあ

りません。報酬ではないということは、労働の対価ではない。対価として受け取る賃金や給与とは根本的に

違うということです。このことが不明瞭になると、どうしても二つの大きな問題を生じることになると思い

ます。それは何かというと、一つは召命についての事実誤認がおこる。つまり、教師が召しによって神様に

よって立てられていることです。ところが、それが労働の対価であると考えるならば、対価のために働くと
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いう形となり、結果としてその教師の働きは召命によって働くという中心からずれていくことになります。

もう一つは、福音が報酬を受ける手段になるということです。謝儀を労働対価として受けているということ

になると、福音を宣べ伝えることはあくまで自分の生活の手段であるということになるのです。ですから教

師謝儀というのは報酬ではないのです。報酬でないならば、教師にとって教師謝儀とは一体何なのでしょう

か。Ⅱコリント１１章８節にパウロは自分が受けたものが何であるかを、非常に明確に言っているのです。

それは、「あなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。」と言っているのです。「生活費」というこ

の言葉は、聖書の言葉に遡りますと「兵士が戦場で食べる為の食糧」を意味しています。つまりこれは神様

が福音宣教の働きを継続するために必要なものを与えて生活させているというように、「生活費」という言

葉で表わされているのではないかと思います。教師謝儀というのは、能力給や評価としての報酬ではなくて、

その地で牧師が実際に生活をして、福音を宣べ伝えていくために生活を支えようとしているのだと思います。

教師がきちんと生活をしている。そのために必要なものを備えるという事が、謝儀の最大の目的であるとい

うことに、答申の結論は行き着いていました。四国教区ではそのことを受けて、例えばお子さんが学齢期で

教育費を多額になる時には謝儀が上げる、お子さんの教育が終わったら謝儀を下げる、という生活実態に即

した謝儀体系へと変更したのです。

7、教会会計について示された恵みを通して（終わりに）

　私は会計を考えることを通して、たくさん恵みをいただいたなと思わされています。その与えられたもの

を皆さんに少しでもお伝えしたいと思い、講師を引き受けました。最後にふたつ私が実際に経験させていた

だいた大きな恵みをお話して、終わりにさせていただきたいと思います。

　一つは、須崎教会の会堂建築のことです。この会堂建築を通して、私自身あらためて牧師としてどうある

べきかを問われました。その意味で感謝です。須崎教会は、私が赴任しました時に財産目録に「山」があり

ました。それは、かつての教会員が会堂建築のためにと、木の植えられた山を献げくださったものです。そ

の木がだんだん成長してきまして、いよいよ会堂建築の木材として使えそうだということになりました。と

ころが私は、その話が出てきたときに最初に思ったのは会堂建築などやりたくないということでした。それ

で一生懸命水をかけました。「大変ですよ。」と。出来れば、会堂建築は避けたいと思いました。しかし、信

徒の方々が意欲を持たれ、「やりましょう」となりました。その大きなきっかけになったのは、捧げてくださっ

た山の木が、せっかく使えるような状態になったのだから、その祈りを形にしたいという思いでした。それで、

会堂建築することになったのです。それで会堂建築をすることになって、いろいろな費用が必要になってき

ました。私は、素人だったということに尽きるのですが、何となく木材が全部ある、そうすると木の材料費

は全部かからなないと思ったのです。そういう意味では、会堂建築は、他の教会に比べたらはるかに安くで

きるのではないかと思った。それで色々協議を重ねて、設計がなされて最終的に見積もりの金額が出ました。

私たちはだいたい３，５００万円くらいの費用だと思っていたのですが、出てきた金額が５，０００万円だっ

たのです。30 名の教会にはすごく大きな金額で、当然どうするかといことになりました。私はその見積も

りの金額が出た夜は、寝られませんでした。５０００万円の事業が、途中で頓挫したらどうしたらいいのだ

ろうと色々考えて、やはり計画を見直しましょうと、次の日曜日に提案しようと思っていたのです。その翌

日、ふとある一つの聖書のみ言葉が浮かんできました。これは、私が思い付いたという以上に　ある教会が

会堂建築の最初の決断をする時に受け止めた聖書の言葉だった。それがどんな言葉だったかというと、『モー

セは民に答えた。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あ

なたたちは今日エジプト人を見ているが、もう２度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのため

に戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。』、出エジプト記の御言葉です。私はその時までは、教会の
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皆さんに「会堂建築は神様のものです。神様が成してくださる業です。」ということを繰り返して話してき

ました。しかしそれが非常に大きな金額の見積もりが出た時に　私自身が大きく動揺したのです。繰り返し

神様の業ですと言っている私が、実はその金額の大きさに愕然としたのです。そういう自分の姿が、この御

言葉で問われたと思いました。「ああ、自分は口では神の業だと言っておきながら、本当は自分たちが一生

懸命、積み上げてするのだというように風に本心では思っていた。」、そのことを強く示されました。そのこ

とに打ちのめされまして、次の長老会のときに皆さんにお詫びをして、自分は神様の業と言ってきた、しか

し、実際は　５０００万円という金額を見たときに動揺した。悔い改めてここからスタートしたいと思いま

す。この５０００万円に対して神様が備えてくださることを信じて、一緒に取り組ませてくださいと、最後

にお伝えすることができました。

　大きな金額ですから、１０年間かけて会堂建設の借入金の返済に取り組むことになりました。１０年は長

いですから、私も教会員も、もし、与えられなかったら伸ばしていけばいいだけだと思っていました。私は

６年目に教会を移りましたので、次の先生に借金を残してゆくことになりました。つい先日、完済できたと

お聞きしました。最後も、その方が残してくれた木が売れて、返済の原資となりましたとお聞きしました。

神様が満たしてくださったと強く思いました。私は会堂建築を通して、教会会計を見ていく視点を示されま

した。教会の祈りに対して神様が応えてくださることを、身をもって経験させていただき、本当に感謝でした。

　最後に、高知教会の歩みの中で示されたことをお話しします。昨年度、高知教会も教会会計のことで考え

させられ、与えられた恵みがありました。高知教会もご多分に漏れず、教会会計は非常に厳しくなっていま

す。牧師を二人体制で支えているという事もありますが、会員数が減ってきて、特に中心になって担ってき

てくださった方たちが続いて亡くなられましたので、私は赴任して７年目ですが、初めて２月になっても赤

字が続いたのです。しかも赤字の幅が結構大きかったのです。かなりの赤字の金額になりまして、３月の長

老会のときには、本当に大丈夫かという雰囲気になった。それで教会としてもこの状況を教会員に訴えて、

そして献金を呼び掛けましょうという流れになりました。私はその時に、それ止めましょうと言ったのです。

こういう状況だから献金してくださいではなくて、こういう状態だから祈ってください、そうしていくよう

にお願いしました。勿論、そんなことで満たされるのでしょうかというような意見が出されましたが、私は

教会員に２月の会計報告をするときに、現在この程度の赤字があります。皆さん是非祈ってくださいとお話

しました。そして、３月の年度末に結局、満たされたのです。その満たされ方がちょっと半端ではありませ

んでした。２月に出た赤字の金額が丸ごと反対になるくらいの黒字だったのです。その時に、そのことを報

告する長老会で、会計の方が「神様に満たしていただきました。もしこれが、一生懸命捧げてくださいとい

う話をしていたら、みんな頑張って献金してくださいましたというように言ったと思います。ところが　神

様が満たしてくださるように祈ってくださいと言われたので、神様が満たしてくださったと本当に思いまし

た。」と話されたのです。こういうようにして変えられていく姿があるのだと思いました。この恵みを与え

られて、新しい年度をまた歩みたいと思いています。実は、今年度は９月の段階でも赤字になりました。そ

のことを長老が「祈ってください」と報告しているのを聞いて、ああよかったと思いました。「祈ってくだ

さい」と全体に伝えるように、長老が変えられているのを見ました。こういう言葉が出てくるということは

神様のみ業を見ることができたなことと思い、今、本当に感謝しています。

ありがとうございました。
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９・１７　中部教区役員研修会　　質疑応答

Ａ教会　　　：３年ほど前、小学生２人が受洗しました。月定献金について、その時、牧師がお話してくださっ

たと思いますが滞っています。それをどのように扱ったらいいのか。子どもですから、お小

遣いはあると思います。教会学校に来ても献金はしてくれますから。月定献金の滞りについ

て牧師に相談した事がある。牧師は、ちゃんと話をしたのですが忘れているのでしょうとい

う答えが返ってきた。こどもに献金をお捧げすることの意味をどのように説明したらいいの

でしょうか。教会としてどのような対応の仕方があるのか。お聞かせ願えればと思います。

黒田牧師Ａ　：とても難しい問題だと思います。小学生の方の状況がよくわからないので、あまり、適当な

ことを言ってしまってはいけないと思います。やはり、継続的に関わっておられる牧師先生が、

よくわかっていると思うので、牧師先生とよく相談していただけたらと思います。

　高知教会でも、実際に月定献金を捧げていない方がおられます。そういう方にどう対応し

たらよいかということでお答えします。　

　一つには、献金は「志」であることを確認しています。先ほどの話のつながりで言いますと、

志を持って捧げることが大事です。月定献金とは何かをきちんとお伝えして、後は、その方

にお任せする事が、ある意味必要なのではないかと思います。

　例えば、前任の須崎教会では農業をされている方がおられて、収穫の時は収入が多くある

のですが、後は全くないという状況がありました。毎月の収入が違うのです。だから、月定

献金が変わる可能性があるのです。そのことが、問題になったこともありましたが、その方

の状況として、そのまま受け止めることになりました。

　やはり「志」を大事にしていくという事になると思います。勿論、月定献金の意義を伝え

ることが大事であり、献金を捧げることを通して、神様の恵みを見る当事者となる事の恵み

をお伝えして、あとは本人の志に委ねていくことが大事ではないかと思います。

Ｂ教会　　　：昨日のやもめの献金の話で、私、ええっと思ったことがあるので確認をしたい。

レプタ２枚を捧げ、それは収入に合わせてちょっと捧げた。金額は、そのやもめにとっては、

レプタ２枚といっても収入全部を出したと同じことで、神様はよく出したねと言われたとい

うふうに理解していて、実は、子どもたちにも教会学校でそう教えてきました。

でも、先生は、そうじゃなくて意味合いだけじゃあなくて、神様から見たときに、量はこち

らのやもめのほうが多かったと言われて、ええっと思った。その部分をクリアにして頂けた

ら有り難いです。

黒田牧師Ａ　：説明不足でした。私も、単に「意味合い」の方が重要だと思ってこの個所を読んでいたので

す。ところが「誰よりもたくさん入れた。」とイエス様はおっしゃっておられるのですね。「誰

よりもたくさん」、そうすると、これは神様の秤と人間の秤は違うという意味なのです。そ

ういうことでいうと、教会学校で教えられてきたことは間違いではないと思います。やはり、

神様の秤は単に金額ではなく、そこに込められている思いを計られるということが重要なの

です。献金のことを考えると、私たちはどうしても量、金額そのものの方に目がいくのです。

けれども、神様の秤というのは、実は、金額そのものより意味合いの量を計っているのです。

ですから、献金の受け止め方について、根本的に私たちの受け止め方を変えさせていくのが、

このイエス様の言葉だと思います。　
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お伝えしたかったのは、イエス様がおっしゃったとことで言えば、『多く入れた。』というこ

となのです。イエス様の秤では、やもめの献金は、実際に多いのです。イエス様の秤は、単

なる金額ではない、志を受け止めているのです。イエス様にとっては、このやもめの献金は、

志が重い。だからこそ、「たくさん入れた」という事なのです。そのことの重要性が、この個

所に示されていると思います。

Ｂ教会　　　：ですから、最初に理解していた意味合いだけでは、だめなのかということです。神様から見

たら、やもめの金額は、やもめにとって全てを捧げているという意味合いでいいと思うので、

納得がいかないのです。

黒田牧師Ａ　：説明が悪くて、申し訳ありません。今言われた言葉で言えば、金額は問題ではなく、捧げた

やもめの信仰が全てだということです。ですから、意味合いが全てなのです。イエス様の秤は、

金額そのものではなく、そこに込められた志を計られるのです。この個所は、イエス様が「た

くさん入れた」とおっしゃっているわけですから、意味合いにおいて「沢山入れた」、それが

全てだという事です。

Ｃ教会　　　：地区、教区、教団のことを今まで全然考えることができていなかったのですが、ある役員の

方から、そういうこともちゃんと考えていかなきゃいけないよと言われて、今年から、考え

ていくことになった新米役員です。僕は、２０年以上銀行員をやっています。昨日、今日と

聞いた先生のお話で本当に不思議な話が沢山ある、私が今までやってきた仕事の話と全然違

うなと思った次第です。

（質問は）二つあります。一つは、負担金という言葉があるんですけれども、献金が信仰告白

的行為というお話だと、「負担をする」、「負担金」という言葉が、適切なのか分からなかった。

あと一つは、ジレンマがあって、「神様が導かれる会計、神様が戦ってくださっている」だか

ら、私たちは何もしなくていいんですか。まかせっきりでいいんでしょうか。よく、「主の山

に備えあり」と言われる方がいらっしゃいますけども、今、教団の財政がどうなっているのか。

教区が何ができるのか。そのために各教会が何ができるのかをしっかり考えて、議論をして

いく必要があると思うのですが、「神様が・・・」と持ちだすと、その闊達な議論が妨げられ

てしまうようなことがあったりしないだろうか。　そんな思いもどこかで出てきてしまうの

で、ちょっと今、葛藤しています。

黒田牧師Ａ　　：一般的な経済の考え方とは教会会計、献金は全然違います。私、神学校に行く前は、一般

大学の商学部で学んでいました。全く違うことを学んでいましたので、今言われた戸惑いを

受け止めます。勿論、一般社会の経済と教会の経済は内容においては違うのですが、その関

わりについては考えさせられることがあります。

　以前、四国教区の宣教研究委員会で働きを担った時に、一般的にはキリスト教の世界は遠

いと言われている問題と、キリスト教信仰がどのように繋がっているかというとことを主題

とした研究会を行ったことがありました。その一つの主題が「経済」でした。四国にある大

学のキリスト者の経済学者に講演をいただいたのですが、その中で、「経済の目的は、利益を

得ること。しかし、この利潤をどう使うかという事については、経済は何にも発言できない。

経済で得たものをどう使っていくかは、信仰の世界。そこにキリスト教会がきちんと発言し

ていかなければならない。」と言われ、なるほどと思わされたのです。その方が言われるには、
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経済も「神の見えざる手」、信仰的に考えられていたのに、２０世紀になってそれが離れてし

まった。経済が暴走しているということは、本来の経済の在り方ではないと言われました。

今の経済の現実としては利益の追求が目的ですが、しかし、それだけいいのかと私たちキリ

スト者は思っている必要があるのではないかと思います。経済至上主義が、はたしていいの

かという問いかけは、私たちが持っていなければならないと思っています。

　負担金の話ですが、私も戸惑いながら使っているというのが、正直なところです。良い言

い方があれば、変えられたらと思います。しかし、言葉を変えられないから駄目なのではな

くて、考えるべきこともあります。私は、教区の財務委員会で負担金の話をするときは必ず「負

担金は献金です。」と言います。なぜならば、事実各個教会の献金によって、教区財政が支え

られているからです。負担金は、各教会が経常会計の中から出しているものです。教会の経

常会計は、信徒の方の献金によって支えられているのです。ですから、負担金は献金なのです。

私は、教区、教団においてこの感覚を取り戻すことは非常に重要だと思います。教区も教団も、

信徒の方によって支えられていることに立ち返ることが重要です。

　伝道のビジョンのことでいえば、３年後、１０年後は、考えなくてよいとは思いません。

今後どうするかとか、展開をどうするかを考えることは大事なことだと思います。しかし、

そのことを考えていく上で大切だと思わされるのは、神様によって導かれるという事がはっ

きりしないと、本当の意味で将来像のデザインが描けないことです。今、地方教区は、少子

高齢化が進んでいますから、ほとんどの教会が厳しい状況にあります。未来を展望すること

は難しいのです。5 年後、10 年後どうなっているかと考えると、不安になるのです。そのよ

うな不安感、危機感から考えていくと、違うスパイラルに入ってしまうことがあります。例

えば、以前、四国のある教会でこんなことがありました。高齢者がほとんどの教会に、珍し

く若者が新来者としてやってきたのです。それで、教会の高齢者の人たちは決して逃すまい

と思って、礼拝後、その若者を取り囲んで、教会につながる意味を延々と話し続けたそうです。

しかし、その若者はその後礼拝に来ることはなかったそうです。私は、このことは危機感が

中心になってしまった時に、大切なことからずれてしまった一つの例だと思います。どうやっ

て人を教会に繋げることができるかが中心になってしまう。その姿です。本来、私たちが伝

道するのは、喜びを伝えることです。教会の後継者を得ようという方向に動いてしまうと、

伝道にある変質が起こると思います。神様が導いてくださるという事が明確になったところ

で何をしていくかということと、自分たちで何とかしなければ将来はないと思って取り組む

こととでは、全く違ってくるのです。神様が導いてくださるという事は、単に何もしなくて

いいというわけではありません。神様が導いてくださることが本当に分かると、何もしなく

ていいとは思えなくなるのです。なぜならば、教会は伝道するためにこそ存在するからです。

では、そのために何ができるのかという事に、当然なるのです。神様が将来を支えてくださ

るという事がはっきりする、とむしろやるべきことがはっきりするのではないかと思います。

Ｄ教会　　：有難うございました。「献金が賜物である。」ということ、そして、一人一人に神様が志を与え

てくださって、祈りによって捧げていただくことを学びました。その「祈り」ということな

んですけども、もちろん一人一人は祈りが違うのですが、礼拝の中で　公の礼拝の中で献金

を捧げるときの「献金の祈り」に関して、何かアドバイス頂けたらと思います。献金の祈り
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なんだけども、献金のことは一切なくて、献金の祈りでないこともある。自由な祈りもある

かも知れないが、そのへんのところを献金の祈りについてお話頂けたらと思います。　

黒田牧師Ａ　：献金の祈りの形で言えば、祈りの言葉の使い方に気をつけている必要があると思います。私

の本心を言えば、説教の要約をする必要はなく、献金の祈りは献金の祈りに徹した方がいい

と思います。しかし、そういうことをお話しすると、必ず祈りが自由にできなくなる、分か

らなくなると言われるのです。ですから、いつも悩みます。高知教会では、公の祈りの時は、

出来るだけ準備することを確認しました。しかし、確認しても、そうできないことも当然あ

ると思います。基本的に献金の祈りは何をしているのかをみんなで確認をして、それぞれが

祈りを捧げていくということにしています。なお、高知教会では、献金の感謝は献金の担当

の長老だけがしています。

　余談ですが、司式は、基本的には牧師が担当しますが　８月は長老が担当することになり

ます。長老が礼拝の中で祈ることが難しいという意見が出されたことがありました。「ちゃん

と　指導してもらわなくては困ります。」と言われて、長老会の研修会で、礼拝の祈りについ

て学び直したことがありました。礼拝の中での祈りとはなにか、そこで長老が祈るべきこと

は何か、そのようなことを確認しました。

そのように、献金の祈りについても、今行っていることを改めて確認することは重要なこと

だと思います。

Ｅ教会　　　：献金について祈ってもらうこと、また丁寧に伝えるというところをヒントにしながらも、二

つ質問があります。

「レプタの話」とか、御言葉をご本人は理解していても、量を捧げられないことで教会に対し

てなかなか意見が言いずらいという方に何かお話をしたいのですが、そのヒントをいただき

たい。

後、牧師の謝儀の件で生活を支えるだけではなくて、隠退した後にもその支え方について、

少し教えていただけないでしょうか。

黒田牧師Ａ　：申し訳ないですが、最初の質問をもう一度・・・

Ｅ教会　　　：月定献金をたくさん捧げられないことを引け目に感じてしまい、例えば、会堂建築の話だと

か、の話し合いの会に参加することを躊躇してしまわれる方がおられるので、

黒田牧師Ａ　：その方がどういう課題を持っているか十分に分かりませんので、今お聞きしたことだけで答

えることになることを、お許しください。献金は、神様が与えて下さった志ですから他の人

との比較ではなくその人の志が重いと言ったとしても、やはり金額を気にするということは

相当私たちの中に根付いているものだと思います。それは、多い献金がよい献金だと、どう

しても思ってしまうということです。感覚のようにして、私たちの心の中に残っているとい

うことです。その方だけではなく、みんなにあると思います。そういう事でいえば、献金の

ことで考えていく鍵となるのは、自分が捧げているものが神様から与えられた志だというこ

とを明確に意識することだと思います。自分の献金は神様から頂く志だと認識することです。

そうすると、神様の与えられた志ですから、神様が捧げさせるものを、引け目に思う事はな

いと変えられていくことのだと思います。

　高知教会でも高齢の方が、今までのように月定献金を捧げられなくなりましたと、強く引

け目に思っておられる方がいらっしゃいます。ですから「他の人との比較ではなくて」とい
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う事を徹底していかないと、そういう枠組みからなかなか離れられないというのが、私たち

の現実ではないかと思います。献金の問題は、なんとなくでは難しいと、私は思います。き

ちんと認識していかないと、結局、世の価値観と混ざってしまう。多い献金こそがいい献金

であるという事になってしまう。いちばん大事な部分を確認していく必要があると思います。

　謝儀の件、退職した後の生活のことについてです。これも四国宣教研究委員会の答申の中

に出ていました。教師の生活を支えていくという事は、現職の間だけではなくて、その牧師

の生涯に渡って支える、生活を支えることを含めての生活費だという説明がなされていまし

た。そういうことから、退職金とか年金の掛け金なども謝儀の一環として受け取ることがで

きるのではないかと記されていました。

Ｆ教会　　　：神様に与えていただいた志によって、捧げることの自覚。先生は、「志」という言葉を何回

もお使いになった。確かにこの言葉は、先生のキーワードだと思いますけども、そういうふ

うに「神様が私たちに志を与えてくださる」この言い方にたどり着いた思いを説明して頂き

たい。献金にしろ、神様の招きによってだとか、ビジョンによって与えられるだとか、の言

い方をされたのですが、献金についての「志」という言葉は、ある方向性を示すのだと思う

のですが、この言葉にたどり着かれたわけというのは、霜越先生の本からなのか、先生が、「志」

だなと思われているところをもう少し説明して頂けないでしょうか。

黒田牧師Ａ　：私のオリジナルではなく、霜越先生の言葉です。その部分の霜越先生の言葉を読みます。「我々

が一般に教界から受ける印象は、此の点において殊にあかぬけのせぬものであり、教会財政

にも伝道上の弱点を蔵していることを覚えしめられる。基督者が献金することは祈りや労を

献げると同様に『基督の福音に対する言明（いいあらわし）に順ふ（コリント後 9 ノ 13）』

ことであり、それは自ら『福音に与る（コリント前 9 ノ 23）』の途であるが故に、信仰の徒

（ともがら）は訴えらるるまでもなく頼まれるでもなく既に献金の志をもっているのである。

しかして教会経営の任に当たる主脳部殊に会計の担当者は、こうした兄弟姉妹の志を遂げし

めこれによって聖旨を行なうの責に任ぜる『神の家司』であることは改めて言うまでもない。」

要するに、神様は既に一人一人に、祈ろうとか、奉仕しようとか思っているのと同じように、

捧げようという志を与えているということなのです。そこから献金のことを考えるというこ

となのです。献金を捧げてもらうために十分働きかけをしないと、信徒は献金をしないと錯

覚してはならない、既に献金しようと思っているのです。祈ろうと思っている、教会で奉仕

しようと思っている、そのことと献金は同質であると、霜越先生は言われるのです。私はこ

の言葉に、強く感銘を受けました。献金というのは、みんな本当はしたくないのだけど、一

生懸命呼びかけて、その結果献金してもらっているというように錯覚していたように思いま

す。しかしそうではなくて、本来教会に生きていく人は、献金をしたいという志を持ってい

るという事から、考え始めるという事が大事だと思います。

Ｇ教会　　　：「神の御栄を表す教会会計」この言葉に尽きるなと思ったんです。

「献金への招き」の説明を受けて、教会員への働きかけをし続けていることがすごいなと思い

ました。こういう事ができたら、確かに全てが伝道費だと分かりました。先生が「志」とい

う言葉をおっしゃって、横山先生が、今のようなことをおっしゃった、私たちは、個人個人

違うし、言葉の使いかたも違う。聖霊の助けがないとこの会計に携わることはできないなと
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思った。　

　伝道費というと　私は今まで　○○○はいくらと考えていたが（金額）、そうじゃないと良

くわかりました。自分たちの努力では　ないなという思いがしました。聖霊の働きかなと思う。

感想です。

黒田牧師Ａ　：「志」は、まさに聖霊の働きです。聖霊の働きが私たちの心に働いて、こういうようにして

いこうとの思いが与えられるということです。そのことを、霜越先生は「志」という言葉で

表現されたのだと思います。単に人間の「志」ではなく、「志」を起こしてくださるのも神様

で、聖霊の働きによってさせていただいているということです。本当に聖霊の働きがあると、

私たちに分かるのです。その働きの一つとして、献金が捧げられるのだと思います。私に神

様が働いていてくださっていることに気づくこと、自分ではこのように献金するはずがない

のに、神様によって捧げさせていただいている。そうして、本当に神様が働いていてくださ

ると認識させていただくということなのです。献金をきちんと認識しているという事は、結

局神様が働いて下さっていることを認識していることだと思います。

Ｈ教会　　　：役員としてどういう役割があるのかという点が整理出来てありがたかったですし、「神の栄

光を表す教会会計」という研修会を組んでいただいた教区に感謝します。だた実際には、小

さい教会では私たちも祈っていても、教会はどんどん小さくなるのではないかという危機感

を覚えている。（牧師への謝儀が入らなくなる。）　今の基金を使って、年間百数十万円を投入

する　ような形で謝儀を払っている。牧師の謝儀だって決して貧相なものにしてはいけない

と私たちは思っているので、出来るだけ増やしたい。でも、教会員も高齢化し、若い人も給

料が低くなってきているという時代、教会形成は、今後非常に困難になるのではないかと思っ

ている。そういう時に私たち志は小さくてももっと広く、しっかりと持つという点に立たな

いとせっかく教会が立って 50 数年たつのですが、展望が湧いていかないというふうに危機的

に思ってなんとかしなくちゃと思った。一番根本の「教会は伝道するところだ。」と先生のお

話をお聞きして、信仰を与えられた者としては、もう一度しっかり立たないとまずいんだな

と改めて思ったので、そこをもう少しお聞かせいただきたいです。　

黒田牧師Ａ　：伝道をどう考えるかという質問と受け止めましたので、今考えていることをお話してみたい

と思います。

　四国教区の教会でも代務者が働きを担う教会が多くあります。私は今、会員数が 12 名で礼

拝出席 8 名という教会で、代務者として奉仕しています。その教会が、来春から牧師を招聘

する準備に入っています。最初、この規模で大丈夫でしょうかという話が出ました。けれども、

牧師招聘へと向かうことになったきっかけは、自分たちが生活するこの町に、伝道する責任

があるのではないかということを認識したことです。一番若い方でも 60 歳くらい、あとはほ

ぼ 80 歳台という教会ですけども、それでも、招聘の志が与えられているのです。それは、常

識的な展望が持てたということではなく、自分の教会の使命を果たしていこうと思ったとき

にそうなったのです。伝道に取り組んでいくことは、結局、教会の未来を開いていくことに

なると思うのです。だから、教会という組織を維持するためではなく、教会を通してこの地

に福音を伝えていく志を受け止めることこそ、教会の展望を開いていくことになると思いま

す。

　少し以前になりますが、四国教区で教区の今後の展開を話し合う会がありました。小規模
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教会は危機的な状況になってきている中で、どういう方策を実際に考えるかという主題でし

た。ある信徒の方が発題され、その中で、ユニット型の伝道協力を提唱されました。ユニッ

ト型というのは、この教会とこの教会はこの時期一緒に伝道しましょう、また、違う時期は

別々に歩みましょうという、教会合併ではなく、自由度のある伝道協力のことです。この方

は、今後教会員が増えていった時は、分かれたらよいのではないかと言われたのです。要す

るに、今後「増える」という発想です。今、この危機的な伝道の中でも、いつか増えるだろう。

それを聞いたとき、私は衝撃を受けました。その信徒の方は今後増えていく可能性を信じて、

前に向かって進んで行くということなのです。その時のために、今危機的な状況を乗り越え

るためにあらゆる努力をしてはどうかという事を話されたのです。教会は今、大変厳しい現

実の中を歩んでいるのですが、この先には神様が備えている将来が必ずある、そうして前へ

進んでいこうとするとき、新しいことを神様が示してくださることを思います。

　神様が備えてくださる将来がある、そのことから教会の現実を捉えなおしていくことが、

とても大事だと思います。高知教会では、私が赴任してからの 7 年間で 14 人が受洗や信仰

告白をしました。そのうちの、ほぼ半数が 35 歳以下です。あるときの長老会で「高知教会に

は青年があまり来ていませんね。」という話になりました。それで、私は「受洗者や信仰告白

者の約半数は 35 歳以下です」と言った時に、みんなが驚いていたのです。つまり、自分たち

の伝道はうまくいってないと思っていると、そこに起こっていることに気が付かなくなって

しまうのです。今の現実を、もう少し丁寧にきちんと捉える必要があると思います。単に右

肩下がりで減少しているだけではなく、実は、そこにいろいろな展開が起こっているのです。

　そこを見ていかないと、基本的には会員数は減少していますから、見える現実に飲み込ま

れてしまって、大切なものが分からなくなってしまうと思います。

Ｉ教会　　　：有難うございました。「志」という言葉が先ほどから、繰り返し出ていてそのことから、関

連してなんですけども、霜越先生の時代の「志」と言う言葉は、伝道者の中に生き生きと繰

り返されていたんではないかなという思いがして、先生が、解説して下さったことをあらた

めて感謝をしております。

　それで質問は、献金の証と言う事を教会で語る時に　一般的なオーソドックスな形として、

「感謝と献身のしるしとしての献金」という言い方をされている。「感謝と献身のしるし」と

いう献金に対する説明・献金の意味をとおして、「志」という言葉を交換可能な同義的な言葉

として使われるのか。さらに「志」という言葉を通して、ここというポイントを持っていらっ

しゃるのかお聞かせ願えればと思います。

黒田牧師Ａ　：交換可能かと言われると、ちょっと微妙かなと思います。何の説明もなく、「感謝と献身」

という言葉を「志」に置き換えられるかと言えば、やはり違うと思います。「感謝と献身のし

るし」という言葉で表している献金の意義を、認識して語る必要があると思います。「献金の

志」という言葉で霜越先生が言い表そうとしたのは、神様が与えて下さっている思いによっ

て実際に行動へと繋がっていく時に、「志」という言葉を使っているのです。単に思いだけで

はありません。そして、その「志」を大切にして、それに従って献金を捧げていく大切さを、

霜越先生は言っているのだと思います。

司会者　　　：時間がきましたので、質疑応答を終わります。私たちの教会にとって、教区にとって有意義
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な教会会計のお話をして頂きました。実際に関わられた当事者の先生から非常に深いお話と

分かち合いが出来たことを感謝いたします。　　

　　　　　　　有難うございました。　

中部教区役員研修会　２０１8 年度会計報告
収　入　の　部 支　出　の　部

教区交付金
地区交付金
参加費（A、46 名）
　″（夕食のみ 3名）
　″ (講演のみ 9名 )
献金

400,000
80,000
557,400
21,000
10,000
10,000

講師諸礼
講師交通費
講師宿泊代（二泊分）
宿泊代
会議場費
会議費
交通費（会議）
事務通信費
ＰＤＦ作成代
教区へ返金

60,000
35,000
23,800

　　　721,470
108,000
1,000
9,230
4,767
3,000

112,133

合計 1,078,400 1,078,400
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研修会資料　献金への招き

献 金 へ の 招 き
2011年度

＊基本的な姿勢
神様は、 救いの福音をこの世の全ての人々に伝えたいと願われ、 それを実現される

ために、今も働いておられます。神様は、その働きを、教会に委ねてくださいました。
教会は、この働きに参与することを通して、士の器が用いられていく事実を知らされ、
あたかも私たちがなしたようにその実りを受け取らせていただく中で、 神様の恵みの

カの大きさを知らされていきます。 神様の伝道の働きに生きる中で、教会はこの恵み

の世界を確認させられていくのです。
神様は、 この教会の歩みを保証してくださっています。 それは経済的な裏付けをも
伴うものです（コリントI第9章14節）。 ですから、私たちが献金を捧げ、教会の歩

みを支えることの背後には、まず神様がこの教会を支え、歩ませるというご意志があ

ります。 その具体的な姿が献金です。
神様は、この年にこれだけの宝が須崎教会に必要だと思われ、 私たち一人一人に献

金の志を与え、教会の歩みのための経済的な基盤を整えてくださいます。 「それは『多
＜得たものも余ることがなく、少ししか得なかったものも足りないことはなかった』

と書いてある通り（コリント1I第8章15節）」のことが献金を通して実現をします。

ですから、 献金の額の多少にとらわれることなく、 他の人との比較でもなく、 神様か

ら自分に与えられた志のままに、 捧げていきたいと思います。
本来私たちは自分のものを手放すことなどできないはずであります。 しかし、私た

ちは救いの福音によって、 私たちの命の基礎は手に出来るものにあるのではなく、神

様の救いのご意志にこそあるということを知らされて、 捧げる者となっています。 こ

う変えられた事実に目を向け、私たちの捧げる貧しい宝を用いて、 神様がどんなに大

きな恵みの世界を見せてくださるのか（マラキ書第3章10節）を望みつつ、献金の業
に参与していきたいと思います。

＊献金の種類について
0通常の献金

礼拝献金
いろいろな事情を整えてくださり、礼拝の場へと招かれたことに感謝して、 毎週の礼

拝において捧げます。

9
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月定献金
教会の歩みを覚えるために、 また、 この月も神様が必要なものを備えてくださること
を覚え、 与えられている宝の一部を捧げます。 会費ではありませんので、 自由な志の

ままに、 毎月一定額を捧げます。

祝節献金
教会が覚える3つのお祝いの時（イースター 、 ペンテコステ、 クリスマス）を心に留

め、 それぞれの時に覚える働きを通して私たち人間の救いを実現し、 教会を建ててく

ださった神様の働きに感謝し、 献金を捧げます。

感謝・記念献金
私たちの歩みの中で、本当に深い感謝を持たされる時があります。そのような折りに、

感謝を形にして現します。 また、 誕生Hや受洗記念日など記念の日の折りに、 その日

を迎えられたことの感謝を、 献金をもって表します。 感謝・記念献金には、 こうしな
ければならないという形式はありませんので、 与えられた志のままに、 自由に捧げま

す。

〇指定献金
須崎教会が現在特に覚えている活動のために、以下の献金をよびかけています。なお、

四国西南地区伝道献金は、当初の目的の愛南教会の建物支援が終了しましたので、 2007

年度末で一旦終了しました。 西南地区で新しい課題が与えられた時に、 改めて再開し

ます。

会堂建築献金
須崎教会では、 2008年度に会堂建築（事業費約 5,300 万円）を行いました。 この

業のために借り入れを行いましたが、 その返済を進めています (20 1 0年度末借入

金残高約 1,300万円）。 このことを覚えて、 会堂建築献金を捧げています。 昨年度は他
教会や他教会員からの献金を含めて、 2 1 8 口 5, 108, 059円が捧げられまし

た。

10



― 31 ―

自立連帯献金
四国教区の伝道を教区全体で覚え、 推進していくための献金です。 昨年度のこの献金

による教区教会互助を通して、 今年度1 2教会（西南地区関係では近永教会・愛南教

会 ・ 伊予長浜教会、 高知分区関係では芸西伝道所・高知中村教会・士佐嶺北教会）が

牧師を支え、 伝道の働きを進めます。 須崎教会でも教区の伝道の働きを覚え、 毎月献
金を捧げています。 詳しくは、 教区発行の「自連献金のしおり」を御覧ください。 昨
年度は 240 口 510, 250 円が捧げられました。

0諸活動に対する献金
須崎教会では、 それぞれの活動を支える以下の献金に加わってくださることをよびか

けています。 志のある方は、 これらの献金に加わっていただければ感謝です。

幼稚園を支える献金
須崎幼稚園は教会が生み出した働きです。 そのことを覚え、経済的に働きを支えるた
めに献金を毎月捧げています。昨年度は 2 1 2 日 994, 500 円が捧げられました。

謝恩日献金
教団の教師として歩まれ、 隠退された先生方の生活を支えるために、 教団は退職年金

を運営しています。 その維持のための献金です。 教団の謝恩日(11月第4週）に合わ

せて、有志で献金を捧げています。昨年度は 14 口 53, 000円が捧げられました。

東京神学大学後援会献金
神学校の働きは、 教会の未来を生み出していく働きです。 須崎教会と同じ伝統の中に

ある東京神学大学を特にお覚えし、 毎年夏と冬に献金を捧げています。 昨年度は2 2 
口 113, 000円捧げられました。

国際飢餓対策機構のための献金
国際飢餓対策機構は、 飢餓に苦しむ人々の具体的な助けを提供するために、 世界各地

で活動をしている超教派のキリスト教団体です。 須崎教会に総主事の方が来てお話を

してくださって以来、 この献金が始まりました。 毎年、 年度末にまとめて送金してい

11
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ます。 昨年度は9口27, 087円捧げられました。

＊献金を捧げる際に
・礼拝献金は礼拝の場でお捧げください。 礼拝の場で出すのではなく、 前もって準備
をして献金するようにしましょう。

• 月定献金は月定献金袋をお用いください。
・祝節献金、 感謝 ・ 記念献金は、 そのための献金袋が用意されていますので、 それを
お用いください。 月定献金袋の下の欄等をお用いくださってもかまいません。

・幼稚園献金 ・ 自立連帯献金は、 毎月の欄がある献金袋が用意されていますので、 そ
れをお用いください。 一時の献金の場合、 他の袋でお捧げくださってもかまいま
せん。

・会堂建築献金は、欄がある献金袋と一時の献金のために献金袋が用意されています。
それぞれのご都合に合わせて、 お用いください。

・諸活動のための献金は、 整理の都合上、 できるだけ、 それぞれの献金袋をお用いく
ださし \o

それぞれの献金袋は、 掲示板前の机の上に常に用意されていますので、 各自でお取
りになり、 ご意志のままに、 捧げください。
また、 「信徒の友の購読料」や「婦人会の会費」などは献金ではありませんので、 献
金袋に入れずに、 直接各担当（信徒の友の購読料は牧師、 婦人会の会費は婦人会の会
計）にお渡しください。

12
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日本基督教団四国教区各教会の会曇の皆様

主の御名を賃美いたします。
四国教区宣教研究委員会は教区常置委員会より①「教会会計について（献金

を含む）と②「教師訓義の神学的意昧」についての諮問を受け、昨年度に答申
を作成いたしました。教会の重要問題であります献金と、献金を用いての教会
会計、 特に教師謝儀について、 聖書に基づく研究をいたしました。
それを皆様のお手許にお送りいたします。 是非、 お読みください。教会で教
会会計・献金や教師謝儀について話し合い、学ぶ時に参考としてくださればと
思います。また、ご意見やこ感想などがあれば、委呉長の罠牧人(〒799-3401
愛媛県大沙軋市長浜甲 463-2 伊予長浜教会）までお手紙などでお寄せくださ
ればと思います。
また、 各教会での教会会計・献金・教師謝儀についての学習会も、 ご依頼が
あればいかせていただきます。
委員会の方からも意見を聞かせていただくために、学習会を各教会にお願い
する場合もあります。 その揚合にはこ協力をお願いいたします。
末筆となりましたが、 兄弟姉妹の上に主の祝揺をお祈りしております。

2017 年 8 月 2 日
日本基督教団四国教区宣教委員会

委員長 箆牧人

研修会資料　四国教区答申Ⅰ、Ⅱ
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笞申I 「教会会計（献金を含む）」
序

四国教区常置委員会からの当委員会への諮問は、I. 教会会計（献金を含む）、
II. 教師謝儀の神学的意昧である。 この課顆は「互助検討／」＼委員会」の展終報
告書を常置委員会にて議論する中で示されたものである。互助が教師謝儀への
援助制度であることから、教区が自立連帯献金を推進しつつ互助を実施してい
くためには、教師詢儀について教会の信仰の筋道に於いて明瞭にしていく必要
があるということであった。 それは同時に、献金とは伺かを明らかにしていく
ことと、献金によって運営される教会会計に教師謝儀がどう位置づくかという
課題とも結びついている。

そこで本笞申Iは、献金について聖書を通して者察し、 その上で教会会計に
ついて考察するという順序で考える。

この考察が、 各教会・伝道所に於ける教会形成に資するものとなり、引いて
は互助と自立連帯献金の前進につながることを願うものである。

1 . 献金
①神への感謝と信仰告白としての献金

献金とは神への献げものであり、 それは献げる者の信仰を表すものである。
1日約聖雲には、 イスラエルの民の神への献げものについて記されている。 イス
ラエルの民の献げものへの姿勢は教会の信仰者の献金への姿勢と重なる。その
箇所の一つ、 申命記26章1 - 15節を見てみたい。

ここで、 イスラエルの民の献げものは彼らの信仰告白と結びついている。 イ
スラエルの民の今が在るのは、神からの一方的な救いによるものであるとの告
白である。 そのことの告白と、感謝のしるしとして献げものを神に献げるので
ある。 献げものは信仰の告白と感謝とを形として表している。

その献げものは「初物」である。 神から最初に与えられたものを、 神のもの
として献げるのである。 また収穫物全体の十分の一 (12節）として最良のも
のを献げる。 これは一部をもって、全体を表すものである。 すなわち、 これに
よってイスラエルの民の生活は、全て神によって救われたものであり、その全
ては神の賜物であるとの告白をしているのである。

これは、 そのまま、現在の教会における信仰者の献金の有り様に重なる。 イ
スラエルの民が献げものによって、 神へ感謝を表し、そして自身の全てが神の
ものであるとの信仰告白を表明しだのと同様に、教会の信仰者もまた自身の全
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てが神のものであると、神へ感謝し、自身の信仰告白を献金を献げることによ
って表している。 したがって、献金とは、生活のすべてが神の賜物によって成
立しているがゆえに、全生活は神のものであることを告白する、 信仰告白的行
為に他ならない。

②神の御業への参与としての献金
その神に対する信仰告白的行為である献金を、神は御自身の御業のために用

いられる。 コリントの信徒への手紙二9章は、エルサレム教会に対する募金の
呼びかけをしている箇所である。 ここで述べられている募金は、私たちの献金
の問題と関わっている。
ここで書かれていることはコリント教会で献げられたものが、エルサレム教

会で神の御業がなされるために用いられるということについてである。信仰者
は、献げものを献げることを通して、神の救いの御業に参与するのである。 し
たがって献金は、 神に献げるものであり、 それは神の御業のために用いられる
ものとなっていく。
そのことを知らされて信仰者は「惜します」(6節）、 精一杯献げる。自分の
献げたものが、 自身の思いを越えて神の御業に用いられるのである。献げるこ
とによって恵みを見せられて、 ますます信仰が豊かにされるのである。献金と
は献げることを通して、 神の恵みを見せられる業なのである。私たちの小さな
業を、 神が大きく用いてくださる(10節）のである。
そして献げるという行為は、各自が自身の「心に決めたとおり」(7節）にす

るのである。 それは「献げたい」という思いもまた、 私たちから出て来るもの
ではなく神から与えられた賜物だからである。
だから献金を献げるということもまた神の奇跡の業なのである。神が信仰者

をご自身の御業に参与させ、 恵みを見せる。 このことを通して私たちは、 ます
ます感謝と賛美をもって生きることができるのである。そのために神は私たち
に献金を献げたいという思いを起こしてくださるのである。

③福音伝道への献身としての献金～献金と教師謝儀～
その神の奇跡の業である献金がどのように神に用いられるのか。 このことを

ガラテヤの信徒への手紙6章1 - 10節を通して考察する。
ここでは教会生活における信徒の献身の姿が記されている。 福音のために召
されているのは、教師だけではない。 信徒も信徒の立場で召されている。 そ
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して特に、「御言葉を教えてもらう人は、 教えてくれる人と持ち物をすべて分
かち合いなさい。」(6節）と勧められている点に注目しなければならない。
「持ち物」と訳されているギリジア語は&yC(eac;で、直訳すれば「善いもの」
である。 教師と信徒が分かち合うべき 「善いもの」の第ーは、御言葉であ
る。 教師は語るために、信徒に先んじて自ら御言葉に聴く。 信徒は、その教
師を通して語りかけられる神の御言葉を聴くのである。 つまり、教師と信徒
が 「善いもの」を分かち合うとは、第一には御言葉に生かされるということ
であり、 御言葉に聴く喜びを分かち合うことである。 先すそのことに、信徒
は教師と共に召されている。
それ故に教会は、御言葉の役者である教師に謝儀を呈して生活を支える。謝

儀の財源は信徒の献金である。したがって、信徒は献金を献げることを通して、
その地に於いて御言葉が教師を通して語られるという、神の御業に仕えている。
教師は福音を語る者として、そして信徒はその教師の生活を支える者として、
福音のために献身している、と言うことができる。これが、教師と信徒が互い
に重荷を担うという基礎にある事柄である。 そのようにして、生けるキリスト
の体を達て神の国を指し示すために、教師と信徒は共に働くのである。従って、
教師鄭義の原資である信徒の献金は、正に、1言徒の御言葉への献身に他ならな
l,\。

2. 教会会計
①神の賜物としての教会会計

先に献金は神の御業に私たちが参与する行為であることを述べた。実際には、
教会は信徒・教師から献げられた献金によって事業をするのである。 その献げ
ものは元来、神からの賜物である。従ってその献金によって運営されることは、
「教会は神のものだ」という信仰告白的行為であることになる。これが、献金
によって教会会計を運営する根本的な意昧である。献金は、献げたその時に私
たちの手を離れ、神の御手に返される。 そして教会は、それを改めて御手から
受けて用いるのである。従って献金を用いて行われる教会の事業は、 すべて神
からの賜物を用いて行う神の御業なのである。 そういう意味では、私たちは直
接に教会（教会会計）にお金を出しているのではない。献金は神に献げている。
そして、神が教会会計の原資をくださるのである。
教会の事業の中心は言うまでも無く礼拝である。礼拝によって教会は命を得

る。信徒一人ひとりの生に、新しい喜びと力が与えられる。 また、キリストと
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出会ってない人閃を救いに招き入れるための力としての伝道力を生むのも礼
拝である。そのように、教会のあらゆる働きは礼拝に収敬するがゆえに、教会
会計は、教会が礼拝に生かされることを最も重要な目的としている。したがっ
て献金は、教会がその地で礼拝を捧げ続けられること、礼拝の民が増し加えら
れることを願いつつ、そのために教会会計の必要が満たされるようにとの祈り
によって神に献げられる。この信仰による献身の志が生きるように、教会は献
金を用いなければならない。献金は献げられる時だけではなく、使われる時も
献金である。
②教会会計に於ける教師謝儀
上述の教会会計の観点から、教会会計の支出項目に「教師謝儀」が在ること

の意味が者えられなければならない。教師は御言葉（説教と聖礼典）に仕える
べく召された者である。御言葉は、礼拝を礼拝たらしめ、教会を礼拝共同体と
して形成する根幹である。したがって、教会会計における教師謝儀は、教会の
本質を示す支出項目と言える。御言葉に仕える教師の働き無しには、教会は成
立しないとも言える。その教師の生活を支えるべく支出される教師鄭義は、そ
れゆえに教会が 神から命を与えられ、歴史を歩むための叢も重要な支出項目で
あると言わねばならない。しかしそれは勿論、教師自身に教会の一切が帰せら
れるという意昧ではない。 謝儀の「謝」は、教会に上述のような意昧で教師を
与えてくださった神に感謝するという意昧である。神に感謝し、教師がその本
来の使命に専心できるように、｛言徒はその生活を支えるのである。これが教会
会計から教師謝儀を支出することの意昧である。だから、もし教会会計の支出
の大半を教師謝儀が占めることがあっても、それは教会の根本に立って考えて
みれば、むしろ自然な姿であると言える。

3. 結語
以上の考察を完結にまとめると、以下の一文に成る。
・信徒は、信仰の告白と献身のしるしとして、神に感謝して、教師謝儀を意識
しつつ献金を主に献げる。
・教師は信仰者として、信徒と同じく献金を献げつつ、神に献げられたものを、
教会をとおして神から、生活の資として受け取る。

4
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答申Il 教師謝儀の神学的意昧
序

四国教区常置委員会から当委員会への諮問は、I. 教会会計（献金を含む）、
II. 教師謝儀の神学的意昧である。この課題は「互助検討／」＼委員会」の最終報
告書を常匿委員会にて議論する中で示されたものである。互助が教師謝儀への
援助制度であることから、教区が自立運帯献金を推進しつつ互助を実施してい
くためには、教師謝儀について教会の信仰の筋道において明瞭にしていく必要
があるということであった。 それは、献金によって運営される教会会計に教師
謝儀がどう位置づけられるかという課題とも結びついている。

そこで、 本答申lIでは、 教師謝儀について「聖書と教会の信仰」の面から、
、、、、、、

聖書が示す教師謝儀について考察し、その上で最後に教師にとって、 また教会

にとって教師謝儀とは何かを明らかにしたい。
この考察が、 各教会・伝道所における教会形成に資するものとなり、引いて

は教区互助と自立連帯献金の前進につながることを願うものである。

1 . 聖書の示す教師謝儀
聖書において教師の報酬1]• 生活の資について基本的なことを記しているのは、

コリントの信徒への手紙ー 9章1 - 23節である。 パウロはここで教師が教会
から生活の資を得る権利が原則としてあると記している(3 - 12節）。ただし、
労働の対価として報酬lを受ける権利があるという 一般社会的通念とは異なり、

「主は、 福音を宣べ伝える人たちには福音によって生活の資を得るようにと、
指示されました」(14節） とあるように主の御いによるものである。 すなわち
教会における教師謝儀とは、信仰によってのみ理解可能な、教会独自の事柄な
のである。

①教師の働きの目的
福音を宣べ伝える者は福音によって生活の資を得る権利があることを示し

ながら、 パウロ自身はその権利を用いないと述べている(12節）。 ここでは、
パウロの置かれた固有の使命を鑑みる必要がある。パウロは全くの開拓伝道者
であり、伝道によって報君1111を得て、生活することは、 金目当てで働いていると
いう誤解を招く危険が高く、 人閃の蹟きになりかねなかったと考えられる。し
かし、 現在の日本の教会の教師は、 自ら開拓伝道をする場合は別として、既存

5



― 39 ―

の教会に招聘されて働くことがほとんどであるから、このパウロのあり方をそ
のまま現在の教師一般に当てはめることは適当でないことを理解しておかな
ければならない。
しかし、パウロが報酋備を受ける権利をあえて放棄することで受けようとした

真の報唇川は、そのまま、現在の教師の働きの目的を示すことに注目したい。「で
はわたしの報酬とは伺でしょう。 それは、福音を告げ知らせるときにそれを無
報酬で伝え、福音を伝えるわたしが当然持っている権利を用いないということ
です」(18節）福音を宣べ伝える者の真の報酉開は、 福音を無報酬lで伝え、持っ
ている権利を用いないことだという。 福音を宣べ伝える者、すなわち教師の働
きの目的は、福音を宣べ伝えることそのものであることがここに示されている。
続く19節以下の「すべての人に対してすべてのものになりました。伺とかし
て何人かでも救うためです。福音のためなら、わたしはどんなことでもします。
それは、わたしが福音に共にあすかるものとなるためです」 (22 - 23節）とい
う言葉はそのことをよく表している。教師の働きの目的とは、福音が前進する
ことのみである。教師自身が揺音によって救われ、福音によって生かされてい
る者であることを深く自覚している必要があることは言うまでもない。

②教師がその働きによって生活の資を得るとは
では「福音によって生活の資を得る」とは何を意昧するのであろうか。 その

ことについては、 13 節で旧約聖書の律法に定められている祭司の生活が引き
合いに出されていることが参考になる。 民数記 18 章 8 - 20節を見てみたい。
ここには民が神に捧げ物をする意昧と祭司が何によって養われるかが記さ
れている。民が神に初子を捧げるように命じられている意昧は、一部をもって
全体を代表するということである。つまり、神殿で生活の一部を献げることは、
献げる者の全生活が神からの賜物であることを感謝し、表明する信仰告白的行
為である。 そのような民の献げものの中から、祭司の取り分が与えられる。 民
は神の恵みによって生かされているが、祭司はよりはっきりとその全生活が神
の賜物によって成り立っていることが示されている。 20 節では祭司は絹業の
土地を持ってはならないと命じられており、祭司の嗣業は神ご自身であると言
われている。これは祭司の生活は神が全賓任を負ってくださるということを意
昧している。実際には民の神への献げものの一部が分け与えられるという仕方
で祭司の生活が支えられていることを考えると、民の信仰生活に根を下ろす生
活であると言うことができる。
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これを踏まえて、パウロの「向しように、主は、 福音を宣べ伝える人たちに
は福音によって生活の資を得るようにと、指示されました」(14節）との言葉
を読みたい。ここから二つのことが言える。一つは神からの召しに全生涯を献
げる教師の生活は神が全責任を負っておられるということである。もう一つは
そのような教師の生活は、教師によって告げ知らせられた福音を聴き、信じて
救われた者、すなわち｛言徒によって生活が支えられるという手段をとって実行
されているということである。これは祭司の生活が民の生活の中に根を下ろし
ていたように、教師の生活も福音を聴いて信じた民、すなわち教会の中に根を
下ろすべきことを示している。これが「福音によって生活の資を得る」という
ことの意昧である。

2. 教会会計における教師圏儀
教会会計の支出項目に「教師謝儀」があることの意昧を考えなければならな
い。教師は説教と聖礼典に仕えるべく召されたものである。説教と聖礼典によ
って教会の根幹は形作られている。この二つなくして礼拝は成り立たす、礼拝
なくして教会は成り立たない。しだがって、教師謝儀という支出項自は教会の
働きの本質を示すと言うことができる。説教と聖礼典に仕える教師の働きなく
して、教会は成立しない。その教師の生活を支えるために支出される教師謝儀
とは、教会が神から命を与えられ、歴史の中を歩む上で最も重要な支出項目と
言えるのである。しかし、だからといって教師に教会の一切が帰せられるとい
う意昧ではない。鄭義の「諌」は教会に教師を与えてくださった神に感崩する
という意昧である。神に感謝し、神がお立てになった教師が本来の使命に専念
できるように教師の生活を教会は支えるのである。これが、教会が教師に謝儀
を呈する意昧である。であるから、もし、教会会計の支出の大部分を教師謝儀
が占めるようなことがあっても、教会の根本に立って考えてみれば、それは自
然な姿であると言える。
教会が教師に謝儀を呈するということを信徒の側から考えると、これは、教

師を通して語られる福音によって自分の全生涯が生かされているという、信仰
告白であると言える。であるから、教会は自らの命である御言葉のために教師
謝儀を支出する。教師にとって教師謝儀を受けるということは、御言葉によっ
てこの教会を養っていくという召しを新たに受け止めるということでもある。
その教師自身も献金するということは、自分が御言葉に仕えるよう神から召さ
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れ、その働きのために必要なものが全て神から与えられていることを表す、教
師自身の信仰告白的行為である。

3. 教師にとって教師謝儀とは何か
①教師謝儀は報酬ではない
コリントの信徒への手紙二11章7-8節において、パウロは自分を低くし

て神の揺音を無報唇備で告げ知らせたことを記している(7節）。ここで無報酬1と
訳されているギリシア語はliWpE伽で、「賜物」という意昧である。この箇所を
直訳すると「わたしは神の福音を賜物としてあなたがたに告げ知らせた」とな
る。ここから、 パウロが幸應備を受けないのは、 人閃に誤解による蹟きを与えな
いためだけでなく、福音そのものの性質にその必然性があったことが分かる。
福音とは神からの一方的な恵みとして差し出され、受け取った賜物であるから、
宣べ伝えるときにもただ賜物として差し出されねばならない。したがってこの
働きは、 労働対価としての賃金を受ける性質のものではない。 そして、これが
福音そのものの性質に起因している以上、開拓伝道者パウロも、教会に招聘さ
れた教師も同じである。
マタイによる福音書10章8節を見ると、 そのことが一層明らかになる。 主

イエスは弟子たちを伝道に派遣するにあたり、「ただで受けたのだから、ただ
で与えなさい」とお命じになった。ここで「ただ」と訳されているギリシア語
はコリントの信徒への手紙二11章7節の「無報酬」同様/iwpE伽（賜物）で
ある。だから直訳すれば「あなたがたは賜物を受けた。賜物を与えよ」となる。
これを現在の教師に当てはめると、教師が受けた賜物とは、第一には、救いで
ある。それは受ける側に何の功もないままに、一方的に与えられた恵みである。
その賜物を、そのままに差し出していくのが、賜物を与えるということである。
そして、これに伴って認識すべきことは、 そのような働きに召されることも、
同様に賜物であるということである。教師は伝道者という職業を自分で選択し
て就職したのではない。一見そのように見える事態があったとしても、 その中
で働いているのは召命であり、それは神の一方的な選びという賜物に他ならな
い。 つまり、 自分を救っている福音も、 それを宣べ伝える召しも、神から一方
的に与えられだ賜物である。したがって、 福音を宣べ伝えることは、 その内容
についても、 行為についても報酬1を受ける理由は存在しない。
以上のことから「教師謝儀」は賓金や給与とは本質を異にする性質を持つも
のであることが明らかになる。 そうであるにも関わらす、教会が教師謝儀を給
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与や賃金と捉えたり、教師自身がその働きを、報醸lを受ける手段と捉えたりす
れば、教会の歩みと伝道の実質に、以下のような二つの深刻な事態をもたらす
ことになるであろう。
第一に、召命についての事実誤認である。 本来召命は賜物であるのに、報酬11
を受け得る手段と誤認されれば、 それがついには、本人の内における召命の変
質を来たすことになる。 その湯合、報酉i1111は労働の対fiffiとして当然受けるべきも
のとなり、金銭的利益のみならす、自己の働きへの人間的な評価や栄誉を求め
る手段ともなっていくことは当然想定されることである。
第二に福音という根源的賜物の手段化である。福音が、 報酬11を受ける道具に
されてしまう。そのように福音を報酬11の手段にしてしまう者が福音を語ると福
音ならさるものとなってしまうのである。賜物ではなく、 有形無形の報酬を得
るための手段と化した福音は、もはや罪人を悔い改めと救いに導く力を失った、
福音と呼べないものとなってしまう。 そのような福音ならぬ福音が、教会を形
成する力を持ち得ないことは言うまでもない。教師謝儀を聖書と教会の信仰の
筋道において者察することは、枝葉末節の問題ではなく、教会の命に関わる本
質的な事柄なのである。

②報酬lでないのなら、教師謝儀とは同か～生活費としての教師謝儀
それならば教師訓義とは何であるのか。 それを示すのが、先に取り上げたコ
リントの信徒への手紙二11章8節にある「わたしは、 他の教会からかすめ取
るようにしてまでも、あなたがたに奉仕するための生活費を手に入れました」
という言葉である。これは、コリントにおいて無報酬で働きを継続できたのは、
他の教会からの物心両面にわたる支援があったからであることを意昧してい
る。 その内、特に金銭的支援を「生活費」と表現している。これはギリジア語
では6糾VLOV で、もともと戦場で戦う兵士に支給される食料やお金を意昧す
る言葉である。この単語を用いて教会からの金銭的支援を言い表したことには、
パウロが教会から受ける金銭をどのように理解していたかが表れており、現在
の教師謝儀の意昧を考える上で重要である。国が、戦地で戦う兵士の生活を支
えて戦いを継続させるために必要な食料やお金を支給するように、神が教会に
よって、 福音を宣べ伝える者の生活を支えるべく、お与えになる「生活費」が

教師謝儀である。 したがって、教師謝儀を考える上で必要なことは、 教師の生

活が成立するということである。

，

 



― 43 ―

その場合、生活とは教師が仕える教会が建っている地での生活である。 その
生活が「成立する」とは、 教会に属する信徒の生活が成立することに等しく、
その地に生きる信徒の生活と同じ有り様で生きるのが、教師の生活であるとい
うことになる。 したがって、 教師の生活費としての教師謝儀の額は、 その土地
の人炭の生活を参考にしつつ、 信徒の生活費に鑑みて決められるべきである。
それが、「御言葉を教えてもらう人は、 教えてくれる人と持ち物をすべて分か
ち合いなさい」（ガラテヤの信徒への手紙6章6節）との御言葉にも相応しい
有り様であると言える。

教会が教師の年金掛け金や退職金を用意することもこの事柄の延長線上で
老えることができる。教師は教会での働きから隠退しても、 なお生活費を必要
としている。この生活費を教師が仕えた教会が備えることもまた、生活費とし
ての教師謝儀の観点から、教会会計に位置づけられることになる。 教師の「生
活費」を生涯にわたるものとして認識して教会か支えることが、教師の生活を
支えるということに含まれるのである。 そのようにして、 神は、教会によって
教師の生涯をお支えになる。教会はこのことを自覚し、祈りつつ退職金や年金
掛け金等を用意する。 それゆえに教師は神に全生涯を委ねて、 福音を宣べ伝え
る働きに専念することができるのである。

4. 結語
以上の者察を完結にまとめると、以下の一文に成る。

・教会は、 自らの根幹が説教と聖礼典による礼拝であることを認識し、それに
仕える教師のために謝儀を呈する。

・教師は、 聖別された生活の資を、主から賜物として受ける。
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