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 ＊＊＊YouTube 配信視聴人数＊＊＊ 

地区 当日 録画 合計 

富山 39 29 68 

石川 20 60 80 

福井 47 16 62 

愛知西 39 89 128 

愛知東 24 26 50 

三重 48 55 103 

合計 217 275 492 

       ＊８月３１日までの総視聴回数は、１０９６回です。 

  
参考： 視聴状況の推移（2022/7/11～2022/8/31） 
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中部教区総会議長  

 田口博之 牧師 

   （名古屋教会） 

教育部婦人委員会主催

の「婦人研修会」が、2022

年 7月 11日にオンライン

で開催されました。講師

は、篠浦千史先生（松山市・さや教会牧師）です。

当初は福井県芦原温泉を会場に 2 日間で行われる

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症への懸

念からこれを断念しました。婦人委員会としても

苦渋の決断ではなかったかと思います。対面で開

催できなかったのは残念なことでしたが、担当教

職の有岡史希先生が松山まで行かれ、ライブ配信

に尽力してくださいました。7 月 11 日のライブ配

信から 8 月 31 日まで、YouTube で限定公開され

ました。講演の内容や感想については、この報告

書にまとめられると思います。名古屋教会の場合、

7 月 11 日のライブ配信を 7 人が視聴し、7 月 24

日の礼拝後には、講演②の録画配信をプロジェク

ターで視聴しました。質問の返しが上手な先生で

すので、質疑の時間を持てなかったことは残念で

した。個人的な話になりますが、篠浦先生と初め

てお会いしたのは、私が高校１年の時でした。当

時、大学生だった篠浦先生が、教会の高校生会の

聖書研究会を指導してくださいました。この時の

経験があって東京神学大学に編入。その後、母教

会の伝道師、ミッションスクールの聖書科講師と

なられました。按手を受けた後に開拓伝道を始め

られ、わたしは伝道所設立時からのメンバーとし

て参加。教団の補教師試験に合格するときまで、

さや教会に籍を置きました。聖書のいろはからギ

リシャ語まで教えていただきました。 

篠浦先生は、「正典的聖書の学び」を継承される

方です。使徒言行録 28 章をテキストとされたこと

も、全体を通して聖書を読むことの大切さを伝え

ようとされたのではと思いました。この報告書が

用いられることを期待しています。 

 

中部教区教育部委員長 

 松島保真 牧師 

    （小松教会） 

「思いがけない出来事

が人生を豊かにする」 

 2022 年度中部教区

教育部婦人研修会が、4

年ぶりに実施できたことを心から主に感謝いたし

ます。2 年前は感染症が拡大し始めたばかりで、ど

のように研修会を整えていけば良いのかわからず、

止むなく中止となりました。しかし、今回はイン

ターネットを用いて、愛媛県松山市におられる篠

浦千史牧師（さや教会）と中部教区の各教会を結

び、２時間半の実り多き研修のひとときが与えら

れました。 

この日のために、福井地区の婦人研修会実行委員

会の方々が、担当教師の有岡牧師や地区会長の佐

藤牧師と共に祈りつつ知恵を出し合い、2 年かけ

て準備してこられました。これまでのように宿泊

して行う案と並行して、インターネットを利用す

る案を準備することは、本当に大変な作業であり、

報告を受けるたびに頭が下がる思いがしました。 

冒頭の題は、篠浦牧師のご講演の中で印象に残っ

た一言です。婦人研修会の準備も思いがけないこ

との連続で、なかなか方向性が定まらず、苦労も

多かったと思います。でも、その働きを主は豊か

に用いてくださり、充実したものとなり、多くの

方々が参加（視聴）されたと聞いています。思いが

けない出来事を通して、主なる神の御旨は進めら

れていく。その恵みと喜びを、この婦人研修会報

告書を通して改めて共に分かち合い、味わえれば

幸いです。 

 

＊＊＊ごあいさつ＊＊＊ 



3 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 

      

 第２７期中部教区教育部婦人委員会 

             婦人研修会 

 

〔日時〕   2022 年 7 月 11 日（月）13：00～15：30 

〔プログラム〕 

13：00～13：30 開会礼拝・講師紹介 担当：敦賀教会 有岡史季牧師 

13：30～14：15 講演Ⅰ「イエス・キリストの名によって」使徒言行録 3：1～10 

・・・   休憩   ・・・ 

14：30～15：15 講演Ⅱ「思いがけない出来事」使徒言行録 28：1～15 

15：15～15：30 閉会祈祷 

 

〔講  師〕 日本基督教団さや教会 篠浦千史牧師 

〔配信方法〕 YouTube を用いたライブ配信及び録画配信（8 月 31 日まで） 

〔申し込み〕 不 要 

〔参 加 費〕 無 料 
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＊＊＊開会礼拝＊＊＊ 

 中部教区教育部 

婦人委員会担当教師 

有岡史季 牧師 

   （敦賀教会） 

 

◇プロフィール◇ 

2006 年、同志社大学

神学部に入学し、ユ

ダヤ学を専攻する。2010 年、神学部卒業と同時に

日本基督教団高の原教会の派遣神学生の奉仕を開

始。神学生として奉仕する傍ら、いくつかの職を

転々とした後、2012 年に同志社大学神学部神学研

究科に入学。実践神学博士課程(前期課程)を修め、

2014 年卒業。同年、日本基督教団倉敷教会の担任

教師に着任し 3 年間を過ごす。2017 年に日本基督

教団敦賀教会の主任担任教師に着任。現在に至る。 

 聖 書： コリントの信徒への手紙二 

     12 章 9～10 節 

説 教： 学生時代、私は京都に住んでいまし

た。「学生の頃、もっと、こうしておけば良かった」

という心残りは沢山あるのですが、その中でも、

大きな後悔の一つは、「せっかく京都に住んでいた

んだから、もっとお寺巡りをすれば良かったなぁ」

というものです。勉学に忙し過ぎるという学生時

代を過ごしていたわけではないので、行こうと思

えば、いつでもお寺巡りはできたはずなんですが、

やはり学生特有の、こう怠惰心が邪魔をしたんで

すね。「いつでも行けるから、また今後行こう」と

思い続けて、いつの間にか学生時代が終わってし

まっていました。ただ、そんな勿体ないことをし

ながらも、数少ないお寺巡りの中で、龍安寺に行

ったことはありました。龍安寺は「方丈庭園」と呼

ばれる石庭が有名であり、龍安寺そのものが「古

都京都の文化財」として世界遺産となっています。

コロナ禍が過ぎ去れば、もう一度、機会を得てゆ

っくりと巡りたいものだと思います。 

ところで、この龍安寺は、石庭の他にも面白い

デザインの“つくばい”(手洗い用のお鉢)が有名で

す。漢字四文字が「口」という字を中心に配置され

たデザインをしていて、この四文字を繋げて読む

と「われ、ただ、足るを知る」と読む、そんなお鉢

があります。「われ、ただ足るを知る」とは、仏の

教えなんだそうですが、「貧しくとも満足する者は

幸せで、裕福でも満足しない者は不幸だ」という

意味なのだと言います。私は、学生の頃、この「わ

れ、ただ、足るを知る」というお鉢を見て、今回の

聖書箇所の御言葉を思い出しました。「わたしの恵

みはあなたに十分である」と。なんとなく繋がる

メッセージがありそうですよね。「主の恵みは、十

分である。だから、私は満たされているんだ。満足

するんだ。ただ足るを知ることが大切なんだ」と、

そんな風に考えたことを憶えています。 

しかし、より聖書を学び、今日の御言葉を記し

たパウロさんの活躍を知る中で、その考えは「違

う」と思うようになりました。「わたしの恵みはあ

なたに十分である」とは、「今、与えられた現状に

満足せよ」とか「すでに事足りていることに感謝

せよ」というメッセージではない、と今は考えて

います。もちろん、確かにキリスト教にも、与えら

れた現状に満足し、そこに幸いを見出すという考

え方もあります。全てのことに感謝するのは、私

たちの大切な信仰的態度です。しかし、私の見た

ところ、キリスト教は、もっともっと貪欲で、諦め

の悪いところがあります。 

敦賀教会の役員さんには、日曜礼拝のお祈りで

必ず「世界平和」を願う方がいらっしゃいます。

「日本国民、そして全世界の人々が平和に暮らせ

ますように」と。しかし、このお祈りって、ある意

味、とても欲深いですよね。大きな願い過ぎます

よね。私達は、自分の教会や、自分の家庭の平和を

守るのにさえ精いっぱいなのに、それを大きく越

えて、世界の平和を願うなんていうのは、ある意

味、欲張りだと言えます。まずは手近なところか

ら。まずは小さなところから。それが謙虚で、慎ま

しいというものです。それらを飛び越えて、でき

もしないのに、計画や見通しもないのに、十分に

関わることさえ難しいのに、そんな願いを抱くと
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いうのは、非常に無責任だと言えます。しかし、こ

の「世界平和」のお祈りは、とても素敵なお祈りで

す。「決して自分にはできないが、でも、神様なら

それができる」と信じている、そんなお祈りです。 

「わたしの恵みはあなたに十分である」とは、

私達が自分の無力さを、お行儀よく弁えて、現状

に満足し、それ以上を望まないように、と教えて

いるのではありません。むしろ、逆で「わたしの恵

みはあなたに十分である。だから、諦めるな。追い

求めよ」と、力強く背中を押してくれています。こ

の聖句をイエス様から直接頂いたパウロさんとい

う人は、非常に貪欲で諦めの悪い人でした。現状

に全然満足できずに、国を飛び出して、各地を巡

り、たくさんの教会を建てて、たくさんのキリス

ト者を育てました。パウロさんの行動は、神様の

恩恵と力とを受けているからこその、確信と大胆

さに支えられていました。その働きは、異邦人伝

道の道を切り開き、キリスト教を世界宗教へと推

し進め、ローマ・カトリック教会の確立と、500 年

前の宗教改革を経て、プロテスタント諸宗派の誕

生に繋がり、巡り巡って、私たちそれぞれの教会

の創設に至りました。もし、パウロさんが「わたし

の恵みはあなたに十分である」と諭されて、「そっ

か、自分は幸せだ。満たされているんだ。よし、家

に帰ろう！」となっていたら、今の世界はなかっ

たでしょう。たぶんですけどね。 

私は、神様とイエス様の恩恵が十分に注がれて

いるからこそ、諦めずに、期待して、全てを望ん

で、私たちの未来を考えていきたいと思います。

確かに、私たちの目の前の風景は、惨憺たるもの

かも知れません。コロナ禍は過ぎ去らず、この研

修会も画面越しのもどかしいものとなりました。

世界は大小いつくもの争いを抱えて、ニュースで

は連日、戦争の実況を伝えます。先日は、比較的安

全なはずの日本国内で政治家が銃撃の末、命を落

とすという衝撃的な事件もありました。滅入るよ

うなことばかりです。教会の様子に目を向けても、

そこには様々な課題があるかと思います。信仰継

承の難しさ、教会員の減少、高齢化。昔の楽しくて

充実した素晴らしい日々を知っているからこそ、

今の有様に心を重たくすることもあるでしょう。

不満を数えたらキリがありません。 

しかし、そんな風に「今」という時代に不満と不

安を憶えるなら、尚のこと、今日の御言葉を心に

留めていたいと思います。「わたしの恵みはあなた

に十分である」と。神様とイエス様の恵みは、昔も

今も十分に注がれているのです。聖霊は、昔も今

も絶え間なく私たちの間を行き交い力と希望を与

えてくれています。だから、私たちは、諦めずに、

期待を忘れずに、祈っていきましょう。願ってい

きましょう。主の御心に適った世界となるために、

主に喜ばれる教会となるために、私たちは主によ

って力強く支えられているのです。 

「力強く支えられている」と受け止めることは、

大切です。何を望むにしても、何を成すにしても、

自分自身の力強さではなく、主の力強さに頼るこ

とを忘れてはいけません。パウロさんの言うよう

に、私たちは「大いに喜んで自分の弱さを誇り」、

そして、神様がいるから、イエス様が支えてくれ

るから、だから、「わたしは弱いときにこそ、強い

んだ」と胸を張っていきましょう。きっと、そうし

た信仰と確信から生まれる、心の余裕が、私たち

にキリストの良い香りを纏わせるのだと、私は信

じています。あと、「弱さを誇る」という、その信

仰と確信があれば、自分と他者を比べる必要も無

くなりますしね。もし仮に比べるとしても、「私の

方が弱いです」「いやいや、私だって負けずに弱い

んです、舐めないでください」なんて、面白い言い

争いになりそうで、いいですよね。自分も他者も

みんな弱いんだ、それでいいんだ、って思えたら、

いいですよね。とても大らかで平和で、心も身体

も裸で過ごしていたエデンの園にいた頃みたいだ

な、と私は思います。まぁ、実際には、エデンの園

ことを、私は良く知らないので、想像でしかあり

ませんが。そんな気がする、ということです。 

まぁ、何はともあれ、神様の力強さ、イエス様の
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優しさ、聖霊の豊かさを、知っている私たちは、景

気よく大胆に祈りを捧げていきたいと思います。

そして、あなたにも、わたしにもできないけど、神

様にはきっとできるよね、と語り合い、励まし合

いながら、仲睦まじく過ごしていきたいと思いま

す。その祈りと連帯が、きっと相応しい、幸いな道

へと繋がっていきます。今日の、この中部教区教

育部婦人研修会も、神様の力によって、YouTube

配信であることの不利益を補って余りある、恵み

と幸いに満たされますように、ご一緒に祈りを合

わせたいと思います。 お祈りを致します。 

神様。今日、私たちは、あなたの導きの内に、中

部教区教育部婦人研修会を開催することとなりま

した。人の知恵を尽くすことで行き着いた、この

研修会の形は、あなたと、そして私たちにとって

最も相応しいものでは、ないのかも知れません。

一堂に会することのできない寂しさともどかしさ

を、ここに告白致します。しかし、どうか神様、

今、中部教区内において離れ離れに祈りを捧げて

いる、私たちひとりひとりを、あなたの愛によっ

て包み込み、あなたの支えによって繋ぎ合わせて

ください。たとえ、距離は遠く離れていても、心を

合わせて、この研修会の恵みを共に味わうことが

できますように、どうか導いてください。また、こ

の後、私たちのために語ってくださる篠浦千史先

生を十分な祝福で満たしてください。篠浦先生の

お話を通して、私たちが再び聖書の力を知り、あ

なたの御業の力を知り、日々の生活を信仰豊かに

過ごすことができますように。この研修会の終わ

りまで、どうか御守り、お導きください。 

この願いを、我らの主イエス・キリストの御名

によって、あなたの御前にお捧げ致します。 

 

 

 

 

 

 

講師：篠浦千史先生  

プロフィール 

日本基督教団さや教会主任牧師 

松山で生まれる。父

の転勤で移り住んだ

鴨島（徳島県）で、鴨

島兄弟教会にて 15 才

のクリスマスに伊藤

栄一牧師より受洗。 

松山南高等学校卒

業。松山大学経営学部

在学中、三津教会のＣ

Ｓ教師となり、中高生会を担当。やがて東京神学

大学進学を決意。1980 年東京神学大学卒業後、三

津教会（愛媛）伝道師を経て、1983 年より開拓伝

道を始め、斎院伝道所を設立。1994 年に第２種教

会「さや教会」となる。2007 年 10 月末に新会堂

が完成。2008 年１月 13 日献堂式。 

松山東雲中学高等学校で非常勤講師として聖

書科の授業を担当。1981～2007 年 8 月まで NGO

「岩村昇博士協力会」事務局を担当。青年たちを

ネパールへワークキャンパーとして送り出す活動

に従事。その間、自らもネパール、タイ、カンボジ

アへ行く機会を得る。2007 年 10 月より岩村史子

姉（故岩村昇夫人）と共にネパールへ絵本を送る

ため、岩村史子夫人の主催する「ディヨ（ネパール

語で「ともしび」の意）伊予」を立ち上げ活動中。 

絵本「サンガイ・ジウナコ・ラギ（みんなで生

きるために）を出版。 

現在、日本キリスト教団常議員、日本キリスト

教団四国教区常置委員。1982 年天城山荘で行なわ

れた正典的聖書の学びの全国研修会で岡村民子師

の講演を聞き、正典としての御言葉の活きた力を

日々実感している。 

四国教区中予分区の教会婦人会連合有志のグ

ループで、正典的聖書の学びを実践中。 
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 本日は中部教区諸教会の婦人方とご一緒に御言葉

を聞くことができます事を心より感謝致します。ま

た有岡先生にわざわざ松山までお越しいただきサポ

ートしていただけること、併せて感謝します。思い返

せば、3 年前の全国教会婦人会連合の全国大会の折に

杉下姉よりご依頼を受けました。それ以来、中部教区

の方々にお目にかかるのを楽しみにしておりました。

その時には、まさか新型コロナウィルスが世界中に

蔓延し、行動の自由が制限されるなどとは夢にも思

いませんでした。残念ながら今回そちらに伺って対

面でお話しするころは叶わなくなりましたが、こう

して画面を通して皆様に御言葉をお届けするころが

できなすことを心から感謝します。 

 教会婦人会連合は今、～聖霊に導かれ、神の召しに

応える～とのテーマを掲げ、使徒言行録をご一緒に

学んでいます。ここにはイエスが天に帰られた後、聖

霊に導かれて弟子たちがどのように働いたかが記さ

れています。大きく分けて前半はイエスの１２弟子

たちの活躍が記され、後半にはパウロの活躍が記さ

れています。そこで講演１ではイエスの１２弟子の

中のペトロとヨハネの伝道、講演２ではパウロの異

邦人伝道に目を向けてみたいと思います。 

 さて、私たちは日々、一人では生きていけません。

多くの方々に助けられ、何より神様に守られて生き

ています。その関係性について、マルティン・ブーバ

ーという人が「孤独と愛」という著書の中で、二つの

タイプに分けて語っています。「私とあなた」関係と

「私とそれ」関係と、です。私とあなたの場合、どち

らも人格を持っています。私が喜んだり悲しんだり

するように相手にも感情が 

あり、それぞれ都合があることを互いが尊重し合う

関係です。それに対して「私とそれ」の関係は相手の

人格を認めません。「それ」は物を指す代名詞です。

物には人格がありません。悲しいとも嬉しいとも感

じない存在です。だから物というのは私たちにとっ

て利用する対象でしかありません。自分たちの周り

を見てみると、たとえ相手が人間であっても「私とそ

れ」関係のつき合い方しかしていない場合が案外多 

いのではないでしょうか？例えば、主従関係。殿様に

「右に行け」と言われれば、家来は左に行きたくても

右に行かねばなりません。殿様に逆らうことなど許

されていなかったのです。殿様から見て家来は自分

の意のままに動く道具に過ぎないからです。私たち

が耳にするいじめの問題も相手に感情がある事を意

識すれば、相手を痛めつけたりできないはずです。相

手の人格を認められない未熟な人格がそこにはあり

ます。相手の痛みを感じない鈍さがそこにあります。

それは本当に痛ましい問題です。またその反対に、大

切なペット。それは代名詞で表せば「それ」になりま

すが、家族の大切な一員となっている場合、決して物

として扱われていません。相手が物であるか、人間で

あるかの垣根を超えて、どのように扱われているか

が問題になります。 

ここに出てくる男はその身体の不自由さの故に、

いつのまにか「物」のように扱われるようになってい

ました。３章２節の表現によれば、彼は「置いてもら

っていた」存在なのです。「そこにいた」と言っても

らえないところに、彼の状況が表わされています。毎

日そこにいるので、いつのまにかエルサレム神殿の

門の一つである「美しい門」の景色の一部になってい

ました。道行く人は神殿で清められ、帰りに彼に僅か

ばかりの金を施すことで、いっぱしの慈善家になっ

た気分に浸っていたかもしれません。またこの男は

男で、ここを通る人々を、お金を落としていく道具と

見なして精一杯哀れな声を振り絞り、人々を利用し

ていたと言えるかもしれません。それはお互いに一

瞬にして過ぎ去っていく景色に過ぎなかったのです。 

 かつて私は、ネパールへ

ワークキャンパーを送る

NGO に関わっていまし

た。その活動がネパールの

政変に利用されそうになっ

て活動の継続が危うくなり

ました。その為、その活動を担って下さっていた方に

会う為に国連の平和維持軍が入る前のカンボジアに

行ったことがあります。プノンペンの空港で兵士に

銃を向けられながら、苦労して入国したものの、空港

には両替所はおろか電話さえありませんでした。と

講演 1 

「イエス・キリストの名によって」

使徒言行録 3 章 1 節～10 節 

＊＊＊講演会＊＊＊ 
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てもスリリングな忘れられない経験です。ポルポト

によって多くの国民が無実の罪で殺されました。か

つて高校だった所が刑務所として使われ、ベトナム

軍によって解放された時、その刑務所で生き残った

のは２人だけだったと言います。その一人が画家で、

彼が書いた絵がその悲惨さを今に伝えています。か

つての刑務所は、その時ミュージアムとして戦争の

悲惨を伝えていました。そのミュージアムの門の所

に物乞いをしていた人がいました。この戦争のせい

か足の自由を奪われ、そのミュージアムに来る人々

の善意を期待して物乞いをしていたのです。一緒に

行った友人はその人を写真に収めようとしました。

それを見て私は思わず「やめて」と言った覚えがあり

ます。私は 1 歳４ヶ月の時、脊髄性小児麻痺、いわ

ゆるポリオを発症し、立つ事も歩く事もできません。

だからこの人の現実が他人事とは思えなかったので

す。私が生まれたのが、もしこのカンボジアであった

ら、ここにこうして座って、人の哀れみを乞うて生き

ているのは、この私かもしれないと思えたからです。

幸い私は現在の日本に生まれ、物乞いをする事もな

く、こうして暮らしています。それは本当に恵まれた

ことだと改めて思いました。 

 話を戻しましょう。美し

い門のそばに置かれていた

男も、どんな事情かわかり

ませんが、毎日人々の善意

に縋って生きていました。

人々はそれを見慣れた風景

の一部として受け止めてい

たのです。ところが、ペトロとヨハネは過ぎ去りませ

んでした。この時、ペトロとヨハネはユダヤ人の習慣

に従って、午後３時の祈りを捧げる為に神殿に行こ

うとしていました。その道の途中で彼を見かけたの

です。この時多くの人たちがこの男のそばを通って

いたと思われます。けれど、ペトロとヨハネはそこで

足を止めたのです。この男の中に「あなた」という人

格を認めたからです。ここで「見る」という言葉がい

ろいろ用いられているのは興味深いことです。3 節

「彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見

て」とあります。何気なくペトロとヨハネとを眺めて

いたこの男に対して、4 節「ペトロはヨハネと一緒に

彼をじっと見て」、さらに彼に向かって「私たちを見

なさい」と言ったのです。５節「その男が、何か貰え

ると思って二人を見つめていると」とあります。目と

目がしっかり合ったのです。ここに一つの出会いが

あります。この時この男が期待していたのは恐らく

お金だったでしょう。それが分からないペトロでは

なかったはずです。ところが、その口から出た言葉は

意外なものでした。６節「私には金や銀はないが、持

っているものをあげよう。ナザレ人イエス・キリスト

の名によって立ち上がり、歩きなさい」と言ったので

す。この男に一番必要なのは金や銀でないことをペ

トロは知っていたからです。お金を渡せばその日の

飢えを凌ぐことはできるでしょう。けれど、そのお金

が無くなれば、この男はまたここに来て物乞いをせ

ねばなりません。結局、お金を渡すことは一時凌ぎの

気休めでしかなく、それでは本当の問題の解決には

ならないのです。私たちは物事の表面を見て、その場

凌ぎの手を打ちます。それはその時だけ、自分の置か

れている状況を誤魔化したに過ぎません。何故そん

なことが起こるのか、その原因を取り除かない限り、

また同じ事の繰り返しなのです。この男の場合がそ

うです。彼に一番必要なのは金銀ではありません。彼

が一人の人間として扱われることです。その上で、彼

が自分で生きていけるようにしてあげることだった

のです。誰が好き好んで自分の惨めな姿を晒して人

からお金を貰うことを喜ぶでしょうか？できるなら

自分の身体を使って汗水垂らして働く方が良いに決

まっています。私たちはついうっかりそれを忘れて、

その場が過ぎれば良いようなことで済ませてしまお

うとするのです。でも、ペトロたちはそうではありま

せんでした。この男自身でさえ既に諦めていた彼の

本当の願いに目を留めたのです。そして「ナザレ人イ

エス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」

と言い、その手を取って起こしてやったのです。７節

「すると、たちまち、その男は足やくるぶしがしっか

りして、躍り上がって立ち、歩きだした」のです。こ

の癒しについての細かな描写は、この使徒言行録を

書いたルカが医者であったことをうかがわせるもの

です。 

 この奇跡はキリストの名によって起きました。も

ともとペトロたち自身の中には「生まれながら足の

不自由な」者を立たせる力などありません。決してペ

トロがこの人の右手を取ったから立てるようになっ

たのではないのです。彼はあくまで手を貸しただけ

です。その後、４章 10 節でも「この人が良くなって、
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皆さんの前に立っているのは、あなたがたが十字架

につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあ

のナザレ人、イエス・キリストの名によるものです」

とペトロ自身が証言している通り、この男を癒した

のはキリストの御名以外の何ものでもありません。

このように、人一人立たせるほどのキリストの御名

とはいかなるものでしょうか？イエス・キリストに

限らず、私たちは皆それぞれ名前を持っています。同

姓同名も中にはあるでしょうが、名前はある特定の

人を指します。でも、それは記号とは違います。私た

ちが誰かの名前を覚える場合、音として覚えるので

はなく、その名前を持つ存在そのものを受け容れ、覚

えるのです。名前はその人の全存在を表わすものだ

からです。だからイエス・キリストの名によってとは、

イエス・キリストご自身によってという意味です。 

 ペトロたちによってキリストの名による力が用い

られたということは、キリストの権威と力の継続を

意味しています。それはキリストが生きて働いてお

られる証拠に他ならないのです。彼らはイエス・キリ

ストをよく知っていました。そして、その名前の持つ

力もよく知っていたのです。十字架、復活、昇天、聖

霊降臨という救い主の御業を経て、この力は発揮さ

れるのです。その力はキリストを信じる者たちが、そ

の名によって受け継いでいるのです。イエスの名に

よる奇跡は、一つにはそれによってイエスがどんな

お方であるかを表わしています。もう一つには、イエ

スの行なわれた奇跡がそうであったように、決して

それを行なう人の為には実現しないということです。

いつでも自分以外の誰かの為に奇跡は起こるのです。

相手のことを心から思った時でなければ、奇跡は起

こらないのです。イエスは地上での生涯の間、決して

ご自分の為には奇跡を起こしておられません。十字

架の上でさえ、ご自分の為には何も為さらなかった

のです。イエス・キリストの名によって生きる私達の

行くべき道がここに示されています。それは他者の

為に生きる道です。 

 先ほども少し触れた NGO では毎年ネパールに数

名のワークキャンパーを送っていました。その中の

一人が帰ってきてこんな話をしてくれました。その

時のワーク地はベースキャンプからかなり離れてい

たので自転車で通うことになりました。今から 20 年

くらい前の話ですから、ネパールでの自転車は日本

での原付バイクくらいの値打ちがありました。とこ

ろが、彼の自転車がパンクしてしまったのです。その

村に自転車屋さんはありません。明日からのことを

考えるとお先真っ暗です。ネパールを思い浮かべる

時、多くの方はヒマラヤ山脈を連想するでしょう。で

も、私達が関わっていたチトワン地区はお釈迦様が

生まれたとされるルンビニの近くで、インド国境に

近い亜熱帯です。昼間は 40 度近く気温が上がるので

す。今の日本の夏に似ています。その中を４～５キロ

の道のりを往復歩いて通うことを考えるとゾッとし

ます。その日は仲間に付き合ってもらいましたが、毎

日付き合わせて歩かせるわけにはいきません。そん

なことを気に病みながら彼はパンクした自転車を押

してトボトボ帰途につきました。ある家の前で一人

の青年が買ったばかりのピカ

ピカの自転車を一生懸命磨い

ていました。思わず二人の目

が合いました。しばらく二人

の自転車を見比べると、その

青年は彼を手招きしました。そして、自分の新品自転

車からタイヤを外し、彼のパンクしたタイヤと取り

換えてくれたのです。見ず知らずの彼をこのネパー

ルの青年は見過ごしにできなかったのです。その青

年は自分が得するためではなく、この日本の青年が

困っていたから助けたのです。彼にとって、この日本

の青年は景色として通り過ぎてしまわなかったので

す。困っている人、人格を持った「あなた」だったの

です。 

 この出来事は日々の生活の忙しさの中で私達がど

こかに置き忘れた大切なものを呼び覚ましてくれま

す。イエス・キリストの名によって生きるとはこうい

うことなのではないかと思うのです。それは決して

私達の思いのままに、その欲望のままに生きること

とは違います。このテキストに出てくる男が癒され

た喜びは、私達の想像を遥かに超えるものでした。生

まれてから一度も歩いたことのない男が歩けるよう

になったのです。8 節「歩き回ったり踊ったりして」

という表現に彼の喜びを垣間見ることができます。

けれどその中で、彼は神を賛美することを忘れませ

んでした。「歩き回ったり踊ったりして」のすぐ後に

「神を賛美し、二人と一緒に境内に入って行った」と

続きます。すぐにペトロとヨハネと共に、神に栄光を

帰すために神殿の境内に入っていたのです。それは

彼にとって初めてのことでした。彼はいつも神殿の
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側にいました。けれども、神殿に入ったことがありま

せんでした。当時の律法が身体に欠けのある者が神

殿に入ることを許さなかったからです。この奇跡の

素晴らしさはそれが肉体上の癒しに留まらなかった

ところにあります。神に対する彼の態度は、彼の心の

中の変化を表わしています。９節「民衆は皆、彼が歩

き回り、神を賛美しているのを見た」というのがそれ

を物語っています。この光景が人々の注目を集めな

いはずがありません。初めはこの飛び跳ねている男

がついさっきまで美しい門の所で物乞いしていた男

と同一人物だとは夢にも思わなかったでしょう。け

れど、よく見るとそれがあの生まれつき足の利かな

い男だと気づいて、ひどく驚いたに違いありません。

イエス・キリストの名によって生かされる時、私達は

絶望していた所からでも立ち上がらせていただける

のです。そしてそれは同時に、人間が他者を人間とし

て受け容れる「あなたと私」の世界に生きることです。

私達の中には、その力はないかもしれません。けれど

も、イエス・キリストにはできないことはありません。

イエス・キリストの名によって、「あなたと私」の世

界を生きようとしているのでしょうか？それとも、

目先の金銀に惑わされ、相手を利害の対象としか見

ることのできない「私とそれ」の世界に生きようとし

ているのでしょうか？二つに一つを選び取ることを

迫られているのです。 

教会は今、少子高齢化の波に飲まれてしまいそう

な危うさを抱えています。多くの人々がコロナ禍で

人との関わりを絶たれて孤独の中にいます。会いた

くても会えない多くの人の顔が浮かびます。忘れら

れたと思って孤独の中にいる人たちに私たちはどの

ように関われるのでしょうか？キリストの福音を携

えてペトロやヨハネが祈ろうとしたように、私たち

もイエス・キリストの名によって働く者の一人とし

て祈りながら、用いられたいと願います。 

講演１ではイエスの１２弟子だったペトロとヨハ

ネがイエスの名によって福音を伝える活躍をご紹

介しました。講演２では、キリスト者を迫害する

為に働いていたサウロが復活の主イエスに出会っ

て、使徒パウロとして異邦人伝道に励む、その働

きに目を向けたいと思います。「使徒」という言

葉をお聞きになったことがおありになると思いま

す。では、そもそも使徒とは一体何でしょう？一

言で言えば、遣わされた者です。誰によってか？

と言えば神によって、主イエスによって遣わされ

た者です。辞書を引いてみました。「原義は＜遣

わされた者＞」とありました。さらに「初期キリ

スト教において重要な地位を占めた指導者群の総

称。狭義にはイエス・キリストに選ばれた＜十二

使徒＞を指す」とあります。これによればパウロ

は使徒という言葉に当てはまりません。 

パウロは、これまで自分が培ってきた全てを用

いて主のために働きます。パウロはキリストに出

会う前の自分についてこう語っています。22：３

～５「私は、キリキア州のタルソスで生まれたユ

ダヤ人です。そして、この都で育ち、ガマリエル

のもとで先祖の律法について厳しい教育を受け、

今日の皆さんと同じ

ように、熱心に神に

仕えていました」

と。またフィリピ

３：５～６では「私

は生まれて８日目に割礼を受け、イスラエルの民

に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中

のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派

の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義

については非のうちどころのない者でした」と言

っています。彼は自分がかつてどんなに熱心なユ

ダヤ教徒であったかを語るのです。その当時ガマ

リエルと言えば、最も有名な律法学者であり、

人々の尊敬を集めていました。そこで学んだので

すから彼はエリート中のエリートだったと言えま

す。ユダヤ教の中でも新進気鋭の期待の星だった

のです。また最初の殉教者となったステファノが

殺される現場にも居合わせ、殺害に手を染めた人

たちの上着の番をし、殺害にも賛成いていたと 7

章には記されています。その彼が復活されたイエ

スに出会って 180 度の転換を遂げることになるの

です。迫害者サウロが使徒パウロとして生まれ変

わる。それは誰も予想しなかったことでした。そ

こに 180 度の価値観の転換がありました。フィリ

講演Ⅱ 

「思いがけない出来事」 

使徒言行録 28 章 1 節～15 節 
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ピ 3 章で自分の経歴を語った後、パウロはこう言

っています。7，8 節「しかし、私にとって有利

であったこれらのことを、キリストの故に損失と

見なすようになったのです。そればかりか、私の

主キリスト・イエスを知ることのあまりの素晴ら

しさに、今では他の一切を損失とみています。キ

リストの故に、私は全てを失いましたが、それら

を塵芥と見なしています」と。前に使っていた口

語訳聖書では「塵芥」とは言わず「糞土」と言っ

ています。漢字で書けば「糞と土」です。それほ

どまで価値を下げているということです。私たち

が生きていく上で教養は大切でしょう。先の事を

考えれば蓄えも必要です。けれど、こういったも

のはキリストと共に歩む時、優先順位の下の下に

落ちていくのです。大切な事は、キリストに呼ば

れ、生かされて今ここにいるということです。 

けれども、パウロが糞土と呼んだこれらをも神

はお用いになられます。ファリサイ派の一人とし

てガマリエルに師事し学んだことは、新たにキリ

ストの福音を伝える為に大いに役立つのです。新

約聖書の中に彼の手紙が多く残されています。そ

の中で彼はキリストの十字架と復活について力強

く語るのです。彼は生前のイエスにお会いしたこ

とは一度もありません。けれど、ただ一度復活の

主にお会いし、声をかけていただいたその中で、

自分が主に選ばれ、主の為に働く者とされたこと

を受け止めるのです。そして、主に従い、主の為

に働く者とされるのです。行き詰まりこそ、神の

御手が大きく働く時です。その後もパウロの目が

不自由だったとか、彼には癲癇の持病があったと

かいろいろ言われます。本当のところは分かりま

せんが、彼がその身に何らかのハンディジキャッ

プを負っていたことはⅡコリント 12：７、8 に記

されます。「私の身に一つの棘が与えられまし

た。それは、思い上がることのないように、私を

痛めつけるために、サタンから送られた使いで

す。この使いについて、離れさせてくださるよう

に、私は 3 度主に願いました」とあります。そん

な彼に主は 9 節「私の恵みは十分です。力は弱さ

の中でこそ十分に発揮されるのだ」と言われま

す。ユダヤ教を信奉していた時、エリート中のエ

リートだったサウロは、復活の主に出会ってこれ

まで彼が大切だと思っていたものが塵芥のように

価値がないものだと示され、その生き方を 180 度

変えざるを得なくなりました。その上、身体的に

元気だとは言えないハンディまで与えられていた

のです。そんな中、多くの人に助けられ、彼は 3

度の伝道旅行を行い、またローマへも旅していま

す。今のように電車や車などない時代です。せい

ぜい船かロバの背に乗せてもらえるくらいです。

それでも彼は小アジア、今のトルコあたりをはじ

めギリシアまで足を伸ばし、多くの教会の基礎を

築くのです。その力はどこから来たのでしょう

か？180 度の価値の転換があったからです。主の

存在を信じ、主の為に働く者と作り替えられたと

信じたからです。復活の主イエスにお会いした。

それこそがパウロの福音の原点です。それを信じ

てパウロは自らを使徒と名乗るのです。 

 私たちは何かしようとする時、計画を立てます。

そしてそれに向かって努力し、目標を達成しよう

とします。人生においても同じです。自分なりに

夢や望みを抱いて自分の人生を少しでも実り多い

ものにしようとします。ところが、実際には自分

の思う通りになったことよりも、自分の予想とは

違う結果に終わったことの方が多いのではないで

しょうか？私たちの人生の設計図には苦労の種

（つまり苦しいことや悲しいこと、辛いこと）は

一切書き込まれていません。けれども、苦しいこ

とや悲しいこと、辛いことのない人生などあり得

ないのです。私たちの好むと好まざるとにかかわ

らず、誰もが皆、悲しみや苦しみをその人生にお

いて経験するのです。もちろんその形は人それぞ

れで違うのですが…。その苦しみの真っ直中では、

どうして自分はこんな不当な扱いを受けねばなら

ないのか、自分ばかりが不公平な扱いを受けてい

るような気がしてならないのです。けれども実は、

この私たちの予想していなかった「思いがけない

出来事」こそが、私たちの人生を随分豊かなもの

にしてくれるのです。 

パウロの歩みもこの思いがけない出来事の連続

でした。先ほどお読みしました聖書の箇所でも思

いがけない出来事の真っ只中でした。パウロはイ

エスをキリストだと宣べ伝えたことで同胞のユダ
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ヤ人の反感を買い、ローマに対する反逆罪という

根も葉もない汚名を着せられて訴えられました。

不当な裁きによって死刑になることを防ぐ為に、

彼は自分が生まれながら持っていたローマ市民権

を使ってローマ皇帝に上訴しました。その為ロー

マに船で護送される途中、嵐に遭い、命からがら

どこかの海岸に辿り着きました。パウロたちが辿

り着いたのはマルタ島でした。イタリア半島南端

のシシリー島のすぐ南にある島で、ローマまであ

と一息の地点です。幸いこの島の人たちは好意を

持って、この難破した船の乗員と囚人たちに助け

の手を差し伸べてくれました。彼らは降りしきる

雨や寒さを凌ぐ為に火を焚いてパウロたち一行を

労ってくれたのです。その火ももちろん暖かだっ

たでしょうが、そうやっ

て暖かく迎えてくれた島

の人たちの気持ちが何よ

りパウロたちの心を暖め

てくれたのだと思います。

神の御言葉を宣べ伝えた

先輩たちは異教の地で様々な困難に晒され、被害

を被ることも少なくありませんでした。そのよう

な困難の中、こうした見知らぬ人々の好意に触れ

て慰められることも決して少なくありませんでし

た。その時を、その関わりを、神は伝道の時とし

て、ご自分の計画を成就させる為に必要な準備を

していて下さるのです。 

 さて、パウロはと言えば、土地の人々の好意を

一方的に受けていただけではありません。疲れた

身を起こして彼は一束の枯れ枝を自分でも集めて

きました。せっかくの火を絶やさぬ為です。愛は

与えられるだけでは駄目なのです。呼びかけられ

て応えるものがある時に、愛は通い合うのです。

炭火はただ一片ではすぐ消えてしまいます。二つ

三つの炭火が互いに寄り添って、長持ちする火種

になります。見知らぬ人々の好意に応えを返そう

とする姿勢がパウロにはあるのです。そこに偶然

のように見えるパウロのマルタ島漂流によっても

たらされた島の人達とパウロの交流、マルタ島の

人々と福音との出会いが備えられていたのです。 

 けれども、島人の暖かさとパウロのそれに応え

る姿勢との延長線上に彼らの交わりが築かれたの

ではありませんでした。伝道は人間相互の自然な

交流の深め合いの上には成立しません。そこから

始まったように見えるかもしれません。いえ初め

はそうでしょう。けれでも、その連続線上にはな

いのです。伝道は奇跡の上にのみ成り立つのです。

パウロの一束の枯れ枝、すなわち島人の好意にパ

ウロが応えようとしてもたらしたものの中に蝮が

潜んでいました。島人が驚き、怖れ、そしてそれを

運んで来たパウロ自身をも拒まざるを得ないよう

なものが潜んでいました。島人はそれに躓くので

す。信仰者が人々の躓きになるようなものを帯び

ていることはよくあります。いえ、信仰者が異教

の民の中に福音を運び込もうとする時、必ずや躓

かせ、怖れさせ、拒ませるようなものが福音の中

には秘められていると言ってもいいかもしれませ

ん。福音すなわち神の御言葉を受け容れることは、

単なる好意や善意の心からだけではできないこと

なのです。そこに伝道の難しさがあります。土地

の人々の好意はそこで挫折します。４節「この人

はきっと人殺しに違いない。海では助かったが『正

義の女神』はこの人を生かしておかないのだ」と

互いに言い合うのです。人間の知恵と経験から出

た率直な評価です。けれども、蝮の害がパウロの

及ばないのを見て、島人の評価は 180 度変わるの

です。困難な状況に会い、周りの人々の目をもっ

てすれば、今倒れるか、息の根が止まるかと思わ

れていたものが、神に守られ、平安のうちに堅く

立っているのを見て、人々の認識が改められるの

です。 

 今度は、6 節「この人は神様だ」と言い出すので

す。それは最高の信仰表現です。彼らはパウロの

背後に神を見たのです。使徒言行録３章の「美し

い門」の事件で、ペトロとヨハネとが物乞いをし

ていた足の不自由な男に向かって「私たちを見な

さい」と言ったのを思い出します。私たちが語る

神の言葉の内容と信仰者自身の姿とは、異教徒に

とっては区別がつかないのです。ところが、私た

ちはしばしば「聖書を読みなさい。自分で直接キ

リストを見なさい。だけど私たちを見ないで」と

言うのです。自分自身の姿が人々を躓かせるのを

恐れるあまり「私たちを見なさい」と言えずにい

るのです。けれども、それでは伝道はできません。

マルタ島の住民はパウロが蝮に噛まれたにもかか

わらず、神の支配の下にあって平安でいる姿を見
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て、信じたのです。もちろん彼らの「この人は神様

だ」という表現には問題はあります。でも、異教徒

の目にキリスト者が自分たちとはどこか違う者だ

と映ることなしには、伝道は無力なのです。宣べ

伝える者が宣べ伝える言葉の内容を生き切って初

めて、伝道は成り立つのです。蝮の毒に犯されて、

本来なら「死すべき人間が今なお生かされている」

という現実が、人々の目を奪います。教会の中で、

礼拝の中で、信仰者の実生活の中で、この事実が

起こっていると人々の目に映る時、伝道は可能に

なります。あの雄弁なパウロがここまで無言であ

ったことに注目しなければなりません。無言の証

しが先にあって、神の言葉を裏付けるのです。更

にパウロはこの島の長官プブリウスの父親の熱病

を癒したことからこの島の多くの病人を癒すこと

になり、多くの人々の尊敬を集めることになりま

す。そして彼らによって必要な物を与えられて、

３ヶ月後に再びローマに向けて出帆し、ついにロ

ーマに着くのです。それほどの困難に遭った後の

ローマ到着にしては、１４節は「こうして私たち

はローマに着いた」という実に淡々としたもので

す。それだけにこの一句に感無量の想いが込めら

れていると言わざるを得ません。エルサレムから

ローマへ。遂に福音は到着したのです。 

 エルサレムからローマまで、古きイスラエル中

心から新世界（当時は地中海世界）の中心へと福

音が宣べ伝えられていったのは、このような地味 

な伝道の積み重ねがあって初めて可能だったと言

えるでしょう。思いがけない嵐に遭うことによっ

て、思いがけないマルタ島という小さな島にも伝

道の足跡が刻まれ、思いがけない「蝮事件」がきっ

かけになって神の力がはっきり示され、次の伝道

への旅立ちの備えが為されたのです。私たちの人

生もこれと同じです。私たちの計画にはない困難

やアクシデントに遭うことによって、私たちには

思いもつかないような大きな一歩を踏み出すこと

になるのです。思いがけない出来事は、その時の

私たちにとっては苦しみでしかないかもしれない

けれど、後で振り返って見る時にそれは私たちの

前進の為の備えの時、神の恵みの時であることが

分かります。 

今回、コロナ禍にあってこのような形で研修会

を行う事は私たちの当初の計画にはありませんで

した。けれども、そのような困難な中にあって、そ

れでもなお姉妹方と共に使徒言行録から御言葉を

聞こうとする時、神は道を開いてくださり、それ

まで考えもしなかったオンラインという形で行う

ことを可能にしてくださいました。これは今後、

高齢化社会の中、礼拝に足を運べなくなっても、

共に礼拝を捧げるための大切なツールとなるでし

ょう。体が弱ってもなお礼拝を捧げることができ

る。それは私たちが最後まで信仰者としてその生

活を全うするために開かれた恵みです。私たちの

人生は思いがけないことの連続です。問題はその

思いがけない出来事の中で、いかに誠実に愛をも

って生きるかということです。思いがけない出来

事に出会って驚き、怖れるのではなく、思いがけ

ない出来事に会った時こそ、主の為さる業に信頼

して、委ねていく者でありたいと願います。私達

には限界があります。ですから、私たちの立てる

計画はどんなに頑張ったところで、神の目から見

れば本当にこじんまりまとまったものでしかあり

ません。けれども神は、私たちのスケールや想い

を遥かに越えた大いなるお方であります。思いが

けない出来事は私たちの小ささを打ち破るための

神からのチャレンジです。神が私たちの上に為さ

ろうとしておられることを、希望をもって喜びを

もって受け止める者でありたいと心から願います。
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＊＊＊研修会を視聴して＊＊＊ 

富山地区教会婦人会委員長 

  吉田眞美子（魚津教会） 

講演⑴では、「キリストの御名に

よって立って歩きなさい」と語ったペテロの力強

いことばは、イエス・キリストの十字架の力を信

じる者にとって、相手のことを心から思い、祈る

時、用いられる者となり、奇跡が起こる。人に出来

ない事でも神には出来る。主に感謝します。 

講演⑵では、使徒パウロについて語られ、迫害者

から伝道者となったパウロ。主に出会い、主に選

ばれ、主のために働く者となった人生。私たち自

身、1 人 1 人出会いは違っても、イエス・キリスト

を信じる者として、主に交わりを深め、賛美と祈

りにより、主の声を聞くことにより、変えられて

いく。イエス・キリストの御名によって用いられ

る者として、もっと成長したいと強く願っていま

す。ありがとうございました。感謝します。 

 

高岡教会 

＊7/11 は平日の為集まりにくかったので、後日

礼拝後に視聴希望の方々とプロジェクターに映し

(牧師先生がして下さいました)視聴しました。 

福井教区の役員の方々は初の試みの YouTube 配

信での開催という大変にご苦労の多い準備だった

ことと拝察いたします。参加する側も初めての事

でどのように視聴するか婦人会で話し合いました。

動画視聴は便利ではありますが、対面に勝るもの

はないという感は否めません。しかし篠浦先生の

実体験に基づく講演は、一つ一つの事に意味があ

り、困難な中にあっても神様はいつもそばにいて

必ず助けて下さるのだと改めて思わされました。 

今回、動画視聴開催という苦渋の決断をされた福

井地区の役員の皆様、及び各地区の役員の方々に

は心より感謝いたします。ありがとうございまし

た。 

＊これまで、中部教区の婦人研修会があっても

なかなか遠出できない事情がありました。今回

オンラインによる研修会であった為講演を視聴

できました事感謝でした。私共には思いがけな

い出来事が起きます。苦しい事、悲しい事、辛い

事を誰もが経験します。神様は私共の思いを超

え御業をなさいます。主のなさる業に委ねて信

仰生活を送りたいと改めて思わされました。 

 

富山新庄教会 

＊講演Ⅰと講演Ⅱを分けて二日間で視聴した。壮

年会の方も交えて視聴でき、時間も無理なく視聴

できて良かった。 

有岡牧師から車イス生活をされている篠浦牧師

の紹介があった。さや教会を立ち上げ、ネパール

やカンボジアなどでも危険を省みない伝道活動を

されていたことを知りました。 

ご不自由な生活にも拘わらず、そのような力が湧

き出すのはどうしてなのかと考えさせられた。 

講演Ⅰでは、物として扱われている一人の男の話

を通して、その男が本当に必要としていたものは

イエス・キリストの名によって立ち上がり歩くと

いうことをペトロとヨハネは見抜き声をかけた。

男自身も物（it）として扱われていることに慣れて

しまっており、自分の人格に深く触れて下さる経

験をして喜びに満たされた。キリストの名による

奇跡は他者のためになされる。私達はどのような

人であろうとも人格と人との

交わりを通して相手を尊重し

ているか？相手が喜んだら共

に喜んでいるか？キリストの

存在を深く知ることが相手を

物（it）として見るのでなく、

人格をもった人として受け止めることができるこ

とを教えていただきました。 

講演Ⅱでは、使徒とはイエスによって遣わされた

者の意味で、キリストに呼ばれてここにいるとい

うことが大切なことであると再認識しました。伝

道は奇跡の上にのみ成り立つ。人と人の交流の延

長線上には起こらない。伝道する内容を生き切っ

て初めて伝道は成り立つ。「私を見なさい」と言え

なければ伝道は出来ない。パウロは嵐に遭いマル

タ島に漂着し奇跡が起こり島民の助けでローマに

富山地区 
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行くことができた。マルタ島の人々はパウロの背

後におられる神を見た。人生において苦しみ悲し

みは必ず出会う。思いがけない出来事に出会った

時、恐れ縮こまるのでなく、愛をもって誠実に生

きることが大事である。人間の現実の姿は、主を

畏れず、自分が主人になる。この姿は真実に生き

ていると言えるのか？ 

思いがけない出来事は、限界ある小さき者である

私達への挑戦である。誠実に愛をもって主のなさ

る業に委ねることで進んでいく道を神様に指し示

されることを篠浦牧師のご経験からお話下さり感

謝いたします。 

 

石動教会         

＊研修会の案内を教会総会の婦人会報告の中で

伝えたり、週報にも二回載せて頂きましたがライ

ブでの視聴は一人でした。8 月半ばに一人の教会

員の方から「昨日やっと視聴できました。とても

勇気をもらい感想を送りました」との嬉しい報告

をもらいました。 

 

富山鹿島町教会           

＊従来の研修の良さはありますが、今回の試みは

外出しにくい方達にとって好評だった。               

＊聞き逃してしまった点や、再度視聴したい時に、

学び直す事が出来良かった。               

＊様々な制約のある生活において、このような形

で分かち合える事が出来、感謝致します。 

 

富山二番町教会 

＊やさしく丁寧な語りで穏やかな気持ちで篠浦

先生のお話を聴くことが出来ました。感謝です。 

「神に生かされ用いられ今ここに生きる」「他者

のために生きる」とても深く大切なメッセージを

示して下さり、祈り求めてこのメッセージを受け

取りたいと思いました。 

8 月いっぱい視聴出来るとのこと、何度でも聴こ

うと思います。 

 

 

品川 智恵美（富山二番町教会） 

＊初めての試みで、ご準備大変でいらしたことと

存じます。オンライン YouTube 配信は、当教会で

は勇文人先生と共に、計８名参加で大型テレビに

て、集中してお聴きすることが出来、また分かち

合いの時を持つことも出来ました。ありがとうご

ざいました。篠浦先生、有岡先生から恵みを沢山

いただき、実り豊かな時間となりました。また、集

合写真を添付いたしました。とても良いご提案い

ただき感謝です。思い出になります。中部教区の

兄弟姉妹の皆様、篠浦牧師、有岡牧師をはじめ研

修会を担当下さった皆様の上に主の顧みと祝福が

豊かにありますようにお祈り申し上げます。  

 

魚津教会 

＊講演Ⅰでは、「キリストの御名によって立って

歩きなさい」と語ったペテロの力強いことばは、

イエス・キリストの十字架の力を信じる者にとっ

て、相手のことを心から思い祈る時用いられる者

となり奇跡が起こる。人には出来ない事でも神に

は出来る。主に感謝します。講演Ⅱでは、使徒パウ

ロについて語られ、迫害者から伝道者となったパ

ウロ。主に出会い、主に選ばれ、主のために働く者

となった人生。私たち自身一人一人出会いは違っ

ても、イエス・キリストを信じる者として、主に交

わりを深め賛美と祈りにより、主の声を聞くこと

により変えられていく。イエス・キリストの御名

によって用いられる者として、もっと成長したい

と強く願っています。ありがとうございました。

感謝します。 

 

福光教会      

＊イエス様のお名前で祈る時に、講演で伺ったこ

とを思い出して祈ろうと思います。 

＊思いがけない事に出会ったときには、大胆に神

様に祈りたいと思いました。 
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福野伝道所 

＊オンラインという形で研修会に参加できたこ

とを感謝申し上げます。  

＊篠浦先生の柔らかなお声で講演を聴きながら、

ネパールでの出来事も目に浮かぶようでした。 

＊祈るときに「イエス・キリストの御名によって」

と何気なく、定型文のように唱えている言葉が、

自分の信仰告白と御跡に従う決意表明なのだと学

びました。 

 

森野真理牧師(福野伝道所・福光教会) 

「兼牧している福野伝道所・福光教会の現状として」  

両伝道所・教会の礼拝と礼拝の間にあまり時間が

ないことと、家庭の事情や地域の特性から、礼拝

以外の時間に教会に集うことのハードルが高く、

各自が視聴するという形となりました。 

ただ、オンラインでの開催、かつ動画を期間限定

で公開していただいたおかげで、婦人会に属さな

い教会員も視聴することができたことは、幸いで

あったと感謝しております。 

今後の開催がどのような形になるのかはわかり

ませんが、またオンライン形式で開催される機会

があれば、今回の経験を踏まえて、教会員同士で

(できれば同時に)分かち合いながら視聴・参加で

きるように工夫したいと願っています。             

 

            

 

 

 

 

石川地区委員長 宮川美恵子（金沢元町教会） 

篠浦千史先生へ 

中部教区の婦人研修会のために祈りと講演をあ

りがとうございました。 

7 月 11 日はパソコンが苦手な友人の家で３人で

講演を聞きました。ゆったりと椅子に座りながら、

休憩時間には冷たいものもいただきながら、くつ

ろいだ気持ちで聞くことができました。研修会終

了後には感想を話し合うこともでき、恵みに満ち

たひとときでした。三人の感想は「とにかく力づ

けられた、励まされた、先生ご自身の歩みに裏付

けられた力のある言葉だったね」というものでし

た。私はその後、Ｙｏｕｔｕｂｅという特典を生

かして何度も何度も講演に耳を傾けました。 

胸に突き刺さるきらきらした言葉がいっぱい私

の身に迫ってまいりました。そして最終的に、パ

ウロと同じように、身体にひとつの弱さを与えら

れ、「弱いときにこそ強い」信仰をあたえられた篠

浦千史先生のキリストとともにあるお姿がくっき

りと見えてきました。ご

自身の歩みがそうであっ

たから、「『私を見なさ

い！』と言いなさい。」と

きっぱりおっしゃること

ができるのですね。多く

のクリスチャンがそうであるように、私自身も言

うことにためらいがあるその言葉「私を見なさい。」 

ペトロとヨハネは確かに美しい門のところで、脚

の不自由な男に「私たちを見なさい」と言ってい

ますね。篠浦先生は「私を見なさい」と言えないよ

うでは伝道できません、とおっしゃいます。 

パウロは漂流したマルタ島で住民の愛に応えて、

自らも枯れ枝を集めました。ここでも先生は「愛

は与えられるだけではだめ。呼びかけられて応え

るもの」だとおっしゃいました。そして島の人と

パウロの人間的な交流ができても、「伝道は人間的

な交流の延長線上にはない」とおっしゃいます。

「伝道は奇跡の上にのみ成り立つ」と。枯れ枝を

火にくべたときに出てきたまむしにかまれたパウ

ロ。島人はまむしに躓きます。「福音の中には躓き

が秘められています。」でもマルタ島の人はまむし

にかまれてもパウロが神の支配の中にあって平安

である姿を見てこの人は普通とは違うと思い、信

じたのですね。「キリスト者がどこか違うと映るこ

となしには伝道は無力」「宣べ伝える者が宣べ伝え

る内容を生き切って初めて伝道は成り立つ。」「ま

むしの事件のようなことが礼拝の中で、教会の中

で、実生活の中でおこっていると人々の目に映る

とき、伝道は可能になります。」 

石川地区 
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主から伝道しなさい、と言われている私たち。主

が共にいて主ご自身が伝道なさることを知ってい

るのに、なかなか伝道しない私たち。篠浦先生は

なぜ今、伝道が不振だと言われているのか、そう

であってはならない、伝道しなければ…という熱

い思いをもって語っていらっしゃると思いました。

「聖書の中でイエス様に出会ってください。私た

ちを見てはいけません。（つまづくから）」と安易

な恵みの中に安住している自分を反省しました。 

篠浦先生は「悲しみや苦しみのない人生などない。

思いがけない出来事はその時は苦しみでしかなく

ても、必ず後で、私たちの前進のとき、恵みのとき

となる、主のなさる業に信頼して歩もう」と励ま

して下さいます。「見なさい、と言いなさい」の言

葉の前に、もう一つ篠浦先生の言葉を付け加えて

おきます。ペトロはキリストの名によって奇跡を

起こしました。キリストは奇跡を自分のためには

一度も使いませんで

した。「他者のために

生きる」を実現されま

した。だから、篠浦先

生は（あなたも）「他者

のために生き切れ！

そして、私を見なさいと言いなさい！」とおっし

ゃったのですね。 

以上のことが私に強く迫ってきたことです。でも

私は気負って走りません。なによりも大切なこと

はイエスと共にいること、イエスの足元にいるこ

と、イエスさまが一歩歩けばついていくことだと

思います。自分の力で「他者のために生き切って

いる私を見なさい」というのではなく、篠浦先生

が励ましてくださったように、「キリストと共に歩

む、キリストに呼ばれて生かされて今ここにいる」

私を見てください。イエス・キリストによって生

かされている私。キリストがいなければ今の私は

ありません。キリストが私に赦しの心を与え、悔

い改めへと導き、生かして下さっているのです。

私を見てください！と言います。 

 

 

 

丸山正美（白銀教会） 

主の聖名を賛美いたします。 

暑い暑い夏の日々、いかがお過ごしでしょう

か。いつも婦人会連合での御奉仕に感謝しており

ます。 

白銀教会婦人会では、中部教区婦人研修会を 7

月 11 日（月）13:00 よりオンライン配信により

教会に集まり行いました。参加者は石井牧師と婦

人会員 7 名、計 8 名でした。画面も良好で音質も

聴き易く、一同祝福された時を持ちました。 

開会礼拝の説教は、心に響き、信仰の確信が得

られました。 

講演では、篠浦先生御自身の人生を知らされ、

伝道者としての強さと愛にふれることができて、

キリストの御名によって生きる自分の在り方を反

省し、これからの歩みが強められますよう、無言

の証しができるよう祈るばかりです。オンライン

礼拝の恵みを感謝いたします。 

 

 

坂井惠子（白銀教会） 

7 月 11 日(月)教会に集まり、オンラインでさや

教会牧師であられる篠浦千史先生の講演を拝聴い

たしました。使徒言行録から講演Ⅰでは、イエス

さまの弟子のペトロとヨハネの働きについてお話

されました。まず人間の関係性として相手の人格

を認める「私とあなた」の関係、相手の人格を認

めない、物を指す「私とそれ」の関係について話

された。「エルサレム神殿の美しい門のところで

物乞いをしていた男は物として扱われていたが、

ペトロが『イエス・キリストの名によって立ちあ

がり、歩きなさい』と言うと、奇跡がおこり、彼

は立ちあがり、歩くことができた。イエス・キリ

ストの名によって人として生きる者にされた。彼

に必要なのは、金や銀ではなく、1 人の人間とし

て生きていくことであった。彼があきらめていた

本当のねがいは立ちあがり歩くことであった。誰

かのために奇跡はおこる。人々は彼のうちにキリ

ストが生きて働いておられるのを見た。私たちの
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道は他者のために生きる道である」とのお話に、

イエスさまの心をもって、イエスさまの愛で隣人

に接することができるように、イエスさまが今も

生きて働いておられるのを見ることができますよ

うに、み業がなされますように祈り続けていきた

いと思いました。みことばには力 があり必ず実

現することを、みことばには命が流れているのを

確信しました。 

講演 2 はパウロの異邦人伝道についてききまし

た。「熱心なユダヤ教徒で追害者だったサウロが

復活の主にお会いして使徒パウロに生まれ変わっ

た。主に選ばれ主のために働く者とされた。パウ

ロの伝道旅行は、思いがけない出来事の連続であ

るが、思いがけない出来事一つ一つが神のみ旨を

実施するための大切な一歩となる、困難に合う

時、思いがけない一歩を踏みだすことになる。そ

れは私達が前進するための備えの時、神の恵みの

時である。神は道をひらいてくださる。私たち

は、思いがけない出来事に出会った時、いかに誠

実に愛をもって生きるか、主のなさる事に信頼し

てゆだねて生きるか、福音を宣べ伝えるパウロが

宣べ伝える言葉を生ききって今も生かされ、平安

があるパウロの姿が人々の目に映るとき、伝道が

おこる、伝道は奇跡の上にのみ成り立つ、福音は

エルサレムからローマへ到着した」と結ばれまし

た。苦しみの只中で福音を伝えずにはおられない

パウロの情熱、信仰、そのパウロの信仰が私たち

にも与えられていることに励まされ喜び感謝のひ

とときでした。 

 

 岡他佳子（白銀教会） 

婦人研修会をオンライン配信によって耳を傾け

ることができましたこと感謝いたします。篠浦先

生を通して語られた講演より、使徒ペテロ・ヨハ

ネには神様の深い愛、弱さを持つ弟子達を知り尽

す主イエスの恵みに私達へのメッセージにどんな

時にも、苦しみ、悲しみの只中に主が共にいてく

ださる確信を持たせてくださったことを心に刻む

ことができました。先生の講演を聞きながら三浦 

綾子さんのことを思い出しました。パウロさんが

イエス・キリストに出会ったこ

とによって、又パウロさんを遣

わさなければならなかったのは

神様の御計画そのものであり、

私達には簡単に知ることができ

ない深い深い奥義があり、それ

らの一つを先生によって知らさ

れたことを感謝します。 

 

 山崎明子（白銀教会） 

よい講演をいただいて感謝いたします。篠浦先

生のご自分の体験を踏まえたお話にグングン引き

つけられました。「誰でも悲しみ、苦しみを経験

するが思いがけない出来ごとが豊かにしてくれ

る」というお話には自分が洗礼を受けることにな

った事を思い出しました。 

 

 犬丸敬子（白銀教会） 

参加できとてもよかったです。有岡先生、さわ

やかな印象、心こめてつとめられ、またお話を伺

いたいと思いました。篠浦先生、お声がよく通り

聞きやすかったです。伝道は奇跡の上にのみ成り

立つとの言葉が心に残りました。これからのお働

きをお祈り申します。 

 

   鈴木和佳子（白銀教会） 

使徒言行録の言葉も 1 節ずつ、わかりやすく、

ていねいにお話しして下さり、その中から、改め

て、気付かされた事柄が胸に響いてきました。

日々の歩みの中で相手に対しても人格を認めて接

すること、自分の都合によって、物として接する

こともあったことを反省させられました。幸いな

ことに生けるキリストと出会って、罪を許して頂

き、神の助けなくして生きてゆけない自分自身で

あること、主に信頼し、信仰の旅を続けていきた

いと思いました。   
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福井地区委員長 杉下玲子（福井神明教会） 

篠浦千史先生が語られる聖書のみ言葉は心にし

みわたります。全国教会婦人会連合５０周年集会

主題講演での質疑応答の先生の回答の切れ味のす

ばらしさを今回の婦人研修会ではかなえられなか

ったのが、残念です。窪田典代中部教区教育部婦

人委員長と運営委員のみなさま、松島保真中部教

区教育部委員長、そして、大変なスケジュールの

中、さや教会まで行ってくださった有岡史季先生

には本当に感謝です。 

 

佐藤孝子（福井神明教会） 

今日は婦人研修会に参加させていただきまして

ありがとうございました。篠浦千史先生の伝道が

特によく分かりました。 

 

           蟹本道子（福井神明教会）      

相手の人格を認められない長い人生で自分本位

の生活をしていた事を示されました。にぶい者で

す。  

 

下口美代子（福井神明教会）              

オンラインでしたが先生のお話しがとても良く

て、婦人研修会に参加させていただきましたこと

心から感謝いたします。 

 

           佐藤圭子（福井神明教会） 

講演Ⅰ美しい門の男のいやし、本当にこの奇跡は

深くすばらしいこと、ひととのかかわりが「私と

あなたということの大事さを学びました。又。講

演Ⅱ主の業を見る思いがけない出来事の中に、こ

のことも学び、いままでの歩みの解決でした。「高

齢者の私にもよく聞こえ、よくわかりました。 

               

 

           片岡恵子（福井神明教会） 

使徒言行録は今、礼拝でも、元の教会の人とも、

YouTube でやっている所でとても興味深いとこ

ろでした。確かにコロナ禍で、もう東京の教会の

人達や、東京の教会へ行く事が出来なくなりさみ

しい所が、YouTube を通して再会をする事が出来

た事は、思わぬ出来事でした。つらい時、苦しい時

にその中にあって喜びを必ず見つけられる事はう

れしいです。 

 

長谷川淑子（城之橋教会） 

１．この度オンライン配信ということでした

が、音声、カメラワーク、両先生のお話しの速

度、活舌の聞きやすさなど、こんなにはっきりと

うかがうことができましたこと、大変感謝してお

ります。 

２．開会礼拝について。私たち日本人に馴染み

深い「足るを知る」と、「私の恵は、あなたに十

分である」との比較検討のなかで、神様により深

く「追い求める」ことの「許し」と「信頼」を語

っておられました。揺るぎないエネルギーをいた

だきました。 

３．篠浦先生の学びで一番こころに残っている

言葉は、「伝道は、奇跡の上にのみ成り立つ」と

いうところでした。人はどうしても人に働きかけ

ます。しかし「福音を受け入れることは、好意や

善意のみでは受け入れることはできない。」「信仰

者が人々のつまずきになることはよくある。恐れ

させ、拒ませるものもある」というお言葉は、本

当に実感を呼び覚ますものでありました。 

「伝道など怖くてできない。」「私の語る言葉に

何ほどのものがあろうか。」とかつて伝道を避け

ていたことを思い出します。しかしそれはよく考

えてみると、「私の言葉への過信」の裏返しでし

た。「人間が人間を変えるのではない。」という大

前提を突きつけられました。悔い改めに導かれま

した。ありがとうございました。 

 

   

 

 

福井地区 
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吉田 恵（城之橋教会） 

福井地区の中部教区婦人会の運営委員会とし

てのお働きに感謝申し上げます。本当に準備が

いろいろと大変だったことでしょう。とにかく

無事に YouTube での研修会が開催されてよか

ったですね。感想を送るのが７月末までかなと

思っていましたが、よく見たら 8 月３１日締め

切りとなっていたのですが大丈夫ですか。簡単

な感想でお恥ずかしいのですが、とにかく送信

しますのでよろしくお願いいたします。在主 

 

           小嶋由理枝（如鷲教会） 

今回の研修は、コロナ禍で、初めてのオンライン

での研修会となりました。私自身は、教会で姉妹

方と一緒に、そしてもう一度じっくり家で視聴す

ることができました。一堂に会する従来の形では

ありませんでしたが、仕事やいろいろな事情で遠

方に出向くことのできない会員が直接講演を聞く

ことができ、しかも何回でも聞き逃したところを

リピートして聞けるという新しいこの形の講演会

は、これからの研修の新しい形を作る大きな第一

歩となったように思います。そのためにご尽力く

ださった関係者の方に心より感謝いたします。 

篠浦先生の講演もすばらしく、日頃の自分の人に

対する対応がその場しのぎの「私とそれ」になっ

ていなかったかと反省させられました。イエス・

キリストの名によって「私とあなた」の関係を保

つ、愛ある行動の実践なくしては、伝道はあり得

ないと強く感じました。 

 

山本めぐみ（如鷲教会） 

中部教区婦人研修会で教えられたこと 

開会礼拝より… 自分の力ではなく、全能の神に

頼ること。大胆に祈ること 

講演Ⅰより… 自分の為に善い行いをするので

はない。相手を神が創造し愛された「人」として接

する。神の愛を実践するように祈っていく。 

講演Ⅱより…予想外の結果になっても、それが人

生を豊かにすること。生きづらい時こそ神の御手

が働かれること。「私を見て！」と言えるように、

実生活の中での証をする。神の愛を現わしていく。 

篠浦千史先生のお話を聞き、聞くだけの者でなく

行うものとなりたいと思いました。感

謝いたします。オンラインで研修会に

参加できたことを感謝いたします。準

備に関わられた先生方、姉妹に感謝い

たします。 

            

竹田玲子（如鷲教会） 

講演Ⅰ 「イエス・キリストの名によって」 

主の名によって生きるとは、「あなたとわたしの

世界に生きること」であり、相手の痛みを感じる

関係、他者の必要を知ることである。イエスは十

字架の上でも、ご自分のためには何もなさらなか

った。ただ他者のために生きるとき、何かが起こ

る。主にならう者になりたいと切に願います。 

講演Ⅱ 「思いがけない出来事」 

人生において、復活の主にお会いし、イエスを知

るすばらしさのゆえに、この世の一切が、ちりあ

くたとなるとき、どのような思いがけない出来事

も、主のみ旨が実現するための備えとなる。信仰

によって、一切をゆだね、日々心をつくして生き

る者でありたいです。 

大変お忙しい中、時間をかけてたくさんの準備を

していただきありがとうございます。心より感謝

いたします。  

 

             福井二重（如鷲教会） 

・金屏風の前でお話しされている様で、厳かな感

じがしてよかったです。品位を感じました。 

また、お花のカラー（色）がとても美しかったで

す。 

・有岡先生が竜安寺の仏教からくる言葉を用い

たことで、お話がききやすかったです。 

・ネパールの青年が、日本人の自転車のタイヤを

新品の自分のものと無償で交換してくれたお話が

心に残りました。 

・使徒パウロが、てんかんをもっていたかもしれ

ず、こうまんにならないために、そのようなハン

ディを背負っていることに共感

できました。 
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伊藤美代子 （武生教会） 

「美しい門」の傍に居た足の不自由な人と パ

ウロの思い掛けない出来事が 先生のお話で臨場

感を持って聞くことが出来ました。パウロの思い

掛けない出来事の中で 如何に愛を持って誠実に

生きるかと言う事 その事態に出会っても恐れる

のではなく主のなさる業に 信頼を置いて委ねて

いくこと 私もどのような事態に巡り合っても 

そうありたいと学びました。私の若い頃 ネパー

ルで岩村医師が現地の人々に対して医療活動をさ

れていることを聞きましたが それが先生の亡き

後も続いていると知り その一つの働きが大きな

実を結んでいると思いました。これからも篠浦先

生の教えて居られる学校の生徒たちへの聖書の教

え並びに NGO のお働きの上に、主の豊かな祝福

をお祈り致します。 

 

           下光琴世（敦賀教会） 

開会礼拝 コリント信徒への手紙 12 章 9～10 節 

 «吾唯足知» 弱さ、侮辱、窮乏、迫害などすべ

ての事に感謝することの大切さ→それによって人

と比べることがなくなると信じることが出来た。 

講演① 使徒言行録 3 章 1～10 章 

 «金銀は我に無いが、あるものをあげよう» 

ゴスペルを思い出した。 

 物として扱われていた物乞いをしていた男が、

ペトロの«ナザレの人、イエス・キリストの名によ

って立ち上がりなさい»の言葉によって、物として

扱われていた男が人として生きることの出来るも

のとなった。すごいと思った。金銀は誰でも与え

られるが人として生きることが出来るようには出

来ない。イエス・キリストの名はすごいと思った。 

講演Ⅱ 使徒言行録 28 章 1～15 

 自分史を書こうと、似かよっていた様に思った。

災難、思いもかけない事、これを打ち破るために、

愛と希望をもつこと。一方的に受け入れるのでは

なく、互いに寄り合うことの大切さ。 

 

岸本 溢恵（敦賀教会） 

◎婦人会員 15 名が参加できたこと、まず感謝です。 

◎牧師先生がユーチューブ配信の為に、四国さや

教会に出向いて下さり、中部教区婦人研修会（福

井地区主催）がコロナの第 7 波が迫る中、実施で

きて、又、大勢で参加出来たこと、感謝です。 

◎開会礼拝で、有岡先生が力強くメッセージ下さ

った「イエス様がいらっしゃるから、弱い時にこ

そ強い」実感として受け取りました。 

◎篠浦千史先生の御講演は 

①1人の人間として扱われる、認められる…扱う、

認めるたいせつさを！！ 

名前を覚えるのは、音で（読んで）なく、その人の

人柄、思い出、ｅｔｃによって覚える。困っている

人を助ける→お金の問題ではない。キリストの名

によって生きれば助けることができる。人を認め

ることが出来る。→キリストと共に歩む大切さを

教えられた。 

②思いがけない出来事が、次の旅路を示す。連続

して起こる。この時は恵みの時である。 

いかに誠実に愛をもって生きるかが大切。この生

き方が伝道にもつながる。神様は必要なものは必

ず与えてくださる！！確信しました。 

この研修会が、まさに思いがけないコロナに会 

い、でもオンラインという恵みが与えられた！ 

本当に感謝です。有岡先生が四国まで足を運んで

くださり、見守ってくださったことも神様のお恵

みです。忘れられない研修会、恵み溢れる研修会

でした。ありがとうございました。 

 

             宮田節子（敦賀教会） 

3 年前依頼を受けた、 

① ペトロとヨハネ 福音を伝える。 

② サウロがパウロとして働く 

についての講演。 

コロナ禍の中、ご準備された運営委員の方々、篠

浦先生、有岡先生ありがとうございました。 

生配信をともに見ることができ感謝。家庭でユー

チューブにより、聴きもらしたことなど、聴くこ

とができた。ユーチューブ配信、通常の会でもあ

るとよいと思った。使徒言行録からのメッセージ

を心にとめて日々の生活をしていきたい。 
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川瀬陽子（敦賀教会）  

篠浦先生。本当にお久しぶりです。二十年近く前

になりますが、秋の京都で開かれた教団の集会で

4 人部屋でご一緒させていただいた敦賀教会の川

瀬です。あの時には教団の方々がいろいろと気を

つかってくださり、同室の 3 人もその恩恵に与り

ました。今回のコロナのせいで直接お会いできま

せんでしたが、オンラインで参加出来ました。あ

の頃と少しもお変わりなくお元気なご様子何より

です。今回の講演の箇所、過去に何度も読み、説教

できいたことのある箇所ですが何か違う。何処が

違うのだろうとずっと考えておりました。 

お話で何か今までと違うと感じたのは、先生が苦

しんでいる人の痛みをご自身のものとして語って

おいでになる、それがにじみ出てきている故でし

ょうか。 

現在私は 10 数年前に軽い脳梗塞を起こしまして、

杖が無くては歩行できません。教会にも送ってい

ただき、すべてのことを皆さんに助けていただく

毎日ですが、自分があるけなくなって初めて気が

ついたこと、見えてくるものが多くありました。

その事を大切にしていきたいと思っています。ど

うぞ、これからも先生のお働きが豊かに祝され、

お元気で過ごされますようお祈りいたします。 

 

増田町子（敦賀教会）  

初めてのオンライン開催が、篠浦千史先生を迎え

て、素晴らしい学びの時間を与えて下さり、あり

がとうございます。私自身の今の生活を顧みて、

これからのキリスト者として、生きる自覚を改め

て教えられ、苦しい事、辛い事、好むと好まない事

も、人生の経験を積んで、いつも神と共に有り、恵

みを頂いて前進して行きたいと思いました。先生

からの力強いメッセージありがとうございました。

そして、この会を開き、尽力して頂いた皆様に感

謝いたします。 

 

竹内裕子（敦賀教会）  

・何よりも、遠い所まで行かれた有岡先生のおは

たらきに感謝いたします。 

・四国からの配信ということで少し不安があり

ましたが、画像も音声も安定していて、とても見

やすかったと思います。有岡先生の開会礼拝は、

配信と思えないぐらいいつもの礼拝のようにスト

レートに心にとどきました。篠浦先生の講演は、

聖書のお話そのもののお話をわかりやすくお話し

いただいて、よかったと思います。一部は教会で

リアルタイムで見させていただき、二部からは都

合で見ることができなかったため、夜に自宅で

YouTube のアーカイブスで見ることができまし

た。これはこれでとても便利で、いいなと新しい

発見ができました。いろいろとおはたらき下さっ

た方々に感謝いたします。 

 

            朴 勝子（敦賀教会） 

前半「イエスの弟子たちの伝道」 

生まれながらの足の不自由で毎日神殿の「美しい

門」で物乞いをした男に、ペトロとヨハネがナザ

レの人イエス・キリストの名によって立ち上がら

せ、彼は喜び跳ねながら主の宮に入ったことにつ

いて、その足の不自由な人に最も必要だったのは、

一人の人間としての扱いだったというお話が響き

ました。それが「私とあなた」の関係だと。人格を

尊重し、キリストの名によって用いられますよう

祈りつつ生きて行きたいです。 

後半「パウロの異邦人伝道」 

マルタ島に漂流し、島の住民に親切にしてもらっ

たが、パウロが蛇に噛まれると、島の人たちは彼

が罪人だから今に死ぬと思ったが、何も起こらな

いのをみて「この人は神様だ」と言い、敬意を示

し、必要なものまでくれました。このエピソード

から人生で起きる思いがけない出来事の数々はそ

の一つ一つが神のみ旨を実現するための大切な一

歩とおっしゃいました。生きて行く中で起きる

様々な出来事で、私自身打ちのめされそうになる

こともありますが、主の大きなご計画が実現され

るためと信じます。私の計画は小さく、主は大き

いお方ですから。ありがとうございました。 
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             糀谷昌美（敦賀教会） 

オンラインによる研修会、どうかな？との思いが

ありましたが、充実した一日となりました。 

開会礼拝は有岡先生担当ということで緊張しま

したが、講演Ⅰ、Ⅱはリラックスして聴くことが

出来、久しぶりにしっかりと聖書の勉強をしたと

いう感じでした。コロナ流行の中にあって、最善

の研修会であったと思います。婦人会員という強

い絆を深く感じました。 ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

愛知西地区委員長 宮野眞理子（枇杷島教会） 

こんにちは、宮野眞理子です。主の御名を讃美致

します。婦人研修会が神様のお守りの内に無事終

えられましてどうもありがとうございました、本

当にお疲れ様でした。私は神さまから実りの多い

時間を頂きまして、とても感謝でございます。開

会礼拝での有岡史季牧師のお話と講演Ⅰ・Ⅱの篠

浦千史牧師のお話を拝聴しております内に、どん

どん私の心が開放され、NHK 朝の連続テレビ小説

のタイトルのように「ちむどんどん」してきまし

た。私は地区婦人会連合の委員長という重責を神

様から頂き（本当は負わされたと思っていました

が）、あまりの大きさに自分には無理です、向いて

おりませんと何度も何度も神様に訴えておりまし

た。その神様へ訴えの答えを研修会のメッセージ

として頂けたと思っております。私は小さくて無

力なものです、すべて神様がなさってくださいま

す。そして、いつも私を支え助けてくださってお

ります婦人会担当の牧師先生方と委員の方々は、

神様からの恵みプレゼントです、神さま本当にあ

りがとうございます。そして、教区婦人会連合の

ご担当の牧師先生方、委員の皆様本当にありがと

うございました。お疲れ様でした。 

主にありて。 

 

和田 芳子（東海教会牧師） 

中部教区教育部婦人研修会を担当してくださっ

た方へ。 主の御名を賛美いたします。 様々な

準備と、研修会の開催のためにお働きくださり感

謝いたします。 パウロの伝道のなかで、「人と

人との関係性だけでは伝道は成り立たない。伝道

は奇跡によって成り立つのだ」という篠浦先生の

お話に、そのとおりだな、と思いました。 人に

誠意を尽くしても、神さま、イエスさまのことが

伝わらない、という経験をします。そんなとき、

自分の無力を感じますが、そこには、神様ご自身

の御手が働くこと、神さまご自身が奇跡を起こし

て下さることなしには、伝わって行かない。改め

て、その通りだと思わされました。 そして、人

は無力であり、その無力さのところにこそ、神さ

まは働いてくださる。きっと奇跡を起こしてくだ

さる。そのことを祈り、希望を持ち続けていきた

いと思いました。  ありがとうございました。  

講師をしてくださった篠浦先生、開会礼拝、また

YouTube 配信を担ってくださった有岡先生、こ

の研修の開催に関わられたすべての方への主の祝

福をお祈りいたします。 

 

愛知西地区の方（無記名） 

コロナ禍希望を持てるお話内容でしたし、話し

方もお上手で聞きやすかった。収束が見えない新

型コロナ、ウクライナへのロシア侵略、世界的な

天候異変による災害、と我々の計画にない思いが

けない事の連続で、『神は何を考えておられるん

だ…』と、悲しい思いがする毎日ですが、計画に

ない困難に遭い、行き詰まりを感じた時 －前進

の為の神の恵みの時－ 諦めず、追い求めよ！と

聴き、力づけられて、印象に残った言葉です。 

 

加藤啓子（中村教会） 

主の御名を賛美致します。 

YouTube ライブ配信開催の研修会大成功だった

と思います。準備下さった有岡牧師、窪田姉妹、委

員の方々、配信の実務を担って下さった方、皆様

の尊いお働きに心より感謝申し上げます。 

愛知西地区 
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 私自身は当日、炊き出しの当番でしたので後日、

パソコン、スマホから視聴させて頂きました。有

岡牧師の開会説教から篠浦千史先生の２つの講演、

とても内容の濃いメッセージでした。多くの姉妹

方が各教会に集い、ライブで視聴されたり、後日、

男性と一緒に教会での視聴の会に参加されたり、

各自“お気に入り”に入れて何度も聴かれたと伺っ

ております。スマホで聞く度、視聴者数が増えて

いくのを心強く感じました。この形式の良い点は

以下にあると思います。 

１，高齢の姉妹方が慣れた場所で恵みが頂ける。 

（遠方の会場に朝早く出掛けて、慣れない環境で    

睡眠も浅く、帰宅して疲労から体調不良等、講演

内容をしっかり理解する事が困難になるリスクか

らの解放） 

２，日程の都合が付かない方、家庭の事情で参加 

をためらっている方に朗報。 

３， 男性の教会員が気軽に参加出来る。 

４， 何度も視聴できる。何回かに分けて聞きたい

部分を聴ける。 

これからの研修会のあり方に良き試みであったと

感謝です。 

 内容に関しては、有岡先生の聖書箇所から篠浦

先生の講演Ⅱ 神の試練が「前進の時の備えの時、

愛を持ってチャレンジする」の言葉に今の困難な

世相を省みて勇気を頂きました。有り難うござい

ました。 

 

小野寺 カヨ子（御器所教会） 

今回の婦人研修会も講師篠浦千史先生によりま

して使徒言行録を学び得ましたことに感謝申し上

げます。 私は今は後期高齢

者となり健康に不安を感じる

ようになりました。今回の聖

書個所は、エルサレム神殿の「美しい門」で起きた

ことを取り上げております。「足の不自由な男」前

回施しを乞うております。そこへペテロとヨハネ

がこの「足の不自由な男」と出会います。この男

は、ペテロとヨハネから何かもらえると思います

が、ペテロとヨハネは「お金や金銀は無いが」「私

たちを見なさい」と目と目をしっかり見て「ナザ

レの人、イエス・キリストの名によって立ち上が

り歩きなさい」すると男は足やくるぶしがしっか

りして歩き出しました。その場しのぎの施しでな

く、この男が一人の人間として生きる喜びを与え

られます。あきらめず、だれかのことを思わなけ

れば奇跡は起きないと感じました。私には何がで

きるのか、いつも問い、祈っております。「主イエ

ス・キリストには出来ないことがない」日常の生

活において心に留めています。ネパールでの日本

の青年の自転車のタイヤがパンクしたお話で、そ

の起きたことが見過ごすことが出来ない状況を想

像して、ほのぼのとした心地良いお話でした。あ

りがとうございます。 

「思いがけない出来事」。パウロはエルサレムか

らローマまで福音を伝え、その途中、マルタ島で

の思いがけないことに出会った。船が難破して乗

組員全員が無事に上陸したマルタ島の住民は、大

変親切にしてくれた。降る雨をしのぐため焚火を

たいてもてなしてくれた。パウロも一束の枯れ枝

を集めて火にくべると、一匹の蝮が熱気にあおら

れて出てきて、その手にからみついたが、その蝮

を火の中に振り落とし何の害も受けなかった。廻

の人はパウロの様子をうかがい、何も起こらない

のを見て「この人は神様だ」と言った。パウロはこ

の島の長官の所有地で歓迎され手厚くもてなされ

た。この島において病人たちを祈り癒した。 私

たちの日常においても考えもしなかったことが常

におきます。困難な時こそ、愛をもって生き、主の

なさる業を信頼

して神に感謝の

祈りをお捧げし

ます。 

 

M.S（広路教会） 

研修会の動画、視聴させていただきました。 

実地での研修はかないませんでしたが、YouTube

では日にちを置いて、何度も視聴でき、良く聞き

たいと思うところは、その場で巻き戻して聞くこ

とができたので、その点が良かったと思います。



25 

有岡先生の礼拝メッセージは分かりやすく、心に

響きました。篠浦先生は思いがけない出会いか

ら、多くの学びがあることを語って下さり、今も

イエスの教えが生きて私たちに届けられていると

感じるメッセージでした。受け取ったメッセージ

をどう生かしていくのかというのが、今の私の課

題です。 

 動画での研修ということで、今までと違う準備

に様々にお心を砕いて下さったことと思います。

ありがとうございました。 

飯塚佳恵（熱田教会) 

YouTube で婦人研修会の講演を拝聴しました。

私達の教会では、コロナ禍のため残念ながら在宅

での礼拝になった時、YouTube で礼拝を配信し

ています。ですから事前準備の大変さは理解して

いるつもりです。それを踏まえますと、まず配信

画像が適切な明るさで撮影されていて画面が見や

すかったこと、マイクがうまくセッティングされ

ているのだと思いますが、先生方の声がとても聞

き取りやすかったことに感心させていただきまし

た。委員の皆様の御努力に感謝です。篠浦先生

を拝見するのは初めてでした。やわらかくてよ 

く響くお声がステキな先生だと思いました。第

27期の主題「聖霊に導かれ、神の召しに応え

る～使徒言行録に学びつつ～」神に仕えるとい

うメインテーマに従い、パウロの召命を取り上

げて講演なされました。自分が大切だと思って

いたもの、正しいと思っていた生き方を、主に

出会うことでパウロがすべて捨ててしまえたの

は、主によって造り変えられたからであったこ

と。それまでとは逆に弱い身体で多くの人に助

けられながらでも主の御用を勤めていくように

なったことが述べられました。病気や怪我、迫

害や中傷という人生における悲しみや苦しみ、

困難—思いがけない出来事が人生を豊かにして

くれるというメッセージが与えられました。マ

ルタ島でのエピソード。島の人が焚いてくれた

火は「見ず知らずの人への親切という愛」、パ

ウロが集めた一抱えの枯れ枝は

「パウロが求めた彼らとのつな

がり」相互に愛が通った。ただ

しそれだけでは主を知らない島

の人々に福音が伝わることはな

く、マムシに噛まれても大丈夫なパウロの奇跡

をみて、初めて「この人は神様だ」と思ったの

である。相互の繋がりだけでは福音を伝えられ

ない伝道の難しさがある。私達キリスト者は神

の言葉を裏付ける存在であって、初めて主を知

らない人々に伝道ができるという先生のメッセ

ージは、キリスト者らしい生活を普段しておら

ず、のんべんだらりと生活している私にはたい

へん厳しいものでした。常に自らを省みなくて

はと思いを新たにしました。「思いがけないア

クシデントによって大きな一歩を踏み出せる。

後で振り返ればそれは神の惠みである。主を信

じて、主が与えて下さったものを受け取ろ

う。」最後に示してくださったこのまとめのメ

ッセージを励みにして、反省しつつこれからも

教会生活を送っていきます。この機会を与えて

下さった篠浦先生と、婦人会連合委員の皆様に神

様の豊かな祝福がありますようお祈りいたしま

す。

荒川恒子（金城教会） 

主の聖名を賛美します。 

金城教会の荒川恒子といいます。 

８月２１日礼拝後、篠浦牧師の講演を YouTube

ライブで聴きました。
皆さんと共に、先生の穏やかな語り口に引き込ま
れて、イエスキリストに繋がる喜びと、思いがけ
ない出来事によって力を与えられる神さまの導き
を確信しました。ありがとうございました。 

 　　　　　　　　　　榎本久美江（豊田教会） 

 婦人研修会感染防止でのライブ配信は、婦人研

修に足・腰が弱って来ている為に、参加を危ぶま

れていた婦人からは、大変好評で、又配信日数が

長かったので、何回も聞きましたとの、声もあり

ました。担当して頂いた皆さんに感謝致します。

有岡牧師の主によって力強く支えられている信仰

生活の説教で改めて、勇気と自信を持って進んで

愛知東地区 
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良いんだと、このコロナ感染者拡大の為に、教会

キャンプが中止と決められましたが、小・中学生

や保護者からの問い合わせが 4 月から有り、説教

を聞いて勇気ずけられ 8 月初旬にキャンプを実施

しました。子供達が生き生きしている日々に接す

る事が出来感謝・感謝です。 

篠浦牧師の主の名によっての説教の身近な出来

事の話で生徒の名前を覚える事の大切さを話され

ていましたが、私も同感で、37 年間地域で小学生

5 年対象に、レクレーション活動を展開していま

すが、参加者の名前と顔が中々一致しない為に、

こども会育成者にお願いして、顔写真入りの健康

カードを作って頂き、キャンプなど活動のたびに、

リーダー達と参加者一人一人の動きや話しを大切

にして、話し合いと反省会をしています。身近な

話題の話でとても良かったです。  

岡崎教会 

半田教会 

＊内容が分かり易く、良い学びの時となった。 

＊見直す事が出来たので、聞き逃した個所も補わ

れたことが良かった。 

＊他教会の姉妹とお目にかかれなかったことは

残念だが、教会で一緒に視聴でき、共に学べる機

会が与えられたことは感謝であった。 

＊福井までは出かけることのできない姉妹が参

加でき、大変喜んでおられました。 

＊人との関係性の在り方を考えさせられました。

意識せずに時に他者を「iｔ」としていないか、「わ

たしとあなた」として誰に対しても対峙していき

たい。 

福山 素子（鈴鹿教会） 

講演 1 に考えたこと など   

「美しい門」で『ペテロはヨハネと一緒に彼をじ

っと見て、「わたしたちを見なさい」と言った』 

使徒言行録 3:4 ペテロは彼の何を「じっと見」

たのでしょうか。生まれながらの不自由な足を哀

れんだのではなく、男の悲しみ、絶望をじっと見

たのだと思います。講演でも語られましたが、「私

とそれ」 … 相手を利用する対象とする関係 … の

中では、歩けない物乞いの立場は厳しいものです。

男自身が「私とそれ」の関係しか知らない中では、

自分自身を役立たずの物のように感じ、目の前に

は悲しみと絶望しか見ることができなかったので

しょう。しかし、ペテロはイエス様が愛によって

招いて下さった「私とあなた」 … 相手の人格を認

める関係 … の中で生かされる恵と喜びを知りま

した。一方でペテロには保身のため主を三度否定

し、自分に絶望した経験もあります。そんなペテ

ロであったからこそ、男の悲しみが我が事のよう

に迫り、「私たちを見なさい」と声をかけずにいら

れなかったのでしょう。私は、その時 男の目に映

った “自分を物ではなく ひとりの人として認め

る” ペテロやヨハネのまなざしを想像します。イ

エス様に似たまなざしはどれほど優しいものだっ

たでしょう。ペテロは「持っているものをあげよ

う」と言葉を続けました。分かち合いを申し出た

のです。「あなたの役に立ちたい」、「助けたい」

とは言いませんでした。ここで私は考えさせられ

ました。私たちは与えられた恵への感謝や喜びに

何かお返しをしたい、「何か私にできることはな

いか」との願いを持ちます。神が私を創られたの

だから、きっと私には何かの役割があるだろう、

と自分の価値を探したくなります。けれどもそれ

は再び自分を物あつかいして、人との関係を「私

とそれ」へ引き戻すものかも知れません。何もで

きないと自分を悲しんだり落胆し始めるかも知れ

ません。あるいは、いつしか自分を「与える側」の

強者の立場に据え、謙遜を忘れるかも知れません。

誰も助けてもらう弱者にはなりたがりません。「人

に迷惑をかけたくない」とよく耳にします。遠慮

は本当に美徳なのでしょうか。 
三重地区

＊今迄は、勤めているので教区の婦人研修会に

参加する事が出来なかったが、今年は、ユーチ 
ューブでの配信で、見る事が出来て嬉しかった。 
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でも、人は神と「私とあなた」の関係に留まる限

り、神の愛が溢れ 必ず人を隣人として心にかける

ようになり 「私とあなた」の関係を築きだすのだ

と思います。ことさら「自分にできること」を探さ

なくても、ペテロのように自然に分かち合いに導

かれ、そこに神の力が働いて奉仕の働きとして姿

を現し、喜びが共有されていく。孤独に悲しむ者

の涙はぬぐわれていく。そのように私には思えま

す。神さまは私たちに教会を与えて、共に主を見

上げ 分かち合いの喜びの中で生きることを可能

にして下さいました。神さまは一方的に愛を注が

れ、恵を喜んで受ける人の姿を見て 喜び楽しまれ

る。そして「いつも喜んでいなさい」と語られるお

方です。ならば、私は精一杯力を尽くして働き 恵

を数えて生きればいいだけだ、自分の弱い部分や

足りないところを卑下することなく、隣人からの

愛を楽しめる恵として喜び、大いに助けてもらえ

ばよい。そんな気持ちになりました。これから年

老いて身体の自由が失われても（その他の理由で

も）、失うのではなく、それは恵が増えるのかも知

れない。そのような明るい気持ちにさせられた講

演会でした。歩けるようになった物乞いの男も、

ふり返れば「美しい門」まで自分を運んでくれた

人がいたことに気付くはずです。イエスさまを知

る私たちは、どんな辛い時にも 見渡せば恵の中に

いるのだと分ります。だからこそ私たちは希望を

失うことなく歩めるのです。 

木村美和子（鈴鹿教会） 

 講演２は「思いがけない出来事」パウロの話で

した。イエス・キリストの姿を見ていないのに、心

や考え方を根底から変えられたパウロの姿は、私

にとって希望の姿です。弟子たちから 100％の信

頼がない中で、旅に出て船に乗り、遭難したり、ヘ

ビにあったり…それでも決してあきらめずローマ

に辿り着き、イエス・キリストの愛を述べ伝えま

した。ここから、今の鈴鹿教会の現状を見つめた

時、教会学校の子どもは１人きり（娘）しか来てい

ない事。その娘が小学校にやっと上がってくれた

事と、地域での主任児童委員という 3 年の任期が

終わること。教会の東側の土地開発で 170 件程の

新居が建ち始める事。色々な経験を活かして何か

できる事はないのか。パウロの姿から、背中をポ

ンと押された様に思いました。与えられたビジョ

ンは、幼子をかかえるママたちの姿です。コロナ

禍で外出を控える毎日。教会には孫になかなか会

えないと言うばあばの姿はあるのに、交流の場が

ないのです。「主がお入り用なのです。マルコ 11：

3 より」わざわざ弟子たちが探してきた子ろばよ

り、赤ちゃんひろば → を「子ろば」としてスタ

ートしたい、と長老に声をかけました。子ろばが

“コロナ”と似ている様に、コロナの不安ももちろ

んあります。事故があった時の保険や、どんな方

が集まるのか、数えだしたらキリのない問題は消

えていません。パウロだって、予想外のマルタ島

やら、０からの関係からプラスになったのです。

鈴鹿教会と新しい住宅地もプラスに近づいていく

事を願わずにいられません。「赤ちゃんにみことば

や学びはしなくてよいよ」と石田牧師が言ってく

れた事で、伝道せねば！という肩の力は抜いて、

まず、赤ちゃんとママが過ごしやすい所を開設す

る事から始めようと思いました。月に 1 回からス

タートです。まずは知人へ。できない、ではなく、

できる事を一歩ずつ、婦人会の支えと共に、進み

たいと思っています。 

今回、リモートでしたが、篠浦先生のメッセージ

を拝聴できて、一つの決心につながる大きな恵み

でした。心より感謝します‼  

９月からスタートする、赤ちゃんひろば“子ろば”

の為、お祈りよろしくお願いします！ 

津示路教会 

開会礼拝 

・有岡先生のメッセージから、自分と他者を比べ

る必要はなく、自分も他者も共に弱い者であると

いうことを認めることや神様の強さ、イエス様の

優しさ、聖霊の豊かさを信じて祈り合えばつなが

ることができるということを学んだ。 

・先生の優しく分かりやすいお話が真っすぐに

心に届けられた。 
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講演 

・「イエス・キリストの名によって」働く者とし

て用いられているのだと信じて、今後も教会生活

を歩むものでありたいという願いをもつことがで

きた。 

・パウロが自分と同じ病気を持っていたと知り、

親近感を覚えた。パウロも最初はキリストの悪口

を言う人物であったが、やがてイエスに従う人と

なった。パウロの改心は「目からウロコ」であっ

た。 

・私は大阪に住みキリスト教と触れ合う機会は

あったが、これまでは教会と出合うことはなかっ

た。しかし、三重県に来て牧師と出会うことによ

って、津示路教会と出合うことができた。以前の

苦しみもムダではないと捉え直し、自分はどう生

きるかを考えていきたいと思う。 

・私は来年の 3 月で定年退職となるが、そのこと

のなかにも神様は生きて働いて下さり、すべてを

ご存知でいてくださる。私たちは弱さを抱えてい

る人間であるが、しかしその私たちの弱さのなか

に神様の強さが恵みとして示されることを理解す

ることができた。 

・私たちの人生には「思いがけない出来事」があ

り、困難やアクシデントは本当に苦しみでしかな

いことがある。しかし、恐れるのではなく、主のな 

さる業に信頼して全てを委ね誠実に生きることの

意味を問うこの度のお話に、豊かな学びを感じ心

から感謝申し上げたい。 

その他 

・オンライン配信の研修会開催であったが故に、

拡大婦人会として取り組み、僅か 3 名の婦人会会

員のところ出席者 8 名の学びの場となった。 

・篠浦先生のはっきりと聴き取りやすいお話が、

一人一人の心に御言葉として届けられた 

たくさんの感想

をお寄せいただ

きありがとうご

ざいました。 

 

＊＊ほかに、石動教会（富山）の碓井道子さ

ん、長久外志美さん、山田真理子さんからも、 

この研修の感想をいただきました。＊＊ 
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第２７期中部教区教育部婦人研修会　会計報告（研修会２０２２年７月１１日）

2022年度

収入の部

科目 2022年度予算案 2022年度決算 備考

交付金 50,000 50,000 7月1日

積立金 100,000 100,000

篠浦先生より献金 8,000 7月11日

前年度繰越金 353,266 353,266

合計 503,266 511,266

支出の部

科目 2022年度予算 ２０２２年度決算

チラシ印刷、発送 70,000 68,458

有岡先生現地出張費 100,000 104,560

講師料 80,000 80,000

講師お土産 3,000 3,222

会場費 10,000 10,000

メカ関係 20,000 0

報告書作成 100,000 200,000 見込み

事務費 10,000 0

小計 393,000 466,240

予備費 110,266

次年度繰越金 45,026

合計 503,266 511,266
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＊＊＊あとがき＊＊＊ 

中部教区婦人委員会担当教師  

有岡史季（敦賀教会） 

私が、最初に YouTube 配信を試みたのは、幼稚

園の聖誕劇を配信するためでした。毎週の説教以

外に何かを発信するという経験など皆無だった私

(SNS 全般がダメで、ラインも使わない)にとって

YouTube 配信というのは、とても敷居の高いもの

でした。しかし、そんな不安な試みを経て、今回、

中部教区教育部婦人研修会のオンライン開催に寄

与できたことは、「神様の用い方って、よく分から

ないもんだ」と思わされます。誰がどこで何の役

に立つのか、さすがは迫害者サウロを、使徒パウ

ロに変えた神様です。もちろん、パウロのように

広範重大な働きなど為し得ませんが、それでも篠

浦千史先生の素晴らしいご講演を、皆様にお届け

できて心底ホッとし、嬉しく思います。私の任地

である敦賀から篠浦先生のいらっしゃる松山まで、

そこそこの距離があります。行きは、明るい昼間

に敦賀を発ち、暗い深夜に松山に着くという、ま

るで、不安の尽きない私の心象風景のような行程

でしたが、当日は太平洋側の燦々たる陽光がさや

教会に差していました。篠浦先生の快活なお人柄

も相まって、終始陽気な礼拝堂で過ごすことがで

きました。この明るく楽しい雰囲気をいずれ教区

の皆様と分かち合う日が来ることを願っています。

帰りは、日の出前に松山を出発し、次第に鮮やか

になる四国の山々を見ながら、一大事を終えた私

の心も軽く、晴れやかになっていったことは言う

までもありません。第 27 期中部教区教育部婦人委

員会の働きを憶えて励ましてくださった多くの

方々に感謝致します。また、運営委員として、その

実務を担ってくださった福井地区の方々へ感謝申

し上げます。そして、私たちのためにご講演の任

を引き受けてくださった篠浦千史先生へ心より感

謝の意を表します。本当に多くの方々のお支えと

ご奉仕があり、言わずもがな、その背後に尊き主

のお導きがあり、この報告書発行に至るまで滞り

なく企図遂行が叶いましたこと全て、本当にあり

がとうございました。                

 

 

中部教区婦人委員長  窪田典代（如鷲教会） 

主のみ名を讃美致します。いつも皆様のお祈り

やご協力に支えられて活動ができていることを感

謝いたします。 

第 27 期も後半に入り、準備してまいりました婦

人研修会を無事に終えることができましたことは、

2年間の任期中で最も感謝すべきことと思います。

この任期以前より始まった新型コロナ感染の蔓延

により、様々なことが中止や様式を変えての実施

に追い込まれました。私達運営委員は、協議を重

ね、伝統ある中部教区婦人研修会の実施を祈って

参りました。その結果、神様から提示されたのは、

ユーチューブを使ったオンライン配信での研修会

の持ち方でした。講師の篠浦先生にもご心配をお

かけしたと思いますが、担当教師の有岡先生に四

国まで出向いていただき、篠浦先生と共にユーチ

ューブ配信を成功に導いて下さったことは、本当

に感謝しております。神様はすべて御手の中で計

画され、私達の益になることをなして下さるお方

であることを、益々感じさせていただきました。 

研修会の当日には、生配信で各地の多くの方々

と恵みの分かち合いができ、その後の録画配信も

8 月末までの配信終了に至るまで、本当に多くの

方々に視聴していただきました。今までの対面の

研修会での出席人数より、はるかに多くの方々が

祝福に満たされたことを嬉しく思います。 

研修会に向けて準備を整えて下さった神様は、

有岡先生と篠浦先生に聖霊を充分に注いで下さり、

語って下さるお話は、婦人方一人一人に大きな恵

みを与えて下さいました。お二人の先生に感謝い

たします。視聴後に感想や写真を寄せて下さった

皆様方に感謝いたします。また、挨拶文をいただ

きました田口先生と松島先生に感謝いたします。

応援して下さった全ての皆様に心より御礼申し上

げます。 

運営委員    清水美穂子（如鷲教会） 

岡本佳子（城之橋教会）  

澤崎恵子（敦賀教会）
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                　　　　　　　　　　 中部教区婦人研修会の歩み　　　　　　　　　1970～2017

回 　　　　主　　　　題 　　　　　講　　師 　　　委員長 　出席

　 　　開催場所 　　（担当地区）
1 1970年9月14・15日 河瀬伊勢子（鎌倉教会） 菅原美恵子（愛知西）　94名

滋賀県　湖上荘 　　目覚める教会婦人 宮前光子（石川）

2 1972年9月14・15日 　平和をつくりだす教会婦人 内藤留幸牧師（金沢教会） 菅原美恵子（愛知西）　100名

福井県敦賀市敦賀荘

3 1974年9月17・18日 　キリストの苦しみを補う 宇野進牧師・杉山健次牧師近藤きりえ（福井） 　171名

名古屋中央教会 　　　私達の使命 福田雅太郎牧師

4 1976年9月14・15日 　宣教に仕える教会婦人 山下　哲牧師（魚津教会） 近藤きりえ（福井） 　157名

金沢　白銀教会 　　　共に一つの体となる

5 1978年9月27・28日 　日本の宣教と私の役割 大隅敬三牧師（金沢南部教会）安田ミチ子（愛知西） 　123名

愛知県労働者研修センター

6 1980年6月23・24日 　聖書をともに学ぶ 岡村民子先生(（フェリス女学院） 栗原佐代子（愛知西）　182名

岐阜長良川ハイツ

7 1982年9月13・14日 福音の真理に従う聖書に問いながら、隅谷三喜男先生 栗原佐代子（愛知西）　232名

三重厚生年金休暇センター 　　一人ひとりの人間の尊さを考える 　(東京女子大学学長）

8 1984年7月9・10日 　かしらなるキリストにしっかりとつく 大宮溥牧師(阿佐ヶ谷教会）有田信子(愛知西） 　146名

福井県　芦原温泉 　コロサイ人への手紙を学びつつ

9 1986年7月7・8日 一つのからだの肢々として生きる 亀岡　顕牧師（白銀教会） 有田信子(愛知西） 　263名

北陸学院光館・白雲楼ホテル

10 1988年7月4・5日 長津栄牧師(瀬戸永泉教会）丸山正美(石川） 　217名

　　　遣わされた場で

11 1990年7月2・3日 キリストの主権のもとに生きる 辻宣道牧師 村田治子(福井） 　304名

愛知県労働者研修センター 　エペソ人への手紙を学びつつ (静岡草深教会・教団議長）

12 1992年7月13・14日 キリストの主権のもとに生きる 村上伸先生（東京女子大学）猪村玲子(愛知西） 　290名

愛知県蒲郡市ホテル竹島 　ローマ人への手紙を学びつつ

13 1994年6月27・28日 まことの光の証人として立つ 松永希久夫先生 飯田倫子(三重） 　339名

伊勢志摩国立公園第三賢島荘 　ヨハネによる福音書を学びつつ　(東京神学大学学長）

14 1996年7月1・2日 おそれつつ主の教会に仕える 辻哲子牧師(静岡草深教会）石川志計（愛知東） 　312名

愛知県蒲郡市ホテル竹島

15 1998年7月6・7日 おそれつつ主の教会に仕える 瀬川久代(石川） 　313名

石川県金沢国際ホテル コリント信徒への手紙Ⅱを学びつつ  (経堂緑岡教会

16 2000年7月3・4日 ローマの信徒への手紙を学 小島誠志牧師 山　登紀世(福井） 　250名

　信仰によって生きる (松山番町教会・教団議長）

17 2002年7月15・16日 使徒言行録を学びつつ 大沢秀夫牧師(松本教会） 真木芳子(愛知西） 　294名

愛知県労働者研修センター

18 2004年7月5・6日 いま、証し人として遣わされ 山北宣久牧師 大河内純子(愛知西） 　280名

愛知県蒲郡市ホテル竹島 　ルカによる福音書を学びつつ 　(聖ヶ丘教会・教団議長）

19 2006年7月4・5日 教会の肢として明日の宣教を担う平野克己牧師(代田教会） 立田彰子(三重） 　294名

新湯の山温泉グリーンホテル ヘブライ人への手紙を学びつつ

20 2008年7月8・8日 「教会に生きる」 楠本史郎先生(北陸学院長）小川和子(石川） 　293名

　ー教会の豊かさと土台ー

21 2010年7月5・6日 キリストの祝福に満たされて 竹村柳子(福井） 　249名

あわら温泉グランディア芳泉

22 2012年7月2・3日 信仰生活の喜びと希望～確かな恵と光栄 堀　一善先生 吉崎優子(富山） 　300名

富山県砺波ロイヤルホテル （日本キリスト教会引退教師）

23 2014年7月7・8日 焼山満里子先生 須田静代(愛知西） 　290名

希望に生きるコロサイの信徒の手紙を学びつつ　(東京神学大学准教授）

24 2016年7月4・5日 主が共に働く宣教に仕え、福音の希望 小泉　健先生 板倉朋子(愛知東） 　249名

愛知県蒲郡市ホテル竹島 に生きる-マルコによる福音書に学びつつ 　(東京神学大学准教授）

25 2018年7月2・3日 「キリストの愛に応え、福音の希望に 阿久戸光晴先生 立田彰子(三重） 　237名

鳥羽シーサイドホテル 生きる」-しるしと栄光の福音書から-  （福岡女学院大学学長）

26 新型コロナウイルス感染拡大 「聖霊に導かれ、神の召しに応える」井ノ川勝牧師（金沢教会） 高島涼子（石川）

のため、研修会中止 使徒言行録を学びつつ 　　　　　　「委員会だより」特別号発行

27 2022年7月11日 「イエス・キリストの名によって」 篠浦千史先生 窪田典代（福井） 1096回

松山さや教会よりYouTube配信 「思いがけない出来事」使徒言行録 （さや教会牧師） （視聴）

　今日における神の歴史支配

　日程（1泊2日）

一色義子牧師

愛知県犬山市名鉄犬山ホテル

キリストに結ばれて苦しみを分かち合い、福音の

　神の時を今生きる

　　　　　　中部教区婦人研修会の歩み　　　1970～2018

小池磨里子牧師(手宮教会）

　ある召し「私のなすべきことは何か」～

コリント信徒への手紙1を学びつつ

福井県芦原温泉清風荘

　　いま、証し人として遣わされ

キリストの救いと祝福～弟子の喜び～

石川県山代温泉瑠璃光

コリント人への第一の手紙12：12～31

富山県高岡市雨晴ハイツ
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