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趣味は何かとの問いには︑だら
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聖地を訪れたいという︑いやに

︵書︶倉橘剛

派の伝統によって教区磯能の理

に当たらないことのほうを祈っ

を課題の多い人間と思っている．

現実的な夢も持っている．自ら

︵長︶難波幸矢

五月十六日一十七日の教区総

てほしいとのこと︒脊十夫人と

︵ 会 ︶ 是 谷 川 健 二 ︿補﹀森静枝

会において救区改正の推進が確
解は異なっていよう．各個放会

ら照蔦の地に招かれた︒みやび

恋太君︵小学一年︶との三人暮

︾一二面だけのこの小ニュ
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潔された．このことを教区内の
を有効にバックアップする放区

な京ことばの世界から岡︾山弁の

し．小学生の子を持つ親として︑

もっとも︑結婚︑正教師試験合

一脇本埒︵以上教馳︶

教師・僧徒はどの程皮自覚し承
魑織を︑古い考えにとらわれず

不函蕊誠な世界に放り込まれ︑狼
狽の毎日を過ごしている︒鋤独塞

格と幸せな狐皿ばかり．趣味は

うなことを言っていますが︑実

ュース性追求云々﹂などと像そ

ではありません︒だから︑﹁ニ

記者と遮ってこまめに助くたち

▼ところが︑相雪する者は新聞

誌ができたらと願っています．

るような︑小まわりのきく柵側

ます．ニュース性をも追求でき

みやすい紙而作りを目憎してい

ｌス誌はワープロを用い︑親し

合間で発行されます︒▼小一豆

教育にも無関心ではいられない．
が刻蝉拝の鰯としての他に︑地域

と住む．春日部教会出身．
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の野謬虹な間蝿をも取り倣える場
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として︑多くの人たちの役に立

上騎羽繩甦室︵京都︶出身．

フレッシュな先生方にインタヴ

今春私たちの教区に赴任された

神学生として二年間︑東京の

恋飛Ⅲ肺敬会担任︶

二匹︵ごえもん︑どざえもん︶

てばと︑地域の人たちと里裟航

などる者から魚をすなどる者に

る．ペテロとは逆に︑人間をす

海の魚にも関心が向き始めてい

は︑人伽皿だけでなく︑下柳井の

に強い関心を示す．しかし庖躯虹

ューしました．各先生の柵顔を
ご紹介します︒
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に赴任．ずいぶん遠いところに

まだ学生のような﹁せんせい﹂

うなものになってしまいそうで

際はのんびりした学級新川のよ

来たなという印象を持った．子

だ．今年袖学校を出て．五月に

供のころから助物圃の側長にな

容マェ本人と結婚したばかり．夫

ることより賀暴力団の流れ抑

は変わらない．それがなぜか牧

りたかった︒今でもその気持ち

ものです．一牛懸命紙面作りを

しい一豆Ｉス誌にしていきたい

しないでね．皆さんからの寄稿︑

しますから︑皆さんも︑冷たく

す︒▼まあ．弱音を吐かず︑楽

が︑なかなかそうはいかない．

人とは京都の神学生時代︑葵教

鑑鰻懇篝宿も初めてなら﹁伝道師﹂

師になった．そういえば︑牧師

うしの交流を広げ．交わりの輪

ニュース誌に樋惚的にご参加︑

投書も待っています︒どうぞ︑

会で見初めあった．二人だけの

に信徒もＣＳも非信徒も巻き込

業も初めて．もちろん岡山の生

甘い馨購ｌといきたいところだ

んでいきたいと語る︒﹁巻き込

づくし︑忙しいやら渡れるやら

活も初めてだ．何もかも初めて

うな気もする︵失礼！︶︒教会ど

む﹂という表現に若い意欲を感
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じさせる．世界の果てまで寛教
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でｌ︲ｌノ
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な

は︑京都の西小倉めぐみ鋤詮云か

いえない．今津は正教師試験受

なってしまう危険性がないとは
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知しているのだろうか．これま
にともに模索したいものだ．

に︑何をどう改正するのか︑さ
っぱり分からないというのが正

・八月に桜排改正委員会が行な

面なところだろう︒

われた．①従来の教区組減はど

うな利点と不都合があるのか︑

うあるのか︑②そこにはどのよ

③何を目的とした改革なのか︑

④どういう野写爽があり︑⑤そ

そもそも教区とは何なのかも

くことも必要なのではないか︒

前提として放区内に知らせてお

で雄第を煮誌める前に︑譲論の

されているのかなどを︑委員会

婿繊

れにはどのようなな問題点が隠
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ったのも感謝だった．その中の会改定を目指しております．

た．個人的には同主題を掲げる

ることを七月の委員会で決定し

日︑三十一日に鳥取側で開催す

は聖書の中から題材を逮んで劇

ラムを変更しました．具体的に

を目指す﹁共同学習﹂にプログ

ら教師も生従も共に学びあう郡

るのですから．

会いと学びの鰯を伽えてくださ

主は人間の思恥を超えて良き出

の務めが担われるよう願います︑

恥くものか︑生徒述の自主性を

す︒果たしてこの試みがうまく

を創作してみようと脳うもので

︵児島教会︶

多くのお祈りに感謝致します．

１１１〜１１１！｜人が﹃懲たちの歌の卓に臓縛今皐の室忽憾震礼拳・これ

﹃開拓伝遊蕩鍍会﹂に合流の形

二︑﹁開拓伝遊浸鐡会﹄開催

をとればよ職とも考えた︒

に沼力する．現地委員鹿本寿先

ロ語り
Ｉ／交
流会悪蝿雲霊蕊蕊謹鐸一
瞬
のゴスベル﹄であり﹃駁笑歌﹄方︑また︑何をして受洗安格と
伽側藩馴仙肌宣教蕩力委淵艤嶋剛捷華雫鐘諏誕蓉些混鍬塞や蓉澤雷唖恥鯲畦浄わ︾確恥錘調額嘩

員会で援助することにした．

三︑伝道委員会の第一回と竣
終回には笈教部委員曇の陪席を
要鯖する︒宜牧部の中の一幣設
ためである︒

委貝会であることを意撤したい
教区の篭教会に奉仕できる委
員会でありたいと取っている︒

御加藤と御鶴力とご意見を賜り
たい．︵鳥取信和教会︶

まとめ︑力を合わせてスポーツ

リーダーシップを発揮して皆を

の︑生徒チームは上級生が良い

スタッフの圧勝に終わったもの

げない某牧師達の帝闘によって

トボール試合は︑あまりに大人

の時間︑スタッフと生徒のソフ

い一時となりました．スポーツ

しかし戦がらキャンプは楽し

きるものでしょうか︒

良き出会いと学びの柵を提供で

ようなことで生徒述に主にある

まり元気が出て来ません．この

頑弧ろうと側き庇ってみてもあ

なく︑小人数の良さを生かして

た参加者が例年よりも大柵に少

の時間になってしまいます︒ま

引き出せなければ煎苦しいだけ

生の補佐役に大島達子委員と山
上寿委員を立てた．当教区から

自分の民族を誇りに思うことが洗礼者の陪餐問題を含む︶︑心
在日大韓基督教岡山教会・水をした︒議演でじっくり考えるできたように思います﹂と言わに滴を持つ方々や重度心身障害

▼会場︑岡山郵便貯金会館

蟹侭限鍬えゑ
既に一部の先生よりご指摘を

︵関西学院大学教授︶

催這恥ます！．▽簾諏︑小蒸傭鱈鐙々

齢③教師部委貝会書記伊勢富士夫

参加予定者は四名であるが︑自
主参加者には参加饗の半菰を委

区在日大韓塞督教会との宣教協で感覚的にとらえるのもまた実た．︵琴浦教会︶
力委員会共催の交流会を︑去るに良いものだ．一曲ごとに曲の
八月十三日日本韮督教団岡山教成り立ちや背衆をソウ・ジョン
会を会期にして行なった．今年スン先生が説明して下さったの
は例年のように辮椣中心のプロもありがたかった．またバンド
グラムではなく︑大阪から﹁ィの一人一人が在日の︑或いは日

カイノパンド﹂を招き︑ロック本人としての思いを語って下さ

人々の思いを託した語りを聞い

て︑︑例年とはかなり異色の交獄

会であったようだ︒﹃イカイノ

マツキントッシュ先生の在岡樋

バンド︺は昨年の交流会の識師

鮮訟を支擾する運動から生まれ

た在日二世︑三世︑日本人の青

蕊しんで理排劇に取り組んでく

当初の不安とは裏腹に生徒述は

を楽しみました︒共同学習では

彼 ら の 箙 る 首 葉 や 歌 に 耳 を 傾 け と い う ﹁ 文 牽 心 得 ﹂ を 笹 く よ う 牧 師 か ら 延 藻 牧 師 へ と バ ト ン が に 付 し た 予 告 で ︑ 購 師 が 青 山 学 Ｉ岡山肌中澗生キャンプー

れました．３日目の発表会には
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甑疑取津幸高生冥調挙稜

本年も肌中高生夏期学校が八

月八日︵火︶〜十日︵木︶にか

けて︑西日本ルーテル教団蒜山

て開かれた．主題を﹃イエスさ

バイブル・キャンプを会場にし

まとわたし﹄と定め︑蹴師の湖

山教会︑三油修牧師から幸いな

エス槻の生涯﹂︑︵二︶﹃イエ

識浪をいただいた．︵こ﹁イ

ス櫛に出会った人々﹂との二回

の琳猟で︑生徒も教師も大きな

チャレンジを受けることが出来

参加者は県下九教会から︑中

た︒

学生三十五名︑高校生七名︑・教

師・侭徒リーダー十七名の計五

十九名であった．例年に比ぺ坐

と︑深い交わりが出来たよう蚕

敗であったが︑落ち藩いた学び

自分の教会だけで固まらず綱仙

れたと思います．また生徒達は

て聖書に自発的・創進的に関わ

だった﹂との報告が那務局に入

徒から﹃とっても良い夏期学校

会の一つ一つが若返り︑参加生

が︶の活躍であった．お陰で集

Ｉグー︵若くない方もおられた

これまた幸伽であった．・・
今年の特徴は︑若手の僧徒比

の教会の生徒との交わりも随所

参加した生徒の一人一人鉱︑一

って来ている．ゞ・

一

行くよう折っている．．

しっかりイエス槻につながっ

でした．一つはプログラム上の
今年で卵二三回となった岡山
不安︑今年度は生徒の自発性を 県中商生キャンプ︑これからど

︾﹂奉仕と瀞後の祈りを感謝坐
つつ︑報告まで．︵用瀬教会︶

れたのです．

安は生徒たちが吹送飛ばしてく

に見られました．スタッフの不

も見られ︑刺を楓じる鞭を通し

③

戒祝するため︑一方通行になり うなっていくのでしょうか︒生
がちな鮴楓中心のプログラムか 徒に教えられ励まされつつ︑こ

当初︑スタッフの胸中は不安

た︒

会いが与えられ峨謝でありまし

中商生キャンプもそのような出

畑し加わります．今年の岡山県

教えられ励まされる時︑喜びが

教育は教え導くばかりでなく︑

実行委員会書記

いるとは言い難い世代が大勢をツサキに取り上げられそうな事師部では︑これまでの研修主週した．関西学院大学の誤りでし

占める会場で︑恥まいちノリのですが１１実隙︑自分の困惑かを継承しつつ︑教区内牧職の恩た．お詫びして訂正させて頂き

良くない聴衆を前にして︑糖一ら香き出す文章など銃む気も起いを一層十分に反映で送る研修ます．︵倉敷水島教会︶

杯波奏し︑歌い︑語ってくれたこらないのも当然なのですが．．．！．！．！●！．！．！ｉ●．！．！．！︒！．！．！︒！．！．

圖ゞ蕊雲興奮貴蕊薑妻

﹃イヵィノバンド﹂のメンバー今︑困って職震ず．お送りしクレネ人シモンの気狩

に感謝した次第である．私自身ましたアン技ｌ卜の回収率が︑・

彼らの歌う歌詞を先に醜んだ時締切を一ヵ月も過ぎて尚︑五十

かと思ったものだが︑かれらの﹃洗礼に関するアンケート﹄の函る．突然の原稲依頼に悩み困りは終わりになってしまう．伝遊

には︑こんな重い︑こんな政治パーセントにも満たない．もち・
的なものが︑歌になるんだろうろん︑教区内の全教頴に宛てた．何とかは思わぬ時にやって来というのであろう．何もないで

メロディーとリズムとハーモニ事です︒半数にも及ばないもの果てて番く．多分小生が教区の委員会で理解していること三点

−に乗って︑ブルースで︑あるを﹃教区の統計﹄としてお出し伝遊委瓜畏に遮ばれた︵実状はを述ぺる．
いは答フードで歌いあげられるする訳にも行かない．．それ故︑委艮の皆様がお逃げになり阿呆一︑今期の伝逝委員会は前期
時︑目で追っていただけの歌胴﹁困っている﹂のです．．．が一人残された︶ということで委貝会の開脳した﹁小規棋教会
が生きて感覚に迫ってくる体験既にご存じの通り︑今期より委貝畳としての抱負を発表せよ協蹴会﹂を継統する．十月三十

木谷誠

た︒ロック調の音楽に親しんでな作家が恥らっしやったならマ引き継がれました．新体制の教院大学教授と印刷されておりま

当日︑約八十名の参加者が︑悪い文章の見本とは何か︑韓長年委員丑として労された加腫頂いておりますが︑アンケート

年たちのグループである．

穆串冊

救姉研修会献灯γ●屠霊ま

を聞き︑また歌の合間に在日の︲！ ︐ ︑．︑！︑！ ︐︐⁝！●︑！︑！︑１．．︐ ︑︐︲！Ⅷ！︲！ｉ︑ＩＩｉ︲下の通りです．

Ｉ

ればある程︑それをめぐる問題

島教会︑日本塞督教団東中国教のも良いが︑今回のように音楽れた言葉がずっしりと心に残っ者の受洗問週︑告白をめぐる問
題︑等々．﹃洗礼﹄が愈要であ

倉''千1lag･
東中国激区二ｺｰｽ
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伽柵胸臓

中園毅減三遡唇灸
対誌の場としての

義み重雲
絃 ＊谷
ろ

一うな敏団規模の会眼への参加はる械子を知ることが出来た訳だ

会わ〃蕊窯巽篝譲蕊霊

一丁
心御事﹄へ久釘刃小生のごとき者にはいささか初が︑３敗区共通して放師副眼互

ローロロ

患
ス目
し9頁部

が残った．

その後の分団や全体会でも︑

会考に鋤立ちを与え︑より良い

対砺の陳番になるからである．

とだが︑七十年代以降の微々な

韮測紺告にも述べられていたこ

歴史の中で起きてしまった立渇

陣秤者と教会︑郁滞益別︑枕避

な蹴曲がなされた︒ただ余りに

こつ八てヨ宇乃で凹刷唾嘱渥︻

肌者切凹で︲劇帝会や会α歩

られていくことを願恥たい︒

喝﹂としてこの会眼が秋み腫れ

に聞き合恥︑飯リ合う﹁対話の

取り賊くために︑お互いが戯血

の違う新同志の間の相互不備を

別︑天醗側の間皿について栃発

閉口した．限られた卿間の中で

長紙発首︵妓大で十五分︶には

して聯関への配慮をなすことも

対砺を巡める際には︑自己規剛

必要である．徒に曇い発甘は参

雰託回然区鍵噸今回
マ０︐口砥ｒ●瓦▼１″ｑＤも〃ｃ０Ｌｆｂムクｂ４Ｄ８Ｄ６笠▼ｑＢｇ０Ｑ〃ＣＱＤ

お招きして︑体験駁を含めた舟
皿ぱお僧をうかがっだ︒

あるように思う．より多くの教

師が参加して︑互いに心開く喝

﹁若手教師会﹂という名に抵

が提供されればと願っている．

ては︑年齢に縛られない名称に

抗を感じる方々も多い．会とし

いい案があれば︑お教え願いた

蛮史したいと考えている．何か

今年度は一度しか開他できな

い︒

のべｌスに戻したいと考えてい

かったが．来年度はこれを二回

１Ｃｏｏ画ｉｏｏｃ０

て一○省︵倉倣紋会︶

る．今回の参加者は鯛師を含め

⁝

が行われた︒この中で愉快だっ

たのは︑なぜか身陣や健康の贈Ｉｏｏｏｌ５︒︒︒１︐．．．

８

諜灘籠媚溌蝿付縄唖鱸鯛

蝿織郷朏灘肋撫轟槻聯
争のただ中に紐かれつつ︑聖薔．

ても大切なものだろうと思われ現地調査に出かけた若いグルー

二日目は時間的な余裕がなく．らはすっかり変貌した狭山だ秘

る．︽ブがあると聞いた．事件当時か

くさと帰るしかなかった．プロ白に証明されるという．▼一七︑

参加者は閉会礼拝を終えてそそそれでも．﹁自白﹂の矛盾が明

中︑戸外を敗策でもしながら恵遺足気分だったが．狭山裁判の

のあり方は今後の課題だ．午前査に行ったことがある．半ば

グラムの組み方．とくに二日目八年も前になるが︑狭山の現地

厚生年金休町教会に来られてからも．心病

があってもよい．てでも体裁を綱おうとする瞥察

わりも．他築会と比ぺて親密で新しい活力に拍手を送りたい．

墓凶を持っている．参加者の交摘みにかかわっていこうとする

しいヴィジョンを得たいという自らの判断力を用いて︑隣人の

れを通して．自分連の牧会の新の取り組み方を模索したのだ．

お聞きする稀有な会である．そ題を正面から受け取って︑独自

はなく︑﹁本音﹂に近い証しをは関係がない．差し出された課

は．先塑牧師から﹃何々鯛﹂で加した若者たちは既成の団体と

槻会は少ない．﹁若手教師会﹂事実を体で感じた︒▼期査に参

がたどってきた足跡を鉦しする強引な見込み捜査と自白強要の

牧師が他の牧師の刑で︑自らの体質や︑差別意蹴に藷づいた

見交換などするくらいのゆとり間皿性を直に体験できた．偽っ

北海・中部・京都の３赦区の代鮫当する問題に言及してある興暇センターで開催した．第一日
た
．
第
一
日める人連との関わりを続けてお
表からそれぞれの現状が発題さ味深い箇所について︑それぞれ目は蕃山町教会の秋山
山徹
撒牧
独師
帥を
をられる︒

鋤璋師会﹂教会︵九州︶では︑あるきつか
姥︑鯛蕊懸締鮮をキストとして行駁われ蓬．発圏は今年度の例会を一月若
二手九
日
−月二九日けからその地での﹁いのちの電
て尉一⁝全総会；着健三籍で︑﹃剛け縄て﹂︵｜肩一癖ら三︒圖一火一に＃て

若いと自らい問題をかかえた次の任地若松

問題にも鵬わられた．むずかし

一川立を自らの課題としながら︑公害

では．聖書に基づいた教会形成

れた．最初に赴任した金沢教会

報生ロと教会史にとりくむ婆勢を学ば

細畷袴胴霊蕊騨鮭鯛鎬蕊溌謹︒︑亀報生︒

一

子としてご溌露﹃少年期を過ご

總 瞳 耐鯏蝿鑑繊卵

一一鮒

甫梱激区

坪八今︽された先生は︑神学校で学園紛．
摩鱗一若手教師肺会
声旦岬却錘洲吐灘鱗轆い︾鱗︾撫鮒

ス伽織識燃灘醗恥朏擬

く壗行所＞

︑賭﹂の開設に参画された．蕃山
松一区で漣画していること﹄と遡し節︶今で菅う鞍らば﹃遷別﹄にお葱じみ縫挫岡山厚に
生か
年け
金て擁

鰐騰謹謹錨鰄謹峻識
耕

日

伽は

剃榔
０口８０●

秋山鮒舗のお話ののちも︑参

︒Ｊ

一

ー

ご
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、

パレス

状の

原璽夫牧師が﹁パレスチナを歩もいれば腰に銃弾をうけて下半
乃︑

いた聖地旅行を問う﹂という見身が麻郷した青年も︒：．：﹂と続
出しで現状の﹁聖地・嘆きの壁﹂く．

について報告していらっしゃいかたや．東京や大阪で﹁スラ

ます︒その一部を御紹介しますイドでみるパレスチナの子供た

と．九六七年に第三次中東戦ち﹂とか﹃トークライブ・スイ

争︵六日戦争︶があり︑その結ｌ・チャイ・アン医師﹂等とい

果イスラエルは﹃西岸地区﹄やう見出しのチラシの中に﹁ムナ

｜射州淫罷棚鮭澱緋牌晦怨騨鮮鮮

者は石を見るためにここにやつ作のスライドもあります︒教会

っている﹃なぜ日本のキリストせて頂きま亥また桑原牧師製

を持って今年もオルガニスト鱗

魔するものでありたいとの願㈱

個教会の伝統もあろうがあまり

に讃美歌のテンポについては各

は無関心なのだ︒日本民族さえ

々が受けた大きな被害のことに

らは淑英歌歌唱についての指導

︵オルガン指導︶︑また今年か

も従来の慣例にとらわれず話し

オルガニストとこの点について

こともある．各個教会の教職は

讃美が﹃苦行﹂になってしまう

る．教師はこのことを批判して

れが天皇制の根本的な原理であ

と同じ日に︑伝習館高校元教諭

のは正しくない．天皇が再び国

しかし︑これを国の費用で行う

して行うことは一向に構わない．

大嘗祭を天皇家の私的な侃式と

ることを認めようとするものだ．

嘗祭は天皇が天照大神の子であ

今年行われようとしている大

が天皇の戦争賀任だと言える．

エゴイズムの根拠とされたこと

て戦争が起こる︒そして．民族

だった．民族エゴイズムによっ

が代﹂︑教育勅語の三点セット

にも支えたのが﹁日の丸﹂︑﹁君

たが︑それを象徴しまた現実的

て民族エゴイズムは顕著に現れ

ムを助長した︒朝鮮政策におい

主権を打ち立て．民族エゴイズ

明治政府は窓法によって天皇の

他を排除する意図を持っていた︒

体制は︑日本人の団結を強め︑

立する︒明治以来の天皇中心の

考え方で︑民族エゴイズムと対

はなく︑どの民族も大切にする

基本的人椛は︑自民族だけで

たわけだ．

はならないという判決がなされ

も大切であるとして木谷減牧師

讃美は誠に喜ばしい奉仕であ

合っていただきたいと思う︒

めこの小さな営みを続けていき

たい︒この辮習会は決していわ

る︒各個教会の礼拝の向上のた

の教会の個性が讃美歌の在り方

ゆる﹁上手な人﹂を主な対象と

寧な指導がなされた︒それぞれ

にも反映している禄子なども興

した専門家養成のためのもので

︵児島教会︶

は
い︒
．今
今後も気軽な参加を期
はない

１ノ・Ｄｊｌｌｌ︑

ハノ

崖す
繋り
待
るる．︒

れている談笑の極端に遅いテン

いった具体的な疑問が参加者か

ダルはどうやって踏むのか等と

ら出され︑それぞれに簿師より

指導を受け有意義であった．特

︑

観

ポについてどう対処するか︑ペ

味深く思われた．また従来歌わ

望めなかったが鱗師より懇切丁

鼎側の１回ずつ行なわれた．会

の２箱を迎えて胤収雌側と岡山

良ければよいという考え方ｌこ

にも遅いテンポで歌うと喜びの

以前よりの侵略と収奪はエスカ﹁イスラエルとパレスチナ﹂

レートするばかりで︑一九八七︵中公新書︶立山良司著
年ついに民衆峰起となりますが．ヨダャ人の友への手紙﹂︵岩

エル政府の残虐な行為と戦ってｉス著西永良成訳

気が遠くなるほど長いⅢイスラ波譜店︶イプラヒーム・ス
いるパレスチナの人連の事を思﹄﹁ユダヤ人とは何か﹂︵三友社︶

うとき︑私共から遠くはなれた広河隆一︑パレスチナ・１
国の事としてなおざりにする事ダヤ人問題研空釜編
︵未来社︶中東の平和を求

も︑また神の約束の実現とする﹁パレスチナ問題とは何か﹂
シオニズムの思想として許すこ

ーＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌ

に関するいくつかの本を紹介さリポート

サ レ ム を 占 領 統 合 し た ． そ の 時 び 込 ま れ て き た ． ム ナ は 二 七 人 ともしてはならない急を要するめる市民会議編
︑︑︑︑︑︑︑︑
イスラエルの﹃聖地﹄を回復すの家族全員とともに蝦たれた：． 人楯の問題として思いを新たに﹁ぼくがハッタをかぶった日﹂
るためにそこに住んでいた四十⁝﹂とか﹃イスラエル軍に手首 して頂きたく︑パレスチナ問題︵マルジュ社︶平田伊都子

いたてられ︑そのあとがプルド．といった言葉が飛び込んでくる︒

ある︒

の解雇を﹁合法﹂とする最高裁

の中心とされる危険がある．

本島長崎市長が狙撃されたの

の判決がくだった．これは教師

２．冊集会
Ｌ報典画

である以上︑教科書批判はして

コースにのって進む時︑ゲッセスチナの現実と問題性を覆い隠

用いられたオルガンも︑今では

かつて学校教育の燭でもよく

奏法上のことで相談したくても

オルガンに向かわざるを得ず︑

岡 山 県 ︶ は ︑ 午 後 ２ 時 よ り 蕃 山 ない︒教科醤には日本が戦争中

由を守るキリスト者の災い﹂︵ ているのかというと．そうでは

今 年 度 の 二 ・ 二 ﹁ 信 教 の 自 教科書には正しい記述がなされ

はならないという判決だ︒では

を作ることだ．﹁強い﹂人川と

関心は︑国際的に﹁強い﹂人間

ったと言える︒今の日本政府の

椛と民族エゴイズムとの戦いだ

職後四十五年間は︑基本的人

崗山県鳥⑦

マネの園から振り返るとエルサし︑﹁イスラエル建国﹂と土地

あろう︒

祁手が恥ないと恥うのが実状で

人のことだ︒私たちは民族エゴ

取って代られ︑馴染みの薄いも

悲脆的なオルガン奏法の理賊 町教会で︑京大名誉教授飯沼二 に犯した過ちは番かれていない
と突際を学ぶことを通して各教 郎氏を迎えて行われた︒氏の﹁ 過去の自分たちの恥ずべき行為

すっかりピアノやキーボードに

のになっている．また地方にお

会のオルガニストを応援し︑ひ

レム旧市内が一望に見渡せるオ占領を正当化する班に加担さえ

いてはオルガンの指郷者は少な

恥ては各個教会の礼押の向上に

す る 諦 油 の 要 旨 は 以 下 の 通 り で 政府の見解である︒まわりの国

﹃君が代﹄訴訟と大嘗祭﹂と題 は知らせまい︑というのが日本

る戦いをしていかざるをえない．

イズムに抗し︑基本的人権を守

は︑民族エゴイズムに固まった

る例の景色︶観光客がいきもき一うか︒桑原姉怖は﹁働く人﹂の

く︑各教会のオルガニストたち
は心ならずも自己流で慨れない

らない．﹁けれどもそのオリー 価後に﹁ナザレの聖公会のアー
どの旅行者は知らない︒この中一 牧 師 が 訴 え た 言 葉 が 今 も 耳 に 残

ブ山にある二つの病院の瓢を殆 チ・デーコン︑アブ・アサール

リーブ山があり︵写真でよく見している事を知っているでしよ

倉吉教会
十月十日
十一月二十三日岡山教会
木谷誠

﹁共に主を讃えるために﹂

救区纐彗そ議零会

鋤芦のパレスチナ人が武力で追の骨をおられた三才の少年⁝・・・﹂

ＩザＩでならされて現在のよう﹁彼らは平和を見た噸がない．：

に敷石を敷きつめられたという︒⁝﹂というスイー・チャイ・ア

その捕みを知らないまま︑いまン医師の鋲謹巨に対して私共は︑

い．この占領時の出来事はいまんふりをしていられるでしよう

もその前で祈る人の姿は絶えなはるか速い中東の事として知ら

はさらに拡大されてパレスチナか︒否︑イスラエル政府が糖力

全地域に及んでいる﹂とありま的に世界中に誘いかけているい

餓師は昨年に統き桝野安子姉

習会は災施された︒

︑

て来るのだ．なぜここでは生き内外で御利用下さり私共キリス
るために戦っている人と出会お卜者が何をなすべきかを鋤詮云員
うとしないのだ﹄﹂と語っておの方々と一緒にお考え下さいま
︵岡山抽懸云云教会︶

しく記赦できませんが︑いわゆエル﹂︵第三書館︶小田原

したので︑その歴史について詳﹁パレスチナ民衆峰起とイスラ

許された紙面をオーバーしま

られます︒したら幸いです︒

より発行している﹁働く人﹂のして地域住民であるパレスチナ．

教団社会委員会︑伝道委員会にはイスラエル侵略と支配に対

１陥僻肱岫帆糊・教団社会禿員難波幸矢

項

二九八九・十・一付けのニュー人が激しく抵抗した負傷者がい
スの第一面に︑社会委員長の桑る．片目をえぐり取られた女性 る 二 九 四 八 年 イ ス ラ エ ル 建 国 ﹂ 紀 雄 ・ 村 山 盛 忠 編

誰︾詞

＃
す．更に︑いわゆる聖地旅行のわゅる聖地旅行は︑こんなバレ
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︽一一

教会で生かされなければ意味が

かな証拠が︑これなのである．

一寸した心がけで︲すぐにも実

な班も少なくないが︑しかし︑

大森聡明︵旭東︶

布下恒生︵十文字平和︶

甲斐田巌︵倉敷︶

難波幸矢︵岡山柳愛会︶

教区一豆ｌス誌では︲今年庇︑

かった噸も噸突である．与えら

︵蕃山町教会伝道師︶

行できる筈の﹁これから﹂が多

れている多くの課題の一つ一つ

︵総会・補助書記︶

るので︑これが計画通りに出来
れば︑一層︑教区の巡帯が強化

から︑教区全体の前進が生み出

を各々が持ち越しにしない態度

附侭委員会の取材を計画してい

される事にもなるだろう︒

今総会について︑個人的な感

て要領を得て来たようだ︒人数

められた事だが︑二年目を迎え

げられる︒両者共︑昨年から始

告の内容が充実して来た点が挙

選ばれたのは︑以下の方々・

教会の歩みに期待したい．

の東中国教区と︑教区内の各個

されて行くのではないか．今後

二つ目に︑代表質問と教会報

想を述べると︑先ず︑議員出席

的・経済的に小さな教会が多い

宗宮進︵榔山︶

教職宮内荊喜︵鳥取︶

から︑と言えるだろう︒

率の向上が印象的である︒﹁巡

この教区にとって︑教会報告の

ない︒その意味で︲本番はこれ

帯﹂を目指すこの教区にとって

時川が設けられて︑他戦会から

鈴木証一
大切な班であろう︒昨今の子供

た噸を振り返りつつも︑この教

各々が主の御恵みの内に歩み得

出席し︑教区との関わりを持つ

班が必要なのではなく︑総会に

為には﹁巡帝しようネ﹂と言う

て︑﹁これから﹂真剣に取り組

なった．無論︑教区宣言を含め

という言葉の多さが若干︑気に

きる噸柄の反面︑﹁これから﹂

但し︑これら積極的に評価で

吉岡千鏑︵蕃山町︶

大島遮子︵児島︶

信徒三上晃︵胤取︶

三洲修︵湖山︶

横野朝彦︵岡山︶

加臘俊行︵米子︶

尚︑今年度の教団総会調員に

記念会が行なわれた．その後︑

達は︑不自然にも﹃友遮になろ

第三十九回東中国教区総会が
搬砺に入り︑縦長報告︑各委員

五月十五日から十六日︑鳥取教
会報告︑教務報告︒また︑これ

会で肌他された︒胤取県側での

高柵臘教︵玉島︶

秋山倣︵群山町︶

とっても︑例えば︐鳥取の温泉

鞭が第一歩である︒換言すれば

んで行かなければならないよう

私述の巡帯の

の椴々な刺激を受ける躯は︑非

ら賭報告に並行して︑教団総会

るそうであるが

うネ﹂と言って︑友遮作りをす

側仙はおおよそ二十年振りとの
瓢員の巡挙が行なわれた．

が魅力であったり︑車で一緒に

区には尚 様々な困難と課題の

への道を歩みつつあるｌその確

東中国教区は︑今︑確かな巡帯

一年間を通し︑

乗り合わせて行く相手が気にな

残されている事が明らかにされ

各報告では

ったり・・と︑大変に楽しみな総

に教区の課題に取り組み始めて

でも︑多くの信徒・教会が真剣
いるように思われる．代淡悦間

総幹蛎を辨師に迎え︑﹁ボンテ

夕食後には︑中焔正昭・教団

清先生
︵倉敷教会︶

石川立・
を受けて︑

副牧師の後

︵
︵新
鋸 見教会︶

一人の先生︵大前幸正先生︶と

た所︑同志社香里高校在学中に

区職員；・

母︑東京・

身 の き っ か け を お 聞 き 致 し ま し 剛理 容師︑保

母救会は大阪禍島教会で︑献

いらっしゃいます︒

られ︑お忙しい毎日を過ごして

中部地区から多大の期待を寄せ吉田明￥夫

⁝鐘

た︒しかし︑こうした現状の中

機梢改正の進展ぶり・教会強化

に見られる真撃な袋が︑その反

開催前の議員の間では︑教区

った︒また︑昨年から行なわれ

擬；という事が話題の中心であ

オ・ピラトのもとにｌ天皇とキ

映であろう︒次の歩み出しが期

えているのか・どのような活動

教区との関わりをどのように考

リスト者﹂と題された鱗浪が行

ている代表質問制や教会報告な

をしているのかを知り得る班も

なわれた︒師が熱い口調で語ら

待されるところである︒

期待の一つであっただろう．更

れた天皇制と闘う教会・キリス

どを通し︑教区内の各個教会が

るかのような常置委員会の姿が

に︑普段は水面下に置かれてい

資格
格と
と御
御経
経恥
験 をお持ち
いた︑との事．今の抱負は﹁田くく
ささ
んん
のの資

驚く程︑た

の生
先で
生す
で︒
す勿
︒論
勿︑
論︸
︑︲
これら多く
井中牧師を支える事﹂だそうでの先

出会った事が︑牧師への道を開

のが︑細川満先生です．倉敷

教会・副牧師に御就任なさった

と経
御験
経験
す ． ︵ 思 わ ず ︑ 敬 礼 ︶ ︒ の 資の
格資
と格
御
のの
中中
踞には︑それ

新たに倉敷

教会担任教師には︑従来︑神学

力や
や涙
涙・
・鰹
挫折と︑更
奥梯とお二人暮らし．御趣味だだ
けけ
のの
御御
努努
力

ト者の姿は︑参加者に深い印象

が︑教区宣言﹁大嘗祭を前にし

校の新卒者が御就任なさってい

力が
がお
おあ
あり
り港
だった邪で
はラクピー・パードウォッチンなな
るる
御御
努努
力

明らかになる事︑そこに質問・

待が︑梨った諸議員の胸中にあ

た私たちの決意﹄採択に関する

らっしゃいましたが︑今回の細

して
て︑
︑多
多く
くの御努力
グ・大工と︑多種多槻な先生でしし
ょょ
うう
．．
そそし

総会中︑股も盛り上がったの

ったに違いない︒

議班である︒多くの意見が出さ

川先生は既に焚く︑また︑多く

す．田井中牧師を助け︑良き鋤とと
涙涙
とと
のの
中中か
から
ら﹃
﹃牧
牧署
者﹂として

を残したであろう︒

さて︑教区総会は︑先ず︑開

れた．結局︑多数決により採択

き が な さ れ ま す よ う に ． の 近の
を近
逝を
ば
逝れ
ばた
れた
先先
生生
けは︑Ｃコー

中岨総幹蛎の謝澗：等々への期

会礼拝を持つで始められた︒永

の牧会経験をお持ちで．御着任

意見をぶつけ得る噸︑そして︑

吉田明美 先生

会でもあった︒

班であろう︒岡山県側の議員に

班で︑教区にと・っては画期的な

附に有効な事と思われる︒

義繍聴蕊磯繍熱灘獲鱗耀繍燃繍織繍灘

︒

●○

︑

倉殺雄牧師によって御言葉を与

早々︑既に︑倉敵教会と岡山県

限りない御祝福を祈ります︒

しい地でのお働きの上に︑主の

ます︒新しい牧者としての︑新

生は明るく輝いていらっしゃい

今︑多くの御労苦を経て︑先

田先生らしい逸話でしょう．

とおっしゃるのも︑いかにも吉

主の御言葉に従って決断した︑

し︑﹁狭い門から入れ﹂という

任﹂の﹁主任﹂︒この招贈に対

た先生方の中では︑唯一︑﹁新

今年︑新しく教区に加わられ

いました︒

会・主任担任教師に御赴任なさ

乗り越えられて︑今春︑新見教

スの難関をも三年の最短期間で

山県同宗連研修会が金光教本部で開催されま
す。詳細は教区事務所まで．
（教区書記）

く分散＞

されるに至ったが︑しかし︑教

また、鳥取教会の皆様、有難うございました。

委貫会

区として採択した宣言も︑各個

◇行きませんか−6月26日〜27日、岡
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去る三月二十一日︑﹁隙害者

に難しい率で︑障害者同志でも

事が大切ですが︑しかし︑大変

は︑先ずお互いに﹁知り合う﹂

●令●﹄

と教会問題学習会﹂が︑鳥取市

知らない噸が多々あるとの噸︒

︾■

卓ｑ

の湖山教会で開かれました．所

閏・

茎参りや親類の出入りの多い日
であ２出席困難な方も参かつ
ｐあ寺●
たと思い隷すが︑それ電港五十
ますように︒

その他︑多くの蕊が話されま

﹁ヨシャー﹂と言えるか︑とい

撮要を伝えさせて頂きます︒

○第調回・教区総会躯後処理

ではなく︑都合が悪い時でも︑

う問いかけに自問自答している

と反省に関する件⁝

﹁収穫の主に甑って︑その収謹

のために働き人を送り出すよう

私です︒今後も学習会が鳥取で

一︑﹁教職擾渡及び小教

したが︑マタイ伝九章の終わり

にしてもらいなさい﹂との御言

会強化特別資金﹂の名称につい

摘し︑宣教部で考えて欲しい︑

四︑第四十回・教区認会の

と要望を述べました︒

の是非・遮休の朋催の可能性︑

日程・珊所について︑平日二日

等について意見が交わされまし

されて行けば良いと思います︒

たが︑結論は未だです︒

開かれ︑多くの理解・協力がな

て︑総会鍛場で﹁小教会﹂の語

いては各・地区単位で審葦委

思います︒

司会をして下さった三洲先生・

に抵抗が示された事を受けて意

貝︑或は︑附置委員が審査に当

葉に応えて行く者でありたいと

未加入の方は︑加入しましょ

中川姉妹︑会場の湖山教会の皆

見交換した結果︑この名称に限

たる事になりました．

搬会・教団総会細貝遮挙につい

六︑代表質問制や︑教会協

ついての検討にまで瀕諭が及ん

中に再検討する噸を決し︑三役

だ︒内容・名称へ共に︑今年度

会と財務委艮会に原案作成を付

参加意識商揚の点から︑当分恩．

ての意見を交換．代表筑間制は

諦Ｉ報告番に搬率録は不必要・

いて︑報告審迩委員長からの要

会報告書の常綴委員会報告につ

団総会鯛貝避挙については︑僧

充実して来ている点を評価︒教

まえた発題が出るようになり︑

■■■■■■臣﹄琶中凸景画■■・■

五︑未審査の教会記録につ

う．︵昨年度に入会された方は

らず︑諸特別資金全体の内容に

■﹃呂■口邑■■■■■■■目寺卓﹃田・■■■厚■阜・三目弓卓尽■■■卑吟■

︵鳥取教会員︶

様方︑有難うございました︒

手話・点字・朗読奉仕など自

新年度の会畳をお忘れなく︶︒

分は下手だ︑とか︑忙しいから

蕊謹蕊窯饗繍蕊報篝
なりません︒この教区ニュース

常置委員会活動の総括的報告が

これらの噸は心に留めておきた

をお送りしない噸になりました

今後︑搬耶録は教区覗澗所で閲 欲しい・淑鞭録は教区鄭務所に

を認め︑また︑地区委員と予め

見られたが︑淑珊推脇や立候禍

徒鰻員の倍数候柵選考に困難が

継続︒教会協議会も︑ゞ実践を踏

託しました︒

諺で︑第二回委員会から取材・

○死に至る過程の図形︒死を
宣告されると︑・一・ショック︑

教区総会後︑初の常置委員会

報迦致します︒御期待下さい．

碑■

二否定望二怒り・反抗︑四
が五月二十二日︑蕃山町教会で

二︑常置委員会調事録と総

寿隙鍵長・識烏逢蓮隙

一名の参加者がありました︒︑

取り引き︑五抑鯉：などを

開かれましたが︑今年は識那録

高橋隆教

事務局長志引き受け︑文字通り

より一櫛ではないでしょうが︑

経て︑受容・希望に至る︒人に

を頂き感した︒この中で︑・今も

常備すれば良いＩを受け︑意見

○礼典執行者派遣について︒

れました︒

成すべきである事︑などが諾さ

協搬し︑倍数候柵者の原案を作

覧出来ますが︑今回は書記から

Ｌを交換し︑横野委員よりの﹁常

点︑先ず︑お知らせしなければ

一噸震癖睾細識罐雌騨濯穂罎錘鋪

のとしては不充分である﹂との

ュースに擬要報逝をさせる事︑

補教師を主任に．持つ教会が︑聖

前から実施されているもので︑

意見︑また︑秋山剛淑長の﹁ニ
それが︑やがて神梯の御導きで

また︑記録になるので報告書に

す︒お若いので独身かと思いき

ニューヒーローの印象がありま

会宛に議長名で取り組み要諭を

について︑宗宮委員より﹃各教

三︑教区宣言の今後の扱い

けて︑執行者を派遣する制度で

澄委員会が教会からの要餉を受

餐式・洗礼式を行えるよう︑常

︵この制度を御存知ですか︒以
か︑献身の道を逆ばれました．

は従来通りに識覗録を掲載する

鳥取にやっ

や︑同い年で︑やはり同志社御

鞭﹂が結論となりました︒

身体はがっしり︑落ち着いた

での御経験が︑今日の献身の道

ニューヒー

て来た若き

タイプの先生は︑正に顔もしい
高梁教会に

るべくして生まれた期待の星﹂

を選ばせた︑との事．﹁生まれ

︵鳥取教会︶

藤秀彦先生

いと思いました︒

いと思います︒

会には︵他教派の教会よりも︶

○陳害者は多いが︑何故か教

少ない︒これは単にスロープ・

京都・向日町教会︒但し︑一時
期は兵肌県の山飾教会にいらし
た鞭もあるそうです．中学の頃

来られた新

から出席なさっていた教会学校

しい先生が

︵商梁教会︶

森直樹先生

車椅子だけの問題ではないと思

います︒

○カール・パルトの創造鯰よ
り︑社会は強い者︲弱い者両者
によって成り立って行く事Ｉお
互いに助け．助けられる事によ

たわりの心を持つ班が出来る︒

り︑強い者も傲慢にならず︑い

い︒

一方だけでは︑決して成立しな一

○瞬人について︑﹃私が本当

2

御趣味はスポーツ・音楽︑何

り︒これからが本領発揮といっ

の教区総会で准允を受けたばか

が膜︵とう︸秀彦先生です．先日

ロー︑それ

地やしたい﹂という事でした．

たら︑﹁教会にもっと若い人を

る由．﹃抱負は﹄と︑お伽きし

出身の可愛い輿梯がいらっしゃ

り組みを取材して欲しい﹄とい

ニュース誌には︑他教区での取

部や教師部で担って斑いたい︒

すぺ善﹄や︑横野委貝の﹁宣教

ました︒

取から車を飛ばされる事になり

ステ礼拝には大前幸正先生が鳥

会からの要訓を受け︑ペンテコ

す︒費用は教区持ち︶・新見教

一生です︒髭をはやしていらっし

代﹂に関する問答書の必要を指

副議長は︑更に﹁日の丸・君が

﹁可愛い奥様も大事にして下さ ﹂収集を開始しております︒秋山

宮内先生を助けて︑若い人をも 一う意見が結論となりました︒教
っと増やして下さいね．でも︑ 一区事務所は既に他辣区の宣言の

︵ニュース誌委員長談︶︒

でもござれで︑特にスキーは人

森直樹先
ゃいますが︑若々しい顔は︑未

先生の母教会は京都の向日町

いよ﹂とは︑教区ニュース誌・

︵教区密記︶

︵玉励教会牧師︶

月十日︑蕃山町教会で開催︒

○第二回・淵置委員会は︑七

に教える事が出来る位︑との事

教会だそうです︒本来は心理学

委員長からの声でした．

抱負をお聞きした所︑高梁教
会を雄でも来れて︑楽しい教会

学の神学部に入った︑との噸︒

や哲学を学びたくて︑同志社大

ですから︑願もしい限りです．

た．今後が楽しみです．

にしたい︑と答えて下さいまし

た所でしょうか．

だ﹁学生﹄と言っても通用しそ

溜息をついたら︑スーツと吸っ︸ 一うな程︒けれども︑なんと︑既

︵三歳と零歳︶がいらっしゃる

てくれたのは鱗り席の主人であ 一 に 素 敵 な 奥 様 と ︑ 二 人 の 女 の 子
った﹂と︑難波姉妹は天に召士曾

との噸︒砿きました︒

動しました︒良き隅入となるに 一母教会は︑隙先生と同じく︑

れた紘一先生の班を話され︑感

薯

心に残露乙いる鞭を記して見た

る難波幸矢姉からも︑良いお話

で■鈴︒ふ

・・・蟠・〆司︒︒︲・

陣害者と共に働いていら言じゃ

Ｐ●毎︒●

●．●ごロＤ

相手の気持ちを察する噸が出来

謂︑彼岸の中日で︑家庭的には

学習会報告

にしんどかつた時︑ハア１つで一

ー認

チ

一一凸

’
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Ｉ今年度の特集Ｉ

一

簾驚鍾諺讃
鈴木

︑Ⅵ叩刈︒

既に前号の教区ニュース髄でお伝えしている通り︑今年腹は教区事務所からの﹁燃磁委貝会
報告﹂が送付されない噸になった︒その分︑教区ニュース誌委貝会では淵澄委貝会を傍聴︑そ
の都度︑常磁委員会の槻子をお知らせしたいと考えている︒今回の第二回常趾委員会は︑教区

告の目玉は二つ︒先ず︑教会強

はなく︑教会・教区全体の為︑

ニュース艶委員会より鈴木委員が傍聴︒以下は︑その報告である．

一九九０年第二回常戯委員

あろうが︑何よりも教会強化饗

されたが︑・この委員会も禄々な

破の為︑機構改正委員会が発足

程である．そんな教区の現状打

ない﹂という問題まで出ている

も大忙しで︑﹃教会に牧師がい

各教会や牧師は︑教区の仕蛎で

両師に︑商柵教区搭記と秋山剛

問︶が提出され︑更に︑前記の

﹁大嘗祭Ｑ＆Ａ﹂の﹁Ｑ﹂︵質

既に︑伊勢︑木谷両師によって

区宣言﹄も大きな鍛魎となる︒

の教区総会時に採択された﹁教

この拡大常徹委員会では︑先

な所である︒．

団問題の一端であろうが︒複雑

べる立場にはないが︑これも教

この決定について善し悪しを述

て︑お返しする班が決された︒

果︑﹁受け取る理由なし﹂とし

との事︒しかし︑意見交換の結

はの使命を果たして行きたい﹂

を与えられ︑都心の教会ならで

中︑地方教区との交わりに生命

献金が﹁信徒遮動﹂として定籍

理由により動きが遅れていた︒

搬長とが加わって︑﹁Ａ﹂︵解

いたい︒

していない所に最大の問題があ

しかし︑九月十七・十八日に米

の課題を抱えながら励んでいる

るように思われる．他の教区で

﹁大嘗祭Ｑ＆Ａ﹂が拡大附世委

答︶が作成されつつある︒この

・・十一時に始まった淵慨委凪

子教会で開かれる﹃拡大常溌委

員会で取り上げられ︲完成され

会は︑六時三十分︑ようやく終

貝会﹂ｌ常職委貝の他︑地区委
貝︑常設委員長︑特設委貝長が

る班になろう．﹁教区宜言﹂を

せ︑成功している教区は多い︒
︵年棚七五０万円が献げられて

出席ｌで︑ようやく中側報告が

も︑﹁信徒巡勤﹂として定着さ

いる教区もある︶・今後の諜魎

方々︑御苦労梯でした．

了．とにかく長い．淵趾護員の

し添えておきたい︒

︵教区ニュース蹄委風︶

︵蕃山町教会伝迩師︶

為にも︑期待される働きだ．

尚︑﹁その他の件﹄で︑聖が

言葉だけのものに終わらせない

丘教会︵山北牧師︶から東中国

為される躯になった︒今年度中

楽観できない献金状況である噸 地区の役剖︑等々が諸し合われ

教区宛てに送られて来た献金八

に改正される概要の明確化︑各

る噸になる︑と言う．この機会

万円の扱いについて取り扱われ

であろう︒先の執行額案はすぐ

を通し︑ぜひ活発な意見交換が

た︒﹁東京教区総会が未棚仙の

に承認されたが︑その後の意見

なされ︑機構改正が促進されて

教区の機構改正の現状報告︑各

教区の伝道が活発化する戦を願

交換の中で︑将来的には決して

もう一つ注目したいのは︲槻

が指摘されていた．その点も申

枇改正に関する邪である︒多柧

生命賭けで求め︑模索し︑試行
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錯誤していない噸が明らかにさ

更には§キリストを宜ぺ伝える

祝禍を受け︑その牧する教会は

為のものである事を忘れてはな

礎斌ともに成長し︑牧師の生活

化没についてである︒一九八九

の将来が問われているとも言え

て︑そのような牧師の生活と言

年度に教会強化饗を受けた五教

よう︒教区内には今年度途中か
今回の若手教師会は︑会蛎を

葉は﹃この世に身を捜しつつ︑

会が七月十日︵火︶︑蕃山町教

会ｌの現状が報告され︑綴けて

ら教師が着任する教会があり︑

瀬戸大橋が兇示せる国民年金保

れた若手教師会であった︒

会で開かれた︒識案として上げ

今年度の教会強化澱執行額案が

また︑教師を求めている教会が

は物心両面で値する以上に豊か

鰯蝋犠

二︑前回委員会礪後処理に関

が厳しい状況を持ちながらも確

提案されたが︑それぞれの教会

聖書に身を浸す生活であり︑日

中島献二

三︲各部委員会報告．

養センター﹁咳もつい﹂とし︑

に支えられる﹂班が話された．

は︑共に主に従う人々が期し加

中を歩む﹂牧師が牧する教会に

一言で表現すれば︲﹁臨在の

ても可能な生き方である班を信

生じないけれども︑現代にあっ

たり論じたりする中では決して

を歩む﹂という生き方は︑考え

五︑教師試験受験者面接に関す

する件︒

四︑教団関係委員会報告．

ある︒こうした教会の求めに︑

毎に主の御臨在を確かめる者の

えられ︑教会の中に生命と喜び

によって強化費の執行額を減額

そこから﹃演説﹄をしない．神

と信仰が満ちるようになる︑と

る件︵正教師試験：池田玲

の前に転がり出て御声を受け︑

も然る事ながら︑このような制

ると︑それを受けた教会の成長

教会強化費について考えて見

るものの︑口数が減っている事

額に較べ︑その額は増加してい

のであろうか︒一昨年度の献金

とって︑この目標額は高過ぎた

た︒その内容を断片的に紹介さ

道牧会を通し︑具体的に語られ

御経験︑召命︑献身︑そして伝

生い立ち︑雲水としての修行の

委ねる修辣︵祈り︑と私は理解

のは﹁日毎の沈黙Ⅱ聖霊に身を

ような生活と言葉を支えている

りを喋らない﹄・そして︑この

であった︒

現実を見せて頂いた没亜な機会

いうことであろうか︒こうした

た私であった．

じつつ︑﹁しもつい﹂を後にし

会に関する件︒

の中でのみ︑牧師﹂なのであっ

子にさせて頂隣た﹄という事実

せて頂くと︑﹁﹃イエス様の弟

の中に生きる牧師は﹁十二分な

更に︑このような生活と言葉

した︶である﹂とされた︒

然︑私自身をも含む︶が本当に

かった︒﹁若手﹂の教師達︵当

︵高倉教会副牧師︶

︵若手教師会世話人︶

会を開催する予定です︒多数の

教区が他の教区に較べて小さい

けれども︑識演後の質疑応答

行く事が望まれる︒教会強化費

教区である蕊も一つの原因では

御参加をお待ちしております︒

が一部の教会だけの為のもので

は決して豊かなものとは言えな

尚︑今年度中に第七回若手教師

出席者は講師を含めて十名︒

九．その他の件︒

これによって連帯し︑成長して

度を持っている教区そのものが

八︑第三回︵拡大︶常置委員

十︑次回委員会日程︑及び︑場

昨年度の教会強化饗献金は閤

側会礼拝に続く講演Ｉ︑Ⅱの

それを報告する﹂﹁知ったかぶ

答えて行けるのだろうか︒

件︑九六二一︑八五五円であった

ことの意味と現実﹂を御自身の

中で︑高橋先生は﹁牧師である

している鞭が知らされた︒大変

と言う．目標額の一三０万円に

に醤ばしい期である．︵今年度
執行額案は填港教会鈍万円︑鳥

対して︑である．東中国教区に

試験：麗知佳氏︶︒
六︑人蛎に関する件︒

万円︑用瀬教会腿．９万円︶・

取新生教会梱万円︑新見教会加

二氏︑森直樹氏︲柵教師

執行案に関する件︒

七︑一九九０年度教会強化澱

﹁聖狸に身を委ね︑臨在の中

実に成長しつつあり︑自助努力

会の発案者でもある高橘隆敦先

るまい︒このような立賜からす

く含敷＞

東中国教区︵我々！︶は如何に

れば︑教会強化鍵を通し︑教区

’ ’

嫡な﹃聖域﹄に身を確保して︑

会︲坐ロ伽伝道所︑境港教会︑鳥

東中国教区
ニュース誌
委員会

言葉﹂である︒だから﹁中途半

取新生教会・新見教会︑用瀬教

一発イ秀

一・十二日の両日に開かれた︒

一︑前回記録確定に関する件．

I
生に辮師をお願いして︑六月十

られたのは︑

一

も問題であろう︒窯詮︑東中国

所に関する件︒

これらの議案の内︑今回の報

’

蕊

；
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飢

巽雌婿隅川川好

子

銀：蕊・鯉

セフ鋤蕊を読むＩとで︑識師は

仙．主題は﹁未知との遭遇Ｉヨ

例年通り蒜山農村センターで開

八月九日〜十一日の二泊三日

洲

聖和社会館館長︒

様の作られた世界﹂︒教会に染

﹁三徳剛﹂で側仙︒主剛は﹁神

り︶なり﹂とあります︒一九六

︵初め︶であり．オメガ︵終わ

型捗の御言葉に﹁私はアルパ

ます．いつも自炊をしていまし

黙々と働いたことを思い起こし

しました．でも不足を感じず︑

神の愛を思い起こす噸を教えて

なに多忙でも自然の美を愛で︑

生の二人がキャンプで生活を共

ことでしょう︒今年は延臓牧師

良い交わりと刺激が与えられる

ャンプ生活をする事によって︑

受け︑宣教の旅立ちを始めまし

た．以来約三十年︑主の招剥を

胤取教会伝逝師に縦任しまし

０年四月に簸初の任地として︑

誰かが夕食の惣菜を届けて下さ

たが︑災会から帰って来ると︑

関東教区の松井田教会に御赴任

長い伝統のある島取県中商生
キャンプですが︑特に今年は︑

う岡山県下の中澗生が︑共にキ

にし︑更には﹃証﹂をしてくれ
が鮒師を務めて下さいます︒神

支える噸を通して︑伝道者は神

なさいました︒東中国教区の皆

賞ったのが︑鳥取での日々であ

ケニヤの青年とアメリカの簡校

る噸となりました︒国際化が叫
た．須磨︑商石︑足利︑兵駆︑

と人とに仕える郡をしっかりと

いないだろうか︒良く聞く話に

様方に宜しく︑との事︒現在の

いる︑と言うのは言い過ぎでし

枠をはみ出さない組織を作って

第五号﹂より地区と大前先生

※﹃脚取県東部地区一貢−ス

＊＊＊＊

ったことが良くありました︒教

大前先生は七月二十二日より

会の信者が伝道者を物心両面で

教会が︑利益共同体になっては

の許可を得て︑転戦︒

じる良い機会が与えられるだろ
けつつ︑聖謹の御言葉にⅢいて

ょうか︒信仰共同体であるべき

ううと期待しております︒この
行きたいものです︒教会の中澗

います︒段々と経験を横む程に

顧み︑深い自戒の思いを覚えて

中で︑自分自身の牧会の軌跡を

ながら艀かに休息の時を過ごす

帰し︑様々な事柄の変化を感じ

にあるのか艶と言ったような事

一体︑私と神様との関係はどこ

有力者に︑施設の父母に・・等︑

教会役員に︑古参会員に︑町の

私も正にそうでした︒先遊に︑

係に気を使い過ぎての事です︒

松井田教会御内八です︒

碓氷郡松井田町新堀一四二五

に︑人と人︑上下左右の人間関 御住所は︑〒雪？旨群馬県

一信徒として︒無我夢中の三十

牧師業に慣れ︑教会の首長の居

●●︽

っていました．宮仕え九か月の

一つの教会での働きの盤石とな

会での十四か月の経験は︑一つ

を何も知らずに赴任した励取教

には時代の近代化と人間の柄神

揃悔しています︒しかし︑これ

の無関心とを使い分ける自分を

醜さ．また︑言葉上の親切と心

えつつ︑﹃日ごとの樋を今日も

支えられ謎われている実感を覚

ら︑神様と対時させて頂いて︑

一信徒としての時を過ごしなが

見される噸を極度に蝿う自分の ゞ今︑やっと何の淡任もなく︑

た教務に追われ︑無牧の教会は

結贈︑罪倣︑後任の招脚といっ

らなくなって来ました︒行政︑

所も︑色々な面で大都市と変わ

近年︑特に地方都市と言われる

性が関係あるように思います︒

の災剣さを求めています︒

与えて下さい﹂という主の祈り

から解放され︑鳥取という大自

教団︑教区︑教会という組織
が璽いものでしたが︑素哨らし

掛け出しの伝巡師にとっては荷

たこの一年は︑何にも変えられ

然の四季の移り変わりを堪能し

﹃社会のため﹂と言いつつ︑結

も︑多忙の為に愛でる班もない

ものは．いつも﹁市民のため﹂

局は個人の利益のために制度化

まま過ごして来室したが︑どん

生活︑文化︑教育・・・こうした

勿論︑当時の大学院卒の給料と

されたものに過ぎない︒そうし

い旅立ちのスタートをきらせて

しては話にもならない安月給で

た社会榊成の中で︑教会もその

頂きました︒初任給七千円也︒

すが︑安いのか海いのかも関係

すぐ身近にある自然の美しさ

ない神の恵みでありました︒

なく︑神様の召命と信じて赴任

教師部委員会

め目をお珈しおき下さい︒

を行なう予定です．あらかじ一

統み合わせ︵共同聖群研究︶｜

手紙﹂十四澱七節〜十二節の一

尚︑分団で﹁ローマ人への

大学神学部教授一

・鮒師：深田未来生・同志社一

一・主題︒．﹃脱教ｌその実際﹄

一弓鰯所：大山﹁シーハイル﹂

一・日時：十月十五日〜十七日

｜抑予定にお加え下さい．・・

一を下記のように実施します︒

−◇今年度の教区教師研修会

ｐｂ
町Ｏ

一Ⅲ教師研修会予告０
年︑良くこんなに恵まれた歩み

心地の良さに安住し︑他者に意

です︒︒
が出来たものだと︑心より神様

中ら︒■二

α●田■

後︑主任教師の辞任を受けて︑

﹄ＤＤ名１８．

ｌ大前幸正Ｉ

久しぶりの鳥取
曲ｒｑｈ■Ｑ■

に感謝しています．教会の現実

●■■ｎＦが

りました︒

ばれている中︑鳥取県の中高生
樺が﹁よし﹂とされたこの世界
芦屋浜︑そして再び︑蝿取の地

学びました．特に︑無牧の五か

﹁教会に行くと疲れる﹂と言わ

キャンプを通し︑広い視野を持

五．Ｅ︵雨受︶０

１１Ｇ冊侭ｖ１ｈｌ旧０６６０︐４１０

にとりましては︑世界を肌で感
が破鯛されている現状に心を向
に回帰して来ました︒しかも剛

月の経験は︑伝道牧会の基礎神

ー

れます︒神と自分の交わり以前

学を体得した時と言えます︒

七七１０八四五︒一

さて︑三十年振りに鳥取に回

生にお勧め下さい︒

．､弓従ノ

．︵岡山紋会牧師︶

し頂きます︒ぜひ御出席を︒

﹁九十一年間題﹂を中心にお縮

師も務めて下さいます︶を通し

ん︵胤取県中商生キャンプの柵

でも活雛されている金徳煥さ

れ︑また︑教区・教団の委風会

巡勤の指導的役訓を果しておら

生野民族文化祭や指紋押捺拒否

大阪の聖和社会館館長として

です︒

岡山教会︑水島教会との交流会

東中国教区と在日大鮴基督教

教団・岡山教会にて．

八月十二日︵日︶午後二時︑

日韓交流会

った中商生が鳥取から育ってく
れれば何よりです︒

社会セミナー
﹁八・一五を考える在日韓
国人の目から見た戦後日本﹄と
題し︑八月十二日︵日︶︑午後
一時三十分より鳥取教会にて︒

礁師は日本キリスト教団成
松伝道所︵兵服教区︶役員でい
らっしゃる梁寿腿︵ヤン・ス

二六三

二二１八０八九︒従一
来の祗話稀号も使用可能︒一

六二

スを設磁︒迩令葵︶０八

◇岡山教会・・ファク

八六二

一転居︒〒﹃扇岡山市山崎一

◇小笠原純師：下記に御一

１教会消息ｌ↓

つ︑今後の在り方を共に考えた

ョン︶さん︒歴史を振り返りつ

︵湖山教会牧師︶

いと願います︒

︐凋虚一；仰︲罵県騒
岡山県中高生キャンプ

︑横野朝彦
八月九日︵木︶〜十日︵金︶

岡山県青少年農林文化センター

ｰ夕

○

瀞泌
維

繍

一命今〜凸

●一一
一・
ー

胸取県中簡生キャンプ

烏

金総識︵キム・ドクファン︶

認

脾

瀞調 溺愛
三

−

−

や

(2)
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ス
一一
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鱗
われたことを申し上げれば︑全

項がなかったのである︒淑舗が

方についても︑何一つ︑合意事

扱い方についても︑分団の進め

ていたにも拘らず︑軍案の取り

常慨委員が各分団で座長を務め

るか否か﹂が飴搬されている．

除され︑新たに二つの別の股間

されていた原案の内︑四つが削

は︑本来︑二十の間と答で柵成

た﹁全体会﹄の期であった︒実

での諭淑が般終的にまとめられ

顕著に現れていたのは︑各分団

こうした座長の主観性が燈も

であるが︑その要旨は以下の通

報告を受けるだけに終わったの

改正委員長・秋山師より︑経過

川がなくなってしまった．機柵

機柵改正問題﹄ｌを鰭り合う時

ていた今一つの淑題ｌ﹁教区の

この拡大常置委員会で予定され

分団では﹁蕊案そのものを艶め

体会での白熱ぶりも御想像頂け

が設けられたのであるが︑﹁全

しい二組の間と答︵既に送付さ

宣教部内に腐する伝道委員会・

一︑教師部と宣教研究委員会

りである︒

長引くのも︑当然ではないか︒

今回の起草委員会は柑世委員

れている﹃間と答﹄中の間十一

教育蚕員会・社会委員会を常磁

の末︑﹃大嘗祭・日の丸・君が

会が承隠した筈のものであった

と十二︶は︑ほとんど論鍛に付

委員会の直属とする．その班に

二︑宣教部を廃止し︑現在︑

とを合併させる班．

が︑﹁﹃問と答﹄起草委員会﹂

ではなかった．例えば︑間十一

されてはいない︒問題がない訳

代ｌ問と答﹄の最終原稿が完成

＊＊＊＊

こで起草された原案の取り扱い

なるものを発足させながら︑そ

し︑そもそも蒐案が完全である

が﹁完全﹂だったとは思わない

無論︑起蕊委貝会による草案

が生まれる叩は当然︑予想され

しても︑各教会で異なった反応

じ大嘗祭に対する取り組み方に

会には各教会の実梢がある．同

であろうか︒前述の通り︑各教

代錯誤の独蕃性︑と言うぺきで

なら︑こうした物言いこそ︑時

が出版されている現状を考える

至るまでが翁議し︑数多くの本

宗教界のみならず︑一般国民に

が出る︒キリスト教諸派や他の

われていない由．ならば︑拡大

鞭など︑全く委員会内で話し合

委員会の椎限を強める﹂という

り﹃経災を節減し︑同時に常慨

よれば︑宣教部を廃する事によ

しかし︑別の機柵改正委員に

肘論が行なわれたにも拘らず︑

必要もない．この﹃間と答﹄が

はないだろうか︒或は．間十二

の報告は︲秋山師お一人の独断

常職委貝会の鰯での秋山委員長

十二日︑奉祝騒ぎと反対築会の中︑遂に︽支配者としての天皇を主張する︾︵﹁間と答﹂１頁︶

て熱心に行なわれた班は︑是非

代衰が多く集まれば染まる程︑

た鞭であろう︒ならば︑教会の

で語られている噸が全く異なっ

の答では︑三つの段落それぞれ

常澄委員会の椛限を強める．

抑報告しておかなければなるま

教区内の教会で読まれるもので

この討論が紛糾する恥も．当然

よって︑経饗を節減し︑同時に

い．更には︑会期を米子教会の

ある以上︑それぞれの教会の実

予想された筈の事ではなかった

の第二段落三行目︑﹁日本のキ

とって︑大きな幸いであった．

噸は︑今回の拡大獄趾委員会に

教育館から﹁まつかぜ荘﹂に移

れたことは喜ばしいことでもあ

悩を反映しつつ︑熱心に討論さ

リスト者の視点です﹂には︑汗

去る九月十七日から十八日︑

この会賜と︑そして︑米子教会

し︑夕食後も各分団は原案の検

について︑一言も常鍾委風会の

教区拡大州世委員会が米子教会
の方々︵とりわけ︑加藤基子先

討作業を続けたのであるが︑こ

席上では問題にならなかったの

と皆生温泉・ＪＲ共済組合保養

生︶のこまやかな御心配りが︑

この討論に終わりまで立ち合っ

所﹁まつかぜ荘﹂を会鰯に開か

今回の拡大淵撒委員会での熱心

た我々は︑何故か大きな疑問を

れた︒通粘の淵置委貝に加え︑

こでも二時間以上に及ぶ熱心な

﹁即位の礼﹂当日を迎えた．東中国教区では︑第三十九回教区総会において﹁大嘗祭を前にした

各部委員会と常設・特設委貝会
な作業を支えた秘訣だったに違

論識がなされたのである︒

で採択された﹁大嘗祭を前にし

度の東中国教区第測回定期総会

いたのだが︑三つに別れた分団

は二十の﹁問と答﹂から成って

さて︑起草委員会による原案

会場を米子教会・教育館に移し

翌日は朝食を終えた後︑再び

に躯り︑ひとまずは拡大常置委

な﹂討識内容に関する意見は後

このような︑分団での﹁熱心

の座長が急用の為に欠席であっ

前述の通り︑第二分団は本来

ろうか．その点が大きな疑問と

にまで大きく異なっていたのだ

の取り組み方は︑何故︑あれ程

しかし︑草案に対する各分団

案そのものの採択﹂を巡って討

ていながら︑別の分団では勇早

﹁草案の言葉遣い﹂を問題とし

ったと思われる︒或る分団では

率前了承があって然るべきであ

するのか﹂について︑何らかの

任上︑﹁原案をどう修正・検討

承認した徽置委員会は︑その賀

か︒だからこそ︑起草委員会を

席者それぞれが︑一泊二日間の

や各地区を代表して集まった出

と言わざるを得ない︒各委員会

かった︒実に不思認な司会ぶり

の典撃な諭淑に付そうとはしな

は︑この間と答を﹁全体会﹂で

れにもかかわらず︑何故か座長

そのものが不明なのである．そ

止めれば良いのだろうか．意味

ている︒読んだ者は︑どう受け

し︑﹁粟務会﹂と呼ばれた委員

員会が行なわれているが︑しか

常置委員会の後︑通例の常置委

これまで御報告して来た拡大

＊＊＊＊

した結果に終わった︒残念であ

委貝会内部の不統一ぶりが露呈

る由もないが︑ここでも︑常侭

だったのだろうか︒我々には知

終文而が鮒搬された拡大常臘委員会の報告である︒

委員長︑及び︑教区内の各地区
いない︒感謝したい︒

た私たちの決意﹂を受けつつ︑

二分団が問３〜問皿︑第三分団

は︑第一分団が問１〜問２︑第

たが︑この分団を除き︑各分団

論しているようでは︑困る︒何
﹁全体会﹂に移る︒各分団での

の﹃問と答﹄が常澄委員会の責

委員でありながら︑しかも︑こ

かし︑︲同じ教区内の︑同じ常置

く崩れてしまう︒その意味で︑

﹃間と答﹄全体の統一性も︑全

の為の草案だったのだろうか︒

の側の不統一ぶりと﹁全体会﹂

いただけに︑一層︑常澄委員会

長い議譲にも熱心に取り組んで

教区総会々増として︑米子教会

する必要はあるまい︒来年度の

会でもあり︑とりたてて御報告

この拡大辮澄委貝会は︑今年

﹃大嘗祭・日の丸・君が代Ｉ間

て︑汲後の分団作業が行なわれ

の座長は常瞳委員が務めた︒し
各分団は座長︵第一分団Ｉ加

よる検討・修正作業に入った訳

検討結果を発表し合い︑全員に

る︒

と答﹄を完成する為・起草委員

が間ｕ〜問加について検討する

た︒この最後の分団を終えて︑

により木谷師︑第三分団Ｉ秋山

藤師︑第二分団Ｉ宗宮師の欠席

して残る︒

会︵高機ｊ木谷︑伊勢の三師︶

という形を取った．

米子教会礼拝堂での開会礼拝

員会の報告を続けよう．

による原案を検討・修正するこ

を終え︑さっそく三つの分団に

である︒ここでの論議も︑各分

任で作られた筈のものでありな

︽原案を如何に調整するか︾に

おきたい︒

が選ばれた事だけを申し添えて
師︶の進行により進められた．

尚︑上記﹃大嘗祭・日の丸・

＊＊＊＊

での進行ぶりが悔やまれる︒

別れて原案の検討作業に移る︒

是非︑事前に必要であった︑と

対する常澄委員会の統一見解が

︵教区ニュース誌委員︶

︵倉敷水島教会牧師︶

﹁言葉上の問題﹂が討議され︑

の時間が費やされた為︑本来︑

君が代ｌ問と答﹄の議論に多く

がら︑或る分団では．もっぱら

＊・率＊＊

思われる．

団に劣らず︑白熱したものだっ

が詮議されていた︒更に︑別の

別の分団では﹃文章の短縮化﹂

た︒昼食までの予定が︑予定時

一時間︑時間を延長して語り合

間では終了せず︑昼食後︑更に

それぞれ原案の文章を輪読し︲

の分団作業が三時間にもわたつ

なわれたのであるが︑この般初

話し合う︑という形で討搬が行

こうした美しく︑また︑ゆった

入したばかりの﹁教育館﹂で︑

りとした会場を提供して頂いた

分団会場は昨年︑米子教会が膿

とが最大の目的であった．

る誼っ︒

長とを加えたものである．

私たちの決意﹂を採択︑天皇制攻勢に抗する態度を明らかにしたが︑更に︑各個教会での学びを

したのである︒

しかし︑以上のような熱心な

体会﹂の座長自らが作成した新

るだろう︒こうした熱心な脇識

く侭、敷＞

…

ﾆﾆｰｽ誌
委員会

覚えざるを得なかった．

一今年度の特集一

深めるため︑﹁大嘗祭・日の丸・君が代Ｉ間と答﹄が作成された．以下は︑この﹁間と答﹂の最

一常蕊置委掛凝需撰念辿
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照秀彦

ンプは必要であり︑その実行に

ろう．こうした点から︑当委員

は大きな意義があると信じる．

を稲極的に行なって行きたい⁝

ラムと岡山県中窩生キャンプの

しかし︑参加者なしの現実は︑

本来ならば︑各個教会のプログ

ような県全体のプログラムは︑

凝らしたつもりだが︑子供達が

たのか︑気になる所である︒今

対立するものではなく︑相荊い

各々︑この双方をどう結びつけ

後の課題としては︑主題を早い

ないことを教えている︒また︑

理想と現実とが必ずしも一致し

今回は︑丁度ホームステイで

生・ダニー君や︑大学での研究

内に定めて︑その内容を充分に

るものであろう︒しかし︑現実

合って信仰の継承の業に奉仕す

日本に来ていたアメリカの中学

でお忙しい中をわざわざ時間を

検討し︑誰師の依顎や誰洞の内

の日本で生きて行こうとしてい

さいて下さったケニアの留学生

容をまとめておくことが必要で

としての誇りを持ちながら︑こ

コンディティーさんも特別参加

会としては︑岡山県中高生キャ

の心に深く訴えかけてくる先生

で︑滞在中の感想などを話して

ることｌなど︑終始︑穏やかな

のお話であった．誰滅後の分団

には知らされていないような事
下さった．特に︑ダニー君は︑

あろうが︑しかし︑それにして

に時間は限られてる︒昨今︑生

それが理想を実現する為に適切

委員会の取り組みについても︑

語り口でありながら︑一人一人

その出会いで自分自身が変えら

では︑各自の生活の関わりの中

見知らぬ世界と出会い︑そして

のヨセフ物語の学びを通して︑

れる経験をしたのであるが︑こ

私述が新しい世界に目を開き︑

かれている．そのため︑本来は

徒たちは大変に忙しい環境に置

三徳圃で行なわれる予定であっ

られた世界﹂上いう主題の下︑

キャンプ長として︑﹁神梯の作

を諦師に迎え︑横野朝彦牧師を

八月八日〜九日︑延隙好英牧師

の準伽にあたり︑我々は決して

努力の限界数理を言う︶︒今回

とは﹁無惨﹂にあらず︑無限の

力の果てであろう︒︵﹁無残﹂

であろう︒いわば﹁無残﹂の努

した後︑初めて与えられる言葉

﹁お盆前後﹂という時期を外し

ってしまった⁝今回は︑従来の

①夏のプログラムとぶつか

れた︒

た理由として︑次の点が挙げら

いた教会が︑今回参加しなかっ

先ず＄従来敬極的に参加して

大きさを過小評価し︑十分に汲

それでも尚︑生徒たちの期待の

を用意したつもりであったが︑

は︑それらに代わるプログラム

待を持っている︒委員会として

と・キャンプファイアー﹄に期

ある以上︑生徒たちは﹁泳ぐこ

木谷誠

も言及せざるを得ない︒無論︑

ムと県全休のプログラムとを調

鳥取県では各個教会のプログラ

を得ない現実がある︒しかし︑

委員会という形態で︑これを運

しかし︑もはや有志による実行

この営みを続けたいと考える︒

か．委員会としては︑なんとか

では︑今後︑一体どうするの

和的に行なっていこうとする傾

において位置づけることも無理

営して行くことは難しい．地区

なのであれば︑教区・教育委員

向が顕著である︒何故︑鳥取県

なのであろうか︒そこに︑両県

てはどうか︑検討を希望する︒．

会がこのキャンプの母体となっ

︵実行委員会書記︶↓

︵児島教会牧師︶

の県民性の速い・各個教会相互

いＩ等が指摘出来よう．また︑

◇河野進牧師⁝十一月

二日︵金︶︑御召天なさり︑

告別式が営まれました．

三日︑更井牧師の司式により

七日︵水︶︑御召天なさり︑

｜◇脇本豊子．姉⁝十一月

九日︑・田井中牧師の司式によ

り告別式が営まれました．

｜御遺族の上に︑謹んで主の

一御慰めをお祈り申し上げます

都合により大椙に巡れました．お詫び申し上げます．

お淀び⁝本来畝十月中腱発行すぺ︒冠︾教区一ヌース鍵が︑要貴の

成にとって大きな意義を持つだ

を提供することは︑中間生の育

を持てない教会にキャンプの場

た︑単独では中間生プログラム

場を提供する意義は大きい︒ま

﹁主に在る出会いと交わり﹄の

共に学び︑共に生活するような

に対し︑各個教会の枠を越えて

各個教会の次代を担う中高生

二︑今後︑どうして行くのか．

ざるを得ない．

中心とした有志の団体で実行せ

県側ではそれが難しく︑教職を

て実行しているのに対し︑岡山

なり︑教職・信徒が一体となっ

鳥取県側では地区が実行母体と

の交わりの質の遠い・伝統の違

で可能なことが岡山県では困難

はないものを︑二者択一せざる

なものであったかどうか︑十分

も︑皆が良い空気の中︑しっか

た．延騨牧師に御指導頂き︑皆

何もしなかった訳ではない︒そ

②今回の会場に魅力が感じ

努力はした︒しかし︑﹁なんと

に反省しなければなるまい︒

り学び遊んで︑楽しく過ごした

リーダー達はそれぞれ︑この二

で自然の素材を生かした美味し

か︑↓と反省する︒今までに代わ

み取っていなかったのではない

反省の記

今年の日本シリーズは巨人の

て予定を立てた︒それが襲目に

ったり︑続いてしまったりして

る新しいプログラムの魅力を︑

対し︑あたかも商校球児のよう

参加が難しくなった．生徒︵学 生徒たちに対し︑もっと効果的

出て︑各個教会の予定とぶつか

りをなす予定であった︒

に﹁何も悔いはありません﹂と

校︶・教会・実行委員会の間の

ないかｌという悔い︑後ろめた

られなかった︒また︑﹁泳ぐ時

かなる﹂式の安易な姿勢が全然

委員会の力愛の不足について

に訴えるべきであった．

胸を張れるだけのものはない︒

予定調整は︽大変に難しい︒
れた先輩たちへの申し訳なさ︑

さは︑胸を去らない︒﹁時代の

間がない︑キャンプファイアー

・ 夕

なく中止された．．

しかし︑参加者がなく︑止む

る︶︑ワールドシリーズはオー
クランドアスレチックスの四辿
敗︑因みに日米野球もメジャー

もっと出来る事があったのでは

の監督は︑余りに厳しい結果に

自愛の念から気落ちＵ〜いささ

流れ﹂と言うのは︑この現実に

の非主体的な婆勢が全然なかっ

なかったか︒﹁誰かがやる﹄式

長年︑この営みを続けて来ら

呆然とし︑一言の弁明もなく︑

か自瑚気味であった筆者に対し

がない﹂等の点で︑生徒たちに

自らの責任を明らかにした．

対して率直な反省を尽くした後
﹁これも時代の流れだよ﹂と慰

たか︒委員は自戒し︑各自︑識

日本シリーズに先立つこと︑

アピール出来なかった⁝今年は
めて下さった同僚の先飛もおら

特に委員会の取り組みが遅れ︑

れた．この先雌の言葉に心から

③自分の教会のプログラム

その要約である．

約二か月︑われわれ岡山県中高

来なかった．夏のプログラムで

の事ではなかろうか︒以下は︑

生キャンプ実行委員会も︑同じ

一︑何故︑中止になったのか．

虚に反省する必要がある︒

の為すぺき事をぎりぎりまで為

感謝する．しかし︑それは自ら
◆凸

ような悲哀を味わった．第二十

二者択一的に並べられるべきで

言葉の違いなどに多少の戸惑い

三日間であった︒

はあったものの︑皆と同じ年代
ということもあって︑打ちとけ

ショックを受けたようであった
が︑それだけに強い問魎意識を

るのに時間はかからなかった．

柄に．子供達は皆︑少なからず

であった︒特に︑今年は大阪の
持ったようである︒

良く評価されるものだったとは

れていることに気づくのが狙い

聖和社会館長・金徳煥先生を

ト作りやキャンプファイアーで

が薄かったため︑それらが半ば

限らない︒主魎と鮴捌との関遮

他者との交わりに生きる者とさ

のタイトルのような主題の下︑

諦師にお迎えし︑在日韓国・朝

のクイズなどで︑ヨセフ物賠の

﹁未知との遭遇﹂という映画

鳥取県下の中高生が染まって︑

鮮人の問題について話を聴き︑

理解を深めることにも努めた︒

つの間に関巡を持たせるために

︵鳥取教会伝道師︶

夏期学校が開伽された︒場所は

また︑共に考え話し合った︒本

強制的に結びつけられる格好に

しかし︑プログラムの全てが

ルーテル蒜山農村センター︒今

名を名乗って生活することが出
学ぶだけではなく︑ウォークラ

また︑分団ごとのペープサー

ストに取り上げて︑八月九日〜
来ないため︑日本名を名乗らざ

年は創世記のヨセフ物語をテキ

十一日︑二泊三日のプログラム
ンサートで良い音楽を聰いたり

プログラム上︑かなりの工夫を

なってしまった点は否めない．

を抱えた自分たちと同じ年代の

ラムであった︒

と︑ずいぶん盛り沢山のプログ

リーで体を動かしたり︑朝のコ

子供述がいること︑更に︑その

鳥取牧会
於、

﹁キャンプ中止﹂という現実に

【共に脾了は3時30分の予定】

れなりに努力はした︒しかし．

②12月3日（月）午後1時30分

会場等について十分な用意が出

リーグ選抜の四巡敗．それぞれ

東中国牧区・社会要員会
主催

るを得ない︑という悲しい現実

ヨセフをはじめ︑彼をめぐる
差別の苦しみを乗り越え︑民族

が計画された︒

かれながらも神の導きによって

人々は︑多くの困難な状況に趾

轟矼棚牧師（禰染牧会）
発迩者

いラーメンと鮫子を作り︑師よ

一女住が．そして 1性も1
共に解放されるために一

りの識演を受けて︑学びと交わ

掴懲糺凄然県

『女のいたみ．叫のつらさ』
主匝

い所は︑錐者の個人的立場であ

一『住釜別間囮公開学習会』翻冥内一

四巡敗︵西武の四巡勝と言わな

1

四回・岡山県中高生キャンプは

,認

ｰ

時・所①11月26日（月）午後l誌30分
於、
春山町牧会

烏
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海外派兵に今後も監視の目を！
1990年11月5日．
東中国教区社会委員会

自衛隊をなんとかして海外に出したくてしょうがないという欲求が、政府・自民党の一部には、昔からあ
ったのです。今までは、自民党議員の質問という形で水面にあらわれていたにすぎなかったのですが、つい
にその欲求が「湾岸危機」を口実に、これ幸いとまとまった形で吹き出してきた、それが「国連平和協力法
案」にほかなりません｡

「時代が変わったの芝から』とさかんに政府は言いますが、むしろ変わることなくくすぶっていたその欲
求にこそ、私達は目を光らせ;まければなりません。
南アフリカの白人と手を結ﾉﾉで、最後まで経済制裁をないがしろにしてきた日本が、 「湾岸危機」では経

済制裁はおろか、自衛隊まｰ否 』､うとしています。クウェートの国民の命よりも、クウェートの油田を
守りたいというのがz､秀なの一コ。 日本にせよ、アメリカにせよ「大国」のいう「平和」など、自国の繁栄
のための秩序ということの別傘
‑Jないのです。他国の民衆を不当に抑圧し、搾取するためには、どうし
ても軍事力による「平和
.:(必要なのです。だから皮肉な見方をすれば、儲けているくせにアメリカ軍にば
かりたよるなというアメリカの主張はむしろ当然であり、自国の資本を自国の軍事力で守りたいという欲求

もまた当然なのかも知れません。
だが問題は「大国」のみの繁栄を保証するような「平和」なのです。今必要なのは、そのような「平和」
を守るために自衛隊を派通することでなく、他国の民衆の上にあぐらをかいた繁栄を真剣に問いなおすこと
です。

事実、日本政府による海外派兵の動きにいち早く危機感を抱いて反応したのも、日本がかつては軍事的に
今経済的に侵略しているアジアの国々の人々でした。労働力や資源をどれだけ安く買い叩かれようが、どれ

だけ公害をたれ流されようが、黙らざるをえない状況のなかで、一層脅威を感じているのではないでしょう
か。

「国連平和協力法案」がそういう響きを持ったものであることを、私達は忘れてはなりません。これが

「武力による威嚇」でなくて何でしょう。
政府は国会論議の場で、近い将来に予想されるカンボジア和平の監視団にも自衛隊を派遣したい旨を明ら

かにしています。東南アジアに日本の軍人が立つ！それはかつての悪夢を呼びさます以外のなにものでもあ
りません。そして、派遮される自衛隊員やその家族のことを考えてみても、やはり、かっての悲劇を繰り返
すようなことは絶対に許してはなりません。

憲法を素直に読む限り、どうしてそれが「合憲」なのか理解できませんが、たとえ仮に百歩ゆずって、そ
れが「合憲」であったとしても、そこで踏み付けにされる人々がいるかぎり、はっきりそれは悪なのです。
そのような法案がテーブルに乗せられたということ自体、国民がなめられているということの現れです。
今回これが廃案になったとしても安心はできません。かつて「靖国神社法案」が廃案になった後にむしろ
なし崩し的に既成事実の積み上げがなされてきたことはご承知のとおりです。

なりゆきを見守るのではなく、今後も自衛隊を海外に出そうとする動きに対して積極的に反対の声を挙げ
眠 ていかなくてはなりません。
I

踏み付けにされた民衆の一人として生き、声を挙げ、そして殺されていったイエスをキリストと告白する
私達キリスト者にとって、それは信仰の証でもあるのです。
ご掲示をお願いいたします

◎
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蓼陰今章霊

．
●

1988年9月の裕仁天皇の亜体報遊以来、その死去と明仁天皇即位、新元

即位礼

･

＄号の柵定に至るなかで､自謝､記帳､弔加
捌､大喪などが園を蝋げて行われ ：
、行政・教育機関をはじめ、マスコミなどを介してこの国が天皇色に塗りつぶさ ･
･れ、再び天皇制国家の様相を呈したことは記悩に新しいことです。

《〉

。

《〉

今また、新天皇の一連の即位儀式を行うことを通して、政府が国家意識の統

･合をはかり、新しい国家主義への流れを編みだそうとする意図に対して、私述

露燕鰯蕊蕊蕊蕊謡蕊露悪謡蕊蕊

《〉

：は畿戒の念を抱かざるを得ません｡ 』1月'2日の｢即位の礼｣ 、 ユ,月2, 《，
●日の夕刻から23日にか ﾅて行われる｢犬職祭｣はいずれも､戦後懸薩の根幹：
＠である主揃在民・政教分離等と梱容ればいものです。

．

○大きな流れに大部分のキリスト者が流され、戦争とアジア諸国の侵略に協力し

･

私通キリスト者は、イエス・キリストの神以外には何ものをも神としないと
●いう信仰に堅く立っています。 しかし、第二次大戦中に、天皇を現人神とする

大嘗祭

○
○

灘謬誰総:糯認好冒 鰯縦章賊嚇測瞬
く〉対することを表明します。
4》

〈〉

●
.

．

（1）新天皇が「高御座」の上に立ち、即位を宣言する儀式は、国民主権をう

･

《〉たった懸法に反するもので、このような「即位の礼」を認めることはできませ
《》ん。

○

● (2)新天塁が神に葱ることを繊味する儀式を含む｢大欝祭｣を認めることI# :

：醗馳･る翌蕊尭今蛎職興勲蝋欝澱震総鯨蕊：
；のであり､許すことので害ないことです。
。

鯵

： (3)神社神道に篭つく墨壼の私的宗教行砺である｢大欝祭｣を､国家の公的：
●芯行那として行うこと臆､憲法に定める政教分離の原則に反することで認める ：

： とはでき書せん。

○

しのせ険定がにんの教委
た主ねなさ自よ
、理会員
。 旨ば動れらつ口解、‑′薇

が県そし師で会常しの 、 日は
も側うたの 、直喜た参全 、 、
たとｰ放言宜前 ・
・加県同烏

ま柧戒危否力章ろ祭和区

がは原

れ同と区去教の

刷

を下じ取

十一月十一日︑即位の礼の

前日︑倉致教会では︑伝道委

員会・教会学校・聖歌隊・役

員会・出版部など︑教会の主

だった組細の代表十名が教区

常極委員会絹﹃大嘗祭・日の

丸・君が代〜間と答﹂の睨み

﹁間と客﹂起草者の一人︑

合せ会を棚きました︒

伊勢窟士夫牧師︵倉敷水島教

っ込んだ意見交換を行いまし

会︶を助言者に招珊して︑突

これは︑来春早々に計画中

た︒

得のく教

の教会を挙げての学習と取り

した︒倉政教会は︑本年六月

一組みに伽えて開かれたもので

にも︑田中史郎教授を誰師に

﹁大嘗祭・天皇制を学ぶ﹂教

会染会を笑施しました︒この

時は４０名の参加者がありま

ことが期待されています︒

まじい・宜る部術取
した．来群はさらに充実する

米子教会では師人会や家長

巡小ヱｊ鋤杁△蚕

、正

会などで﹁間と答﹂の学習会

で開かれた教区の集会にも︑

をつづけています︒鳥取教会

ーチにも積極的です．

地元での超教派的アウト・リ

感らはけ神脱マ進

・

倉敷撒▲宮

になきなをて．1

会山指択牧在総内ま名に二で

岡 山 築 会 の 棋 棟 は 十 二 日 付 各華会の率り短み

、県

まるで︑天皇主樋の憲法下

をが宮め教のか5雛

架岡目採進不団宮れ0節十側

で行われたかのような錯覚を けの毎日新聞が報遊していま

、

、は権三ち嘗信地

覚えた﹁即位の礼﹂でしたが す．︑二つの儀式は天皇神格

の

・

十一日と十二日︑教区宣教部 化の内容を持っており︑主権

らうらいに家．十も大取部

れ辮註

。 と拶内の長会牧区会会教会方
抗の笑総・ の師識がか授場鳥
鍛後化会宗たは長開らをに取

主催の﹇即位の礼・大嘗祭を 天皇制の匂いがし︑文部省の

駒た習挨の月員員会教築教中を一

た 、うなるたのこの師取
ととちらと
、手と礼，‑、県
砺いかなき国紙は ． 烏東

考える集い﹈が︑蕃山町教会 君が代・日の丸強制や国民の

しいのばすれへだ位牧

羊･令令令塞今今令今･･････.今＝令＝今＝＝＝＝＝....：
銘な芽れとか人ん即夫
し学う曾五委縦紋
て諸田会
た

目に触れないところで行われ

11月11日

きを考えれば︑キリスト者の

1990年

︵岡山︶と鳥取教会︵鳥取︶

･
･

〈〉

ている天皇と自衛隊の結びつ

「即位の礼」 ・ 「大欝祭」に反対する抗議染会参加者一同．

〈》

で開催されました︒

《〉

．
●

協賛

蕃山町教会員の田中史郎・

岡山県中部地区

岡山大学教授を雛師にお迎え 信仰的良心に基づいて︑新天

東中国教区宣教部主催

して即位の礼や大嘗祭とは何 皇の即位の礼と大省祭に強く

．
･

日本埜督教団

反対せざるをえないとして︑

<〉
《》
〈，
●

か︑何が間皿であるのかを︑

、

「nll位の礼｣や『大嘗祭｣によ､て一段と押し進めようとする政府の意図を断：
《》》 じて許すことはできません｡

抗議の集会宜言を採択しまし

0喪の礼」などの一連の流れに見られる天皇制の強化による国民の支配と統合を、

考えようというものでした︒

;;雌鵬蕊翌』｢鰯ｧ｣｢鰄憾獄､鰡蕊鵜鰯戦1

東中国教区

ニュース誌
委員会

く介敷＞

鳥取県の倉吉市︵当時の上井

所戟﹃私の牧会伝巡﹄より︶．︑

から﹁人の為に苦労するのは当

村島牧師は︑子供たちの幼い蝋

な助言をされたのか︑について

れたのか︒また︑御両親はどん

町︶で側拓伝道を側始して三十

た﹂︵蚊区ニュース脇・節開号

経験を強いられて来た︒今の会

の蕊︒また︑牧師と言えども︑

然﹂と言って聞かせて来たｌと

﹁ここで側拓伝道を始めてか

堂を得るまでに災会所を求めて

年︑村勘宏牧師は奥槻と共に

ら今日まで︑何とも言いがたい

五転した事︑食うや食わずから

上井教会と﹁ひかり保育園﹂と

次年臓教区総会の日程が決定さ

尚︑この淵置委員会において

﹃暗い中を歩いて光を得なくと

ても︑ぶたれても平気になり︑

し︑そのお膿で︑踏んづけられ

幾度あった班であろうか︒しか

くれども﹄という行き詰まりが

それに伴う労苦で﹃せんかたつ

そして︑今春︑御夫斐の三人の

を築き︑育て上げて来られた．

キャンプかも知れない︑との噸

っかけは商校二年生の時の献身

なかったそうである︒献身につ

前では決して教会の話をなさら

あろうが︑村島牧師は御子息の

人の子︒愚痴をこぼしたい事も

始めて行き先の見えない苦悩の

れ︑同時に．蝿伽委員会が設慨

も︑なお主の名を薊み︑己の神

長年月︑付属事業が始まれば︑

された躯も御報告しておかなけ

だった︒

ものだ︒

ればなるまい︒日程は五月十四

お子槻の内︑長男の縦也氏が関

先ず︑どうして献身を決意さ

蝿溺撫瀧綱職撫職繍蝋

聡明にして洗練︒今後が楽し

決められたものだそうだが︑き

いては︑義也氏が自分の決意で

十二月五日．鋪四回常世委側会が岡山教会で側仙された︒この日は今春・袖教師試験を受験する

に報る者は誰か﹄という御言葉

｜︽鴬識置き巽嬬滑翻癸聴報辮墾忌一

牧師二世お二人の而接に加えて︑按手礼式が執行され︑轡びに漣れた柑醗發貝会であったが︑他方

日〜十五日︵於︑米子教会︶︒

拡大常腫委貝会での椴榊改正婆風長の発言をきっかけに︑岡山県中部地区が﹃槻柵改正に間する髄

○横野朝彦師︵岡山教会︶
川崎善三師︵米子錦町教会︶
末宗辰彦氏︵米子教会︶

森直樹師︵商梁教会︶︒

D■■

間状︵二面に妃耶︶﹂を提出︒椴梢改正をめぐって抽醐が紛糾した︒以下はその報告である︒

事に１−今回の常置委員会中︑

単伽委員は次の通り．

みな存在である．みんなで応扱

れだけの雌側と悩璽さが必要で

機柵改正委員長が﹁自分は委員

は切実だ．まして︑牧師の子が

いで欲しいｌという︑親の願い

っている．子供に信仰を受け継

信仰の継承が大きな問題にな

あふれる幼少時代．．と︑尽きな

れた頃から︑恵理子氏の正栽感

牧師の思い出は︑出産が危ぶま

た訳ではないのだ︒珈爽︑阪西

なのかも知れない︒決して忘れ

ろう︒恨むな︑と言う方が無理

親の痛みは︑今︑大きな喜びに

恵理子氏の献身に結実した︒父

の︿見えない祈りの交流﹀が︑

いらしたに違いない︒この親子

の︿背中の祈り﹀を聞き届けて

牧師として歩んでくれるなら︑

﹁独り立ちする子を改めて主

変えられたのである︒

にお献げする厳かな思いでず︒

の御両親にお会いする機会を得

御夫妻であるが︑瀞かな喜びに

中で畷かく恵理子氏を見守り︑

ながらも︑淵に阪西牧師は心の

い︒牧会の為に忙しく労し続け

いました︒その母娘でも︑子は

で通じ合う交わりを与えられて

最後まで召命を全うするよう︑

満たされた御両親に接し︑思っ

祈り続けていらしたのだ．そし

ある︒突然の来客の為︑何度．

牧師には常に家族への痂みが

り出しまで牧会に奔走する父親

て．恵理子氏もまた︑約束を放

お献げします﹂︻母︼︒︵１︶

所有物ではない．改めて神椴に

﹁断絶を知らない︑心の底ま

祈っております﹂︹父︺・

勝る喜びはあるまい﹂と︒

たものである︑﹁成程︑これに

た︒無蓋︑玉野教会・阪西牧師

私達の祈りでありました．今は

牧師二世が誕生しようとしてい

この春︑当教区から御二人の

勝る喜びはあるまい︒

親として︑牧師として︲これに

約束を守ってやれなかった叩だ

で

義也氏は一九六五年生まれ．

西学院大学大学院での学びを終

が拠出され︑槻柵改正に間する
あろう︒

長ではない﹂と主張して譲らな

︑

のように︑私ではなく︑ただた

去る十二月五日︵水︶︑今年
正確な中川報告が求められた事

いない﹂状況のようだ︒改正に

霞

ｐＪＵ

して行きたい．︵Ｙ︶

度の第四回常置委員会が珊催さ

﹁意見はあるが︑何も決まって

によるが︑しかし︑現時点では

向け︑現在︑要点となっている

しかるにｌ何とも信じがたい

いつもと較べ︑心もち明るい︒

午後の謂事に先立ち︑池田玲二

是非、御出席下さい．

体︑どうなっているのだろう︒

当第一部（18日午後1時30分〜4時30分）の鱗菰のみでも

零

れた．この日︑常盤委員の顔は

師︵津山城西教会︶と森直樹

るような一幕さえ︑あった︒一

かった為︑讃論が膠着状態に陥

③地区活動の強化︑の三点であ

一⁝一
了

按手礼式

部と宣教研究委員会との統合︑

牧師が牧される教会の方々にと
るが︑機柵改正委員会としては

のは︑①宣教部の廃止︑②教師

っては勿鎗の噸︑同じ教区内に
﹁今は意見交換の時．もっと意

師︵高梁教会︶の正教師按手礼

厩する我々教師一同にとっても
見を出して欲しい﹂との邪．

割

式が執行されたからである︒両

大きな喜びの一時であった︒子

しかし︑意見を求められてい

開会−18日午後1時30分、終了‑19日午加0時

−

﹃我と我が家は主に仕えん﹄が

§

る︒その御一人︑阪西恵理子氏

＃

る側としては︑何も知らない内

森師（右）
喜びにあふれる受按者．池田師（左）

供のような︑キラキラと希望に

I

満ち溢れた両先生方の目が印象

中部地区からの質問状は︑その

辻宜近・教団韓会錨長

に話が進んでいるような印象を

象徴でもあろう︒正確な報告と

岡山郵便貯金会節

◇講師

に残る．︵写真︶

よる報告が随時︑機柵改正委貝

受ける︒本来であれば︑文書に

れが行なわれていない為︑機撒

会から行なわれても良い筈︒そ

また︑今春の柵教師検定試験

恵理子氏との面接も行なわれ︑

を受験なさる村島鍍也氏︑阪西

お二人とも教区の推猟が決定し

心は︑︿機構改正﹀についてで

諭鯛する為の貨料とが求められ

な内容が伴っていない．岡山県

改正は話題にはなっても︑正確

あった︒前号での教区一豆ｌス

る．教区宣教の推進を目指して

さて︑今回の蹴置委員会の中

誌の報道をきっかけとして︑岡

機柵改正を行うのであれば︑そ

（宿泊も）
◇会鳩

蕊
稲,I
題

§観

た．御活跳を期待したい．

に﹁機撹改正に間する質問状﹂

山県中部地区から淵慨委員会宛

1991年2月18B(月）〜19日（火）
◇日時

若手教師会の御案‑内
第七回

詩↓鼻器

え︑伝道者となるべき逝を歩み

着実な論読を進めて頂きたい

員長が再確認された︶︒

︵結局︑秋山徹機榊改正委

一発イテー

だ聖旨に従う班を学ばされて米

一今年度の蒋集一

始められる︒

薑

！
＃

(1)
6号
第．

東中国教区二1−ス
1月ZO 日発行
1 99 1年
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癖電工E↓二四づ一壱査問

岡山県中部地区任遡鯉躍会

さて、現在検肘中の放区楓構改正につgまして、 9月17日の砿大常狂魯貝会で秋山先
生よりなされた翻告を、当日出廃いたしました地区婆貝の綴告と教区ニュース蛇の記耶を
もとに． 1 1月27日の中肌雌区伝近鰡醐会において鯉趨画しました．

されていなかった噺側の中で大勉ぎで穏瞥されたため､槻栂改正について.槻侭改亟魯図

その紬果、肱大常盟襖田金の喝では、大蒋偏Q＆Aの検討に多くの時間を渓し、殆ど残
会が考えておられることを十分に伝えられなかったのではないかと推覇致しました．そこ
で中邸壇区伝遡協踊会としまして、改めて掴構改正についての詳しい綴告をして、8たい

との要望を出すことで一致致しました．

ｂ ロ ︽ ︾ ■ ・ ・

哉小↑

つさましては、現時息で園撹改正について常置要員会として考えておられる郡の値幽を
爪愈たく、ここに留望致します．年度末まで4ケ月となり．撹構改正についての勘蹴をな
す時間も少なくなって8ました紋、年内に文啓にて回答頂けますよう、お別い致し虞す．

◆●グ

主の観福をお断り致し虞ず．

０６９６０●●●︒■◆●●●ＯＤＤｇＯ●︒︒◆ｏ０Ｇ６Ｃ９０ｑ６■■０■■●︒■■■■●●Ｑ●●●■︒０００●ＤＣ０Ｏ●●Ｃｅ●ＯｏＯｃ●ＯＧ●●■ＤＢＤ﹂

粛日頃より私通の東中田牧区の宣教活動に師駁仕、8．ありがとうございます．

④教師部と亙較研究委員会の

年間二回乃至三回開催する．
各部委員会を独立させるのでは

｜その為には．宜救部を廃止し

即した研催会を開悩致します為

︿中略﹀教師部が牧会の現場に

れたのだ．そして︑そういう方

イエスは断固たる﹁否﹂を服ら

引きをするような者に対して︑

本がどう動こうとしているのか

その分析ばかりだ．肝心の︑日

それも忙しいのは取況の愉報と

という艦が︑ほとんど密封され

には︑従来の宜敦研究委員会の

たのだ︒

ューで︑澗岸戦争勃発について

はどうした訳だ？︶のインタビ

活動をそのまま踏襲する事は不

たとえ︑どのような理由によ

の感想を聞かれて︑﹁関係ない

なく︑逆に︑宜救部委貝数名を

可能なのではないかと思われま

って始められようとも︑戦争と

残し︑各部委貝会の予算を地区

すが︑﹁教師部と宜教委貝会と

いうものは︑・関係のない人々を

統合は両委員会の提案であり︑

活動の為に用いた方が良いので

の統合﹂という御提案は︑その

ね﹂と答えた若者がいた．そう

だ．本当に﹁関係ない﹂なら︑

たままマスコミが動いているの

うした考え方の可能性につき︑

はないか︑と愚考致します．こ

点について如何お考えなのでし

巻き込んでいく．政治の手段だ

だったから︑十字架にかけられ

すべｇである．︿後略﹀

御委貝会では︑如何お考えでし

ょうか︒

研修と研究の迎撹の為にも可と

﹃主の盟名を臘美致します．
ょうか．

に感謝申し上げます．と同時に

会との統合に閲してですが︑御

また︑教師部と宣教研究委員

提案されまして以来︑御委員会

をきっかけに︑教区機栂改正が

岡山県中部地区からの質問状

て．いたいけなく微笑んでいる

わらない．木や鳥や動物︑そし

的としてだろうが︑その点は変

が︑あるいは戦争そのものを目

いね﹂と言えるものであったら

とっても︑この戦争が﹁関係な

にとっても︑アメリカの兵隊に

どんなにいいか．イラクの民衆

■や一口凸伊令

ろうが︑﹁平和﹂のためだろう

当岡山県中部地区よりの質問状

委員会よりの﹁お答え﹂を見ま

より初めて槻構改正案の実質的

子供たちにしてみれば︑どんな

東中国教区の為の尊いお働き

に対し︑御委員会より御丁寧な

す限り︑その御窓図をつかむ事

な内容に触れさせて頂く槻会を

も理由もなく︑自分たちを殺歓

﹁正袈﹂も関係ない︒何の窓志

ても︑﹁関係ない﹂と言えるよ

こと︑日本に住む私たちにとっ

国の人々にとってはもちろんの

と思う︒だが残念ながら︑当軍

▲ ■ ６

Ｕグロワ●

していく天災と同じだ．しかし

〃●■

お答えをお寄せ頂きました事に

の宣教研究委貝会と同じ樋能を

が出来ませんでした︒もし従来

４０−ｅｄＬ

感鮒申し上げます︒

得ましたので︑ここに若干の愚

教師部が併せ持つ事になります

す．御解答頂ければ幸いです．

考と質問とを提出させて頂きま

うなもの刃はないのだ︒そうい

凸恥■■●

なら︑敦区・教師研修会は牧会

う状況の中で﹁関係ない﹂とい

層部﹂どうしの争いなんかに関

い﹂ということになってしまう

よって人が何人死のうが関係な
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天災なら雄の責任でもないが︑

さて︑当地区にお寄せ頂哲ま
した﹁質問に対する答え﹂によ

の現増からは随分と遊離した研

戦争は紛れもなく人間がやって

修会になるように思われます．

う態度をとることは︑実は︑極

る事により各部委員会を独立さ

いることなのだ．そして︑何と

う．即﹁自分が関係することに

めて政治的な態度となってしま

倉敷水島教会伊勢富士夫﹄

りますと︑①宣教部を廃止す
せる事︑②教師部と宣教研究

っきとした加害者なのだ．﹁上

いうことか︑私自身もまた︑れ

敵を愛することまたは

︒ｂ︑今

が既に御委員会で確麗された︑

委員会を統合させる事︑の二点

との由でした．

係したくない．だが車実︑関係

のだ．一見︑中立的なようでい

しかしながら︑現在︑敦区・

て︑結局のところ︑﹁上層部﹂

る⁝その贈誤とは︑教区ニュー

している︒他の国の︑そして自

の勝手な線引さにまんまとはめ

関係なく生きるために

国の椴々な人々を踏み台にして

各部委員会によって主催されて

手に入れている豊かさ︒その中

られることにしかならない．

ス謎第五号の一面最下段中央で

から払った税金がまた︑その遥

一九九０年十二月六日

そんなにむずかしいことではな

かさを保証してくれる国際秩序

なのではないでしょうか︒教区

ましても︑よほど効力ある方法

事の方が︑出席者数一つを考え

たちが心配だと︑人質になって

にしてくれたイラクの兵隊さん

殺したくもないのだ．あの親切

て殺されたくはない．そして︑

擢利があるというのだ︒鯉だっ

ら先は敵なのだ︒だから﹃隣人

からここまでが瞬人で︑そこか

きなのか︒何をもって︑﹁ここ

なぜ違いを尊函しながら共存で

条に違いがあるのは当然だが︑

物でしかない︒民族や文化や個

の血を吸い取ってきた歴史の産

国境綴など︑おびただしい民衆

てしまっているのだ．

人殺しをやっている一味にされ

強奪してきた金で武力を盛え︑

ように見える私自身が︑実は︑

たのだ．一見︑何の関係もない

てくれ︒あの中東国会は何だっ

肘﹂されている︒いい加減にし

またもや自衛隊槻の派遣が﹁検

国範軍への経済支援ばかりか︑

あの矛盾に通じるものなのだろ

るために十字架を負う﹂という

という︑この矛盾は︑﹁命を得

関係していかなくてはいけない

めに︑関心を持ち︑自分なりに

はどうあれ︑関係なく生きるた

には何がでさるのだろうか．何

に幸せにくらしたい︒そのため

に敬争なんかとは関係なく平凡

く関係させられるよりは︑本当

森直樹
今これを書いている瞬間も︑

ったことに気付けば良いのだ︒

い．初めから燗んでなどいなか

おります賭集会の出席者数を考

委員会の独立が︑教区宜敬の業

のくらしが破壊されている︒い

中東では平凡な一人ずつの毎日

えます時︑宜教部の廃止と各部

の為︑どの程度の効力を持つも

し︑同時に常温委員会の栂限を

のか︑深い危倶を抱かざるを得

内の一つ一つの教会が少しでも

いたある日本人が言っていた︒

を愛し︑敵を憎め﹄﹂などと言

﹁関係ない﹂と言いながら深

二︑機栂改正に関する常腫
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学びと研鋼の鯛を持つ為には︑

一対一なら何の恨みもない個人

うのか︒どのような特梱を持っ

強める﹂である．

委員会の了解事項は︑①経費

指摘されている⁝﹁経費を節減

︻要旨抜粋︒⁝は省略部分︼

︿削略﹀昨日の常置委貝会は

常設委員会は独立する︑報告は

各教会からは離れた会喝で行な

ではないか︒だが︑﹁上層部﹂

てかは知らないが︑私たち民衆

窓な錯誤があった．即ち︑拡大

常澄委員会での機構改正推逆委
艮会委員長による機構改正に関

は槻栂改正の目的ではない．
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って︑常股委員会間︑及び︑委

し︑地区によって諸集会を担う

ったい何撒ならそんな事をする

適時︑常置委員会が受ける．そ

われる教区主悩の賭集会より︑

は︑おりに触れ﹁敵を憎め﹂と

の頭越しに勝手に喧哩をし︑綿

ません．むしろ地区活動を充実

する中間報告は︑常置委員会・

の方法として︑委員長の常置委

地区主悩による︑より身近な集

と言われた．敵を愛する事は︑

言う︒イエスは︑﹁敵を愛せ﹂

の節減と常置委員会の梱限強化

機構改正推進委員会の窓図する

員会陪席と書面による報告を検

です︒

会の方が出席も容易になるから

一︑口頭報告に一部︑不本

た⁝予定と異なり︑極めて短時 肘する．③宜教部廃止によ

ところと一部異なる内容を伝え

る．その為に常設委員会委員長

れた報告であって︑簡潔さを求 員 会 ・ 地 区 間 の 閥 堕 が 眼 題 と な

間の内に侭ただしく口頭で為さ

と地区委員とによる宣教会鯛を
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め⁝報告者自身の主観を越えた

のだろうか．︵高梁教会牧師︶

か．何をしていかねばならない

う．本当に何がでざるのだろう

麦出の錯誤を招来したものであ

以下の二点を確腿致しました．

を守るために使われている．多

東中国教区常睡委員会

常置委員会からの解答
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︲Ｉ常置委員会報告１１
二年間︑動いているのかいないのか︑模湖暖昧の改
正委︑報告しては波を立て︑説明しては混乱し︑およ
い

よるろろとまるびつつ︑それでも精鋭この教区あちら

の案答申す石常侭委受けて用心し︑修正意見の試行案︑

の意見この批判︑なしまぜこきまぜ珍重し︑それなり

原案よりもぬけぬけと︑改正なしで中味取る︑庇胸と

Ｊｆ

四月九日︑蕃山町教会で開か

者﹂という表現は厳密に取らな

地区の伝通・教育・社会の担当

賀か支え意す．改正点２の﹁各

用心般終案︑米子の総会通りやんせ︒

の末︑次のような椴櫛改正案を

なお︑この機概改正案が総会

うし︑地区によっては担当者を

師会や委員会が対応するでし陰︽

とでしょう︒地区によっては牧

舵︼
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て査定作業を行いましたが︑そ

︲︲︲︲︲︲︲︲︲ｌ︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲け︑助成雛自体を訓万円の基礎

④予算原案は館２案による︒を常慨委員会に求めることを避

同委員会とする．報告し助成我執行の一部の決定

③教師部と廊教研究委員会は合会としては︑従来通りの壷定を

区に活動韮錐を股く︒生まれた︒助成金申鮒迩定獲員

②常股委員は２〜３名とし︑地窓すべきではないかとの見解が

長が招集する︒プログラムに対する助成とを用

股委貝是で腓成し︑教区剛搬ための助成と︑教区迩教を担う

かたちにしていくための内の苦

柄を整理して自分たちにあった

を受ける︒☆教区内の嫌々な取

の時限りになってし童った印象

じ︒天息制の問迦についてもそ

の姿勢が淡泊になってきた感

する諸教会︵あるいは諸教職︶

あった︒☆教団︑また教区に対

会態勢の変動など大きな動きが

りが今以上に常股委員会に関心

諸教会が︑また教会員一人ひと

だけの問題ではなく︑赦区内の

善するための道は︑ただ委員会

えなし時が多々ある︒これを改

は決してスムースであるとは雷

ろうか︑しかし．その今の現状

スに話合しが行われてしるのだ

ろう︒☆以削と比べたらスム！

一発行一

区活励助成饗の扱いに関活動助成金︵帥万円︶に分けて

しみが今しばらく続きそう︒☆

のことにより諸教会の現状によ

をよせることにあると思う︒そ

り即した︑実のある議論が常樋

局︑執行方法の見直しを常侭委

題が減った︒☆委員会の所用時

教区に持ち込まれる諸教会の問

宮内議長は次期常戯委員会ののことを委員会に諮りたし．と

する件執行することを提案したい︒こ

見直しの理由が明らかにされて

ろうか︒それぞれの教会が︑東

委員会で行われるのでばないだ

覚と連帯︑またそこから出てく

中国教区に属していることの自

また︑次期常股委員会に期待

することは⁝・・☆他地区・他教

ともない︑地匡活動助成磯帥方活動助成金は年度当初の計画に

会の活動を肌で感じるような委

所管となるが︑機椛改正試行に述べた︒続けて秋山副議長は︑

うに執行されるものと了解されに当たって執行するように考え

円のうち幅万門の枠は例年のよ従って︑それぞれの活動の実施

員会．☆新しいものを生象出す

いますから︑常賦委員会の議事

ていると思うので︑その線で各ている︑と述べた︒

信仰を持って．☆今期以遡

守■︑︒

鍬

五月十四〜十五日に棚かれる

理をしたような感じがする．☆

った︒☆実りと言うより敗戦処

を初めて知った︒☆質が良くな

制の確立を願う︒何故︑

委員会が率先して時間短

指しているのだから常瞳
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る活励が期待される．

議
地区の申舗を受けて迩定配分を委員会に格別異鮠はなく．．：．．

見越した議論を︒

をつくりだす．☆将来を︒汽

上うな磯櫛改正後の実態唾︲

試ゑたが︑その過程で︑地区活助成没の分割執行を提案通りと

録から磯柵改正案とともに抜粋
します︒

東中国教区機構改正案
束中国教区は地区活動の強化

肋の状況のばらつきを考え︑地することで合意に達した︒

上に良い質の話合いを︒一・
☆地区活動をもりたてる琴︑

による教区宣教の進展をはかる

区活動の雅礎的な部分の強化の
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この一年間︑常戯委員

かく委員会にかかる時間潮羽

会を取材して．．⁝・☆とに扉

教区総会において常醗委員の選

十分に楽しんだ．☆﹁大嘗祭・

談班録が変更されるのだ

を教会にかえすことを目

が長い．この教区は教職・

準が行われ︑来年度は新しい常

日の丸・君が代Ｉ問と答﹂の発

Ｉ任期終了にあたってＩ

常置委員イソタビュー

教区総会近づく

ため︑１９９２年より以下のよ

１︑各常設委員会の委員長と

うに椴柵を改正する．

地区養員は必要に応じて術健委
員会に陪麻する．また教区宜教
会議を開いて教区の総合的な宣
教課題について協識し︑各委員

股蚕貝会が組繊されることにな

行︑磯柵改正︑主た教区内の教

を図るものとする︒

２︑各幣股委員会の活動の韮

る︒そこで教厩総会の前に︑任

鮒をしてほし地☆会識一
鰹は地区に吐く．各術般委員会

期を終えようとしている燃趾委
して活動する︒

員の先生方に︵全員ではない

は柵成を縮小し︑各地区の伝

会・各地区の巡絡・澗蝋・総合

間を短縮してほし蝿

員会に提案︑承腿されました︒

識事９磯柵改正試行に伴う地助成金︵各地区均等配分︶と︑

の過程で︑助成費の執行方法に

』

見直しの必要が悪ぜられ︑結
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道・教育・社会の担当者と協同

ただいて︑その惑想や反省点︑

が︶この二年間を振り返ってい
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れた鋪７回常侭委員会は︑討議

を遡りますと︑それに合わせた

戯くことが選ばれるでしょう︒

の命■D

３︑敬師部と迩教研究委員会

また次の常倣蚕員会に期待する
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予算案も承腿される必要があり
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採択しました︒間違いのないと

ます︒別掲の機櫛改正予算案２

すべきものがあり室す︒機椛改
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正委員会の中でも伺槻な意見は
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の修正意見にもありますよう

れ大帆に縮小されている︑②諸

地区活動助成費は岡山東部地区

出ていました︒さて︑今年度の
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まず︑この二年間の常殴委員会

災

一夏Ｉス紙で付けましょう︒

大している︑ことです︒改正点

を除いて全ての地区が既に申鮒

委員会費と地区活動助成費が潮

１を担う試行型宜教部委員会
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らな懇談が少なく︑スムースに
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第３回教団部落解放全国会議報告
会議に出席された前田栄一郎氏︵馨方教会︶と
山本英夫牧師︵境港教会︶のお二人に綴告を郷
いていただきました︒

大阪教区の近藤蒋彦牧

に残っている報告ば︑

た．その中で最も印駿

日目にそれぞれの発表があっ

共同闘争の分科会がもたれ．３

での解放教育の推進⑩反差別

⑨神学校やキリスト教主雛学校

腓ご盤︑こ・狸からの藩Ｆ牧師会

の歩急腱つしで語り合われ︑次

側は６〃に鳥取県側で︑伝遊牧

ら︑互い腱学び合し．肘認し合

会の現場での戦いを諸煮えなが

﹁第７回若手教師会報告﹂

今回の若手教師会は．去る２

辻先生のお鰭では︑教団にば

したいということ踵なった︒

月即日︵月︶鯉日︵火二泊二日の

日程で︑誹師に辻宣道教団総会

た︒

師の話でした︒彼が教

今回は３日目に聖餐式がプ︻房

会狸赴任後︑解放運動
と取り組み始めて暫く

金会館を会場に行われた︒

議長をお迎えして︑岡山郵便貯

会健大変少ないので︑大切にし

グラムの中に入っていたが︑全

今回は︑辻先生をお迎えする

体交流会の・中で．明治時代に

ということで︑一日目の昼から

で︑その教会の有力な

あった部落の人との陪錠拒否の

て欲しいということであった．

した時︑役員会の席上

誰件をあげ部落解放の会議でな

︵普通は︑夕方から︶プ鹿グラ

ろであった︒︵この中

うやく加名というとこ

講浪１では﹁静岡草

寺︒︑︶

のように自発的に行われている

一役員より次のような

ぜ聖喪式をしなければならない

ムを錘んだにも拘ら手．︑教低の

色令な会合があるけ・奴ども︑こ

抗議が出されたそうで

のかという提起がなされた︒そ

り︑出席者は延べでよ

他の行聯などと皿なった聯もあ

に分かれた．また︑他教派の

差別郡件が和解しない主ま今日

﹁若手牧師﹂の皆さん︑是非一

教区内の自称他称を問わず
して︑聖餐式を中止すべきとい

活動状況では︑＊委員会は
落解放活動に取り組む

方なの考えも聞くべきだとの意

す︒

守先生を我が教会に

う窓見と執行すべきという意見

人数は１２８名で︑うち牧師が
作っているが実活動が育ち腱く
のなら︑私は次の行動

際立つ報告

があり室した．

﹁取り組みを育てよう﹂
今年２月５〜７日︑奈良県天
理市にて第３回教団部落解放全

のためであるのに︑部

迎えたのは︑教勢澗揚

約帥・︿１セント︑女性Ⅳ名でし

い．＊努力はしているが反応が

には︑講減だけに参加

た．東中国教区よりは牧師２

テーマ別の分科会に入った︒筵

に至っているので︑その関係を

徒の方々も含まれてし

された︑玉島教会の億

で抗識する．①月定献金を拒否

そこで先生は取り組象は止め

回復するために聖餐式を執り行

翌日東岡山治委員長は聖墾の

見も出され︑結局︑主催者に判

見えない︑＊教会の在り方や人
する︒②礼拝には出席しない︒

国会醗が開催されました．参加

﹁﹁取材メモ﹂ｌ﹈

名︑信徒５名が参加し︑会議は

③役員会出席を拒否する．弩

断を委ねることになった︒

て︑＊地味ではあるが藩実な歩

間の生き方との関わりについ

象をしてしる︑等の報告があっ

放問題に取り組んでいくか﹂と

者健﹁教会でどのように部落解

全国会識は２日目の午後から

いたしまじた．参加をゆるされ

大変暖かい雰囲気のうちに終始

た者として︑印象に残ったいく

から意見肘議を１年間継統され

ない意志を表示し︑牧会的配慮

深教会の拠って立つ根

たが︑中でも際立つ報告は東中

の教会鈴を語られた．

拠﹂と題して︑ご自身

国教区岡山西部地区の活動報告

いたいと述べた︒また現在でも

その中心には︑カル

つかのことについて感想を申し

いう分科会に参加したが︑感想

部落出身の牧師からの聖喪を受

述べます︒
でありました︒

けることを拒否する聯実がある

た後︑臨時総会を開き︑総員の

聖書研究

い部分に数多く潜んでいるとい

としては︑差別の現実は見えな

主として先進玉島教会の活動

で取り組糸継統が承認され︑今

を軸に︑草の根的取り担匁は力

意志表示を求めた結果︑雌少差

中鶇教団捻幹率の開会挨拶に

ヴプンの︒キリスト教
日に至っているそうだ．ただ︑

ことが報告された．

強く︑蒋突な歩糸の報告がなさ

う感じであった．

続いて︑桑原亜夫牧師の担当に

組熟状況の発表がなされたが︑

会議に出席させて頂いたが︑参

講演Ｉでは﹁わたしの教会形

綱要しがあり︑またカー

ル・バルトの神学があ

牧会的見地からは︑分裂を招し

聖餐式はパンをちぎりながら

れました．その活動は地区内教

興味深かったのは︑垂別の現

よりピリピ人への手紙３章２〜

ると言われ︑教会とし

たことは極めて不木窓であり︑

回し︑茶碗に入った葡萄酒を回

会だけでなく︑﹁部落解放同盟

実か一般に首われるような．差

肥節の聖蓄研究が行われ︑パウ

ての基整をそこに求め
しておられました︒

できれば避けたかった︑ともら

により良心的拒否をされた方も

岡山県連﹂や﹁地元支部﹂との交

し飲象したが聖餐式は自由意志

流︑﹁岡山県部落解放研究所﹂

まれた時︑厄介として郷楡摘心

初めて部落差別問題に関する

いるというような甘いものでは

宮の批判を通じて﹁高杉文惑﹂

ない．分科会ば．この会議に参

別問題はだいぶ解決されてきて

に代表される︑従来の﹁伝道主

加したきっかけや教会での取り

て︑どんどん新しい意見を投げ

暴骨碁膏

度この会にご出席下さし．そし
信徒の中に解放への意識が生

つつ歩んで来られたとのことで

への出入り等︑教会外の諸団体

あった︒

と連帝行動がとれている内容の
ある活動報告であり．志ある者

成﹂と題してその牧会議を語ら

そして︑教区内の諸教会の皆

かけて下さい︒

いた︒

を考える研究発表がなされさし

義﹂﹁教会形成主義﹂の問題点

た．私には以前から︑教会の従

加して気づいたことを一つ二つ

さん︑この会のため︑今後も御

教会の立地条件により各教会で

加祷︑御協力︑御支援の程よろ

せず︑健全な育成を真剣に試糸

れ︑教会形成的牧会こそ其の牧

には励ましと示唆を与えてくれ

会であり︑それは︑何よりも礼

しく沼願い致します︒

来の姿勢の中に︑讃木崩しの要

主的に参加した者ばかりではな

拝を政ん・じ︑教会の祈祷会を政

の差別に対する関心の度合が違

く︑人から頼まれて参加した人

んじる牧会にあると語られた．

る配慮が必要であり︑一方教師

うということであった︒

も何人かいて︑其剣な全国会議

るに違いないと思っています︒

ちな象に分科会は①狭山差別

というより︑お祭り的な気分も

因を抱え持つ懸念があったが︑

永る時︑おどしや不見職なゆさ

教区での取り組糸︑④聖蓄をど

裁判②教会での取り題桑︑③

多少︑あったようだ．

にその志ありて︑活動展朋を試

ぶりを掛けたり︑非協力態勢を

う読むか︵２グループ︶︑⑤入
ａ令伊

を作っていくか︑③青年活助

︽商倉教会︾さでお申し出下さ

︵世話人中島献二︶

山本英夫師︽境港教会︾か中島

１Ｖ

︑○

応答がなされたが︑辻先生はそ

第１日の深夜から卵２日にか

た︒

れぞれに丁寧にお答え下さっ

セットテープをご希望の方は︑

尚︑当日のビデオテープ︑カ
固めたりすることなく︑学習か

門Ｉ部蕗解放︑⑥部蕗差別をど

分科会
腿の分科会に分かれて発題・

ら行動への本音の協力を借しま

︵苅田栄一郎﹀

それぞれの緋演の後には賦疑

報告・悩報交換がなされ主した

ないことが大切であると思いま
す︒

︵山木英夫︶

●が︑私は第２分科会に参加しま

組糸﹂でした︒この分科会でも
数々の其雛な報告がありまし

うとらえるか︑⑦どう取り組ふ

●した︒テ仙・マは︑﹁教会の取り

書くと︑堂ず参加者の中には自

その点に示唆を与えられたと感

じて墓宇野

■︑︑角■１＄
全体報告会では教団・教区・

活動報告・・

を鱈津嘆涛腰らの報告

蝋灘灘洲灘睦
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﹁教区総会を前にして﹂

ｌＬ

宗宮進

が津山教会で開催されました︒そ

の婦人会の方々に集まって頂い

備も整ってきました︒

て︑どのようにおもてなしをした
らよいか︑相談したところです︒
地区内の教会では︑過去に教区総
会に出席されたことのない信徒議

地区としても︑先日︑隣の教会

の記録を﹁基督教世界﹂︵２５６
６号︶で見つけました︒その時の

員も︑今回はその機会を与えら

総会演説のなかで︑岡山教会牧師
川端幹事長は︑当時京都部会に属

す︒この度の東中国教区総会も︑

とを喜ぶ言葉を述べておられま

思います︒

していた山陰諸教会が復帰したこ

機櫛改正の年の第一歩であればと

会場となる教会として︑祈りつ
つ準備をしてきましたが︑施設の

整備にも多少の努力をいたしまし

私

︵津山教会牧師︶

れ︑献金の奉仕もして下さること
になりました︒することがぎこち
ないかもしれません︒行き届いた
配慮もできないかもしれません︒
しかし︑皆様のおいで下さるのを
心からお待ちしています︒

…朧…ﾖﾛﾛE燗鍵

一

た︒津山市が公共下水道を整備し
ている時期にあたりましたので︑
この機会に教会
の便所を改装し
玄関のスロー・フ

を作り︑車椅子
ようにしました︒

で出入り出来る

付属施設﹁保育
たしましたので︑

園﹂の改築もい

一

いよいよ一九九二年度教区総会を迎えた︒今総会の会場を

構改正の主目的．．：・・各個教会の強

引き受けてくださった宗宮師に総会会場ホスト役としての心
境を綴って頂いた︒総会会場として御労苦を分かちつつ︑教
区総会の成功を祈りたい︒

昨年七月二一日定例役員会で

化・地区活動の充実．⁝：からいっ
ても︑機構改正は︑教区総会を岡
山県北部地区で開催できてこそ︑
意味があるのではないかと思うの

は︑東中国教区総会の会場に︑こ
の場所を用いて頂くことについて
した︒というのも︑常置委員会で

最終の協議をなし︑結論を出しま

です︒

だなあ﹂ということが私の思いの

はないのです︒教区的な規模の会

津山の地で︑一度も開かれたこと

日本基督教団になってからは︑

話題になってから︑﹁しんどい話
中にありました︒教会の役員会に

は開かれましたが︑半世紀にわ

．.､f・

日本キリスト教団
東中国教区
ﾆｭｰｽ誌委員会

おいても︑継続審議の議題になっ

津山教会として
は力以上の事に
なったかもしれ
ません︒総会に
間に合うように
と︑工事も急ぎ
ましたが︑皆様
をお迎えする準

：

1992年5月25日

たって︑教区の総会はなかったの
です︒組合教会の時代︑一九三三

弼
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蝿
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年四月一日〜三日︑中国部会総会

鱒 鰯蕊鍵鍵霞

蕊

手●

､■
■9

ていました︒その一つに︑もっと
他に会場になり得る教会があるの
ではないかということでした︒し
かし︑私か主張してきた教区の機

…
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(1)

背負って歩いたとされる﹁ヴィ

壊された神殿の一部とされている
﹁嘆きの壁﹂︑イエスが十字架を

横野朝彦

イスラエル﹁観光旅行への疑問﹂

﹁イスラム支配下のエルサレム
は︑アル・ハーキム時代の例外を
除いて︑キリスト教徒の巡礼に城
門を開き︑聖墳墓教会は破壊を免
れ︑礼拝の自由を許されていた︒
しかるに︑十字軍は︑都を武力で
奪取した上︑聖所を独占しようと
したばかりか︑異教徒の家財を奪
い︑あるいは市外に追放し︑ある

いは集団殺識をほしいままにし
た﹂︵樋口倫介著司十字軍﹄岩波
新書︶

ア・ドロローサ︵悲しゑの道こ︑
そしてゴルゴダの丘︒いつぽう︑
神殿の跡地はマホメッドが天空に
昇った所とされ︑岩のドームと呼
ばれるイスラム教の寺院がありま
す︒これらの地はエルサレムの旧
市街地にあたり︑東エルサレムと
呼ばれる地域の中にあり︑一九六
七年まではヨルダンの支配下にあ
りました︒しかし︑この年の六月
に起こった第三次中東戦争によっ
て︑イスラエルは旧市街地を含む
東エルサレムを占領したのです︒
この占領がいかに不当なもので
あったかは︑同年七月に開かれた
国連総会が︑賛成九九︑反対○で
イスラエルに対して撤退を求める
決議をしたことでも明らかです︒
イスラエルはこれ以降も占領と入

植政策を続け︑国連が採択した

永久首都とする法案を国会で通過
させたのでした︒

から引用︶︒

﹁追放された四百家族が以前住
んでいた土地は︑ 嘆きの壁 を
訪れるユダヤ人学校の児童や︑そ
の他の群衆が集まる広場にされて
しまいました︒人々は壁の前に膝
まづいていましたが︑私は爆撃の
下で死んでいった子供たちを見て
きたので︑エルサレムの壁の石な
ど︑もはや何の値打ちもないよう
な気持ちでした﹂︵マリＩ・テレ
ーズ修道女の言葉︑教団社会委員
会縄﹁パレスチナとキリスト教﹂

ところで︑東中国教区社会委員

に︑岡山天満屋地下ギャラリーに

会は一九九一年三月一日〜六日

おいて﹁パレスチナの子供写真

展﹂を開催しました︒湾岸戦争の
原因と︑そのもたらしたものにつ
いての関心の高まっているときに
この写真展を開くことが出来たの
は︑大変意義のあることでした︒
写真展には︑イスラエルによって
住居を失い難民生活を余儀なくさ
れているパレスチナ難民の子供た
ちの生活状況をはじめとして︑パ
レスチナ人の民衆蜂起︵インティ
ファーダ︶と︑それに対するイス
ラエルによる徹底した弾圧と死傷
した子供たちの姿が写し出されて

､

度々の非難決議はことごとく無視
されてきたのです．そしてイスラ
エルは一九八○年にエルサレムを

／

投稿
匠壷］
今ふたたび︑十字軍が遠征して
います︒聖地旅行という名目で︒
しかも現代の十字軍は自ら戦う必
要がありません︒一九四八年に国
連決議によって誕生したイスラエ
ル共和国がエルサレムを武力で奪
取し︑住民を追い出し︑ここを観
光地としているからです︒人々は
イスラエル軍政の﹁おかげ﹂で︑
観光地として﹁整備﹂されたエル
サレムを観ることが出来ます︒
エルサレムには︑ユダヤ教︑キ
リスト教︑イスラム教にそれぞれ
関わる遺跡が残されています︒破

…

(2)

東中国教区ニュース
号
9
第

教区教育委員会からのお願い

二月二四日〜二五ｑ教団讃美

て孤立しやすく︑相互の交わり︑

歌委員会と︑全国各教区の教会音
楽担当者が集まっての︑全国教会
音楽担当者会が行われました︒初
めに各教区の教会音楽の現状が報
告されました︒それぞれ環境によ
って実状は異なるものの︑奏楽者
等︑礼拝音楽を担当する者は概し

研修が重要であること︑また︑教

師がどのように礼拝音楽を理解

した︒また︒ほとんどの教会が

し︑担当者と協力しているかが非
常に重要であることを思わされま

リードオルガンを使用している訳
ですが︑その保守管理の体制が整
わないために︑やむを得ず不完全
な状態で使用されているオルガン
や︑新規贈入の際︑本当はリード

オルガンを購入したかったのに︑

電子オルガンを購入せざるを得な
かった⁝などの報告がなされまし
た︒これについては︑日本のリー
ドオルガンを生産している最大手
の会社が間もなく製造を中止する
ことなども報告され︑今後も長く
リードオルガンを使用するであろ
う教会の必要性に対して︑教団讃
美歌委員会として︑修理できる人
の紹介︑また︑中古オルガンを譲
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現在までの平均隠退年齢（72歳）に基づき、教団教師年齢栂成表から算出．
仮に各年度、継続的に50名が加わる事とした。但し、実際には無任所教師・休職、等がある．
基準年(1991年）の総加入者数一隠退者数十新規加入者．

基準年の受給者数に各年度の隠退者数を加えたもの．

基準年の一人当たり平均掛金額（￥296,000,000÷1,550名） ×各年度総加入者数×過去十年間の平均掛金額成長率2.6％
基準年の一人当たり平均給付額(¥296,000,000÷
473名）×各年度の受給者数×過去十年間の平均給付額成長率4.2%
但し、各年度に隠退者数中の10％が遺族年金（給付額70％）に移行すると仮定し、上記で算出した額に97％を乗じた．
年金局資産に対する利息と教団からの繰入金、及び、献金を見込んだもの．

いました︒一九八七年に始まった
インティファーダにおいて︑子供
たちまでが石を持って立ち上がり
ました︒彼らは﹁石の子供たち﹂
と呼ばれることがあります︒土地
を奪われ︑生活を奪われ︑あらゆ
る権利を剥奪されたなかで︑まさ

に石もが叫ぶ状況においてイン
ティファーダは起こったのです︒
日本基督教団は教団総会の決議
において︑イスラエルの侵略行為
を批判し︑イスラエルが占領地か
ら撤退することを求めてきました
︵第二二総会︑第二六総会︶・教
団社会委員会は︑パレスチナの病
院に救援の資金を送るとともに︑

りました︒

パレスチナにオリーブの苗木を贈
る運動などによって︑パレスチナ
の人たちとの連帯を進めてきまし
た︒また教団教育委員会はパレス
チナの子供たちの学校にクリスマ
ス献金を二度にわたって贈ってき
ました．東中国教区社会委員会が
おこなった写真展は︑以上のよう
な流れに沿うものであり︑教団総
会の決議の趣旨に即したものであ

キリスト者のなかには︑いわゆ
る﹁聖地旅行﹂をされる方が少な
くありません︒確かに聖謹の舞台
である大地は︑私たちの関心を呼
ぶ魅力的なものです︒しかし︑こ

教団社会委員会をはじめとし

か︒結局︑それはイスラエル政府
の宣伝に利用され︑パレスチナ侵
略を覆い隠し︑支える役割を果た
しているのではないでしょうか．

とを︑どう考えるべきでしょう

の旅行のほとんどが︑イスラエル
観光省の後援でおこなわれ︑言い
換えれば︑軍によって﹁整備﹂さ
れた土地を見学するものであるこ

癖

て︑この問題に関心を寄せる人た
ちは︑この地に行くならば︑ぜひ
パレスチナ人との出会いを持って
欲しい︑出会いのための協力をお
しまないＩと︑これまで呼びかけ
てきました︒ぜひ︑この呼びかけ
に応えてほしいと思います︒
﹁もしイエス誕生の地に出かけ
て行って︑そこで侵略者の側に立
つならば︑イエスはわれわれを何
と思うだろうか﹂
︵前掲︑﹁パレスチナとキリスト
教﹂あとがきより︶︒

﹁お金﹂に関わる事を問題にす
るのはむずかしい︒しかし︑牧師
の退職年金掛金は牧師個人だけで
はなく︑教会からも支出されてい
る︒特に小規模教会にとっては︑
決して軽い負担ではないだろう︒
前任地の教会では︑しばしば会計
役員が年度末に頭を抱えて
いた︒教区・教団負担金と
教会支払分の年金掛金が用

〆1

実は︑教団年金局の総試
算高は︑二○○三年度中に
赤字に転換する︒つまり︑
年金の支払い能力が全く無
くなってしまうばかりか︑
これまでに教会と牧師が支
払ってきた掛金全てが消え
る︒無論︑年金についての
専門知識も持たないような
者の︑ごくごく初歩的な計算に過
ぎないが︒折り込象の﹁試算表﹂
を御覧頂きたい︒計算式の誤りを
御指摘頂ければ⁝と思う︒同時に
この問題について東中国教区内で
も真撃な関心が一層︑高まればと
願ってやまない︒︵伊勢富士夫︶

にせざるを得ない︒

る︒普段︑教会に姿を見せ
た事のない教会員の家を回
って︑準備してくれた︒そ
の姿を思う時︑敢えて問題

意できなかったからであ

年金局について
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れました︒

るなどの情報サービス等が求めら

次に︑現在︑全面改訂作業中の
讃美歌の報告等が行われました︒
﹁主は教会の基となり︑みことば

まえり﹂

をもてきよめわかち︑
われらを死よりときはなち
て士︵つか︶うる民となした

これは︑会議の席上︑紹介され

︵１節︶です︒わかりやすいこと︑

た讃美歌１９１番の新しい歌詞

問題用語を改めること︑格調高い
こと⁝などについて︑多大の努力
の跡がうかがわれました︒これに
ついては︑今年の教団総会までに
更に具体的な試案が提出されると

会議を通して︑教会音楽への取

のことです︒

り組匁は礼拝向上のためであり︑

でご連絡下さい︒

礼拝がより生き生きとしたものと
なるために︑各地で真剣な努力が
なされていることを知らされまし
た︒なお︑当教区教育委員会にお
きましても︑現在︑﹁たまものバ
ンク﹂計画の一つとして︑オルガ
ン修理の出来る方の登録や中古オ
ルガンについての情報整備を行っ
ています︒まだまだ情報収集の段
階ですが︑お心当たりがありまし
たら︑教育委員会︵児島教会︶ま

■

反対意見の代表的なものとし

伺側笥創︲回訓叫可

す︒

て︑沖縄キリスト教団が合同時に
おいて﹁日本基督教団信仰告白﹂
と同文のものを自らの信仰告白と
して持っていたことがあげられま

見直しの賛成意見として︑合同
時に沖縄キリスト教団から出され
た﹁口語文の告白を新たな告白と
してはどうか﹂との要望が退けら
れたことが指摘されます︒また︑
合同したことによって教団のあり

ば︑合同のとらえなおしが名称な
ど事務的なものに限定されてはな
らず︑信仰告白に踏み込まざるを

謬団名称変更に

う力

３．

横野朝彦

﹁合同のとらえなおしと
実質化をめぐって︑解説的に﹂

﹁とらえなおしと実質化﹂が進
められたのは︑日本基督教団と沖
縄キリスト教団との合同が︑全く
対等の団体の合同ではなく︑大が
小を飲み込む吸収合併であったと

いう反省が基本にあります︒ま

﹁日本基督教団﹂を﹁日本キリ
スト教団﹂にするのは︑﹁沖縄キ
リスト教団﹂の﹁キリスト﹂を採
用するという考えであって︑決し
てカタカナが便利だからではあり
ません︒合同の時︑沖縄から﹁日
本キリスト教団﹂にしたいとの要
望があったものの︑事務の煩雑を

えない︑という考えがあるので
す︒

方そのものが変えられるとすれ

理由に実現しなかったのでした︒

さらに︑現信仰告白がその成立
過程において戦時下の教団合同の
時と同じ姿勢や性質が見られ︑異
質なものを排除しようとするもの
であるという意見があります︒
教団はさまざまな教派伝統を持
つ合同教会です︒元来︑信仰告白
を持たなかった教会が少なくあり
ません︒一九五四年に﹁日本基督
教団信仰告白﹂が制定されました
が︑制定後もこの告白を重視しな
い教会があるのは事実です︒その

叡団創立記念日に

が︑合同した一九六九年を創立の
年とすべきだという考えが出され
ています︒また記念日は合同した
二月二五日となります︒これに対
する反対意見としては︑教団が戦
時下において国家の要請に応えて
創立され︑戦争協力を行ったこと
を覚え続けるべきだという理解か
ら︑創立記念日はそのままにし︑
﹁合同記念日﹂を別に設けるとい

ような教派の理解の違いに加え

教団の創立は一九四一年です

解のあることは︑沖縄の教会に

う考えなどがあります︒

た︑日本が沖縄に対して︑天皇制
国家への同化を強要してきたのと
同じ過ちを教会もしているという
観点からの発言があります︒
いつぽう︑﹁とらえなおしと実
質化﹂そのものに反対する考えが
あります︒それは︑この合同は復
帰なのであり︑沖縄の教会が日本
に帰ってきたのであるから︑﹁と
らえなおし﹂の必要を認めないと
いう理解です︒ある意味でかたく
ななこの理解は︑万博以降の教団
の混乱期にあって︑﹁とらえなお
しと実質化﹂を主張した人の多く
が︑いわゆる問題提起者であった
ことの不信感や危機感から来てい
ると思えます︒このように受けと
められ︑また現在もそのような理
とって不幸なことではないでしよ

癌〆

、
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︵岡山教会牧師︶

て︑前述の万博以降の教団の混乱
期に︑﹁信仰告白﹂が一種の踏み
絵に用いられてしまったことは残
念なことです︒そのことが背景と
なって︑今回の提案が信仰告白を
重んじない人々の策謀であるかの
ように理解されてしまいました︒
ここにまた︑こめ問題の大きな不
幸があると言わざるを得ません︒

一編集部註⁝この原稿は一九九一

教会協議会での発題要旨です︒

年七月一六ｑ岡山県東部地区

遅くなりましたが︑筆者の許諾
を得て掲戦させて頂きました︺

編集後記

詫び申し上げます︒

▽遅くなりました︒記事が沖縄
の状況の変化に間に合わず︑発行
が次々に延びてしまった次第︒お

▽以前の教区ニュース誌中︑
﹁在日大韓基督教会との宣教協力
委員会﹂の委員氏名が欠落してい
るとの御指摘を受けました︒以下
の方々です︒お詫びして追記致し

三浦修︑横野朝彦︵敬称略︶・

ます︒難波幸矢︑倉橋剛︑山上翠︑

▽総会の議事の上に︑また︑教
区の重責を担う三役の上に︑主の
祝福がありますように︒︵伊勢︶

第10号

東中国教区ニュース
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第10号

地区の特徴をそれぞれに持ちなが

で解消されることではない筈です︒

その面での困難も確かに考えられ
ますが︑地区から教区へ移ること

れぞれの歴史や伝統があります︒

今総会で教区にとっての一番の
課題は﹁機構改正﹂でした︒実質
三年にわたる協議・試行を経て承
認されたものですが︑これが充分
に効果を挙げるには︑ひとえに諸
教会・地区の認識と取り組み方に
かかっていると言えます︒諸教会
が身近なところで協力する伝道の
業︑その六つが交わった所に教区
があると言えます︒個教会にはそ

きたいものです︒

という面からも︑大変喜ばしいこ
とです︒できれば六地区で順次開

宮内常喜

第岨回教区総会に向かって

五月二
十五︑二
十六日の
両日︑津
山教会を

会場にし
て︑第四
十一回教区総会が開かれました︒

I鍔

会場の津山教会は一年間にわた
り︑教会を挙げて準備に当たって
くださいました︒物心両面のご奉
仕に心から御礼申し上げます︒ま
た︑地区の諸教会の方々の行き届
いた御もてなしにも︑深く感謝致
します︒総会の折りにも申し上げ
たことですが︑こうして可能な限
り諸教会の厚意によって教区総会
が開催できることは︑教区の連帯

(1)

もあります︒それは︑うっかりす
ると︑委員会活動が先行してしま
うことです︒そうしたことが起ら
ないように地区活動を絶えず強化

して行きたいものです︒

のような課題には︑地区では手に

解を頂きたいと思います︒

全教会が教区の伝道を支える思い
で︑この献金に御協力頂きたいと
思います︒困難な教会で教師を招
聰するとなると︑どうしても外か
らの支えが必要になります︒九十
二年度も援助を必要と思える所が
八教会になります︒全教会のご理

会がどの教会をということでなく︑

教会強化献金についても︑特に
お願いしておきます︒御存知のよ
うに︑私たちの教区は小規模な教
会が多数を占めています︒どの教

余る所があります︒このような時︑

どう対処するかです︒たとえば︑
いわゆる﹁合同のとらえなおし﹂

常設委員会が委員会活動ではなく︑

課題を教区・地区に伝えるのも︑

地区の動きを促す方法を伝えるこ
とになります︒教団規模の各種の

常設委員会の大切な務めとなりま
す︒場合によっては︑教区が直接
にプログラムを持つこともありま
す︒昨年度の沖縄問題地区別協議
会や今秋の教団部落解放センター
キャラバンの受け入れなどがそれ
です︒でも本当は各地区で主体的
に取り組んで欲しいことです︒将
来の問題として︑心配されること

思います︒︵四頁下段へ︶

の課題が直に解決する事は望めま
せんが︑希望を持っていきたいと

ているだけ？︶ような事です︒諸々

今年は二十年ぶりで全教区代表
の揃った教団総会が開かれようと
しています︒喜ばしいながら相当
の混乱も予想されます︒本来︑教
区で処理きれるべきものと思われ
るような問題が︑教団に直接持ち
込まれる事が一つです︒他に教団
として十分共通理解がないのに決
断しなければならない︵そう思っ

地区連合という教区でも正しくあ
りません︒年一︑二回の地区代表
と常設委員会の委員長︑それに常
置委員会合同の宣教会議によって
解決出来るものと思います︒
二つ目は︑教区を越えた課題に

うなことはあってはなりませんが︑

とはいえ︑問題がないわけでは
ありません︒その一つには︑六つ
の地区を︑どのようにして教区と
いう形にまとめていくかというこ
とです︒地区の活動を規制するよ

くことが大切です︒

ら︑地区相互の連携を密にしてい

＝

博先生
六月七

ません︒

読んだ時︑無性にこの﹁ヨハネ伝
講義﹂が読みたくなり︑当時すで
に絶版だったので古本屋に探しに
行きました︒この本から多くの恵
みを頂いたことは言うまでもあり

︵米子教会伝道師︶

日本は今︑リバイバルの波が訪
れようとしています︒そのリバイ
バルの器を差し出す教会の形成に
用いられたく願っています︒
田

先生方から

ので︑その時の体験がなければ︑

今日このようなお働きをさせてい

ただいていなかったことでしよ
﹄︽ノ◎

教会でした︒

その折りに︑自ら体験したこと
を︑牧師先生にお話ししてみよう
と思いたちました︒そして︑行っ
てみようと思った教会が︑現在私
が牧会させていただいている赤磐

しかし︑その時には行くことが

できず︑教会に通い

ことです︒大学生三

始めたのは︑進学の
ため上京してからの

校に入学させていただきました︒

Ⅱ新副議長としてⅡ

い先生で

教区総会後︑辻宣道教団議長か
らお手紙を頂きました︒その一節
に﹁おもむきのある町がすっかり
気に入りました︒教区の大切なお
仕事︑これから担われるのも大変
でしょうが︑よろしくお願い致し
ます﹂とありました︒﹁こんな年
齢になってから大変でしょう﹂とと
ょ
︑
っ
﹂
同情してくださっているの
のだ
だ︑
︑と
と
要は言いました︒ほんとう
うに
に︑
︑若
若

適任者も
おられる

のにｌと

思いつつ

てしまい

引き受け

良かったらという思いでいます︒

教師部などの大事な仕事に︑ずい
ぶん辛抱して使ってくださったの
だと思います︒特別に能力がある
わけでもない︑ありのままの私で

教区議長︑副議長︑書記の先生が
たのお取り計らいにより︑赤磐教
会に遣わされて参りました︒
これからも︑教区内での良きお
交わりをいただき︑よろしくご指

す︒︵宗宮進・津山教会牧師︶

今後とも宜しくお願い致しま

議長を補佐して︑教区の仕事を
進めていけるように︑副議長職に
徹していきたいと思います︒

き︑郷里伝道の願いを起こされ︑

今までも︑常置委員・宣教部・

ました．︒

宗宮進新昌蟻長

そして︑東京聖書学校在学時に
創世記訓章３節の御言葉をいただ

に︑イザャ書弱章より御言葉をい
ただき︑生涯を主にお捧げしたい
との願いを与えられ︑東京聖書学

社会人生活を送っているとき

きました・

年の折りに︑洗礼を
いただき︑卒業後も東京で五年働

言

一昨年の夏期伝道で生まれて初

萩し

願田浩
浩先
先も
このよ

うな小さ
な者をお

召し下
さった主
の聖名を

に﹁塩狩峠﹂を読ませていただ

一

皆様のお
祈りを感謝いたします︒
めて山陰地方に足
を踏み入れ︑今回
の赴任︒しかし︑

時々町中で高齢の
方とお話しする時
以外︵要︑言葉の訓練︶は全く違
和感なく毎日を過ごさせて頂いて
います︒それは︑明治・大正期に
山陰を中心に伝道したＢＦバック
ストン師との出会いがあまりにも
う︒師との出会いは未だ献身前︑

強烈であったからでありましょ
⁝

き︑その折りにイエス様との出会

私は郷里岡山にて︑高校生の時

賛美します︒

その中で︑﹁富士見町教会の名誉

パンフレットがきっかけでした︒

同じ職場の隣りの席に座っていた
バイブルの先生から頂いた一枚の

牧師島村亀鶴先生は﹁神学校時

いを経験させていただきました︒

それは大変強烈な体験でした︒私
は︑教会に通っていませんでした

巴

い

甲瀞

、ﾐノ

代︑バックストン師のヨハネ伝講
義を読み︑聖書理解の糸口になっ
た﹂と告白します﹂という部分を

■
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導下さいますよう︑また︑御加祷
下さいますよう︑お願い申し上げ
ます︒︵赤磐教会主任担任教師︶

⑤岬州盛
先邑
盛葦
筆先
はじめ
まして・

四月から
岡山教会
に伝道師
として赴

任しまし

信じ︑精一杯がんばりたいと思っ

た村山です︒三月に同志社大学神
学部を卒業したばかりの新米であ
ります︒しかし︑このような若い
器を神が召してくださったことを
ています︒

ら夕方まで教会学校や文庫などを
しています︒にぎやかで元気なこ
どもたちがやってくると︑にわか
に伝道所が活気づき︑そのような

こどもたちと毎週接している中

私たちと全く同じいのちがある︒

で︑自分自身のあり方が問われて
きます︒小さなからだを精一杯動
かして生きている︑そのこどもの
姿を見ると︑ほんとうにそこにい
のちがみなぎっているんだなあと
思わされます︒おとなと言われる

が下っていると思ったりします︒

しかし︑私は自分に与えられたい
のちを充分に活用しているのだろ
うか︑と反省させられます︒ある
書物に︑聖霊は﹁人間の内がわに
働く神﹂であり﹁人間の魂の中に
おける神の命﹂である︑と書かれ
ていました︒聖霊というと何か抽
象的で︑捉えどころのないように
思われがちですが︑自分自身の生
の充実感というか︑自分に与えら
れている賜物を生かすこと︑それ
が自分の魂の中にある神の命を捉
えていくことであり︑そこに聖霊

︵岡山教会伝道師︶

業︑補教師試験︑
准允︑そして伝道
師になるという一
連の事柄が︑一つ
の事として理解さ
れて
てい
いた
た︒
︒牧会者
になる為の 一 つ の
通過儀礼的
に︑皆あた

が載る︒私の中では︑神学校卒

友人達が卒業し伝道師として任
地へ赴く︒暫くして教団関係の紙
面に﹁准允を受又
けけたた﹂
﹂と
と言
言う
う報
報告
告

＝

﹁牧師﹂と言う職業は一般社会的

は︑ただ与え
られるものを
待っているだ
けのものでは
無く︑自分で
ぶんどって来
るものだと言

なものでは無い︒キリスト教世界
と違う世界に生きる人々にとっ
て︑牧師と言う存在の意味はリア
ルではない︒一般社会で経済活動
を営んで生きる上でも牧師と言う
職業は意味を持たない︒信徒と相
対した時初めて﹁牧師﹂と言う存
在が生まれ出る︒
預言書の中で﹁嗣業﹂はぶんど
りものだとも語られる︒神の嗣業

う側面をも

と︒しか

ものだろう

通っていく

りまえに

一つ一つが

し︑これら

﹁先生﹂と呼ばれ
ている︒居心地の
悪さを覚えつつも
慣れて来てしまっ
た︒﹁先生﹂とい
う存在は︑そのものとして存在す
る訳では無い︒これは社会関係を
表す言葉だ︒殊に牧会者は︑牧す

いつの間にか

違う次元の手続き
なのだと知った︒

﹁先生の奥さん﹂になっている︒

がら︑いつの間にか少し乱暴な

持っている︒﹁状況に負けるもの
か︒ぶんどるんだ﹂・そう考えな

群

＝

この山崎の地で日々︑自分に与
えられた神の命を充分に生かしな
がら歩んで行きたいと思っていま
す︒よろしくお願い致します︒

藤総鐘

I
､申辛▲可
四…

ﾛ

る対象がなければ存在し得ない︒

…

さて︑わたしは山崎伝道所の方
に住んでおります︒岡山教会から
車で二十分ぐらいの所に位置して
います︒三百坪の広々とした敷地
に伝道所と伝道師館があります︒

伝遊所には︑三十人ほどで一杯に
なってしまう礼拝堂と︑文庫や分
級につかっている畳の部屋が二つ
あります︒そこで毎土曜日二時か

袖

…理

鴬
潅鎚､縛総織鶏■ゞ※

鴬

踊受

蕊鶏鴬
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第十回若手教師会の報告

た︒︑

の宿舎﹁まつかぜ荘﹂
世話人︶

として願うばかりです︒

ｂ

先生の長い牧会の秘訣を垣間見た
ように思いました・
第十一回は倉敷で開かれます︒

二三五一

会費︑三百円
脚みょんひ
発題︑李明姫・大韓岡山教会員
ゆんしなむ
尹信雄・大韓水島教会員

Ⅷ○八六二−五四

岡山市奉還町２丁目ｍｉ９

於︑在日大韓基督教岡山教会

八月十六日︵日︶午後二時半〜

▽日韓交流集会

一
集集
会会
案案内
内板
通

︵境港教会牧師・教区若手教師会

に移し︑夕食後︑加藤
基子先生から牧師夫人
の側から見てきた米子

とをお聞きし
今回の内容に
ついて︑参加者
の感想は﹁基子
先生の話には現
実味があった﹂
﹁加藤俊行・基

皿︾・邸へ吋詫心■■

信念として守っていらっしゃるこ

教会の歴史を語って頂くと共に︑

山本英夫
若手教師会は第十回目を迎えま
した︒今回は米子教会と皆生を会
場とし︑六月二十九日︵月︶から
三十日︵火︶の一泊二日で開かれ
ました︒参加者は講師を含めて八
名と相変らず少数でしたが︑内容
的には前回に勝って︑大変充実し
ていました︒出席者一同︑もっと
多くの参加者があればなあと思う
講師は米子教会の加藤俊行先生

ほどでした︒

子両先生のそれ
ぞれの立場から
見てこられた話

で大変良かっ
た︒ただ残念な
のは出席者が少
ないことだ﹂と

いうものでし
翌日は米子城

た︒

跡に全員で上

九月四日・五日︵岡山︶
同二十三日︵鳥取︶
教団部落解放センターが十周年を
記念して八月二十三日から教団総
会︵十一月十一日︶まで全国を巡
回します︒岡山・鳥取での集会は
前記の日︒ぜひ御参加下さい︒

▽全国キャラバン

伊勢富士夫︵常置委員︶

議題︑宣教基本方策をめぐって
発題︑地区委員長より二名
伝道・教育・社会委員長

於︑日本基督教団倉敷教会

九月七日︵月︶午前十一時〜

豆教区宣教会議

ザ

り︑加藤先生の祈りの岩を確認︒

篝

ぜひ︑これから若手教師会が盛り
上がっていくことを世話人の一人

巳

と夫人の加藤基子先生にお願い
し︑第一部は米子教会の教育館で
加藤俊行先生の話から始まりまし
た︒米子教会の歴史︵創立一九○
九年︶から始まり︑戦時中の教会
への解散命令や加藤俊行先生と夫
人との出会いについて語られまし
た︵基子先生は一九五六年に加藤
先生が米子の教師として赴任され
あいか
た頃︑島根県の秋鹿教会で教師と
して活躍しておられました︶・加
藤先生は牧会三十八年の様々な経
験を楽しく︑また含蓄深く語って
下さり︑出席者一同︑興味をもっ
て聞かせて頂きました︒
第二部は会場を昨年の教区総会

匡
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︵一頁下段より︶紙面の都合で

感覚で︑︒新しい時代に向かってい

十分意を尽くしませんが︑新しい

︵東中国教区議長︑鳥取教会牧師︶

く気力をいつも持っていたいと思
います︒就任された新しい教職の
方々︑その教会に主の導きが豊か
にあります様に︒教区を去られた
方々に︑御もとに召された方に︑
共にこの地で働けた感謝の思いを
深くするものです︒

一編集後記一

▼今回より原稿の編集は勿論︑

業を自室で出来る点も便利です︒

表紙の題字や写真の取り込みまで
全ての作業を伊勢のコンピュータ
ーで行なう事になりました︒従来
の山本兄︵倉敷教会員︶による活
版活字や︑専門写真業者による写
真処理とは較べものにならない
程︑お粗末なものですが︑編集作
業は格段に高速化しました︒全作

新しく御着任なさった西田睦︵む

但し︑問題は皆様からの原稿の到
着︒定期的な発行の為︑どうぞ御
協力下さい︒尚︑鳥取信和教会に

つみ︶先生の御紹介は次号に掲載
致します︒暑さの折︑皆様の御健
康をお祈り致します︒︵伊勢︶

第11号

回

東中国教区
ニュース誌委員会

も︑常識員として﹁付託反対﹂

た︒よし議場がそうであって

ど︑全く信じられないことでし

い．．というような事です︒

して︶出席している︒これでは
議員資格を疑われても仕方がな

︵あたかも解決したかのように

事を質したい気持ちがないわ
けではありませんが︑東京教区

題：等々︑大変難しい事です︒

し︑一回の総会に教団は一千六
百万円もの費用を用意しなけれ
ばなりませんし︑それ以上の費
用を教区もしくは個人が負担し
なければなりません︒会場の問

を開催しようとする気がないよ

ことは︑常議員会に本気で総会

る︑と意見が出されました︒こ

京教区の議員資格に疑義があ

牧師︑東中国教区議長︼

します︒

新三役︑総幹事に大いに期待

けないと思います︒

常議員会の節度ある働きを期
待します︒また︑教団内の十六
教区が自浄作用をもっと発揮す
べきだと思います︒教区が無責
任に事柄を教団に回してしまう
ような事例が気になります︒東
京教区が二十三年ぶりに教団総
会議員を選出し︑一堂に会した
事が﹁困った事﹂になってはい

総会の必要があります︒しか

算・予算をどうするのか︒臨時

い理由はないと思います︒決

大切な議事の一切を停止して良

で︑三百名以上の議員にとって

の代議員七十四名の資格問題

ことが︑三回も連続して起こっ

宮内常喜

うに思えたことです︒教職・信
徒三十名の常議員に︑総会開催
が委員の責任と感じていた人が

いではないか︒釈明してほし

る︒未納のまま︑特にその教会
から議員が来ているのはおかし

い﹂というものです︒もう一点
は︑過去の東京教区問題の当事

︻みやうちつれきⅡ鳥取教会

者が︑問題を解決しないまま

れは︑一つに﹁東京教区は過
去︑一億円以上に未納金があ

第二十七回教団総会は︑大変
残念なことに︑不成立に近い形
で終わってしまいました︒確か

と︑数えたくなるくらいです︒

いったい何人いたのだろうか

まず何よりも気がかりだった

く手付かずでした︒

に︑正副議長選挙はできました
が︑書記も議場では決まらず︑

たことになります︒批判的な人
は︑信徒の議席を教職が横取り
するようなものだと反対しまし
た︒一方で︑それとは別に︑東

事前に議員資格が問題になる
ことは十分予想されたことです
が︑六年前に教師籍を持った方
が信徒議員として教区から教団
総会に送られてきたことがあり
ます︒規則では教職・信徒から
半数ずつを選ぶことになってい
ます︒その時は﹁今回だけ﹂と
いう条件で信徒議員になること
を認めました︒このたびは︑同
じようにして三名の教職が信徒
議員として出てきました︒同じ

かったと思いました︒

という責任表明があっても良

＝

五十件以上にも及ぶ議案には全

去る十一月十日から三日間︑箱根で開かれた第幻回教団総会
は︑冒頭から東京教区選出議員の議員資格などをめぐって激しく
紛糾︑ようやく二日目に議事日程が承認されたものの︑結局︑正
副識長を選出しただけで︑他の議案には全く触れることが出来な
いまま︑閉幕した︒今回の教団総会を出席者はどう見たであろう
か︒以下︑三人の出席者に印象を述べてもらった︒

日を改め臨時総会召集へ

教団総会

第
袋

日本キリスト教団

鯉凱紛嫁ま溺幕
一順！

＝

そして︑時間切れで﹁以後一切
を常識員会に付託﹂とする議長
提案に︑すんなりと賛成するな

東中国教区ニュース
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布下恒生

事が決まったのみで︑

私が総会に出席するのは今回
が三回目です︒連続しての出席
ですから︑東京教区が二十三年
ぶりに出席する総会だけに︑相
当荒れる会場を予測しておりま
したが︑予想を上回る混乱で 終
止し︑正副議長と総幹
決算予算や常議員の選
出もできず︑臨時総会
を開く事を決議して帰
岡しました︒その内容

については事務局から

伝えられると思いま

想を述べます︒

す︒私の見聞きした感

があります︒

事︒六十年来︑私の母の母教

の御礼が述べられた事︒

るであろうと予測できる︒

たことから︑まだまだスンナリ
とは行かないだろうが︑ともか
く︑負担金未納問題が前進を見

和教会員︑常置委員︼

会︑北海道小樽の公園通り教会
の役員であられる畠山克美さん
にお会いして︑長年︑送り続け
て下さった週報や記念行事案内

その四︒﹁沖縄との合同のと
らえなおし﹂も︑一歩前進する
のではないかという事︑等々で

倉橋

︻ぬのしたつれおⅡ十文字平

した︒そこで私の総括を一言︒

暴風で︑かろうじて教団丸は沈
没を免れましたが︑浸水が激し
く︑航行不能状態です︒みんな
の賜わっている器で浸水を汲み
出す作業に精出し︑航海を続け
追記︒嬉しかった事．良かっ

られるよう祈ります︒

卍

教団総会なるものに初めて出
席する機会を与えられ感謝して
います︒二十三年ぶりに東京教
区の議員も出席し︑全教区揃っ
ての教団総会であったわけです
が︑私は完全に失望してしまい

‘

ました︒というのも︑東京教区

布下恒生議員

倉橋剛諺員

剛

その一・怒号を発し
て発言する者︑ヤジる
者は祈って発言してい
るのだろうかとの思い

その二︒議事運営を
頭の中に入れ︑皆の協力で成立
に持ち込むべきであるのに︑自
分の発題のみに捕われており︑
見られた事︒

議長団も運営の不手際が各所に
その三︒総会組織ができない

た事︒二泊同室させて頂いた
方々と沢山の事が話し合えた

且

第 27 回 教 団総会

まま総会が終わったとは言え︑
一応︑東京教区が土俵に上がっ

両

(2)

東中国教区ニュース
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で︑﹁万博︑東神大問題﹂はほ

が出てきたというのも形だけ

ての日本基督教団が抱えている

とんど解決に向かっての歩み出
しも出来ておらず︑この二十三
年間は何だったんだろうか︑と
思わずにはおられなかったから
です︒しかし逆に︑今総会を通
して﹁東京教区問題﹂が良く見
えてきましたし︑更には︑戦前
の国策に沿って成立した﹁日本
基督教団﹂を引きずりながら歩
んでいる︑現在の合同教会とし

のの増殖を押えつつ︑一切のタ

問題の本質も少しは見えてきた
ようです︒今後︑福音主義教会
連合というガン細胞のようなも

制打倒﹂を宣教の課題に据え︑

ブーを取り除いたオープンな討
論の中で議論が深められること
を願います︒個人的には﹁天皇

現代世界の南北問題や︑日本の
海外への︵特に南の国への︶経
済侵略と鋭く対時しつつ︑国内
での人権擁護の岩になれるよう

な教団形成を夢見ていますが︑

がら帰ってきました︒

しかし︑現状では正に夢物語か
なあＩと︑そんなことを思いな

︻くらはしつよしⅡ琴浦教会

力委員会委員︸

牧師︑在日大韓教会との宣教協

一
県
岡岡
山山県

取県

五日の現場研修は︑要所要所
を徒歩によって汗をかき︑一撲

て述べました︒

と︑岡山市立小学校の青山質夫
教諭が︑小学校での解放への取
り組みを一人の子どもとの関わ
りを具体的に述べながら話され
ました︒続いて横野が︑岡山教
会創立の前年及び前々年に︑宣
教師や金森通倫などが被差別部
落であるＴ村やＳ村への伝道を
おこなったこと︑それによって
岡山教会の初代の信徒に部落民
がいたことと︑その意義につい

い 雨 ﹂ 上 映 に は 二 十 六 名 が 参加

夕刻七時からの映画﹁狭山

え︑市内近在から三時の講

かった事を反省する︒と

の熱い想いをこめた発題のあ

落差別への強い怒りと︑解放へ

習生の藤本真さ

を追体験しました︒首謀者の一

宮内常喜

んによる礼拝の

した︒講演会では︑﹁部落 差別
の中でキリスト教を考える ﹂ の
題で︑小柳︑谷本︑藤本の 三 氏
がそれぞれの立場で持ち時 間 一
杯︑話をされた︒中には﹁ ま さ
か︑そんな事が教会の中に ある

横野朝彦

あと︑懇談の時

人とされ若くして死んだ笹岡良
平の墓を参り︑その傍らに十字
架のついた墓を五基見かけまし
た︒それらはまさに︑金森らが
おこなった伝道によりキリスト
教徒となったＳ村の人たちの墓
でありました︒歴史の底からの

スタートして丁度一か月︑ス

タッフの姿にも少なからぬ疲れ
が見えたように思う︒センター
側スタッフの努力に比べて
える地元側が必ずしも十分

には︑三十六名参加︒

会いな迎

たならば︑意味はあった と思

ない﹂と考える者の少なく な い
現 状 で ︑ こ の 機 会 を 通 し て 一人
でも二人でも︑意識を新た に し

﹁教会で解放運動など考え られ

と は ： ﹂ と 感 じ た 者 も あ っ たと

演はで、

会が行なわれ︑

五日︵土︶には
一八五六年にお
こった渋染一撲
の現場研修があ
四日の朝は︑

りました︒

岡山教会におい
て︑センター実

が持たれまし
た︒キャラバン

隊から︑﹁岡山
での活動を聞か
せて欲しい﹂と

二十三日祭日の午後︑鳥取教
会を会場に東中国教区山陰での
集会が開かれた︒キャラバンが

の要望が出さ

炮嘩を聞く思いがしました︒

︻よこのともひこⅡ岡山教会

れ︑参加者一同

牧師・常置委員︺

思う︒しかし︑スタッフの 言わ
れるように︑そこから始ま る 事
が大切なのではないだろう か・

の

岡山県では︑ 九月四日︵金︶

ました︒

えるものを何も
持っていないが故に︑センター
からの要望は厳しいものとなり
夜の集会では︑谷本牧師の部

とのできるフィルムが欲しい︒

う︒この一人が二人に︑二人が
四人になることが残された課題
である︒鳥取県東部地区の七教
会中六教会が参加した︒県西部
地区が空白になったことが残念
であった︒夜の映画は︑初めて
見る者には時間的にも長く︑見
易いものではなかった︒﹁狭山
事件﹂をもつと容易に伝えるこ

のことであり︑映画を見た上
話を聞く余裕がなかったのが
念だった︒キャラバンの三氏
心から感謝する︒︻鳥取教会

師︑前出︸

！︲川叫１洲︲三

︾ちょっと休憩︽

の中から一

授業中︑教科書に載っている
写真に落書きした覚えはありま
すか︒大人になった今は︑少し
専門的にコンピューターで写真
に画像修正を加えて見ました︒
こういう遊びは何歳になっても
楽しいもの︒さて︑私私はは一
一体
体︑
︑
誰でしょう
か︒正解者

名様を教区
ニュース誌
の編集現場
に御招待！

一

i牧に残で夜

＝

しばし沈黙︒こ
の問い掛けに答

全国キャラバン隊を迎えて

︑ｌⅡⅡⅡ″ の 午 前 と 夜 に 集

部落解放

［

黒
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た︒申し訳ありません︒

(4)

伊勢富士夫

まず最初にお詫び申し上げな
ければなりません︒教団年金局
より︑教区ニュース酷第９号に
掲載した﹁年金局資産推移に関
する賦算表﹂について︑誤りが
指摘されました︒第一に︑基本
的な書式上の問題として︑﹁各
年度収支累計﹂の次に︑単年度
で扱うべき﹁掛金外収入﹂があ
るｌという問題︒そして︑第二
に︵こちらが大きな誤りだった
のですが︶﹁総資産高﹂欄で各
年度の赤字が重複して計上され
ているｌという計算上の欠陥で
した︒結果︑﹁総資産高﹂の数
字が実際の予想値よりも少なく

推定されてしまっておりまし

的な﹁試算表﹂なのですね︶

計算上の誤りの為︑皆様には
御迷惑をおかけしましたが︑こ
うして年金局が少し扉を開いた
事はへ喜ぶぺき事だろうと思っ
ております︒しかし︑年金局の
﹁試算表﹂にも決して問題がな
い訳ではありません︒﹁隠退者
数﹂の異常な少なさや﹁新規加
入者﹂の現実離れした多さが気
になります︒更に︑﹁掛金外収
入﹂には毎年二千万円もの教団
繰入金が見込まれております︒
現実的な数字とは思えません・
所調︑責任準備金は︑この﹁試
算表﹂上でも全く解決できては

おりませんでした︒

残念ながら︑実現しませんで
したが︑兵庫教区は先の教団総
会に﹁各教区から年金局理事を
出す﹂という建議案提出を予定
していたそうです︒この建議案
への賛否はともかく︑付属施股
のない地方教会に一生を捧げた
同労の為にも︑年金局問題に目
●●●●●
を向け︑年金局を開かれた場に
していく事が必要なのではない

さて︑教団年金局は︑以上二
点の誤りを指摘した上で︑年金
局独自の﹁正しい﹂試算表の作

でしょうか︒︻いせふじおⅡ

成・発表を約束してくれまし

た︒それが以下に示したもので
あります︵余談ですが︑筆者に
は書式上の初歩的誤りを指摘し

倉敷水島教会牧師︑常歴委員︼

厩

東中国教区ニュース

たにも拘わらず︑この﹁試算

表﹂も全く同じ体裁です︒挑戦

第11号

教団年金局により提出された「試算表」
但し、本来はB4版（教区ニュース誌2頁分）の大きさであります為、ニュース誌委員会で縮小

して作成し直しました。また、本来は、この「試算表」と共に「試算の方法」と題された説明智き
が添付されておりましたが、紙面の都合上、止むを得ず割愛させて頂きました。御了承ください。
(△はマイナス）
年度
『、

樒璋臼郵

新規加入 総加入者数

又稲白郵 函ヱJ彦狸1回

給付必要額 各年度収支 掛金外収入

千円

人

人

人

1991

29

41

1549

4

311,116

270.

】

2

30

53

11562

481

3

2

1993

人

,皿

千円

千円

2
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1997

46

53

11588

5の

347,772

384,489

△36,717

179,850

3,407,

1998

46

53

1585

5

353.455

4

△52,妬

187,唖

3S42,m6

1函

58

53

1,570

6剥

357,卿
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3,

2皿

57

53

1,556

656

3

2

483,

1

△112,

9

217,308
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2
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1535

5

363,795

519,

8

△155213
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5
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53

1,507
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3

0694

565,m5

2
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53

1,476

787

3

β72

,242

75

53

1,…

8弧

362,444

2,772

3

2

2

△2

2

9,473
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3,
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228,201
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5
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870

362,752

710,584

△347,832

223.029

3,629,"O

2咽
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53

1,3

躯

3
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2161156
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53

1,365
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3
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2
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53

11343

9餌

3651296
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3

△467,

7
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2,9

2噸

67

53

11319

1,010

3

8
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4

179,321

2,
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2010

69

53

1.293

1,052

365,919

△548,618

161,783

2.255,

5

2

8

,

2

9141537

,815

備考

千円

,麹
､713

決算額
予算額
予算案

一一一

川茂先

︵一一一川茂先生

職

牧師として︑三月末に赴任しま
した︒一九六五年より︑他教団

の教職として奉仕して来たの
で︑十月に本教団の転入試験を
受けました︒先日の教団総会に
て承認されたとの事ですので︑

正式に加入する事が出来まし

します︒

た︒宜しく御指導の程︑お願い

達の残して来た歴史的特質と伝
統とを見直し︑それを継続しつ
つ︑告白的共同体としての教会
形成を為していかなければなら
ないと考えています︒この世と
の戦いにおいて︑その武器は信
仰告白であります︒﹁イエスは
主なり﹂と明確に告白出来る信
徒として︑観念的でなく︑抽象
的でなく︑信仰が自分の体験を
踏まえた上の確信となるよう︑
導いていきたく願っています︒
私の奉仕の基本は︑一︑聖書信
仰︒聖書を神の言として︑その
まま信じています︒二︑積極的
伝道︒津山市九万の人口の内︑
せめて百分の一はクリスチャン
にと願っています︒三︑再臨待
望︒主の花嫁として整えられた
教会となるよう︑残された生涯
を主に仕えて行きたいと願って
います︒御加祷下さい︒

︻みかわしげるⅡ津山城西教
会牧師※ 六頁参照﹈
い

私は一九五０年に新生し︑受
洗後まもなく献身︑神学校在学
中に潔めの体験を与えられ︑内
在のキリストによる臨在信仰に
立って︑今日まで伝道者の道を
歩んで来ました︒唯々︑主の憐
−

『

ら 一言
から

三川のぞ

三月

下旬か
ら美作
落合教
会での
奉仕が
始まり

ました︒当教会は宣教開始百六
年目に入った教会です︒私は主
の召命に応え︑献身して四十二
年目を迎えました︒父が五十五
歳になって始めた開拓教会で育
ちました︒以来︑今日まで三ヶ
所の開拓伝道を手がけ︑いずれ
も零からの出発だったので︑と
ても大変な生涯でした︒落合教
会はそういう意味での開拓伝道
ではありませんが︑諸事情で会
員の少ない教会に遣わされての
奉仕は︑開拓伝道をする覚悟で
伝道を開始しました︒その手始
めにＥＨＣによるトラクト配
布︒未配布地区を皮切り
に︑教会案内を兼ねた伝
道を始めました︒岡山県

〆 、

という山の多い諸事情

と︑人口密度の少ない地
域での配布は︑時間と労
力を必要とします︒山道
を登ったり降りたり︑次

灘簸凝鰺簔鴬薗篭勇懲

日時;93年2月23日(火)〜
24日（水）

主題； 「心病む時代と教会」

一牧会カウンセリング
の諸問題一

講師；樋口和彦氏（同志社
大学神学部教授）

÷どうぞ御出席下さい妙

す︒どうぞお祈り下さい︒
︻津山城西教会担任教師︑美作
落合教会牧師※ 六頁参照︼

し︑４︑伝道に励む︒二︑教会
を愛する心︒１︑牧師︑信徒を
愛し︑尊敬と信頼をもって仕え
合う事を念頭におき︑主の再臨
に備え︑花嫁としての装いを新
たにしつつ︑励みたいと思いま

書に親しみ︑３︑祈りを熱く

の家まで数十分もかかる道を︑
ただひたすら家︵人︶を求めて
歩き続けます︒それは︑さなが
ら︑主がさ迷い傷ついている羊
を追い求めている感と似ていま
す︒歓迎してくれるのは人では
なく︑犬と蛇です︒先達者が残
して下さった信仰の遺産を大切
にしながら︑その上に教会を形
成したいと︑次のように考えて
います︒一︑神を中心とした生
活︒１︑礼拝を重んじ︑２︑聖

1992年度・東中国教区

二

畠

三川のぞみ先生

＝

1

れみであると信
じ︑感謝していま
す・

先生方
新し

津山城西教会は
一九一六年に伝道
が開始され︑今年
で七十六年になり
ます︒今︑私は先

い

第11号
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ロ
．
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沖
．

※前頁の三川先生ご夫妻は

●●●●●●●●●●●●●●●●

定です︼

会牧師︒近く日本基督教団教師
として転入手続きをなさる御予

︹にしだむつみⅡ鳥取信和教

たい．︑と思っております︒

この町で主はどのようなこと
をして下さるのだろうか︑と期
待しながら︑日々を励んでいき

しました︒

まされながら︑鳥取に赴任いた

悪

新し細先生諾から 一 言 ・ 続 き
．
．
︲
︒
︒

茜 田睦
睦鬮巴

年ぶりに鳥取に帰って来まし

た︒そして︑鳥取信和教会に赴

任して五か月たちました︒
﹁ふるさと﹂と言っても︑鳥

教会､及び、 「しもつい荘」

｜

取市内の地理はすっかり忘れて

一教会診断を通して−｜

を務めていらっしゃいます︒

宗宮進

教区規則に則り開かれた最初
の会談として︑倉敷教会に構成
メンバー︵地区委員長︑常設委

て意味を持たなくなる︒実現可

能な方策を︑教区機構改正が意

図したところに添って考えるこ
とである︒長期計画でなくて︑

また年月を掛けてするのでな

が集まった︒この会

員長︑特設委員長︑常置委員︶

においても話題にして︑意見を

く︑早期に作成しようという考
えである︒したがって︑各地区

で提起された﹁東中

国教区宣教基本方

︲

恥

し︲血

し︲昨●咄︲・巾令寺申●申●・●●●︒●・・・●●申Ｏ●血

先生方の玉稿に触れながら︑襟
を正される思いが致します︒今

▼新しく教区に赴任なさった

・吾●■ｑＧｅ・申●４．句巳吟

東中国教区副議長︼

みやすすむⅡ津山教会牧師・

のである︒︻そう

立つようにと願う

﹁連帯﹂が︑福音
の前進のために役

交換し︑地区委員長において集
約する作業に乗せて欲しいと思
う︒宣教における

塞蛾議の主目的は︑総会
合冊
二二口

を議策﹂の再検討であつ

議
会
教
宣
回
1
第
・
度
年
2
9

〒ｊ今云た︒既に会議の内容

二三口教蓉齢樅肌綴伽叫﹄伽

倣脆坤や扉僅畦繩畑馳

沸襯一鯲賊孵鱗
本度本的旗方策を立てる
議
論
を
訂
改
﹂
策
方
本
基
教
宣
｢
基奔娃戟篭叫螺

教９現在の基本方策に

さった︵なさる御予定の︶先生

回は偶々︑他教団から転入な

方から原稿を賜わりましたが︑

る事を祈るものです︒アドヴェ

この熱い思いの為にも︑教団総
会の混乱が一日も早く解消され

の歴史がある︒しか

︷旦は︑それなりの教区

し今→機構を改正
し︑教区の機能を地区に移し

つ一つの教会の賜物が活かされ

ることを願っている︒だから︑

教会の思いが集まってこないと
ころには︑その方策も死文化し

ますよう︑祈ります︒︵伊勢︶

ントを迎えました︒皆様方の教
会のクリスマスが︑深く静かな
喜びと祝福とに満たされてあり

て︑地区活動に活力を与え︑一

ｒ

二菫藝̲包圭室王壹』jニノ

先の教団総会で日本基督教団へ
の転入が承認され︑手続きが完
了次第︑正式に御就任の予定で
す︒現段階では︑正式には加藤
俊行牧師︵米子教会︶が代務者

講師；粟津安和師

しまい︑また︑気候も言葉も

3

ｒｌ縢鵬Ｉ脾Ｉ腋ｌＬ

主題； 「教会形成と牧会」

人々の物の考え方も気質も︑今
まで住んでいた所と異なる鳥取
に戸惑いを覚えながら︑夢中で

１

（鮴白川教会柵｜

会場は倉敷水島教会･琴浦

過ごしております︒

鳥取信和教会に赴任する直
q

前︑十日間ほど休暇を取って︑

シベリヤのウラジオストクの教
会を訪ねる船旅をしました︒帰
りの船の中で︑ロシアについて
祈っていた時︑﹁この町には私
の民が大ぜいいる︵使徒烟章︑

えられました︒この御言葉に励

193年1月25日(月)〜26日(火）

１

節︶﹂との御言葉が与えられま
した︒同時に︑﹁鳥取にも私の
民が大勢いる﹂という思いも与

−

巳

蔦認誌毒害 、

(6)
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今

1993年5月5日
＝

で
は

日本キリスト教団
東中国教区
ニュース誌委員会
新
年
度

の

■

教区ニュース

でも新しい年度の歩みに向け︑着々と準備が進行中です︒
今年度の第四十二回教区総会会場となる湖山教会より︑そ

に︑この高梁の町で困難な宣教に励

：等︑忘れがたい数々の思い出と共

場が町を見下ろす高台であったこと

信徒方を覚えることが出来るように

日本基督教団関係の諸教会と牧者︑

た︒この企画のおかげで︑どんなに

﹁この教会のために﹂でありまし

ことを通し︑大きな喜びを見出すよ

地での宣教のために祈りを合わせる

なったことでしょうか︒それぞれの

三年後︑難関︵？︶の正教師試験

たこと︑みんなで時間の合間を見て

信徒が湖山教会から同行して下さっ

た︒長い教会史の中でも︑初めての

会会場となった津山教会でありまし

くださったのが︑第四十一回教区総

さて︑この提案を早速︑快諾して

うになったのであります︒

・・等々と共に︑この町に建てられた

経験だったそうです︒北部地区の諸

さったことです︒︵二面へ︶

教会が一致して御奉仕にあたって下

倉敷教会が強く印象に残っておりま

落ち着いた倉敷の町を散歩したこと

会場が倉敷教会でした︒十名ほどの

を突破し︑按手礼を受けた教区総会

合わせたことです︒

まれる牧者・信徒方を覚えて祈りを

。

第四十回教区総会が一九九一年五

す︒

月に米子教会を会場にして
開催されました折︑教区の
指名で代表質問者として発
中国教区をより身近なもの

言し︑﹁諸教会にとって東
とする一環として︑教区総

に六地区の中から一教会を

しましたのは一九六六年の春のこと

選ぶこと﹂を提案致しまし

せず︑許されるならば順番
の中で︑議場の礼拝堂講壇横に明治

記憶しております︒一泊二日の日程

た︒ヒントは﹁信徒の友﹂

会会場を大きな教会に固定

時代に教会に投げ込まれたという大

に教会がある﹂のレポート

に毎月︑紹介される﹁ここ

でした︒確か︑最初か二度目の教区

目の夜︑宿屋の大部屋で多くの議員

きな﹁迫害の石﹂を見たこと︑一日

総会会場が高梁教会であったことと

私が東中国教区・湖山教会に赴任

の準備の様子について報告して頂きました︒

ることに

の

.･･･．Bｴ で津

新しい教会の歩みを夢見つつ︑その実現に向け︑心はずむ
話し合いが行なわれたことと存じ上げますが︑東中国教区

え

修

ＯｐＤＤヴ

あ

を
迎

ー

鰯

そ
れ
ぞ
れ

と写真︑そして︑﹁日毎の

罵■墓蕊

!〃.::..§

糧﹂の最後に示されている

湖山教会会堂とひかり幼稚園園舎（左奥）

O

べて寝たこと︑二日目の早天礼拝会

II

晩。

し
た

諸氏と修学旅行生のように布団を並

ー

し、

なったのか︒ そ の 経 緯 か ら ︑ お 話 し

夕

＃

君幽

隙密

年
度

浦

ひｵ

教区 総
致します︒

i l

新

三
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このような経過の中で︑第四十二

︵一面より︶

回教区総会会場を湖山教会がお引き
受けすることになりました︒会場は
湖山教会と︑ひかり幼稚園園舎を併
用します︒手狭な点や施設の不備で
何かと御不自由をおかけすることも
あると思いますが︑婦人会を中心に
真心を込めて皆様をお迎えさせて頂
第一日目は各選挙と︑本総会の目

きます︒

玉である﹁教区宣教基本方策改定﹂
に関する協議会が持たれます︒その
後は日本一のスケールを誇る︑ガリ

一九五○年二月十九日︵土︶の

すので︑御安心のほど︶・

地帯の一姉妹の家で開催された家庭

夜︑当時︑湖山村と言われた純農村

﹄

教区教師研修会報告

心残りでした︒

たが︑今回が最後になりました︒教

師研修会が永年︑続けられてきまし

宗宮進

﹁心病む時代と教会﹂をテーマ

教師部が企画して実施してきた教

に︑教師研修会が二月二十三日〜二

区の機構改正に伴って︑教師研修会

集会︵出席者四名︶に端を発する︑
方と共に分かち合えれば幸いです︒

十四日︑岡山郵便貯金会館とまきぴ

湖山教会宣教四十三年の歩みを皆様

御加祷を宜しくお願い致します

この紙面では︑講演の内容を記述

も衣替えすることになります︒

神学部教授と佐々久女・岡山いのち

テープがありますので︑御利用頂け

部委員会委員長︶

︵津山教会牧師︑教区副議長・教師

れば幸いです︒

することが難しいのですが︑録音

末ぎりぎりの開

す︒時期も年度

の準備段階から
難航したからで

のも︑識師選び

ろです︒と言う

いう評価を得て
ほっとしたとこ

︿良かった﹀と

大方からは

た︒

興味がありまし

な問題も出て︑

た︒質疑応答では牧会事例の具体的

て講演をお聞きするというものでし

の電話相談員との御二人をお招きし

講師には︑樋口和彦・同志社大学

会館を会場に開かれました︒

︵湖山教会牧師︑常置委員︶

公告

第四十二回東中国教区定期総会を
左の通りに開催致します︒

日時一九九三年五月
二十四日︵月︶午後十二時三十分
〜二十五日︵火︶午後三時

会場日本基督教団湖山教会
鳥取市湖山町北三−四０三

※議案は後便でお送りします︒

耐忍

教師研修会で講演中の御二人の講師。
樋口和彦師（右）と佐々久女姉（左）

宿舎となる「ホテル・ホリデー

ラヤ湖畔を思わせるような湖山湖の
ほとりに建つ﹁ホテル・ホリデイ﹂

東中国教区総会議長

催となり︑時候
の良い時に出来
なかったことは

鰯：

1

霧
で夜景を満喫して頂き︑第二日目の

宮内常喜

‐

ザ

︵送迎はホテル専用バスを利用しま

￨，

ォィ

議事に備えて英気を養って頂きます

L−

1
『一一

(2)

東中国教区ニュース
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＝

み合うことは少なかったものの︑相

たくらいです︒なぜなら︑議論が噛

会ほど良い総会は久しぶりだと思っ

ませんでした︒しかし︑私は︑今総

の議論は俎上に載せることさえ出来

思います︒予定されていた財務関係

いみじくも露呈していました︒

なわれたＩという︑前総会で問題に

出方法が問題提起者を切り捨てて行

た︒このことは︑東京教区の議員選

たちから大きな拍手が起こりまし

にもかかわらず︑東京教区選出議員

たちの意見に多くの議員が苛立った

﹁日本基督教団と沖縄キリスト教

なった指摘が当たっていることを︑

と思えるからです︒その意見に納得

て︑問題の所在がより明確になった

して以来︑その開催を待たれていた教団臨時総会が三月十六・

化﹂について討議している時に︑沖

団との合同のとらえなおしと実質

縄教区の信徒である外間永二氏が発

することは出来ず︑かえって反発を

京教区議長の竹前昇氏や︑福音主義

に基づいて語られ︑会議制やルール

言に立たれました︒氏は自らの体験

人たちを圧殺しながら自らの罪を問

を口にする人たちの姿勢が︑沖縄の

教会連合に属する山北宣久氏︑長山
たのは良いことでした︒

うことをしない米軍のやりかたと同

せんが︑とても重い︑私的な秘密に

竹前氏の発言は負担金未納教会の

議論することはしない︒納入は当然

下さったのでした︒小生は教団教育

属することを信仰の証として語って

いては混乱したように思えたかも知

化することが出来ず︑その意味にお

れていた議事の大半を無事に終えた︒以下︑三人の出席議員に
感想を述べてもらっている︒

問題の所在がより明確に

横野朝彦

のことで︑議論することではない﹂

じだＩと言われました︒外間氏の発

集中することは予想されたことでし

というような︑不思議な発想の言葉

依頼したことがあります︒音楽教師

委員会で二度にわたって氏に講演を

数の説明などで︑本当に聞きたいと

た︒また︑過去の総会において﹁東

が聞かれました︒山北氏や長山氏の

れません︒しかし︑東京教区が二十

京教区問題﹂の発言が︑この問題の

発言は︑教会会議とか︑会議制を守

として︑沖縄国体で君が代吹奏を強

言の詳細をここに書くことは出来ま

前号
の教区

当事者に限られていたのに対し︑前

要されつつ︑最後まで闘われた氏の

でした︒﹁何故︑納入しないのかと

ニュー

総会では各教区から次々と意見が出

この人たちの主張は︑制度や法律︑

るｌといったことが中心でしたが︑

思うところは聞くことが出来ません

スの見
出しが

されましたことも注目に価します︒

生活の背後にあるものを知り︑言葉

いわゆる﹁東京教区問題﹂に議論が

﹁教団

議長団の不手際は目立ったものの︑

あるいは﹁信仰﹂が時として踏みに

を失いました︒

数年ぶりに出席した総会ですから︑

混乱のまま閉幕﹂となっていたこと

良くあれだけ論議できたと︑小生と

じられ叫び声をあげている者を排除

：

に不満を持っていましたので︑今

さて︑今回の第二十八回︵臨時︶

しては積極的に評価をしています︒

総会︑

回︑臨時総会の感想を書く機会を与

であるように思われました︒この人

してしまうことに対し︑およそ鈍感

す︒前総会は︑議題のほとんどを消

違が宣教論の違いとして受けとめら

今総会で明らかにされた立場の相

えられましたことを有難く思いま

総会についても同じことが言えると

篭

信夫氏らが積極的に発言して下さっ

感じることも多くありましたが︑東

対立する意見が出されることによっ

。

十七日︑京都において遂に開催され︑常議員選挙など︑予定さ

前回の定期教団総会総会が常識員を選出できないまま閉幕

教団臨時総会
を終えて

爵

蕊蒔鐵身

蕊
蕊
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て︑問題の本質を深めず暖昧にして

教団名称の変更だけで事を済ませ

激しい議論の応酬の末︑あわや乱

とを切に祈るものである︒

おくことの危険性を指摘したもので

﹁沖縄との合同のとらえなおしと実

あることが初めて理解できたように

質化﹂を主とした議題として召集さ

闘かと思わせる場面もあったが︑こ

れ︑新たな宣教の方向が見出される

れを引き止めるものがあり︑当人も

思うが︑個々の教会員の内面におけ

れた臨時総会であった︒
常識員選挙に入る前段階として︑

引き下がって︑デスマッチになるこ

には︑まだまだ時間がかかることで

問題提起者から東京教区の議員選出

に難しい問題があるように思った︒

る実質化ということになると︑非常

総会出席所感

︵蕃山町教会員︶

とはなかった︒また︑議長が討議打

打ち切られて次の問題に進むあた

ち切りを宣言するとピタリと論議が

り︑ようやく正常化に向かいかけた

て︑非難応酬の激論が展開され︑丸
半日が費やされた︒東京教区につい

教団を再び壊すまいという暗黙の合

方法は少数者排除の意図であるとし

しょう︒しかし︑意見は異なって
は協力の一歩だろうと思います︒そ

も︑その違いを出し合っていくこと
れにしても︑小生も含めて︑東中国
のは寂しいことです︒五月に開催さ

ては︑昨年の定期総会から求められ

教区の議員の発言が一つもなかった

ている﹁二十三年︑待たせたことに

加藤俊行

第二

われているように見えたのは︑やは

り救いであったし︑時間はかかる

意があって︑その範囲で議論が行な

問題は全教団の問題であって︑それ

が︑教団は今後も正常化の方向を歩

切れぬものが残った︒﹁東京教区の
が集中して東京教区に吹き出してい

対する謝罪﹂は遂に聞かれず︑割り

れる東中国教区総会で︑違いや論点
を明確にしつつ︑宣教の課題を共有
する方向を持つ事ができるよう︑努
力するばかりです︒
︵岡山教会牧師︑常置委員︶

むだろうと思われた︒

こそ東京教区が過去を克服して総会

をこれほどまでに問題にしなければ

直に言って︑私には今まで何故これ

同のとらえなおし﹂問題である︒率

を選出するために開かれるもので

回総会では出来なかった新常識委員

秋の第

もう一つのテーマは﹁沖縄との合

るのだ﹂という東京教区の立場と主

に出席した経過の率直な反省があれ

るが︑討議の課程で出てきた﹁戦責

ならないのか分からなかったのであ

あった︒三月十六・十七日と今日と

張はうなづけるが︑しかし︑だから

十七回
教団臨
時総会
は︑昨
ば︑一同も納得し︑教団の前進に役

告白に伴い︑韓国・台湾には謝罪し

たが︑総会の経費節減のためか︑良

産業会館八階シルクホールで催され

第二十八回教団臨時総会

立ったと思うと︑残念である︒

たのに︑沖縄に対しては謝罪がなさ

吉川克爾

に出席して

名が加わることによって︑教師常議

れていなど︵沖縄︶﹁沖繩キリス

新しい緊張を生むのではなく︑教団

はっきりと印象づけた︒この変化が

教団が新しい時代に入ったことを

来た問題提起者が落選したことは︑

辺りに問題の本質があるように思わ

家権力への迎合だ﹂︵兵庫︶という

大が小を呑むパターンであって︑国

見られる国家権力の推移と同じく︑

ト教団との合同は沖縄の領土返還に

会され︑音声明瞭︑新鮮な空気を感

なった一色義子先生がテキパキと司

開会礼拝では︑新しく総会書記と

通の便は良い所であった︒

い設備とは言い難い︒もっとも︑交

二十七

東京

め︑永年常議員の一角を占め続けて

員の上位三名を東京がダントッで占

年ぶり
に議員
を送り
出して

の過去二十三年の経験を生かして︑
来た箱根の第二十七会定期総会で︑

じた︒良い人が選ばれた︒

それはともかく︑東京教区七十四

二十三

教区が

P

れた︒

より健全な教団が形成されていくこ

二コ

積み残しになった﹁常議員選挙﹂と

‐

亀
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十数年ぶりである︒もはや暫定総会
を宣教の課題としてとらえ︑全教団

団との合同のとらえなおしと実質化

﹁日本基督教団と沖縄キリスト教

章にも書かれていたように︑この臨

寄稿して下さった三名の方々の文

半沢清次郎︵奥羽︶

林博︵東京︶

大村幸生︵九州︶

であるが︑記載する︒

ではないので︑自己規制の必要な
的に討論を深め︑教団名称につい

時総会の焦点は﹁常識員選挙﹂と

に相応しい人をどのようにして選出

なった︒それだから︑その取り組み

教区・地区・教会でする必要があ

議案の内容を理解するための勉強を

この総会で決議されたからには︑

あった︒

に検討をすすめる件﹂との二点で

討論を深め︑教団名称についてさら

宣教の課題してとらえ︑全教団的に

との合同のとらえなおしと実質化を

樋田利明︵東京︶

小田原紀雄︵東京︶

大下幸恵︵関東︶

常議員会の構成人員は三十名であ

まで二十数年にわたり問題となった

この議案に含まれる内容は︑これ

山北宣久︵東京︶

竹前昇︵東京︶

は︑以下の方々である︒

は容易ではない︒責任をもって選ぶ

ばまだしも教団レベルで人を選ぶの

小規模の東中国教区内のことなら

り︑その意義内容は重要であるが︑

白を出すのに手続き上の不備があ

て︑万博決議のやり直しや︑戦責告

らなければならない︒過去におい

宮島利光︵北海︶
野村和正︵四国︶
小橋孝一︵神奈川︶
伊藤瑞男︵東海︶
岩井健作︵兵庫︶

辻健︵兵庫︶

山本爽起子︵九州︶

高里鈴代︵沖縄︶

考えてありたいものである︒︵伊勢︶

か︑教区で︑また各個教会で︑共に

る教会が如何なる姿を持つべきなの

する問いかけであろう︒福音に生き

が抱え続けて来た体質そのものに対

かといった問題もない︒我々の教会

変更する際︑どの程度の金額が必要

変更﹂に留まらない︒無論︑名称を

議案が持つ本来の意義は単に﹁名称

が活発になるだろう︒しかし︑この

再び﹁名称変更問題﹂をめぐる議論

決議されたことにより︑当教区でも

二点目の﹁とらえなおし﹂議案が

けは指摘しておきたい︒

が余りに多すぎるように思える点だ

を送り出している以上︑当然と言え
ば当然だが︑常議員会で占める比率

東京教区が圧倒的な数の総会議員

は得票順である︼

︻以上︑信徒︒敬称略︒掲載順序

西原基一郎︵兵庫︶

するか︑という選挙方法が問題とな
る︒教会での意識は薄い︒

る︒正副議長と書記を除いて︑教職

国家：等々がある︒だから︑結論を

には三名連記が良いところなのだろ

問題を残した︒今﹁とらえなおし﹂

安薩肇︵東京︶

宣教論・信仰告白・会溌制・教会と

う︑だが︑もし当教区より常識委員

をしようとする合同問題も同様に︑

早急に出さず︑慎重に検討してかか

を出そうとするなら︑最小四十数

しておくべき問題を残したからであ
今の歴史・社会の中で宣教の業を

最上光宏︵奥羽︶

横田幸子︵東京︶
後宮俊夫︵京都︶
府上征三︵京都︶

出たい人はいないようで︑事前折衝

進めていく教団を真に形成しようと

ヲ︵︾◎

は為されていない︒なにごとにも自

つつ︑時間をかけて問題と取り組ま

飯坂良明︵東京︶

谷口ひとみ︵京都︶
︵米子教会牧師︑常置委員︶

ねばならない︒

︻以上︑教職︒敬称略︼

由な当教区らしい所である︒

出の原案が議決された︒長文の文言

のとして取り上げられ︑常譲員会提

他に︑第三十三号議案が重要なも

するならば︑聖替の語る福音に聞き

連係せねばならない︒幸か不幸か︑

票︑必要なので︑他の二三の教区と

よって決定することとなる︒

十四名︑信徒十三名を選出する︒予

新たに常識員として選出されたの

る︒結局︑三名連記と決まった︒

川端純四郎︵東北︶

小林貞夫︵東海︶

く︑新教憲教規改定のための審議が

﹁日本基督教団と沖縄キリスト教団

平尾新︵大阪︶

可能となった︒また︑紛争の原因で
する﹂︒

て︑さらに検討を進めることを決識

︽解説﹀

に︑本格的に対話を進める段階に

戸

あった教団積年の問題の解決のため

全教区より議員が出席したのは二

癖

備選挙で上がった候補者を本投票に
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参軋今等

延藤好英
最近は

ったよう

何だか涙
もろくな
な気がし
ます︒そ
れは︑悲

ご計画を尋ね求めながら︑御心の実

の方々からしますと︑岩手県はそれ

もまた真なり﹂でありまして︑児島

地の果てのようでした︒勿論︑﹁逆

たいと思います︒

だまだ不十分ですが︑今後も努力し

自立の大切さを教えられました︒ま

妹は︑この児島の地で神様が生きて

な思いの私達に︑児島教会の兄弟姉

こそ地の果てでありましょう︒不安

に基霊を置いた活動が各個教会の宣

区間の活動格差の解消︑及び︑地区

るようです︒全教区的な規模での地

改正ですが︑良い成果を上げつつあ

また︑私が反対していました機構

四︑クリスチャンとして整えられ

現に参加させていただく︒

の成長︒

ることの大切さ︒洗礼を受けてから

働いておられるという喜びと安心を

五︑教会員のオーナーシップ︵所

与えて下さいました︒以来六年間︑

皆さんも良く御存知の大島達子姉妹

の間︑経過を見守ることが必要と思

どうかＩについては︑なおしばらく

教の充実につながっていっているか

あなたに与えられている神様の素

有者意識︶を育てる教会形成︒
晴らしいご計画に︑あなた御自身が

い雰囲気に育まれて過ごすことが出

の笑顔に代表される児島教会の温か

︵和気・三石教会前牧師︶

気付かれることを祈りつつ︒

教区について申しますと︑以前︑

の教会の業に時間を用い︑自分の力
を貯えることが出来るようになった

担を軽減され︑ゆとりをもって自分

われますが︑教職が様々な役職の負

一つの教会であるとして﹁教区教会

私がおりました奥羽教区は︑教区は

ことは︑大変良いことだと思いま

来ました︒心より感謝です︒

制﹂を伝統的に強調していました︒

て分かっても︑どうしようもありま

す︒このようなことは去る時になっ

ご挨拶

てただの一度も﹁教区教会制﹂なる

東中国教区に参りまして︑寡聞にし

下さっている︒そのことに気づかさ

を愛して下さり︑その地域を愛して

一︑信じることの大切さ︒神様が

せん︒どうぞ︑この教区の気楽さと

へ逆戻り︒神様のなさることは面白

制﹂を強調する奥羽教区の日詰教会

言葉を聞いたことがございません︒

さに馴染んで来ました︒自分で︑自

得たもののいくつかを御紹介しま

分の教会で︑一生懸命考え︑祈っ

い︒かく言う私は︑再び﹁教区教会

会︵岩手
県︶から
東中国教
区の児島

自由さを存分に利用なさって下さ

教会へ︑妻と二人して転任して参り

一番大切なのですから︑教区の違い

いですね︒でも︑遣わされる教会が

初めは物足りなく感じたのですが︑

おられること︑全ての面で神様こそ

ました︒当時︑まだ瀬戸大橋線はな

いては自分達で責任を取る︒そんな

て︑決断する︒その結果の是非につ

られて着いた

また会う日まで
ｂ

ｇ Ｌ Ｏ

は余り気にしないこと
にして︑東中国教区で
教えて頂いたことを大
切にしつつ︑先ず自分
の足場を固めたいと思

時が経つに連れ︑その気楽さと自由

頼れる方であることを信じる︒人に

く
︑冊岡
山詩駅
ら
りく
研Ⅱ
瑚か
・力
らバ ス に 一 時 間 ほ ど 揺

二︑現場主義︒何かをより良く理

のでした︒当

と信じきる︒

解しようと思うなら︑まずその人に

会ってみる︒その場に出掛けてみ
る︒推測で物を言わないこと︒

時の私達から
しますと︑児
島の地は殆ど

ｰ

す︒

はできないことも︑神様にはできる

木谷誠
の日詰教

六年前
奥羽教区

立てていて下さる︒神様がまず教会

れることが毎日のようにあって︑感

様が一人一人に素晴らしいご計画を

守亘

動の涙があふれてくるのです︒

︒神
神
し い 涙 で は な く て 感 激 の 涙必
でで
すす︒

＊

十年間で得たもの

｡■

・卿
三︑ビジョンを持つこと︒神様の

ｰ
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東中国教区から転任なさる

↓

処理場に向けて走らせるのだった︒

がら︑車にいっぱいゴミを積んで︑

かお許しを・・などとブッブッ言いな

なんて罪深いんだろう︒神様︑どう

破壊に多大な貢献をしている私達︒

が叫ばれているこのご時世に︑環境

だ︑と夫婦で驚くばかり︒環境問題

もこれだけ要らないものが出たもん

出る出る︒わずか三年の間に︑よく

越しの荷造りをしていると︑ゴミが

教会の仕事もそっちのけで︑引っ

灘先生方に︑感謝をこめて繍瑚職川
います︒短い間でしたが︑どうもあ
りがとうございました︒
︵児島教会前牧師︶

神の備え給う道を

教会主

藤秀彦

燃

イエスは弟子達を派遣される時︑
杖も持って行くなと言われた︒物に

旅には袋も二枚の下着も︑履き物も
の修道士

こだわる余り︑かえって物に縛られ
必要だと思っていても︑本当にいる

てしまっているのが私達の現実だ︒

が︑この

物はそれほど多くはない︒むしろ︑

春からパリの修道院に入る︒持って
だ︒衣服は二日分の着替えだけ︑あ

行ける荷物はトランク一個だそう

ことを探してやる︒人から言われる

前にやる︒言われたら終わり﹂とい

らないＩということ︒更に﹁やれる

う厳しいことも示されました︒これ

今回の若手教師会は︑熊本白川教

敷水島教会と琴浦教会︑そして児島

は全て御自身のために書き留めてこ

会から粟津安和先生をお迎えし︑倉

の﹁わしゅうサニーホテル﹂を会場

の全部をお知りになりたい方は中島

られたものとのこと︵この十七箇条

に守られました
た︒
︒参
参加
加者
者は
は十二名︒

今回の特色は講師に

るのにしていない﹂現状を知らされ

まで︶・お話を伺いながら︑﹁出来

倉敷水島教会と琴浦教

して頂いたことです︒

いることに対し︑﹁求道者が入って

ぞれ自分のスリッパを教会において

﹁教会診断﹂では︑教会員がそれ

た一日でした︒

会との﹁教会診断﹂を

そのため︑粟津先生に

き︑琴浦教会で二十四

は前々日からお越し頂

日に聖日礼拝説教をし

いう御指摘や︑﹁折角︑礼拝説教の

きにくい状況を生み出している﹂と

大きな看板がでているのに︑一般に

て頂いたり︑役員との

りし︑その内容を踏ま

いる﹂という御指摘があり︑印象的

人には良く分からない表現になって

懇談会をもって頂いた

ついての具体的な示唆

共のために割いてくださった粟津先

本当に御多忙な中で︑三日間を私

でした︒

えて教会形成と牧会に

を受けることが許され

特に印象に残ったの

の現場でこの学びの内容を確認した

生に一同︑心から感謝し︑それぞれ

ました︒

は︑﹁生きた教会﹂は

いと願わされた若手教師会でした︒

伝逆する教会であり︑

そして︑次回の若手教師会は玉野教

しました︒尚︑次回は七月上旬に開

を決定し︑感謝しつつ︑児島を後に

とｌいうこと︒また︑

るのが牧師の務めだということや︑

求道者に仕える教会だ
べ物に案ずることはない︑必要な物

教会において主語は常に﹁神﹂御自

会の阪西直和先生にお願いすること

物を増やさないようにと︑日頃から

は神が与え給うｌという︑あの聖書

催の予定です︒︵津山福音・高倉教

﹁牧師十七箇条﹂として︑魂をみと

ても増えてしまう︒これは自分が怠

心がけているのだけれども︑どうし

の言葉に立ち返りたいと思う今日こ

会担任教師︑若手教師会世話人︶
︵鳥取教会前副牧師︶

身であって牧師個人ではないから︑

話しておられた︒

個人的に教会員と親しくなってはな

それらが私達の務めの妨げになるこ

口

の頃の私達だ︒

ともあるかも知れない︒着る物や食

中島献二
1993年1月25日〜26日

惰なせいなのだけれども：﹂・そう

書︑それに楽譜など︒﹁なるべく荷

W

｡■
ｲ

とは身の回り品やフランス語の辞

第1割｡回若手教驚師会報告
●
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面

鍾愛

で目減りが進行しますと︑明らかに

千七百万円にも上ります︒この速度

ので︑あえて年金局の審査を担当し

て︑私は財務審査委員を委嘱された

になるのです︒従って︑そうなる前

二○一五年頃には年金局の金庫が空

は︑いくら資産を投入しても一時の

ました︒結果︑現行の年金制度で

韮唾

のまま無関心でいる訳には行かず︑

痛み止めに過ぎず︑近い将来に行き

に抜本的な手段を講じなくてはなり

徒共に

算表を目にした年金局は本気で慌て

ニュース誌に発表しました︒この試

期教区総会において発行された教区

どうなるのかを試算︑第四十一回定

このままで行ったら年金局の資産は

の伊勢先生︑財務担当の甲斐田で︑

﹁焼け石に水﹂となりそうです︒

行年金制度では︑こうした充当金も

しかし︑加入者数二千名足らずの現

を責任準備金に充当して運営する︒

持っている遊休資産を処分し︑それ

るわけではありませんが︑教団の

▼手段その一︑国鉄民営化を真似

いになって︑わたしの喜びを満たし

愛の心を持ち︑心を合わせ︑一つ思

す︒﹁どうか同じ思いとなり︑同じ

い革袋を用意するときが来たようで

だろう﹂では何もなりません︒新し

報告しました︒﹁まあ︑何とかなる

案は二○○○年がリミットであると

直ちに抜本的改革に着手し︑その成

詰まることは目に見えているので︑

大きな関心を寄せておりますが︑そ

たようです︒そして︑我々の試算表

てほしい︵ピリピ人への手紙２章２

蔦

▼手段その二︑遊休資産を処分し

社等と提携し︑第三セクター方式で

の行方は危機感を募らせるばかり

新たな制度を作る︒もっとも︑年金

節︶﹂︒︵倉敷教会員︑教区財務委

フォームで試算したものを九十二年

いつも印刷をお願いしている山本

て掛金を返却し︑現行の年金制度を

九月の財務委員長会議時に︑更に十

局の現状を知った上で提携してくれ

の為︑今回は止むを得ず︑他の印刷

兄︵倉敷教会員︶御夫人が御入院中

の一部の演算に誤りがあることを指

れた現場を把握することが出来ない

一月の教団総会時に︑それぞれ発表

話ですが︒

るような民間保険会社があれば︑の

で︑実体︑内容︑見通しについては

まま︑時を過ごしてきました︒その

しました︵尚︑この年金局による試

員長・教団年金局監事︶

間︑年金局はあらゆる会議︵常識委

算表は教区ニュース誌第十一号に掲

め︑教団の全信徒と教職が退職教師

御加祷下さい︒まもなく教区総会を

うぞ山本夫人の為︑また︑兄の為︑

所に印刷を依頼しました︒山本兄の

を支える側として関わるような新し

迎えます︒御労苦下さいます教区の

御奉仕の大きさを実感した次第︒ど
各年度収支がマイナスに転向するこ

いシステムを考える︒

執行部と湖山教会の皆様方の為︑心

▼手段その四︑現行の年金制度を

とです︒当然のことながら︑総資産

その他︑人知を尽くせば必ず良い

退職教師を対象とした互助制度に改

高も二○○二年を頂点として減少

方向が示されると信じます︒昨年開

がつくことは︑まず一九九五年から

た﹂と弁明しています︒そして︑掛

してきたので︑運営が苦しくなっ

し︑二○一○年には二十二億五千五

載されています︶︒この表を見て気

金率を上げたり︑在職年数条件を引

百二十万五千円になります︒前年の

二十億円の負債︶を積立金から負担

り・・等︑条件の改訂ばかりを行なっ

教区総会になりますように︒︵伊勢︶

き上げたり︑支給年令を引き上げた

催された第二十七回教団総会におい

■

二○○九年からの目減り額は三億八

から祈らせて頂きます︒どうか良い

ない方にもお支払した為に生じた約

▼手段その三︑教団は民間保険会

で﹁過去勤務債務︵掛金を掛けてい

員会︑財務委員長会議︑等︶の席上

解散する︒

書記の高橋先生︑教区ニュース委員

教団から出されたあらゆる資料︵主

叩

ません︒

蜜

として教団総会資料︶を基に︑教区

志
それを正して︑我々の試算表と同じ

教団

、『

摘し︵我々もそれを了承しました︶

甲斐田巖

副

何も明らかにされていません︒常誰

FV

委員会においてすら︑年金局の置か

鍾詠
てきました︒当教区においても︑こ

＝
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東中国教区

ら︑教区総会開催へと漕ぎ着けたこ

きな課題として残されています︒ま

連係をどのように作って行くかが大

間︑各地区と教会の間などの連絡・

た︑報告などから︑旧宣教部から継

とと思い︑深く湖山教会とひかり幼

今回は教区三役の改選という重要

稚園の皆様に感謝いたします︒

も解消されていないことが分かりま

べきなのかで困惑している状況が今

した︒常置委員会なり宣教会議なり

承されている教区三委員会が何をす

こなして下さった高橋先生が降りら

が三委員会の持つ意味をもっと具体

な議題をもっていました︒既に御存

れ︑新書記に伊勢富士夫先生が選ば

知の通り︑長年︑教区書記の激務を

れました︒高橋先生の御苦労に深く

いでしょうか︒また地区主体の活動

的にして行くことが必要なのではな

を目指す機椛改正の目的から︑機柵

感謝いたします︒そして教区識長に

改正の枠から外れている教師部の働

は宮内常喜先生が三選され︑副議長

には宗宮進先生が再選されました︒

としたものが打ち出されていないよ

きをどう考えるかに︑まだはっきり

大変な教区での御奉仕の上に何より

今年の教区総会は機構改正の二年

との合同の委員会でもある教師部の

うに感じられます︒宣教研究委員会

も主の祝福を祈ります︒

目にあたり︑機構改正が教区の宣教

働きが更に用いられることを望みた

にどういう益をもたらすか︑あるい

は課題を残すかが一層はっきりとし

いと思います︒

まず何よりも︑教区総会の開催に

どれだけ意味を持っていたのか疑問

た︒これまでの﹁宣教基本方策﹂が

訂作業に入ることが決議されまし

意見が出され︑今総会で本格的な改

国民の休日として祝うことへの反対

時撤退建識︑そして﹁結婚の儀﹂を

議の継続としてＰＫＯ派遣部隊の即

た︒一つは昨年のＰＫＯ法案反対決

今回︑二つの建議案が出されまし

て来たと言えます︒昨年の教区総会

ついて︑教区総会を受け入れる器の

で︑教区の﹁宣教基本方策﹂改訂の

五月二

ある教会や地区ばかりで開催するの

二つ目の建議案は否決されました︒

建議でした︒しかし︑残念ながら︑

二十五日

の﹁宣教基本方策﹂の意味を根本か

それも建議の根本的なところには賛

とされる意見もあり︑教区にとって

ら問い直す必要を感じました︒また

さん報道﹂が行っている結婚調査が

成でありながら︑マスコミの﹁雅子

でなく︑会場や設備の困難さを地区
内の六地区が交替で引き受けている

教区の機構改正に伴い︑地区主体の

内諸教会の協力で補いながら︑教区
において

ことの意味が大きいと思われまし

湖山教会
東中国教

違法︑不当なものである︵三面へ︶

会︑宣教会議と各地区︑また各地区

活動の発展が目標ですが︑常置委員

鳥取市の

私見を述べさせて頂きます︒

。

十四日〜

されたこともあり︑今総会に対する

ニュース誌委員会

の施設などをも捧げて下さったか

鹿、 ，

た︒今回︑湖山教会が付属の幼稚園

全

大賀幸一

を挙げての応対に深い印象を残した総会であった︒以下︑
総会の印象を大賀幸一ニュース誌委員の報告でお伝えする︒

第四十二回東中国教区総会が開催された︒湖山教会の総力

去る五月二十四日から二十五日︑湖山教会を会場として

﹁宣教基本方策﹂改訂を決議

寓闘蝋鰯長考三選！

教区総会閉幕 ’
た︒今総会で代表質問の重責を負わ

一

区の定期教区総会が開催されまし

l岸阿ニー
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五十の教会︑

翠ヶ丘教会の説教檀に立つことを結

戦記念日の主日から︑神奈川教区の

す︒そのことは︑玉島を後にし︑敗

りは︑岡山県西部地区活動の理念と

高橋隆教

目標を会衆と共に実践したことで

山県中部・西部の両地区は有志によ

走り︑老化著しい心臓をいじめてき

主の恵みは私に十分です︒もう一

果しました︒

月間でし

カロウシせんかつたなあ﹂と︑感謝

ね︒︵前玉島教会牧師︑教区書記︒

現神奈川教区・翠ヶ丘教会牧師︶

曰く﹁貴教区より○×の書類が未提

伊勢富士夫

︒：ｄ４ｄ群型一宅叩︾毎酔零︽︾黙︽蝉癖睡

事務所もどこぞに引っ越していただ

出につき︑速やかに御提出を〜﹂・

三ヶ月前に教区書記を辞め︑教区

のやれやれです︒

いて以来︑電話も郵便物も来なく

伽わ某月某日︑教団より書簡が届く︒

内問題の中に生

なった︑がらんどうの書斎に一人︑

にある？︒﹁カワテさ−ん﹂．．︒

○×の書類とは一体︑何ぞや？どこ

宮す．地区で§

三コーナーだろうか︑第四コーナー

沈香を薫いていますと︑いよいよ第

働いて頂いた高橋牧師から︑教区書

トでした︒与えられた二十七名の受

を教えていただいたバックストレー

のおあしらいに我身を委ねる喜びと

げます︒

︵倉敷水島教会牧師︶

御加祷の程を宜しくお願い申し上

事を切に祈る毎日です︒

﹁カワテさ−ん﹂がカロウシせん

﹁カワテさ−ん﹂．．︒

長印とは何だ？どこに置いてある？

何々︑議長印を押印せよ︑だと？議

︵書類を捜し出してもらって後︶

教会で︑積極

だろうかと︑いずれにせよ︑馳せ場

的に取り上げ
て行きたいも

に︑もう一つの課題を見失うことも

記は伊勢牧師に引き継がれました︒

朝な夕なに祈るたしなみと︑聖霊

の終りが思い浮かびます︒

できません︒教会が自ら取り上げて

新しい担い手によって︑新しい感覚

洗者と七名の信仰告白者は︑イエス

六年間ほど

のです︒

いかなければならない足元の問題

で教区の業が進められることを願い

巳

手柄なんぞではありません︒私の誇

様の微笑みのひとしずくであって︑

と︑教会の外の世界から問いかけれ

︵鳥取教会牧師・教区議長︶

られている問題があると思うからで
す︒﹁教会ならどう答えるのか︑教

=ｰ

みなさん︑御国でお会いします

ます︒

は無我夢

の五年間

た︒最初

七年四カ

いう間の

あっと

会ならどう対処するのか﹂Ｉそれに

第四十二回教区総会が済んで︑三

会が答えなけ

る 沖 縄 研 修 を 計即
画画中
中と
と聞
聞き
きま
ます
す︒ 教

閏領ワｒ

誠実に応えることも教会の大切な責

か月になろうとしています︒九十二

ればならない

一つの教区

年度中の課題であった教区の機構改

問題がここに

『

中の全速力︑五十の坂を登ってから
は若干流し気味でしたが︑﹁よくぞ

L

任と思います︒この六月には沖縄で

正も︑指向されていた方向に決定し

もあります︒

合同問題協議会が開かれました︒岡

れからのことです︒三年来の地区活

ました︑とは言え︑その実質化はこ

戦後処理も含

験

きているので

が︑こうした

と︒私たち皆

常高齢化のこ

や環境問題︑

一号めた人権問題

動の興隆には評価すべきものがある
と思いま
す︒しか
し︑これ
︵とりわ

も当事者
け地区の
教職︶の
意識的な
取組がなければ困難なことです︒教
会がその足元から教会の業としての
宣教力を付けていかなければならな

言

ます︒

足元の問題を大切にすると同時

いと思います︒

鑿

(2)

東中国教区ニュース
号
13

第

第13号

東中国教区ニュース
(3)

鼻義鴎義務鰯侭曜
伊勢富士夫
教区総会以降の教区の動向につい
てお知らせ致します︒

▽教師の就任
本号の三頁から四頁に新しく東中
国教区に御赴任なさった先生方の紹
介記事が掲載されておりますので︑
ここでは割愛致します︒

▽教師の辞任
高橋隆教先生︵玉島教会牧師︶

七月三十一日付︑玉島教会を辞任し
神奈川教区の翠ヶ丘教会に御転任︒

細川満先生︵倉敷教会副牧師︶

﹁教師の逝去﹂という項目からは

享年七十二歳︒

会において告別式が営まれました︒

阿部祐治牧師の司式により蕃山町教

名︑岡山県から九名の計十名だった

ンパレス宇野を会場にして開かれ
た︒当日の出席者は鳥取県から一

回・若手教師会が︑玉野教会とマリ

去る七月四日〜五日に︑第十二

純子先生と阪西恵理子先生もおら

た︒参加者の中には︑同教会の原田

に登り︑祈りをした経験を語られ

血の為︑御逝去︒三十日︑大賀幸一

事務員の野崎喜美子姉がクモ膜下出

の諸先生に出席いた

テーションと重なってしまい︑新任

が︑ちょうど新任教師のオリエン

の場へと帰っていった︒︵境港教会

ら恵みを十分いただいて︑それぞれ

など︑参加者一同︑阪西直和先生か

漁業センターを見学させていただく

後︑玉野教会員の方がお勤めの栽培

翌日︑話し合いの時を持ち︑その

れ︑話しをさらに盛り上げた︒

外れますが︑七月二十九日︑元教区

牧師の司式により︑旭東教会で葬儀

だけなかった︒また

御生前の尊いお働きとお人柄とを

■■■■■■■■■■■■■■■■

牧師・若手教師会世話人︶

が営まれました︒享年五十四歳︒

席される先生方も︑

若手教師会によく出

色々な都合と重なっ

偲びつつ︑天での平安を祈ります︒
祈るものです︒

また御遺族の為︑心よりの御慰めを

︵一面より︶ことに対し︑同意が得

の合意の元に行われるものと憲法が

られなかったのでした︒結婚が両性

きっかけ︑そして最

生い立ちや救われた

が︑阪西先生はその

査は当然のごとく行われているとい

なのでしょうか︒総会席上︑結婚調

は結婚をどのように伝えていくべき

チャペル型結婚式が流行る中︑教会

調査することが正当であると考えら
れていることが問われています︒

ず︑家柄︑家系︑財産︑出生などを

阪西恵理子氏︵正教師試験を受験︶

初の赴任地での牧会

定め︑保護しているのにも拘わら

石川敬規氏︑願念望氏︵補教師試験

や現在の教会の牧会を通して︑祈り

の問題でなく︑そうしたことが当然

う発言がなされました︒発言者個人

野教会牧師の阪西直

を受験︶との面接を行ない︑それぞ
れ満場一致で推薦を決定しました︒

について語られた︒それによると︑

のごとく行われている社会の不義と

教師会は︑講師に玉

さて︑今回の若手

だった︒

たのが何よりも残念

て︑出席されなかっ

▽その他
教区事務所が玉島教会から倉敷水
島教会へ移転︒従来とは電話番号・
Ｆａｘ番号とも︑変更されましたの

十月五日︑学科試験に臨まれます︒

祈りをした後でも色々な出来事に適

教会は戦わねばならないとの思いを

に︑新しい地でのお働きの為に祈り
ます︒尚︑細川師からは残念ながら
時間的に原稿を頂く事が出来ません
でした︒御了承下さい︒

▽教師の逝去
篠宮孝子先生︵隠退正教師︶

和先生をお招きした

乞︑御加祷︒尚︑﹁第一回常圃委員

遇すると人間の心は乱れてしまう

で︑どうぞ御注意下さい︒

会﹂の議事録は︑従来通り︑第二回

が︑阪西先生はそれ故にまた祈り︑

区ニュース誌委員長︑教育委員︶

強くしました︒︵旭東教会牧師・教

ばや

常置委員会席上で確定されました

た︒また︑これまでに何度となく山

神に平安をいただくのだと語られ

六月二十日の第一回常置委員会で

後︑皆様に御送付致します︒御了承

お交わりに感謝申し上げますと共

六月二十三日午後一時三十分︑急性

下さいますように︒

八月一日付︑倉敷教会副牧師を辞任

河

肺炎の為︑御召天︒同月二十五日︑

し︑自宅待機中︒現住所は唾神戸市
垂水区星陵台一丁目８１四です︒

…

阿部祐治先生
二十

年振り
に再び
て生活

岡山に

になり

する事

ました︒私にとって蕃山町教会は伝
道者としての初陣の地でした︒伝道
師として本当に自由にやりたいほう
だいの事をさせて頂いた思い出があ

きたいと願っています︒
教区内でのお交わりとご指導の程
︵蕃山町教会牧師︶

よろしくお願い致します︒

今は不透明︑混乱の時代ですので︑

れようとしています︒しかし︑﹁予

による

ルカ

大仁田拓朗先生

言者ヨナのしるしのほかには︑なん

の六章

福音書

時の印が︑手を変え品を変え求めら

のしるしも与えられないであろう﹂

ｊ

の主の任務を終えるに当たり︑ひと
つの道が備えられました︒それは︑

ています︒その会堂の中に﹁右手が

日に会堂で教えている場面が描かれ

が安息

この三月︑四年間の山口県大島で

との御言葉が聞こえます︒

嫁婿が宣教のヴィジョンの拡大と霊

萎えている人﹂が一人いた︒イエス

阿部剛先生

的賜物の充実のために選択した海外

は教えている途中でその人に気づ

道の開拓の業︑そして尾張一宮教会

させて頂いた後︑金沢教会の内灘伝

た︒青壮年期を関東で

から教わって育ちまし

明けのしるし︑と古老

鳴を聞きました︒出身地の四国の今
治では︑この時期のかみなりは梅雨

その御旨を知

キャッチし︑

中で︑確実に

実のこの時の

方の印を︑現

萎えた人﹂に気がつく︑という事は

うな中で︑このたった一人の﹁手の

たことが想像されますから︑そのよ

の人がイエスを求めて詰めかけてい

な気がします︒まして会堂には多く

は︑外見だけでは分かりにくいよう

イ︐エス

研修の間の留守番役です︒今︑協力

型■■■ず︑にはに︑は︑

牧師として彼の代務で︑大切な教会

き︑その人を呼び寄せ︑そして癒さ

で会堂建築と貴重な経験をそれぞれ

るのを許され

ではないように思います︒

聖書に書かれている程︑容易なこと

負︑Ｈぺ

この原
稿を書
きなが
ら︑激

奉仕をさせていただいています︒

早朝

しい雨
音と雷

の地でさせて頂きました︒そして新

鳴︑稲妻は必ずしも梅

過ごすうち︑この雷

て︑常に的を

ります︒また︑伝道者としての姿勢

たな思いで再び蕃山町教会でご奉仕

雨明けのしるしではな

得て︑なすべ

るよう祈って

きことがなせ

つくのがイエスの視点であり︑視線

しかし︑このたった一人にも気が

﹁手が萎えている人﹂に気づくの

れました︒

させて頂くことになりました︒

いと知りました︒さて

恵まれた環境の中で︑感謝の日々

私の伝道者としての歩みは︑正し

米子はどうなのかと気
の見分けのしるしは場
所や時代によって異な

しょうか？︵五頁へ︶

点を忘れがちになってはいないで

さてそこで︑今日の教会はこの視

であると思います︒

力牧師︶

︵米子教会協

す︒

いるところで

を引かれました︒天候

る模様です︒

の分野においてさえ︑

政治︑経済︑・・宗教

柄との関わりに於いて︑教会形成の
た︒主の体なる教会と神の栄光を顕

唾

あり方を特に考えさせられてきまし

の中にあって︑東京神学大学問題︑

を送りながら︑真の︑唯一の印なる

ています︒万博問題から発した紛争

く︑教団紛争の歩みと軌を同じくし

I

東京教区問題︑それに伴う様々な事

を教えて頂きました︒三年間奉仕を

' 《弓弱

I．

、
す教会の形成をこれからもなして行

＝
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︵四頁より︶教会は︑牧師は︑ま
た教会員一人一人は︑心が萎えてし
まって片隅に座っている一人の人を
も忘れることなく支え合い︑力づけ
合い︑祈り合いつつ歩んで行ってい
るでしょうか︒このたった一人をも
神様は愛し大切にされていることを

生き方で証しできているでしょう

阪西恵理子先生

雫一Ｋ．雨篤

一﹂碧

う﹂と︒関わっていても︑自分の生

活をかけて思いっ切り関わっていな

い︒また﹁これが女性差別だ﹂と叫

び続けるには疲れちゃって︑適当な

所で見て見ぬふりしてるし︒他方︑

ある高慢さも指摘されたし︒立場上

取の町︑人︑教会︑言葉にもやっと

た︒ようやく四ケ月ほどがすぎ︑鳥

獅と鐘・可︑雫紳仙
↓当者か

だとか何だとかを口実に︑出かかっ

差別反対を訴えている︑その姿勢に

脚蝿細堀珊蝿﹃今臥一Ｆ詑剛州

慣れた所です︒

て﹁今の意気込みでも何でも良いか

とか言いつつ︑自分は何も変化しな

学生が遊びに来たと思われたようで

会ではお年寄りの方などは︑近所の

見た目が若い︵幼い？︶ので︑教

た言葉を飲み込むし︒組織は嫌いだ

なく︑それぞれの生きている現場で

て︑いろんな差別を肯定する方向に

いしＩ︒つまり中途半端︒これっ

た︒今︑原稿恐怖症及び伝道恐怖症

え﹂とダダをこれそうになりまし

す︒情けない話かもしれませんが︒

ただ今︑恐怖症にかかっておりま

機能するんですよね︒そんな理由で

しに強まる今日このごろです︒

すが︑一社会人としての自覚も日増

﹁意気込みなんて今ないですからね

生きている時︑私たちはその事に気

なので︑早い話が書きたくなかった

いと言って見捨てたりしてはいない

す︒﹁私は一体何をやってるんだろ

のです︒最近︑？マークの多い私で

します︒

の私ですけれども︑よろしくお願い

最後になりましたが︑こんな状態

べ物のおいしさはすばらしく︑もう

風土のおだやかさ︑海の美しさ︑食

1てめんみ教東

鳥取教会の伝道師に就任いたしまし

︵鳥取教会伝道師︶

しくお願いいたします︒

みなさまのご指導︑ご鞭捷をよろ

で︑いずれお邪魔します︒

ら︑まったく事情がわかりませんの

す︒岡山の方は同じ教区でありなが

し︑あちこち走り回りたいと思いま

七月に４００ｃｃのバイクを購入

す︒

ので気を引き締めねばとも思いま

すぎると︑勉強不足に拍車がかかる

とすら思います︒あまりのんびりし

他では生きて行けないのではないか

う︑何をしようとしているのだろ

橋原正彦先生

︵玉野教会伝道師︶

﹁キリストに従諺フ﹂という言葉を私

う︑何者なのだろう：？﹂・小学五
神学部に入るまで一直線︒しかし︑

年生の時︑牧師になろうと決めて︑
世間知らずなため︑入学後は思想の

ど︑今日の社会の中でイエスに従う
生き方とは一体どのような歩みなの

洪水に圧倒されました︒性差別︵主

Mし初さの国

四月に

鐙

たちは実に安易に用いているけれ

の人たちと聖書を読みながらみんな

であろうかを今︑三石と和気の教会

別︵主に釜ケ崎に関わって︶︑民族

に女性の視点から︶︑野宿労働者差

︵和気・三石教会牧師︶

で一緒に考えています︒

どなど・・・それぞれ被差別者・差別

差別︑障害者差別︑天皇制問題︑な
者としての自分を問い続けてきたつ
もりです︒ところが︑最近思うので

す︒．体︑何やってきたんだろ

二

。ま

でしょうか？﹁イエスに従う﹂とか

山陰地方ははじめてなのですが︑

かったり︑それは教会の課題ではな

づかなかったり︑気づこうとしな

る人が︑様々な課題や重荷を抱えて

ら書いてください﹂と言われた時︑

か︒もちろんそれは会堂の中だけで

＝

も同様です︒神様が大切に愛してい

、な区中

。
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型

るとスペイン風と見られなくもあり

クリートの二階建てで︑そこだけ見

の民家は真っ白に塗られた鉄筋コン

▼第二日フィールドワーク

いましょう﹂Ｉ︒

お互いの立場に立って考え︑認め合

たが︑三十一度Ｃの炎天下︑色鮮や

に等しい粗末なものでした︒チャペ

が︑内装の窓枠などは本土では端材

建築学会賞を取ったほどの名作です

鉄筋コンクリート打ちっぱなしで︑

キリスト教短期大学も外観は立派な

言われてみると︑会場に当てられた

木材が少ないためだそうです︒そう

します︒その脇に﹁ハブに注意﹂の

痕はものすごく︑足のすくむ思いが

戦闘の激しさを物語るトーチカの弾

で沖縄戦中第一級の激戦地であり︑

宜野湾を正面に見据えた戦術的要衝

嘉数の高台米軍が沖縄に最初に
上陸した地点︑東シナ海に面した

かった事を思い知らされました﹀

︿私は︑沖縄について何も知らな

かな衣装をまとった舞姫が︑動きは

ル内の調度や礼拝用椅子等はすべて

標識︒今は平和なんだ︒この高台か

ません︒戦禍のために山河は荒れて

予定通り十二時三十分︑那覇空港

の中に︑沖縄の心を見る思いがしま

小さくゆったりと伸びやかに︾奪う姿

ら二〜三キロ北に普天間空軍基地が

▼第一日︻六月二十二日︼

ざのわん

かかず

着︒空港で平良牧師夫妻らの出迎え

ラワン材でした︒このチャペルで開

あり︑主に戦闘用ヘリコプターの拠

に出席して

を受ける︒その時︑平良悦美姉︵平

した︒何とも優雅な舞で︑本土の能

語でした︒日本語の古語に近い言葉

会礼拝が行われました︒説教は琉球

故の危険にさらされています︒ここ

点だそうです︒その滑走路の南側

から宜野湾沿いに北上すると今では

だそうですが︑私には理解すること

まるのだなと不安にかられました︒

極東最大の空軍基地となった嘉手納

ラマの﹁琉球の風﹂

しかし︑各教区の発題が進み︑沖縄

基地があります︒空軍基地の大小は

フェンスぎりぎりに普天間第二小学
校があり︑今でも爆音の物凄さと事
いと︒万里の長城を

佐敷教会の平良牧師夫人の発題を聞

滑走路の規模によって決まります︒

は出来ませんでした︒ただ︑これか

小さくしたような歩

いて︑この不安は払拭されました︒

ら私の理解を越えた難しいことが始

廊から市街を望みま

平良牧師夫人はこう話されました︒

で本当の琉球ではな

すと︑伝統的民家は

た︒最近では琉球独特の濃いオレン

素焼きの琉球瓦の色は槌せていまし

極端に少なく︑稀に目につく民家も

ではないかと思うと胸が痛みます︒

を望んでいるのかなと季奪えているの

﹁私は︑本土の人が︑沖縄の人は何

やＦ１６ファントム戦闘爆撃機が︑

れ︑Ｐ３Ｃ対潜哨戒機︵対ロシア︶

○○メートル級補助滑走路が備えら

が二本と︵成田空港は一本︶︑三○

ここには四○○○メートル級滑走路

それも並機で離発着しています︒誰

何も望んではいないのです︒何もい

が名付けたのか不明だそうが︑ここ

らないのです︒違ったままでも良い

のではないか︑お互いに違ったこと

ペンキを塗っているのもあるとか︒

を容認すれば良いのではないか・・︒

ジ色の素焼きの瓦は少なく︑中には

かてな

戦禍にあったためか

は本土から見た琉球

甲斐田巖

良牧師夫人︶の頭上に掲げられた案

が後で言っていましたが︑テレビド

舞台を見ている様でした︒どなたか

称変更が問われている
のを感じる︒私の考え

今︑何か意味深長なも
過ぎかな︒それとも平
のですよ﹂というサイ

良姉の﹁これでも良い
ンなのかな？︒続いて
首里城見学︒初めて琉
球文化に接する︒構えは中国風宮殿
と共通していますが︑屋根は寄せ棟
で天井は低く︑権威の象徴としては
ないが︑これらは全て台風に対する

少々︑威厳さにかける趣もないでは

は嘆いていらっしゃいました︒普通

‐

帰りに空港まで送って下さった先生

＝

備えであると伺いました︒宮殿の前

L
−〜

ふて堂

は何と﹁日本基督教団﹂とある︒名

丁f

内板にはいささかびっくり︑そこに

：

蕊
庭で︑琉球舞踊の撮影をしていまし

1 ，．7

(6)

東中国教区ニュース
号
13

第

なＦ
中に 灰 か な 蝋 燭 の 明 か り で 見 る と
も異様で滑稽に写りました︒な中

が並び︑参観者の

声にならない鳴咽ｒ国

女ではない︶

﹁安保が見える丘﹂に立つと︑嘉手
して広大な基地をよそ目に︑住民は
隅の方にオシクラマンジュウのよう
に押しやられています︒この安保の
見える丘に立つ者皆︑それぞれ胸に
去来するものがあり︑南国の炎天下
でも立ち去り難く︑平良先生の説明

に暗い顔つきで聞き入っていまし
た︒ここからハイウェーに入り︑沖
縄戦跡国定公園のある糸満市へと向
かいました︒この糸満市喜屋武岬か

に手で取っ

て発題があり︑その後︑分団協議に

入りました︒以下︑私の理解の及ば

ないことを含め︑分団で話し合われ

た内容を列記します︒

一︑教会に関わる現場の問題とし

いう現場認識は共通ではない︵テレ

ては共通しているが︑大和対琉球と

の違いがその一例では？︶・

ビドラマ﹁琉球の風﹂に対する認識

二︑国家の人間に関わる質とどう

絡み合っていくのかをよく考える︒

三︑﹁合同﹂という言葉は良かっ

四︑教会内の各種活動の中で︑互

た︵沖縄の先生の発言︶・

いの異なったことを聞くことに努力

傷病兵の傷
口に群がる
ウジを丁寧

て︑いたわる

五︑沖縄の意識を明確にするこ

と︒沖縄人を日本人として取り込む

なら﹂の一言

を残して立ち

至っては︑それが沖縄県民の心の大

沖縄は珊瑚礁が隆起して出来た島な

きな壕の事です︒

ガマヘ・ガマとは鍾乳洞のような大

▼第三日全体集会・分団協議

を合わせました︒

の中に響く原・教団議長の祈りに心

蝋燭を消し︑しわぶき一つ無い暗黒

壺即エエ■■

することが必要だ︒

を誘いましたが︑

︾︾︾︾一諏函叩■

毛翠宰諏砦■■

ことの問題意識を提起する︒・

きさなのか︑何とも複雑な気持ちに

ので︑随所に壕があり︑それらが野

らない点が多い︒今後︑もっとフラ

の方々は︑頻繁に︑沖縄人︑琉球人

六︑日本国民ではあるけれど︑日

去る後ろ姿
に手を合わ

本人ではなく︑琉球人である︵沖繩

なりました︒たまたま︑この日が

戦病院になりました︒このアブチラ

拝の後︵歌うに相応しい讃美歌がな

いくことが必要だと思いました︒

ンクな出会いを重ね︑理解を深めて

箆口

ように﹁さよ

出口で聞いた小さ
な声Ｉ︒﹁第一高

いたのだ﹂・・・

るけど︑もっと悲負
惨な女学生は沢山ｐ

ら手厚く顕彰されｑ篭渭画

堅輻醒竃

ら南は陸地はなく︑逃げまどう︵或
銃弾を浴びせたのが日本軍の兵士で
した︒この岬の丘に︑かっての皇軍

あったことを聞き︑しばし絶句しま
日本兵士の頭領であった天皇皇后両
陛下お手植えの松がありました︒し
かもそれらが沖縄県民の手で︑奇麗

せた﹂と︒

我々も参加した国際反戦集会の開か

いｌとの事で︑讃美歌を省略された

そしてアブチラ

れた日であったからか︑機動隊が

ガマは最も大きな壕の一つで︑千人

のが残念︶﹁合同のとらえなおしと

︵倉敷教会員︑教区財務委員長︶

いことと思います︒筆者自身︑分か

を列記しても︑お分かりになりにく

恐らく︑こうして分団で出た意見

という言葉を用います︶︒

物々しく警戒に当たっており︑ヘル

に余る傷病兵を収容したとの事︒無

宣教の課題﹂として︑前々日に続い

宜野湾伝道所の村椿先生による礼

﹁お手植え﹂なるチッポヶな松の両

メットと盾に身を固めた機動隊員が

の手術が行われたようです︒真っ暗

論︑医薬品は十分でなく︑麻酔なし

に手入れされ︑守られていることに

女はエリートだか︒

は集団自決のためか︶住民の背中に

生の可憐な顔写真鋤祁

納基地の広大さが一望できます︒そ

＝

この後︑南国特有の？スコールに手手
堀堀
︵の井戸の水は澄んでいました︒
見舞われ︑ズブ濡れのまま姫百合のそそ
ここ
︸こ こ に 真 新 し い 花 束 が 置 か れ て
塔へ・野戦病院となった壕内の様子ああ
りり
︑︑ 犠 牲 者 を 悼 む 人 が 絶 え な い の
を詳しく再現していました︒当時をだだ
とと
掴伺 い ま し た ︒ 平 良 先 生 が 生 き 残
忍ばせる医療器具やリンゲル︑消毒りり
兵兵
圭士 の 証 し を 読 ま れ ま し た ︒ ﹁ ま
薬等の薬品類は実物が展示されていだだ
息息
︵のある傷病兵を残したまま︑
て︑見る者を立ち止らせます︒犠牲軍軍
︑︑
一病院関係者が撤退した壕内に
となった県立第一高等女学校女子学たた
つっ
︽た 一 人 残 っ た 女 学 生 が ︵ 第 一 高

口

側に立ち並ぶ様子は︑私の目に何と

第13号
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第四十二教区総会期
教区三役︑常疲委員
及び︑各部委員氏名

総会議長宮内常喜︵鳥取教会︶
書記伊勢富士夫︵倉敷水島︶

副議長宗宮進︵津山教会︶
常置委員横野朝彦︵岡山教会︶
三浦修︵湖山教会︶

お過ごしでしょうか︒荒れる天候に

先の教区総会で行なわれました常置

次点者より辞退したい旨の連絡があ

夏期キャンプで苦労なさった教会学

上がって頂く事になりますが︑実は

委員︵教職︶選挙での次点者に繰り

りました為︑現在︑教区三役におい

校も多かったかも知れません︒御労

書記兼会計
村山盛葦︵岡山教会︶
阿部祐治︵蕃山町教念
山本英夫︵境港教会︶

て︑次点者の御意志を確認する為の

ものです︒

苦が良い実りを結びますよう︑祈る

止むを得ず次々点者に繰り上がって

られますように︒︻大賀︑伊勢︼

それぞれの教会に豊かな実りが与え

▽まもなく実りの秋を迎えます︒

刷所に対し深く感謝申し上げます︒

快く引き受けて下さいました三浦印

た︒特に︑印刷費上の無理な注文を

があたって下さることとなりまし

印刷には三浦印刷所︵岡山教会員︶

編集することとなりました︒また︑

引き続き伊勢師のパソコンによって

▽今回も︵予算の都合上︶昨年に

い︒お待ちしております︒

対する御意見・御要望をお寄せ下さ

すよう願いながら︑まだまだ手探り
状態の発行です︒ぜひニュース誌に

地区と地区とを結ぶ役割が果たせま

ニュース誌が教区と各個教会︑また

第です︒お詫び申し上げます︒この

が手間どった結果︑発行が遅れた次

委員が入れ替わり︑不慣れな新委員

第十三号をお届します︒ニュース誌

▽遅くなりました︒教区ニュース

▽冷たい夏でした︒皆様方は如何

額田浩︵赤磐教会︶

話し合いを計画している所です︒次

▼財務委員会

点者の辞退の御意志が強い場合には

委員長甲斐田巌︵倉敷教会︶
木村資郎︵岡山聖心︶
伊勢富士夫︵倉敷水島︶

︻この項の文責︑伊勢︼

頂く事になります︒

※宣教会織終了後、第二回常圃委員会を開催致します。
常置委員の方々はお覚え下さいますように。

▼会計監査委員会

l993年9月20日 （月）午前ll時〜午後3時

加藤俊行︵米子教会︶

広田誠一郎︵倉敷教会︶

委員長阪西直和︵玉野教会︶
池田義明︵井原教会︶
▼教区ニュース誌委員会

委員長大賀幸一︵旭東教会︶
村山盛葦︵岡山教会︶

会計川崎善三︵米子錦町︶
伊勢富士夫︵倉敷水島︶

▼在日大韓基督教会との
宣教協力委員会

委員長難波幸矢︵光閉團謹鯵

1)「宣教基本方策」改訂に関する件

田井中純作︵倉敷教会︶

※高橋隆教︵玉島教会︶
砂川晋治︵鳥取教会︶
布下恒生︵十寸全平和︶

▼宣教部伝道委員会
委員長長谷川健二︵用瀬教会︶

普記橋原正彦︵鳥取教会︶
会計小西周雄︵鳥取新生︶
▼宣教部教育委員会

委員長中島献二︵高倉教会︶
書記大賀幸一︵旭東教会︶
会計額田京子︵赤磐教会︶

横野朝彦︵岡山教会︶

三浦修︵湖山教会︶

日本基督教団岡山教会

時場題

その他の件
3）

書記倉橋剛︵琴浦教会︶
会計山上翠︵鴇方教会︶

委員長倉橋剛︵琴浦教会︶
書記宇野政勝︵井原教会︶

大仁田拓朗︵和気教会︶

※高橋隆教常澄委員の御転任に伴

第一回教区宣教会議の御案内

日会議

2）今年度教師研修会に関する件
~

▼宣教部社会委員会

会計藤田真佐子︵笠岡教会︶
▼教師部・宣教研究合同委員会

い︑常置委員に欠員が生じました︒

〆

委員長村島宏︵上井教会︶

‐
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日本キリスト教団

東中国教区

ニュース誌委員会

れていたのを思い出します︒主語が

有によって連帯を強めたいと願って

ざまな社会的問題への取り組みの共

地区間の交流︑日韓連帯などのさま

己

ますが︑それはさておいて︑四○歳

なぜ言ごなのかなどの疑問は残り

東里国謹匹は︑橇騨改正によって

い才等フ︒

地区活動の重預強騒化が図られてき

代もあますところ一年と数カ月とな

った私が︑教怪の副議長という職に

ました︒それぞれの地区で活動の成

果のあげられている様子を聞くこと

雇厘なのだろうと思わされます︒

それもただの屈腫ではなノ︑﹁が

て︑違う地区の情謝浮聞く機会が大

が出来ま丈しかしいつぽうにおい

任じられたのは︑これ迫与えられた

むしゃらに働かなければならない時﹂

変少なくなったような気がします︒

であるようです︒

地区活動を強化しつつ︑地区間の交

私は今︑教団の宣教奮員会と教育

を訪ねる機会を得ました︒冤罪によ

禾音云云の二つの委員となっており︑

ま一％そのため︑出張の回数もつ字︑

って隷蒲投獄されている石川一雄さ

流をどのように進めるかが課題だと

時激区総会が開催された︒議題は︑識反副率轡黛書記の転任による︑

本務である教会での業が充分に出来

んの家を訪れ︑石川さんの﹁自白﹂

それも後者は委昌長とい雲Ｚまこと

新副議長選挙皐菰童覗帯瓜さらに︑常置委員の転任︑隠退による補

ていないと常々反省をさせられてい

した道を歩くことによって︑石川さ

ピ

具悴的には︑教会強化や伝瘍塑礼

に連帯というのはよノ上のりません︒

とだと思います︒とはいえ︑抽象的

ば︑識区内の沌箒の強化を進めるこ

そのような中で︑あえて抱負と言え

ことを言うのもよくなさそうです︒

過ぎませんから︑あれこれと勝手な

副議長と言えば︑議長の補佐役に

教区として︵二面へ続く︶

かしせめて︑そのような問い掛けを

渉駅ずるしかないのが現状です︒し

い掛けに対して︑私たち一人一人は

とがあるかと言われました︒この問

り歩問われ︑あなたは獄を訪ねたこ

主イエスはいと小さきものへの関わ

ました︒マタイニ五章にあるように︑

ところで︑過日私は埼玉県狭山市

が選ばれた︒新書記には浜田美也子牧師︵岡山信愛教会︶が推駕され︑

充などであった︒選挙の結果新副議長には横野朝彦牧師︵岡凹教会︶

された副議長職が務まるとは︑とて

る状態が続いていま丈そこで選出

んが無実である確信と︑石川さん逮

思います︒

議場の承認を得た︒又常置歪員に︑川崎善二牧師︵米子銅諦製詮さ津

も思えません︒ただただ︑主なる神

であるとの確信を強めることが出来

捕が部落差別によっで作られたもの

にふさわしくない役を当てられてい

島久雄牧師︵光明闘舅徐無筵芭大賀幸一牧師︵旭東教会︶がそれぞれ

の助けと︑皆様の忍耐と寛容による

伝えする︒

擁それはおおむね四○歳代だ﹂と書か

幟らに働かなければならない時がある︒

長新聞に連載︶に︑﹁男は︑がむしや

鋤
朝
柵撞誕嘗催炸さんの小説二芒︵朝日

師﹁働くに時がある﹂

しかありません︒

去る三月八日︵火︶︑岡山教会を会場に東中国教区第四二総会期臨

新書記には浜田美也子牧師

新副議長に横野朝彦牧師！

見:V鍛

繰り上がり当選としで補充された︒ここに︑新副識長就任の抱負をお

尋
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﹁沖縄の旅を終えて﹂
琴浦教会倉橋
吉鋸雷野蕊墜の岡山鳫韻迩即型隆が合

同で沖縄での砥鯵ツアーを行なった︒
ツァーに参加した倉毎蝿悠帥よｈ瑠唾子

をお伝えいただく︒

﹁日本基督教団と沖縄キリスト教

に渡り︑戦後一貫して反戦地主とし

べてが﹁命こそ一崖︑と呼び掛けて

とも確かだ︒沖縄の島々や人々にす

いるように感じたのは私一人ではな

て米軍に抵坑し続け︑芦齢勢走祁を身

を以て訴えておられる丸丁才の阿波

の存狂と︑その中での沖縄の民家の志八重さんから沖縄戦に看護婦とし

と︑戦後現在に至るまでの米軍基地期太字を見字し︑夜︑首星教会の具

っには太平津戦争での沖縄戦の実相識壁琶が行なわれた沖純キリスト短

風土に
心心
がが
薄薄
いい
ここ
と︑
風
に対
対し
して
て関関
とひ
︑と
ひと一日目は昨年六月に刃昌鬮哩題協

い︒ひ
︵︵
琉琉
球毬
︶文
文化や々を講師に字びの時を持った︒
い
ひと
とつ
つに
には
は沖沖縄縄

ある︒四日目には南部戦跡めぐりを

と︑つまり墓地は拡がっているので

れを防衛施設庁が買い取っているこ

基踊周辺の住宅が空き家になりへそ

の米軍への莫大な﹁思いやり予衝盆︑

ある﹂ことを実感させられた︒政府

ないというのが現在の心境です︒一一

用いられることを感謝して歩むしか

はくださるでしょうから︑それまで︑

時がある︒いずな氷還の休みを縛様

思います︒働くに時があり︑休むに

すが︑それなりに誠実に歩みたいと

わからないというのが現実でありま

さらさら出来す︑何をしているのか

蛍かといって地に宝を積むことも

天に宝を積むなどと言うことは出来

いきたいル患います︒これによって︑

私なりにがむしゃらな蔭塑窩過ごして

かと︑お叱行エ富糞けそうです毛でふ負

何をいいかげん六江砦争をしているの

これからの働きは︑呰織がら見れば︑

ル偉そうなことを言いましたが︑

ような認題です︒

となりたい︒それは︑いくぶん夢の

受け止め︑少しで上館協哩を担うもの

終

かっただるっ︒

生活の聿態に対してほとんど無知でて従軍された厳しい体駿談を伺った︒

したが︑強い雨の中︑四十八年前の

︵一而宇から︶

相昌鴻さんの話を伺い︑島左榎本恵

さんに案内じてもらった︒北砥岸の

波打ち際から湧き出るワジーと呼ば

へ送られており︑島の住民の飲料水

れている泉の水は全部島の米軍裳地

は海展ズイプによって本島から送ら

れているとのこと︒一休誰の島かと

疑いたくなった︒三目日は米軍整地

と戦跡をめぐりへ嘉需納基地ではあ

いにノム昌叫のために戦闘機の姿がみ

あること等が原因ではなかろうか︒具志さんは一九八二雫園運算縮会

惨劇を思いながら︑雌堂菟芒心れてい

えなかった︒しかし︑広大な︑しか

兎に角現実の沖縄を体験する中でこ識に出席されたが︑米国では広島︑

こうとしている自分自身に気づき立

れて久しいが︑冬個教会レベルでは

れらの障壁を低くしたり︑取り除く長崎は知られているが沖縄はほとん

ち帰るべ去盾賃を示された様な気が

短いツァーで知り得ることはたか

ことを目的に︑岡川直錨烏西部地区ど知られていない事実を語られた︒
昨年の十月四日から八日まで︑教職守るものではないとおっしゃったこ

がしれているが︑しかし︑沖縄へ行

した︒

五各信徒五名で︑ぎのわんセミナとが印象的であった︒二日目は台風

こ

ってみないと分らないことがあるこ
塵

Ｉハウスを宿泊場所に︑沖縄の風土︑の影響で急運計画を変更し︑伊江島

合同で沖鯛研修ツァーを実施した︒また沖縄戦の体験から軍隊は住民を

も利用価値の高い土地が茎通になっ

岡リ

身身
近近
なな
もも
のの
とと右がＲ戦跡︑基地に触れ︑戦争体験
なかな
なか
か︑
︑こ
この
の問
問題
題左左

■■

ていることで︑つ基地の中に沖縄が

〃

蔵蔵
ここ
とと
でで
はは
なな者の話を伺い︑沖鯛溌医の教職の方
して考
考え
える
るこ
こと
とは
は容
容易易

団との合同のとらえなおし﹂が言わ

守迫
ウ
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教の慈墾を砥くこと

より六つの地区に宣

敷怪の機橿改正に

の容乏は︑どうあるべきなのかを︑

を資料に︑教区における伝道の本来

し︑委員会ではこの度のアンケート

しさを覚えさせられています℃しか

ご協力を心より感謝いたします︒ま

んの付随資料を送って下さいました︒

呰詳しくお答え下さりへまたたくさ

ました︒既にご回答下さった万々は︑

ンケート調盃を既に空葹させて頂き

詞

となりました︒その

更に桟訂させて頂こうと話し合って

だお送り頂けていない教会学校は︑

些葡黍宣教部は廃止

いるところです︒皆穣の御加祷よ

籔区腫嗅奮員会は輻罪垈今年度の

校の月報等に︑それぞれ役立てて頂

校の会場選び︑分級の内容︑教会字

と︑準傭を進めておりま幸賂夏期学

慶分として︑作箭館布させて頂こう

熱意に動かされて︑今年度内に今年

アンケートにお答え下さった方々の

度をめどにと考えておりましたが︑

します○冊子につきましては︑次年

今からでも﹂協力よろしくお願い致

教区総会にて選ばれた鳥取県東部地
区に属する三名で委員会を栂成して
います︒委員会ではまず︑敷怪の皆
様が委員会に何を期待して下さるか
等をお尋ねするアンケートを出しま
した︒現在約四○％の教会の回答を
頂きましたが︑今年度中に冬教会に
集計したものをお送りしたいと願っ

識善果音阜会の委員は︑会計の額田

中島で樋ユ岨されています︒今期の活

ています○教区ニュースの紙面をお

けるはずです○今雄詮を貧当委員会

動につ去ェ夢しては︑これまでの委員

古筆坐姉︵赤錨蕊至否︑審鑛胆の★穆畢辛

Ｑ畢得陰膳案百塁芒をどのように

会の法撫割質継港磁雷展させて行くこ

借りして︑集計した一部を紹介させ

お考えですか︒

と寡第一回の季貫早会で津窒好叙しまし

右のもの券癖恥している鶏琴会があ

一師︵旭雷我零会︶そして︑丞首冒瓦の

Ａ穂砲的に期待する意見約四○％

た︒亘痙呼的には︑①たまものバンク

②侯摺萎員がいる約二五％

①俣摺塞員会がある麹一○％

それに代わるものがありますか︒

に分級の内器武叉宮論拠琵校や行畢畢に

今墾壼校のアンケートについては︑特

の些塞志伝いをさせて頂くこル﹃︵甥叡

について△負憎報の交瑛をし︑斡旋

ー・ＯＨＰ

−．ドラムセット

です︑ご邇鐘醒窪待っていますわ

③特にない約五五％

を桑砿み易い︾冊子にして︑冬鵠琴会

息詠豚二齢与即まで撞願いいたしますわ

ご遮蔽秬は︑識一角委昌云蚕零首畳車中

一・リードオルガン

アンケートをもとに見る時︑教区

学校に印罪叩すること︑存錘壁正し︑ア

以上のような回答を頂きました︒

全体における保摺柔畜早会の裕割の難

限ってアンケート銅騨喜室行い︑それ

一・ピアノ

︽たまものバン〃・ニュース

︵教育奮圓量中島献二︶

お願い致します︒

Ｂ肯定的に受け入れる意見約一○％

については︑人材に限わず︑︽もの︾

の為︑ご如庶ご協力の程よろしく

Ｑ教会には﹁伝道奮貝か停婚渠盲畳否

Ｃ消悌的に受け入れる意見約五○％

ｈエヰす︒錘繼喫右紐鴫亭ららでも可

て頂きますと︑

律峰項奮目長長谷川健二︶

ろしくお願い致します℃

の二至員会は残りま

となりへ教区宣教部
すが︑大幅に人員を
縮小されました︒三

委員会の役目は各地
区間の情報収集︑教
一単皇戯禅酷同の連絡

などとなりました︒
そのために二塞置貝

会の中には︑どの様
に取り組んだらよい
のか︑惑いがありへ

現拝衷解消されてい
ません○

今日は︑二塞含貝会

にそれぞれの活動︑

思いを語っていただ
坐云︾幸一︲︺︽に︒

鵜
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嚢区3委員会よ〃伝鐵巍葭を会

ば︑昨年の教区総会の場でなされた︒
結婚にあたって身元調査をするのは
当然という問題発言堂堂けて︑総会
議長名でアハ楢間頴翌掬星餉叫催のお

れた︒これに関して︑粁筌差菖芸が
中心となって︑盲溌馨議を通し︑必

願い﹂が各地区委員長宛てに送付さ

朴筌塞雪員会の役割は以前とはかなり

要ならば冬地区の関係者を招集して

総堀畷改正によって︑仙区が淫嗣割主

変化せざるを得ないである↑兎最も

をしなければならないのではなかろ

話合いの場を持っていく中で︑総括

体として動いて行くよっになった△ベ

であろうが︑これは簡単なことでは

重安なことは︑冬鋤反問のパイプ役

東中国教区の
皆様に感謝しつつ

活鄙雰届発化させるために力を注が

は別だが︑各社会碧員自身が︑地区

思兎各地区から代表者が集まって︑

地区を越えて取り組む必要があると

統一原理からの救出依頼や頚苧貫

数々の良き思い出を大切にしながら

様と深いお交わりをいただきました︒

の年白登湖山教会を主に︑教隆の皆

国謹怪に赴任して以来︑二十八年間

王生ハ六四月一付けをもって東中

うか︒

ねばならない状況下で︑今轟区的に

出のための堂池日をやっていく必要が

相談を受けた場合の体制作りと︑救

ない︒専従の社会委員がいるなら話

の朴芸活動の相雪者の多大な協力な

るものの︑同時に諦浄堤諄体に関わる

この様に︑地灰居珊翠牛琵蛉とはす

関東教区埼玉和光教会に転任して参

うして集めた出来るだけホットな情

問題に対しては︑朴踵享雪員今誘巻畏叡

ある︒

報を各地区へ︑ミニコミ紙のような

山池の辺りに建つホテル ホリデー

くしては出来ないことである恥こ

形ででも流せれば︑と思っている︒

今塞承を拝いかして宥塞卿嘩を示すなｈ喬

巾玩叡会とひかり品認艤留琵宕場にお引

を宿舎に昨暮へ東中園籔区総会を湖

受けしたことを特に印象深く位置付

思えばガリラヤ湖畔を思わせる湖

たします︒

各地区が︑独自の課題に取り組んで

ないのではないか︒これから亘津件的

解決に向けての行肌型室取らねばなら

りましたことを感謝をもって報告い

いる様子を知らせ合っことによって︑

に動いていきたい︒

発奮の材料になれば幸いである︒相
互理解が深まれば願ってもないこと

謝の言晏歪怠れることはないでしょ

議員の方々のお顔と会場教会への感

けており幸王鬼各教会を代表された

社会禾音云云としてもうひとつの大

一弘願わくば教区総華若場塑固定化

︵汁建棄害屋長含橋剛︾

切な役割は︑全教区的に取り組まね

されることなく

である︒

ばならない課題を的確に把握し︑宣

る

シリーズを積み重ねて欲しいと

ここにも教会があ
教筌譲を通して積極的に各

＝

1蓼

三三う甫

情報を把握してゆくことは︑各地区

秀

地区へ働きかけることである︒例え
＝
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裁望いたします︒色々な面で夫変な

壁基層やありますが宮厘辺の︾蛎叡会との

迩飛控酎翌墜を深く思う一助になるこ

とは間還いないことです︒

楽しいこと虫耗塞々ありました︒日

裸の付去吾い

をしながら︑

たされた岡山の牛馥宅ぺ鳥諦嬰青地の

本海の色鐙台眉膜安弾千に︑冒袋に満

温呆で

日本去晦沿岸任鱈艀葬汚喧嘩§まで語

小教

りあった鳥取眞蕊至至謎辮虹修会︑鳥

取眞雷金剛響竪姿昌杢建鯉勤も︑

灰庁飽仔在と他の五塑怪から言われ

られたこと︑鳥酌蜑山剛キリスト識会

る程でしたが︑その一員として用い

娠窪癒会︑皀箭毛ＹＭＣＡとの惚鶚鰄困係

遠五口の働きの中でのイースター早夫

の中で宝幸姻されたクリスマスチャリ

ティーコンサートの真泳に満たされ

︿ユ凹の韓左壁年藤印するに当たって

たことですわ

釧鯉塁印十二章一節が示されました︒

﹁あなたは生まれ対論狸父の家を離

まさに私室釜朕にとっての端齢饗鳥取

れて︑私が示す地に行きなさい︒﹂

左錘酢れることは不安そのものでした

しました︒

が︑主の卿子にすべて存丞↑ねて州尭

どうぞ私たち一家四人と埼玉和光

祈りつつ︒

卦量云を覚えていただければ幸いで丈

第14号
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この４月より新しく七人の先生方
が︑東中園籔区にお越しになられま
した︒心より徹迎申し上げます︒・
お迎えする側のわたしたちも︑思
い寡新たにされて︑新しく来られた
先生方と力を合わせて︑主の御用に
励んで行きたいと思います︒
先生方のお働きの上に︑また新た
に牧師を迎えられたそれぞれの教会
のこれからの歩みの上に︑神の祝福
が豊かにありますようお祈りいたし
ま圭鬼

の人々に囲まれて︑幸せに︑なごや

す︒今こうして含毎泌琢会に居るので

一つの願いがあり蚕％﹁わたしが

の駅はどこに行って心柄秘たような描

ています︒ただ︑日本中︑地吾卦型巾

周辺の恋森菅ぶりには日覇窒兒はらされ

まるで浦琶至公邸の心境です︒特に駅

すから︒でも二士二年ぶりの倉敷は

あなたがたを愛したように︑互いに

造になって行くことは︑地方の特巴

教会が形成されるについて︑ただ︑

かに船出しています

とです︒もちろん︑イニシャチブを

愛し合いなさい﹂の御言葉が成るこ

教隆の皆様が︑児島教会にとって

働箪重鴛継続させて行けるか︑自信は

鈴途蚕ごれて来た携騒富箕けて︑教会の

田井飴鳩蕊叫型本妻が心血を圧いで

が失われて行くようで残念なことで

一つの試練のと室箪裏えて下さった

とって主の愛にお応えするのは私で

識区通信からの要請で︑去年に続

とお聞きしました︒感謝と共に︑皆

全ナ副ありませんが︑主に導かれて歩

す︒

きこの欄に寄稿することになりまし

様の上に主よりの祝福がありますよ

あるのは申すまでもありません︒

た︒これも︑選ばれた方々を動かさ

み表進めて行きたく願っています︒

︵旧貨罰教会牧師︶

和宣先生

■
一ｑ

／

の麩璽もそこそこに︑教会員の名前

と顛淨督尋えること︑教会のしくみを

理解すること︑建物の管理︑来訪者

や鋤蝕屋葬懸唄ソた︲八との対応など︑あ

れもこれもと鶏却執して︑パニック状

態に陥っていますわまあ︑そのうち

しよ︾つ︒

に白男のぺＩス寡敢且戻せることで

謹込の一員に加えていただいて︑

用いて︑主の箔翌星具教のみ業がなさ

△︑この欠けたところの多い器を

想だにしないことでした︒ところが

倉敷の地に赴くことになろうとは夢

紫野教会に赴任した時︑よもや再び

二十三年前べ琴浦教会か皇晁都の

︵含爆誘叡今弼綜迦

ぞ卜室ごお交わりを下さいますように︒

！

まだ︑菫逼仕したばかりで︑引部嬢何物

うにお祈りいたしま︷鬼

た主﹂自身の御旨と思っています︒
米子での当初の予定は︑海外研修
中の伝道師一家が帰国するこの秋ま
で︑留守番役として止まることでし
た︒計画の恋更で︑教会には迷惑を
かけることになりました︒しかし︑

この一年︑信仰と愛に富んだ米子教

主は私を児島教会に派遣するため︑

会の人々を通して私の霊肉を共に満
たす賜物を与えて下さったと受け取

れようとしています︒そのために久

神はいたずらなことをなさるもので

共に歩みたいと思っていま丈どう

しく待ち望んで下さった教会を思う

り︑深く感謝しています︒

熱意で︑玄﹂く協刀的な役員信徒

柏木

れて備えをし︑私の任地を決められ

阿部剛先生

＝

早瀬和人先生

ｒ﹂

びあふれて官藪の業に励んでゆこう

下ろして︑イエス様と共に鳥取市の

でした︒そして今年二月に錘弄礼を

ました︒最初の一年間は信徒伝道師

今壱修道師として︑四年間従事いたし

れました︒父は小単稜教師をしてい

私は︑北海道石狩郡八幡町に生ま

いと思います︒

いろいろと教えていただくことが多

受けました︒まだまだ新米ですので

文教地区であるこの湖山の地で︑喜

と思っています︒

関東教区は日本海〜太平洋︑海な
し県と︑様々な県から成っていまし

恵まれた環境にあり︑とても嬉しく

ました︵現在﹁水の蛤揃踊竺筐とい

た︒東中国教区も日本海〜迩厚内と

思います︒

願念望先生

ｉ

︐︑︑︑ｄ

主の恵みにより准允にあずかれた

羊荏担任であるゆえに︑複雑な思い

ことを感謝しま一％同時に補教師の

もありま一％昨年は衷宗聖書学院卒

る︶・父は王に作文教室に取り組ん

でおりましたので︑私も早くからそ

些秀侭渋公溌芸におりましたが︑六

う牽習塾を開いて子どもと遊んでい

の影響を受け︑小説家になりたいな

日本のガリラヤ湖と言われる湖山

どと思っておりました？しかし︑文

月から鳥取に信徒伝道者として住む

ったですよ﹂

﹁？？？・はあ︑⁝そうですか﹂

︵＃霊

章はへたです︵もちろん話もへたな

ようになりました︒瞥莎な食べ物と

﹁そ︾孔声が大きかったことがよか

のですが︶︒高校の頃運陸間作など

森下耕先生

を読んでキリスト教にふれ︑同志社

の方をはじめ教会の兄姉とともに励

これが四月三日︑糾拝梼季初の主日

も︑寸學︑特にロシアの詩ｘ字に興

礼拝後の会話でした︒思えば︑前任

一・

が︑母教会の縮誘塘翌日教会から何人

か応援に来てくださるのは大きな励

前任地の近江八幡教会での四年間

んでおります︒私は姫路の出身です

どもたち︵ＣＳの︶と穏やかな年策

地の新潟教会でも︑同じようなこと
券言われてきたのでした︒
今朝も教会の幼稚園で︑一層亡張り

は︑辛く孤独な日々でしたが︑多く

ましです︒集会ばかりでなく︑海水

上げ頑温っています︒

申し遅れました︒前任者三浦修牧

の方々との出会いの中で︑いろいろ

ヤです︒

九日に結婚したばかりの新婚ホヤホ

近江八幡教会で出会い︑△星書一月十

うかよろしくお願いいたします︒

面でお世話になると思いますが︑ど

もどうぞ︒これからもいろいろな方

︵︵⁝︶

ご利用下さい︒そのついでに孔拝に

な学びを得ることができたと思って

会に赴任した早瀬和人と甲します︒

どうぞよろしくお願いいたします︒
現蕗阿山教会担任教師としての働き
の場迄うえられております︒

京都教区では︑滋賀県近江八幡教

います︒私の連れあい︵瑞穂︶とも

師の後任として︑この四月に湖山教

越後から因幡へ︑裁婦砂丘︵一昔は
ちゃんとあった︶から鳥取砂丘へ︑

今や︑環日本海時代と言われてい

日本海を渡ってやってきました︒

ま式湖山教会の方々に支え励まさ

巳

参りました黒華典逆といいます︒

浴やスキーの宿として教会の客間を
京都教区からこの三月にこちらへ

味があります︒

自然に恵まれ︑また︑元気すぎる子

池へ遊びに来て下さい︒そして是非

M

太字の神学部に入字しました︒今で

星坐生︑お話よかったですよ﹂

弾

﹁いや−︑そうですか！﹂︵うれし

匹

湖山教会にもお立寄り下さい︒

訊

そうにする早瀬師︶

p

れながら︑日本海にしっかりと根を

崖
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林比佐雄先生

ｄ６Ｈ

本年四月に須舌屋の広路教会から
玉島教会へ転任してまいりました︒
わたしは神学校を卒業して以来︑三
十四年間︑中部教区内のみで二回︑
教会を変わりましたが︑仙溌区への
赴任は今回が初めてです︒まだ一カ
月もたっていませんの蚕蓮陞の事情
はよくわかりませんが︑違いを感じ
ています︒それからこれまで牧会し
てきました教会は旧教派でいえば︑
最初の教会は会衆派に属していて︑
その裁芸の協力寡得て開拓伝道に従
事︑会堂蓮築し工転任した教会は長
老派でありへ前任教会はメソジスト
・プロテスタント︵美普︶教会と︑

教団ならではの皆重な経験をいたし
ました︒そこで︑玉島教会がわたし

毎

たしに出会い︑ありのままのわたし

思いま一％それは︑主イエスが︑わ

謹甦の皆さま︑どうぞよろしくご

で一％

を受け入れ︑召してくださったから

牧会に専念したいと思っています︒

ま︷鬼

指導︑ご鞭捷の程︑お願い申し上げ

この地をよく知り︑また︑いまこ

第四十二識区総会期臨時数隆総会

錨置三役笛呈貫
及喚各塾寶茗

け︑神の招きにふさわしく歩むもの

常置委員加藤俊行︵米子教会︶

長谷川健二︵用瀬教会︶

橋原正彦︵鳥取教会︶

小西周雄︵鳥取新生教会︶

＊一日垂叙趣即処処今云禾室国星今云

会計額里皐ナ︵赤磐教会︶

書記

委員長中島献二萱譽掲芸︶

＊一日垂駆郵即識菩里季首星今云

書記
会計

禾室冨員冒泣

＊一旦皷諦即仁陰頂宗富国異云

⁝︵幸⁝︶

砂川亜思個︵鳥取教会︶

津島久雄︵光阻幽義墜竪毒

大賀幸一︵旭東教会︶

川崎蚕二︵米子錦騨認呑

倉橋剛︵琴浦教会︶

︵会偏雑沓錘蟄室牧師︶

しくお願いしま丈

でありたいと祈りま圭兆どうぞよろ

のもとで︑柔和・寛容の心をもち続

きたいと願っていま玄温暖な気候

の地に住むものとして共に歩んでい

︵玉島識丞漏烏凹

廣田和浩先生

壼些ハ五年︑滋賀県長浜市生まれ︒

神学校を卒業後︑北海道の教会で二
年即回伝道師として齢甦云し︑この春

しました︒

倉敷水島教会に招聰され︑就任いた

二月に結婚しましたので︑新しい
生活を始めたばかりなのですが︑倉
敬の地に移って︑再び新生活をスタ
ートするとい弓恵み券与えられたこ
とを感謝しています︒

まだ︑あらゆる面で経験が浅く︑
いう状態にありながらも︑そこにお

ち

一

試行錯誤の状態です︒しかし︑そう

子蕊
鯉

へ

蕊
謎
蕊
蕊一

へ

にとっての最終教会になると思って

ける出会いを大切にしていきたいと

暑蕊

浜

藤

これまでの経験を大いに生かして有
終の美を飾れたらと願いつつ︑一畳製

菫譽 ：

壽霊
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願念望︵鳥取信和教会︶

の福岡警固教会に転任されました︒

倉敷水島教会を辞任され︑九州教区

▽教会開設

大仁田拓朗︵和気二宕教会︶

教区事務所便り

記

▽裁辱師の錘必仕

し士弄毛

た︒今年一月二三日︑一恋蔵鶏副蕊長

もって︑第二穂掻筌鬮叩設をされまし

一九九三年十二月二十自画遜閣承認を

てしまいました︒怠慢もあると思い

九二歪度は一回発行するだけで終っ

そのせいかどうか︑教区ニュースも

阪西恵理子先生︵玉野教会副牧師︶

れます○吉要嚴塞毒壁有ｘ新しい皮

委員を刷新し︑新しい停制で行なわ

袋が豊かな葡萄酒を蓄えてくれるこ

そしてご期待下さい︒

とと思います︒どうぞお祈り下さい︒

ご紹介にぺＩジを取っています︒先

○今号は︑特に新赴任者の先生方の
洋悟元葬受吋われました︒

主にある交わりを持たせていただき

伊蛾春皇士杢則教灰奉塁配璽樺仕にと

たいと思います○また当教区を去っ

依頼しておりました︒しかしいまだ

っていただきたかったので︑原穂を

に二蒲澤本器場外の先生方から原稿が

て行かれた先生方にも一言おっしゃ

これに伴い︑三用丁七日をもって教

来ておりません︒遠く離れてもいっ

先生が新澱反舞皐記に哩蓉辻されました︒

灰軍垂盈欧を倉鰯葬曾望饗零から︑岡山

っていま一％もし︑先生方ル江口われ

そう王による交わり寡保ちたいと願

済みのことですぶへ籔反軍エ逓助の住

をお願いいたします︒︻大賀︼

る機会がありました負原稿の催促

ことは籔涜雷慰倉叡会︑仁嶋里耽に連絡

所ぺ雷謡巽宣くＦＡＸ番具熱線塞史さ
昼

れていますので︑ご沖寄学ｒさい︒

信纒多教会に移しました︒すでにこの

もない︑鰹野望腱総会で浜田箏布字

生方の顔︑ことばを御覧下さって︑

▽その他

一古公些一左十Ｔ一言早七ロベ雨唖山諦笑云で

⁝︵

鈴璽矛妙富奔ｖわれました︒

一九ｚ二年十二月七日︑岡山教会で

刷費が従来通りにいかなくなった結

ますが︑何よりも教区ニュースの印

に就任されました︒

会星ロ教会を辞任され︑津山教会牧師

藤井俊夫先生︵津山教会牧師︶

で︑ここでは割零変いたします︑

方の網本翁鮨争が鱈翻乎されていますの

区から雷余惠圏璽区傷荏はされた牛本生

本号の宝曇早から垣貝に新稲ｙ創岬叡

司式で︑教奏溺笠式を守られました︒

の宣教に大きな影審産うえています︒

国教区は識職の大移動があり︑教区

○遂に新年度が始まりました︒東中

後

果です○お許しください︒新年度は

マビ・マカリオイ教会

集

▽学堅オ蝿准允

数匹の動向についてお知らせいた

編

＊教師沸印・宣鋤溌鶚元合筒哩否言異云

丞貧
村島
智園
委
舅園
逗長村
↑宏︵Ｌ在銚葵云︶

露記兼会計

委員長阪西直和︵玉野教会︶
池田義明盆刎原教会︶

広田誠一郎︵倉撒教会︶

鯉・

◎

＊会計監査委員会

シ

委凰長川崎善二傘傘生誕劉琢き

＊教区ニュース誌委員会

会計大仁田拓朗︵和気三石教会︶

玉和光教会に転任されました︒

湖山教会を辞任され︑関東敷区の埼

ー

;

一一

霊；
雲

額田浩︵赤磐教会︶

へへへへ

し
たｰ

I
一

浩

霊
蓬霊

雲

一

田

灘
額
浜田美也子︵教区書記︶

で

三浦修先生︵湖山教会牧師︶

玄

＊

壽菫鬘 ＊
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日本キリスト教団

東中国教区
ニュース誌委員会

各地区を一巡しようという計画の

移転という混乱の中で定期教区総会

議長︑書記が選出され︑常置委員の

の準備がなされ︑どうなるのやらと

顔触れが一新され︑また教区事務所

て巡り︑久しぶりに岡山教会を会場

下に︑鳥取教会耐米子教会︑津山教

に今年の第四十三回東中国教区総会

心配された︒どうにか総会開催にこ

したというところであろうか︒

国教区も第四十三回総会期を滑りだ

ぎつけ何とか議論がこなされ︑東中

会︑湖山教会と総会会場を数年かけ

なかで定期総会が開催された︒

去る五月二十三日︵月︶から二十四日︵火︶︑岡山教
会を会場に第四十三回東中国教区総会が開催された︒二
カ月半ほど前に臨時教区総会が開かれ︑副議長︑書記が
選出されたばかり︑それに伴って教区事務所が移転し︑
さらに常置委員の約半数が交替するという異例の事態の

沖縄との合同の
とらえなおしをめぐって

第帽回教区総会開幕

1994年8月31日

二十四日

が五月二十三日︵月︶

︵火︶開かれた︒副議長剛書記を含

む五名の常置委員の他教区転任とい

当教区においても︑第一日目の夕食

見交換がなされていたようである︒

マになっており︑各教区で活発な意

う一度沖縄合同のとらえなおしの作

をしたにすぎなかったとしたら︑も

を負うことをせずに︑実質吸収合併

押し付けて日本基督教団は何も重荷

ロ

後の時間があてられた︒最初に山上

かたを問うていくべきであるとの講

業を通して教団の姿勢と宣教のあり

演がなされた︒その後活発な質疑応

れた沖縄研修旅行の報告をされた︒

大和中︵ヤマトンチュウ︶がいかに

ついては議論するまでいたらなかっ

答がなされた︒なお教団名称変更に

翠さん︵鴨方教会員︶が昨年参加さ

てきたかを現地を巡る中で知らされ

のテーマを各教区レベルで熱く論議

た︒今後も時間をかけて教団として

沖縄を犠牲にし︑切り捨てて発展し

たという発題を受けてその後教団副

﹁教団退職年金制蒔筐に関してであ

教団レベルのもう一つの論議は

を続けたいものだ︒

の合同の際にも同じことが起こった

が日本基督教団と沖縄キリスト教団

議長小島誠志氏︵松山番町教会牧師︶

のではないかと発題された︒合同と

る︒数年前に当教区でなされた年金

し続けまた︑何とかみんなで支えて

しているところから︑今後とも注目

心が高く︑切実な問いがだされたり

題は各地区でも取り上げられる程関

てはいけないと強調された︒年金問

金制度はつぶれないし︑つぶれさせ

実に困難な局面にあるけれども︑年

員長より説明を受けた︒年金局は現

れ︑総会においては甲斐田巌財務委

の年金はだいじょうぶ？﹂が作成さ

教団年金局ではリーフレット﹁教団

ることから危機感がもたれていた︒

た年金に加入しない教職も増えてい

ではないかという話がもちあがりま

の試算によって年金局はつぶれるの

はいいながら沖縄にだけその痛みを
１８

Ｌｒｌｌ︐

』
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今回は全国の教区総会において

筵

教区ニュース
﹁合同のとらえなおし﹂が共通テー

一一

麓

＝

に臨時教区総会が開かれ︑新たに副

lli'柵■
‐

￨械繋

う事態によって去る三月八日︵火︶

−
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長年教区総会でお会いした教職の

この地区に加えられて感謝である︒

ご活躍を祈りたい︒

方々の姿が消えてしまったのは寂し

ることを期待しつつ︑共に主のご用

教区に新しい風を吹き込んでくださ

信愛教会︶・

さて当教区の独自のテーマは﹁宣
い限りである︒長い間︑教区を支え

いきたいものである︒

教基本方策﹂の方向づけである︒小
てこられた教職の方々のご苦労に心

のために働きたい︒

また他教区から転任の教職を数名

で活動するより︑より小さい単位で

規模教区である当教区では教区単位
から感謝しつつ︑新しい新任地での

︿教会紹介シリーズ第一回﹀

そろって働く人のために︑保育園を

ごしていきたいと願っています︒神

はいつも神様によって生き生きと過

私達はこのような状況の中で︑心

ものなのかもしれません︒

行なっていた時期もありました︒そ

忘れることなく愛していて下さる︒

様はこの小さな教会のことも決して

ようです︒教会もレンガ工場で夫婦

によって︑かなり活気に溢れていた

§⁝§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ある地区に重点を移して以来︑従来
の﹁宜教基本方垂杢は実状に合わな
くなってきており︑その見直しが進
められてきた︒しかしそのまとめの

の頃にくらべると︑たしかにこの町

責任者であった宜教委員長の宗宮進

も教会もかなりひっそりとしている

一三石教会︼

﹁ろう石﹂というものを皆様ご存

スト教と出会われ︑三石の自分の会

の会社の社長さんは岡山教会でキリ

う石﹂の会社があったそうです︒こ

います︒やはり高齢化は教会の重要

性二名の六人ぐらいで礼拝を守って

ちは︑昨年度の平均で女性四名︑男

今︑教会に集まって来られる人た

ます︒牧師は和気教会との兼牧のた

げられるものでありたいと思ってい

実感出来︑感謝にあふれた礼拝を捧

一つであることを︑私達一人一人が

とても大切なかけがえのないものの

けに見えるものも︑神様にとっては

大仁田粍崩釣幹即

知でしょうか？わたしはよくわから

牧師の転任などからまとまりが悪く
区の宜教の方向づけについて︑話し

ことと思います︒

教団総会も軌道に乗り始め︑第二

社で集会をはじめるようになったの

な課題です︒大方の教会員にとって

継続審議となった︒今年度さらに教
合いが深められていくであろうこと

ないのですが︑三石に昔︑この﹁ろ

十九回教団総会議員が選出された︒

が三石教会のはじまりだそうです︒

牧師は息子というよりも孫のような

人間の目から見れば︑小さくちっぽ

を期待したい︒

教職七名︑信徒七名の議員は以下の

そして一九二年に三石伝道所が設

市に属しています︒この町はレンガ

凸

ー

竃蔀

ゴ

■

横野朝彦牧師︵岡山教会︶︑宮内

工場が多くある所で︑一昨年多くの

●ぬ

通りである︒

常喜牧師︵鳥取教会︶︑浜田美也子

で教会は八三才になったのです︒三

立されたそうですから︑今年の六月

大賀幸一牧師︵旭東教会︶︑布下恒

皆様のお支えによって新しく建て替

ます︒どうぞおぼえてお祈り下さい︒

守っていきたいと心から願っており

神様の愛を感じつつ︑喜びの礼拝を

人でも多くのこの町の人たちと共に

証ししていきたいのです︒そして一

働いて下さることを教会員みんなで

町にも主イエス・キリストが生きて

ンデがありますが︑祈りつつ︑この

め︑この町に住んでいないというハ

︵琴浦教会︶︑加藤俊行牧師︵米子

牧師︵岡山信愛教会︶︑倉橋剛牧師

生氏︵十文字平和教会︶︑三村幸子

えられた教会堂にも︑この町で作ら

石は兵庫県との県境にある町で備前

氏︵岡山教会︶︑大島達子氏︵児島

教会︶︑村島宏牧師︵上井教会︶︑

教会︶︑武藤勇氏︵久世教会︶︑松

れたレンガが用いられています︒

教会創立当初は︑この町もレンガ

田章義氏︵鳥取教会︶︑波戸ひさみ
氏︵琴浦教会︶︑清水章文氏︵岡山

兵
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第二次世界大戦中︑一九四四年七
れたと当時の教団側は感慨ひとしお

通達にキリスト教が神︑仏と並列さ

１

月︑わたしは東京・弓町本郷教会の
か︶の僧侶︑教師が大幅に徴用を受
おいて︑戦力増強は国家の緊急事で︑

けることとなった︒戦争の現段階に
国民すべてが何等かの部署を受持っ

な通知を受けました︒それは︑この
通達があって︑四五才までの教師は

て戦力増強に貢献せねばならぬこと
には宗教教師本来の使命がある︒し

は余りにも明らかである︒宗教教師

が動員できるかを調査し︑政府に報

ほど窮迫したものであって生産面の

かし今日はそれを言うてはおれない

いうことでした︒教団は何名の教師

三名の教師がさまざまの軍需工場︑

感激して之に当たり︑似て基督精神

しました︒﹂とありますが︑﹁統︿巳

合同にふみ切り︑ここに教団が成立

：・この政府の要請を契磯に教会

と﹁戦争への協力﹂という大変な

の実践をやってもらいたい︒﹂とあ

通達に教団はどのように応対したの

国家が歴史的な大戦に突入したの

﹁たが﹂がはめられたわけです︒

り︑文部省︑厚生省の局長名で来た

か調べようがありませんが︑この教

ですから︑その中にある教会も当然

団時報によって知りうる限りでは余

りにも積極的︑全面的受入れと読み

の命令が至上命令︑天皇の名が絶対

責任を負わざるをえませんが︑国家

という型の超国家主義の下にあった

教会は不幸な妥協と沈黙︑いな聖戦

ドイツの告白教会は教会を守るた

賛美の積極的な罪を犯しました︒

めに︵信仰のために︶国家に逆い︑

日本では教会を守るために︵存続の

ために︶抵抗できなかったのは何故

でしょうか︒日本でも李ハル卜神学が

大正の終わり頃から受け入れられ︑

いわゆるバルティアンと呼ばれる人々

進んでこの時勢の要請に応じて立た

場にあるのである︒若い宗教教師は

団も組み込まれていたのですから︑

とれます︒大政翼賛会の中に宗教教

たバルト神学が︑また同時にナチズ

の学であり︑宜教の学であろうとし

がいました︒しかし︑日本の神学者

ねばならぬ︒況んや︑今日生産面に

一艦でも多く送り出さねばならぬ立

よる訓練工一五○名の舎監として一

人で昭和電工川崎工場の強制連行に

宗教教師が入り込み直接他の労働者

ムに対する抵抗の神学となり得たの

活動に直接携わって一機でも多く︑

年余り勤労動員に応えました︒︵詳

完全に抵抗の整︵はさみ︶をもぎと

や牧師は最後まで沈黙し︑国家を無

細は教団新報昨年九月四日号︑また

と交わって︑自然の問に︑之を精神

です︒

ら︑諸宗教団体に統合と戦争への協

国の政府はその頃戦争遂行の必要か

戦いに敗北したところから出発しな

いました︒わたしたちはその信仰の

わたしも無批判に国家の命令に従

前提に肯定してしまいました︒教会

は今回出ましたブックレットをごら

られていたのです︒

立たねばならぬ秋︵とき︶である︒

将︵まさ︶に己が使命として任じて

ければならなかった筈です︒

︒：徴用を受けた教師は喜んで︑

力を︑国策として要請いたしました︒

教団の﹁戦責告白﹂の中に﹁わが

いるに於いては︑宗教教師たるもの

的に指導するの必然性が認められて

報﹂には﹁神仏基三教︵政府からの

一九四四年五月十五日の﹁教団時

させられます︒

ん下さい︒︶そして今︑﹁宗教教師

れました︒わたしは先輩の牧師と二

告し東京都内で四六名︑全国で二○

ウイークデイを工場で働くようにと

度政府から﹁宗教教師勤労動員﹂の

伝道師でしたが︑教団から次のよう

脇本寿先生

』■

勤労動員﹂は何であったのかを考え

I

特集
製作所︑研究所︑印刷所等へ動員さ

■
mr
I
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けの課題ではなく︑私達一人一人の

受け止め︑決してこれが脇本先生だ

て下さった言葉を私達はしっかりと

する訳にいかず︑近くの家に借家し

かなかったのか︑赴任して直ぐ入居

過ぎたのか︑牧師館の老朽化に気付

山へ着いた︒前任者があまり長く居

たにいません︒ですので︑覚えにく

私の姓名を一度で読める人はめっ

うこうさより︶と申します︒

せていただきました東構小代合︵と

脇本寿牧師・著

課題であることを強く感じることの

﹃朝鮮人強制連行とわたし﹄
ｌ川崎昭和電工朝鮮人宿舎・
舎監の記録ｌ

かと思います︒

神学校を卒業して大阪から出たこ

いかわりに忘れにくい名前ではない

とがなかったのですが始めて鳥取の

ている︒牧師館の修繕がすめば︑晴

教会は歴史も古く︑前任者が百周

れて入居となる︒

年の大業を果たされて去られた後で

地である青谷に来ました︒

できた会であったと参加者の一人と
この本を一人でも多くの皆様に読

あり︑その跡を受けて期待の視線を

して思っています︒

一冊・四○○円

んでいただき︑これからの私達の歩

熱く感ずる︒この地の伝道の歳月の

を引継いでたくましく生きていく教

層の厚さに驚くと同時に︑この伝統

グンの所です︒このような自然の環

魚もおいしいし︑自然の環境がバッ

わせて宣教の業に励もうと思ってお

境が亨ハッグンの所で﹁急がず︑休ま

ります︒どうぞ︑今後ともよろしく

ず﹂落ち着いて教会の皆様と心を合

越えて五年在任することになる︒御

している︒私は東中国教区には山を

交わり下さった多くの先生方と教会

ある︒

に大阪

十九日

四月

︵青谷教会牧師︶

お願い申し上げます︒

います︒︵津山教会牧師︶

う︑岡山の皆様の御交わりを祈って

します︒新しい地での水になれるよ

の皆様には引続いてよろしくお願い

会でありたいと語り合いつつ歩み出

青谷は海がきれいだし︑山もあり

みをいっしょに考えていくことが出

津山

中国山

教区か

束構小代合先生

い山容

教会に

赴任さ

ら青谷

﹄

桜の咲く頃︑人形峠を越えて︑津

にひらけた城下町でもある︒

地の高

の町で

は盆地

藤井俊夫先生

。

を仰ぎつつ︑吉井川の流れのほとり

↓、

来ればと願います︒ぜひお読み下さ

︵神戸学生青年センター出版部︶

出版記念パーティ行われる︒

この度︑脇本寿牧師はさきの戦争
中に宗教教師勤労動員令により︑日
本基督教団教師として強制連行され
てきた朝鮮人訓練工の寄宿舎で舎監
をつとめられた体験を一冊の本にま
とめ出版されました︒そこで﹁教区
在日大韓キリスト教会との宣教協力
委員会﹂が呼びかけ人となって︑去
る六月九日木曜日午後六時三十分よ
ゑ剛出蚤淀おいて出堅聖笑Ｉティー
会には三十名ちかくの方が集まら

を行いました︒

れ︑代表者の発題︑会食︑参加者か
らの一言︑脇本先生の言葉という形
で行われました︒

語られることのない歴史が多い中
で︑脇本先生が痛みをも持ちつつ語っ

ｰ
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委員に選ばれ︑先輩がたの勧めによ

教区総会︵於・高梁教会︶にて常置

倉敷教会の招聰を受け︑赴任した年

独特な真夏の伝道応援を受けたこと

応援を受け︑教区内数教会において︑

第四回Ｌ方式夏期特別伝道の指定と

当主事・高塚睦︒一九六四年夏には︑

展開した︒︵委員長・田井中純作︑担

全力を挙げて︑計画的な年間活動を

化にほかならないのである︒

地区伝道活動であり︑各個教会の強

合ではなく︑各個教会に結び付いた

願いは︑制度の整備や︑地区間の競

実繊を積み重ねて来ている︒最大の

あろう︒教師検定試験停滞の中に︑

ともある︒若さゆえにできたことで

敷き︑人々の脚の間に寝て行ったこ

員の夜行列車で︑座席の下に新聞を

た︒新幹線のない時代︑通路まで満

■

るとはいえ︑教区の様子のよく分か

一九六一年︵昭和三六年︶四月︑

らぬ者がなぜ辞退しなかったか︑い
も特記すべきであろう︒かくて︑教

年五月まで︑さらに︑一九七六年八

この前後︑一九七一年五月より七三

著しく教勢停滞を生み出すに至った︒

となり︑負担金未納問題も起こり︑

したが︑宣教委員会の組織が不可能

いわゆる﹁申し合わせ﹂事項を決定

いを重ね︑常置委員会はやむを得ず

すことになった︒度々の接渉や話合

補教師礼典執行問題が教区を揺るが

まだに悔いの残る出発であった︒し

︽一︾必璽■︒

わり始めていた︒創立二五周年を迎

会をめぐる歴史的情勢は少しずつ変
えた教団は︑明日の教団を目標に︑

かし︑それ以来︑壷井正夫︵教区議

教団財政の自立を目指し︑さらに翌

長︶︑長坂竜太郎︑永田善治︵副議
れて︑ずいぶん訓練され︑成長させ

長︶︑永倉義雄︑諸先輩牧師に囲ま

一九六七年︑戦争責任告白が発表さ

当時︑宣教第二世紀を迎えた教団

鱸鯏鵜繍鍵

任されたが︑二度とも任期途中で︑

月より六月まで︑教区総会議長に選

会の主体性と地域的連帯による伝道

れた︒この年︑私達の教区は各個教

に対する反対︑教師検定問題に対す

月︶の万国博キリスト教館建設決議

第十五回教団総会二九六八年十

だが︑自分のかかわったことだけで

痛感させられた︒短い文章で不十分

信頼の回復と︑連帯協力の重要さを

題をになった苦悩の数年を過ごして

８召紅

られたことは大きな感謝であった︒

は宣教基本方策を立て︑伝道十ヶ年
を根幹とする︶を推進し︑わが教区

計画︵教会の体質改善︑伝道圏伝道

この歩みからやがて︑鳥取教会を中

る問いかけ︑東京神学大学問題︑さ

くなった︒教区独自の形で︑教団問

混迷の責任をとり辞任せざるを得な

心に︑いなば伝道圏活動が生み出さ

活動を進めるために︑六地区を設定

らに東京教区問題など︑相次ぐ重大

田井中純作先生

れたといえよう︒教団派遣識師によ

し︑地区活動の推進を決定した︒︵目

合いながら︑地区活動を軸にして︑

教派の特徴や賜物を生かし︑まなび

なく︑教区の歩みをふり返って︑教
標は①教区に集まるのでなく︑地区

て歩むことになった︒いくつかの教

岡山︑鳥取両県の五十教会が︑旧

区総会未開催の中で︑教団総会はや

区の一致と前進を祈らずにおれない︒

の準術や接渉も大変であり︑費任者

むなく延期をつづけ︑教区代表によ

る教会としての試練と苦難をになっ
︵副議長︶として︑滝口勝書記と共

問題の中で︑教団は歴史の中に生き

に奔走や会合を重ねた︒なぜ六地区

田伊助︶が屡々行われ︑度々上京し

る教団総会準備委員会︵委員長・戸

かえすｌ教区委員会の縮小削減︶︒そ

て︑岡山県北や山陰の諸教会を訪ね

部書記の頃︑長坂竜太郎委員長に従っ

か︑なぜ小教区を細分化するかｌ批

で伝道活動を行う︒②教職を教会に

たこともなつかしい︒さらに︑一九

判の声を聞きつつ︑既に二十数年の

諸教会のお世話や︑問安︑応援など

六三年度︑教団集中伝道教区となり

愈々力強い活動を進められるように︒

炉
教団伝道委員会支援のもと︑教区の

活発に行なっていた︒かつて︑伝道

自身も︑指導性と責任性をもって︑

しつつ︑共同の努力を重ねていた︒

もそれに従って︑明日の教会を模索

」
裂

ヴ

罰

る巡回応援伝道もよく行われ︑教区

f
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瓜、緬尻凧瓜瓜、細侭、ハハハ瓜閲〆nmm瓜酌尻耐ハハハハバ耐侭勵侭、唾

Cク
（宣教会議.教師都） ： 、
多
矧尻凧腐、瓜nHnm凧瓜函瓜凧凧

篭

日時：1994年10月17日（月）〜20日（木）

冒塁孟濯塗お准多二で諺

4万円

各教会負担
函

豊
唇
曾
屋

員

舅費用：教区負担4万円
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噂ノ
戦……鮒鐡僕あ膿蔚……:
： 沖鰄区④曇墓薑孟霊兀皇垂諺患垂三の見学を通じ ：
うて、いわゆる沖縄問題についての理解を深めたいと思います。
易
どうか積極的にご参加ください。
魚

一

ます︒

教区の動向についてお知らせいたし

前号と今号とに新しく教区内の教

▽教師の就任

十月四日から東京と京都を会場に学

科試験と面接が行なわれます︒よき

鍾驫蕊穎

◆昨年の珂亮行された第十三号教区

一三−スの編集後記には﹁冷たい夏

準備を祈ります︒

でした﹂とうらやましいようなセリ

日本基督教団主催全国教講師代

▽全国集会

表者会議︵七月一日

たところこんな暑い夏は私の記憶に

教会員の八十歳の女性に尋ねてみ

会に就任された先生方の紹介記事が

災保険会館︶に佐々満穂牧師が出席

はありませんとのことでしたから少

フが掲戦されていました︒

掲載されましたので︑ここでは割愛

されました︒

二日東京労

いたします︒

はないでしょうか︒

なくとも八十年の間で一番暑い夏で

で上がりました︒ヤケクソで四十度

▲牧師館の寒暖計は最高三十九度ま

第六回性差別問題全国連絡会議

︵八月十一日 十二日愛知県春日

▽教師の辞任

井市︶に東構小代合牧師が出席され

宗宮進先生︵津山教会牧師︶
東京教区の九十九里教会︵千葉県︶

ました︒

きましたが︑なにぶん西向きの部屋

傘教区事務所にエアコンを付けて頂

うです︒

を期待しているのですが︑まだのよ

に転任されました︒

八日北海道支笏湖温泉︶に

第二十五回開拓伝道協議会︵九月

六日

コンと扇風機とうちわを使ってしの

なもので効き目がありません︒エア

六月十四日の第一回常礎委員会で

▽教師試験受験者

それぞれよき学びの時でありますよ

大仁田拓朗牧師が出席の予定です︒

傘伊勢富士夫牧師の几帳面な仕事の

いでいます︒

行ないました︒

うに︒

秋季の教師試験受検希望者の面接を
正教師試験受検希望者は

炭田和浩牧師︵倉敷水島教会︶

後を引継いで︑四苦八苦しながら教

九月二十七日︵火︶午後一時半よ

▽第一回宣教会議

は何から手を付けていいかわからず

区事務所の机に座っています︒最初

額田浩牧師︵赤磐教会︶

りサンタケベ︵御津郡御津町︶にお

東構小代合牧師︵青谷教会︶

原田純子牧師︵玉野教会︶

からできますよと言う伊勢駈歸お言

汗を流しています︒僕ができたのだ

その次はあとからあとからの仕事に

いて開催されます︒

▽第二回常歴委員会

田村博牧師︵米子教会︶
補教師試験受検希望者は

石川敬規氏︵マビ・マカリオイ

葉にだまされたかなと思いつつ︒

傘教区ニュースにご意見や原稿をお

九月二十七日︵火︶夕食後よりサ

ンタケベにおいて二十八日︵水︶ま

寄せ下さい︒浜田美也子

教会︶

の六名です︒それぞれ満場一致で教

で開催されます︒
︷・

区推蕊をいたしました︒
蕊

1995年3月1日
日本キリスト教団
東中国教区

を終えて

第鯛回教団総会

声

第16号

ニュース誌委員会

ブ︵︾︒

＋ｈ八加目︿一立十一

初めて

りご報告したいと思います︒

まず﹃教団新報﹄でも報じられて
いるように︑現教団三役がそれぞれ

口

のかです︒まず近年取り上げられての見直しなども提案されています︒
いる教団の﹁財政再建﹂という重大また予算案では︑結果的に各諸教会

な課題です︒教団議長に再選されたの負担金増が可決されています︒財

原忠和議長は︑この総会期では財政政再建の道が険しい道だと想像しま
再建をなんとしてでもやります︑とすが︑何とか再建への道を切り開い
の不退転の決意を表されました︒していただきたいと祈ります︒

次に総会の大きなテーマは︑﹁合

かし今総会では︑教団三局︑事務局☆﹁合同のとらえなおし﹂について

出版局︑年金局が抱えている債務︑

支出削減への具体的な道は出されな同のとらえなおし﹂でした︒総会中
いままです︒ただ教団総会議長の︑協議会がもたれました︒しかし私の

たという感じです︒時期尚早であり

財政再建を必ずする︑との決意を信印象では議論も深まらず︑決議もな
じようとしている？と言うところでされず︑非常に中途半端なまま終っ

す︒財政再建に対して︑兵庫教区か各教区教会に未だに議論が浸透して

ら年金局理事に各教区代表を加えるおらず︑このまま教団が決議するこ
という議案と教団二一局の財政再建にとへの反対の意見があります︒また

に誹吹趣噸臨榊胤喋舩胤唾幽董制謙州抑﹀﹂麺嘩搾唾帥脈師融幽奄や諦舩

委員会が出した︑退職年金特別委員のとらえなおし﹂を前進させるべき
会設置の議決が採決され決議されまだとする意見がありました︒また︑
した︒よって︑今総会期に各教区代奄美の視点を加えること︑宝珠山防

表を含む特別委員会が設置されるこ衛施設長の発言への抗議声明などの
ととなります︒三億円の債務を抱え建議案が提案されていますし︑具体
るという出版局の決算報告︑予算案的に教団名称を﹁沖縄・日本合同キ
﹁幻なき民は滅びる﹂との御言葉に

されています︒ですが︑初めて総会で終了でした︒
に出席した者には債務の原因が何か☆社会活動基本方針廃止について

教団総会
たために

よって︑第二九回教団総会が具体的

理解できませんでした︒事務局の人﹁社会活動基本方針﹂廃止の議案

します︒開会礼拝で︑最上先生が︑
必ずしも

なテーマも持たずに開かれたことを

再選されたことについては省略いた

教団総会

批判し︑幻を見ようと語られました︒

に出席し

の全体像

件費削減についても︑年金局の過去が常議委員会より提案されています︒
勤務債務︑特別給付︑そして給付額現行の基本方針が万博問題に対し

にも厳しい意見が続出し︑何故このリスト教団﹂とする建議案もだされ
ような結果をもたらしたのかが追求ています︒しかし︑全ては時間切れ

を理解し

☆﹁財政再建﹂について
さてどのような幻を見ようとする

た と は 言 え な い 中 で す が ︑ 可能な限

（1）

教区ニュース
昨年十一月十五日から十七日︑浜名湖のほとりの遠鉄ホ
テル・エンパイアを会場として第二十九回教団総会が開催
された︒以下︑総会の印象を議員の方々の報告でお伝えす

今

蕊

いますし︑問題解決に向けての建議
案も出されています︒しかし議論が
噛み合わないとは言え︑当事者双方

ないようです︒議案の中にも︑信徒
の戒規についての改正案が出されて

今回は近年稀な︑穏やかな総会と
聞いたものの︑議案をめぐる論議の

認識できたことはよかったと思って
います︒

とでどれほど多くの人に迷惑をかけ︑

なことです︒臨時総会を開催するこ

時間切れで臨時総会を召集したよう

が前に進まない︒前回の総会も結局

るのではないかと思います︒確かに

のですからもっと会議の進め方があ

が大切な時間を割いて出席している

とは思えません︒全国から大勢の人

い宣教の業に就いている牧師の発言

ならないのか分かりません︒とうて

に口汚く互いに傷つけ合わなければ

て性差別︑﹁障害者﹂差別の観点か

が議場でそれぞれの立場を明らかに

激しさには︑初参加者には驚きでし

それぞれは大きな問題であることは

団の姿の一部を知ることによって︑

ら不十分なものとされています︒協
議の中では賛否両論合い分かれての
議論でしたが︑結果的に常議委員会
したことは︑この問題にとって大き

た︒分刻みの発言制限︑議しきれな

分かりますが議案審議が出来ず議事

個教会の内だけでなく︑視野を拡げ︑

に戻されました︒

い多くの議案︑定められた時間内に

力を持ち得なかった反省から︑そし

☆教憲変更手続きの変更について
﹁狭山差別裁判﹂の模擬審判が実際

なことだったようです︒その他︑

採決され︑決議された議案の中で
の裁判記録に基づいて行われ︑その

思うものもありました︒

は無理といえるもの︒その前後の経
緯を知らぬものの︑何故この様な問
題がここに︵全教区を集めた場︶提
起されねばならないのかと︑不審に

教憲第十二条変更の議案が可決され
とです︒従来は議員総数︵四百名︶の

ました︒これは教憲変更に関するこ

迫真の訴えと警察︑検察の捜査のず
さんさがはっきりとされたことをご
報告いたしまして︑教団総会報告を

の二の舞になるかと思うほどでした︒

で徹底的に討論なり審議なりしてほ

しいものです︒﹁教団は教区に仕え

教区は教会に仕える﹂・とは何なのか︒

何のために信徒議員として教団総会

に出席しているのか分からなくなり

ます︒私の教会は毎週の礼拝出席者

が１０名前後でしかもその半数が身

障者です︒その様な状態でも礼拝が

任も感じています︒小さな教会で・も

守れることを神に感謝し︑同時に責

︽８ぺｌジに続く﹀

−館

三分の一︵一三四名︶の出席︑その
三分の二︵八九名︶の賛成で変更が可

ことか︒今回も東京教区議員選出問

またどれほど莫大な費用を費やした

確かに総会が最終決議機関ですから

この多様化されている現社会に︑

終わります︒︵旭東教会牧師︶

二︵二六七名︶以上の出席︑その三分

日本基督教団が︑どの様に日本のキ
リスト教の宣教にあたるのでしょう
か︒教会に在る者として︑ここに出

充分な審議が必要でしょう︒そのた

題︑合同のとらえなおし問題で前回

りました︒又︑感謝いたします︒

席し︑知らされ︑考えること多くあ

めにも総会までにそれぞれ専門部会

︵岡山教会︶

斗助礎脈宙力

せて頂きましたが︑今回も一泊二日

信徒議員として教団総会に出席さ
会︑教団

が教区総

まで自分

私は今

一二郷糾Ｍ−立十↓上﹄

へ巾嗣門幽岬叩栽石Ｈｍり圭阿ｊ﹀

能でした︒これを議員総数の三分の
の二︵一七八名︶以上の賛成がなけれ

ば変更できないと第十二条が変更さ
れました︒

三理塚

☆﹁三理塚教会問題﹂について
今総会で特筆すべきは︑一

教会問題﹂です︒初めて問題の当事
者のもう一方である川島牧師が総会
に出席され︑意見を述べたことで竜
そして東京教区常置委員会の報告に
った教会員を除名処分にしたことを

もあるように︑成田空港闘争に関わ

で二日間のみ出席して三日目は欠席

果たせず申し訳なく思っています︒

総会に出
になろうとは︑想像もしていません

しかし︑今まで出席していつ・も感じ

しました︒教区議員としての責任が

べています︒除名手続きが正規の手

でした︒此の度︑図らずも体験させ

席する事

続きを得たものであったか︑それが

ることはなぜ牧師同志であれ程まで
︽

て頂き︑今おかれている日本基督教
一

正当になされたか︑だけの問題では

正当なものであったと川島牧師は述

■

道協議会﹀に参加させていただきま

昨年の九月六日から八日まで︑北
海道の支笏湖畔で開かれた︵開拓伝

の話合いは決して放棄せず努力し続

の痛みを繰り返さないためにも︑こ

九五四年から五九年まで行われた︶

はかっての北海道特別開拓伝道︵一

い歩みだと感じられるが︑北海教区

現在の教団はその意味では︑残念な

来るような教団と諸教会でありたい︒

ておられる神を感じ︑それを証し出

生き生きと︑小さき者を大切に愛し

た教会にならねばいけないという視︑
点に立つのではなく︑小さな教会で

存在し︑この分かち合いは大変厳し

した︒ここでは文字数の関係で︑私
が何より感銘を受けた北海教区の後

私共︑東中国教区では初めての参

いただきました︒

言で勇気をもって決心して行かせて

も行って来て下さいとのご依頼の一

とは知らなかったのですが︑ぜひと

きました︒そのような会議もあるこ

差別問題全国会殿に行かせていただ

私は去る８月１１日〜１２日に性

青谷教会宙小鍵鴨爪小件Ⅳ△口

性差別問題全国連
絡会議に参加して

宮敬爾牧師の発題を中心に紹介させ

がら非常に都会的価値観の中にある

北海教区の場合これはかなり多く

ける︒北拓伝の痛みとは︑教勢主義

の議論がなされた結果と過去の反省

て
ただ
だき
きま
ます
すと
と︑
︑一
一︲
︲まま
てい
いた
ずず
隼第一点は

から︑多くの人達に受けとめられて

ように思えてならないなどというこ

けれど支えきれない現実が

た時︑信徒は懸命に支える

きているようですが︑私達の教区で

や経済的自立などが求めら

つけられたような経験をし

教会を去る牧師を送らねば
ならなかった教会員の心情

られる全国の同労者と出会い︑熱く

さて最後に︑この会に参加し︑同
じような課題の中で悩みつつも︑そ
れと誠実に向かい合い取り組んでお

どう取り組んでいくかを自由に話し

に仕えるものとして現場を踏まえて

いろんな教区の方々の発題︑教区

加だそうでした︒

はどのようなものであった

話し合う時が与えられました事を心
から感謝いたします︒自分に与えら

はどうなのでしょうか？

か︒牧師は去る事が出来る
が︑彼らはその地域で生き

の教会のものであること︒だからこ

ありました︒

させていただく楽しいひとときでも

また︑いろんな方々とのお交わり

て参りました︒

合う会議で︑刺激を与えられて戻っ

男だからという観点ではなく同じ神

の取り組み等をお伺いして女だから

続けるのです︒これを決し

この発題を含め他の方々

びの会に参加出来ればと願っており

そ互いに学び会い︑支えあう関係性

ます︒︵和気・三石教会牧師︶

て岡山に帰ってくることができまし
た︒また機会があればこのような学
したことは︑小規模教会の課題はそ

の発題や分団を通して確認

といった事が語られました︒

て繰り返してはいけないｃ﹂

れた現場で︑またがんばって行こう
というエネルギーが大いに与えられ

なければならなかったこと
です︒そのような状況下で

あり︑自分達の限界を見せ

とでした︒

〆

れる中で牧師も病み︑弱っ

地方の小規模教会が規模の
大小︑経済的自給の成否に
関わらず自分達の存在に明
確な意義を見出していける
ような教区諸教会の関係性
を創り出すこと︒﹂
﹁第二に︑教会が教会と

その教会の自給能力に関わ

して存在し続けられるかが︑

っているとしたら︑そこに

い︒﹂

働くのは資本の論理であっ
て決して福音の原理ではな
﹁第三に︿連帯﹀とは決

して支える教会と支えられ
る教会という関係ではない︒

経済的に支える教会も小規
模教会から学ぶことを通して支えら
﹁第四︑以上三点のような考えは
必ずしも北海教区の一致した意見で

を創り出す︒そして経済的に自給し

の教会だけのものではなく︑すべて

はなく︑教会形成とは教勢の増加で

れる教会となるｃ﹂

あり︑強化︑霊化であるとの認識も

←

(3）

“

教区教師研修会
沖縄現地研修

に沖縄に来て︑その場に立たなけれ
ば分からないと思った︒そして︑沖

は分からないが︑これだけは︑実際

いて以来︑いわゆる本土との違いば

す︒﹂と発言された︒那覇空港につ

見できるか︑違うものを違うものと

かりを見せつけられていたので︑高

認めて︑共生して行くことが課題で

縄の経済は観光で支えられていると

聞くが︑遊び半分の観光で来てはい

て認めて﹂と聞いた時︑合同問題を

里師より﹁違うものを違うものとし

この二日目の夜は︑日本基督教団

けないのでは︑と思わされた︒

から蒸し暑い風が吹き上げて来て︑
猛暑だった夏を思い出した︒また︑

互いの違いを明確に認識しあうこと

本人なら皆同じという発想を捨て︑

教師部
那覇空港は自衛隊も利用していると

から始めるのだとの認識を与えられ

いう前提に立っていいのだと思い安

考えるとき︑沖縄は本土とは違うと

教区宣教会議の要請を受け︑教師
部が企画実施した沖縄での現地研修
のことで︑空港の上空を戦闘機がも
岡山とは全く違う環境に来たのだ
と︑到着早々実感させられた︒

のすごい爆音を噛らせて飛んでいた︒

た︒米軍の基地ばかりをめぐったの

三日目は︑米軍の基地めぐりをし

区は教区としての統一した見解に至

た︒ただ︑この問題に対して沖縄教

かし︑それほどに沖縄は米軍によっ

で︑米国にいるのかと錯覚した︒し

を覚えた︒

いあいさつの後︑首里城に案内され

出発日前日まで︑航空運賃の団体

算で実施された︒

ナーハウスの館長ジョン・エド・フ

ってい・ないという点に︑若干の不安

割引を得るための二十人の確保に︑

ランシス師の出迎えをいただき︑短

くて・もよかったのかとも思った︒

与えられたので︑それほどあわてな

最終日︑予定通り岡山空港に到着

て占拠されているのだった︒

国家主権のもとにあるものだった︒

十名の方が参加して下さった︒交流
会の席上︑沖縄教区議長の高里勝介

交流会を行った︒沖縄教区からは︑

をためて︑韓国や聖地旅行も企画し

った︒研修中も︑また何年か研修費

師の親睦を深めのに効果があると思

蛇足だが︑研修旅行は︑教区の教

した︒岡山は少し肌寒かった︒

師が︑沖縄︵琉球︶の歴史を解説し

︵赤磐教会牧師額田浩︶

てほしいという声を聞いた︒

持っている違った部分をどれほど発

て下さった後︑﹁沖縄に来て沖縄の

ついて︑沖縄教区の教師と信徒との

た︒観光地にあるいろんな城を見た
が︑それらはそれぞれ当時の日本の

那覇空港では︑沖縄ぎのわんセミ

てみれば︑約四十三万円ほど残金が

教師部の委員は電話をかけつづけ︑
何とか確保できた︒しかし︑終わっ

心した︒また︑この合同問題は︑日

の三泊四日の日程︑二百万円の総予

は︑昨年十月十七日より二十日まで

と沖縄キリスト教団との合同問題に

参加者の人数は︑鳥取東部地区か

しかしこの首里城は違う︒ここには

ら五人︑東部西部地区から四人︑岡

山北部地区から三人︑岡山東部地区

別の国家主権が存在したのだ︒城内
を歩きながら︑第二次大戦下の帝国
の朝鮮支配を思った︒

から５人︑岡山西部地区から一人︑
岡山中部地区から二人の計二十人だ
った︒

縄戦の言葉では言い尽くせないむご

二日目は︑南部戦跡をめぐり︑沖

し︑沖縄には午後三時頃到着した︒

たらしさ︑その傷痕を視察した︒本

初日は︑岡山空港に集合して出発
到着後︑乗っていたジ宇一ツト機から

当の沖縄戦をどこまで理解できたか
一

一歩外に出ると︑タラップの下の方

■
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特集

た︒何とも痛々しく見え︑物言うこ

たので︑山肌がむきだしにされてい

なされ恩納岳が着弾地点とされてい

が見えた︒その日︑実弾射繋演習が

谷村に向かう途中︑電車から恩納岳

と登りたくなる︒嘉手納基地から読

ンスで囲まれています︒大変窮屈な

た道が通っていて︑その両側はフェ

を走りました︒山のなかに舗装され

基地の中に作られたという迂回道路

ていたため︑私たちの乗ったバスも

とのことで︑県道が通行止めになっ

きません︒折しも︑演習が行われる

な光景でした︒でも近づくことはで

沖縄研修に

十月下旬というのに沖縄の気温が
との出来ない叫びが聞こえるようで
ある︒基地を見ると沖縄は戦争が続

思いがしました︒そのとき基地に多

この度︑沖縄での研修に於いて︑

遥か南の島であることがわかった︒

伽太一二代子
二十八度と機内放送があり︑沖縄は

いているように思える︒

ものは︑映像や本によってはなかな

いられていることに気づかされまし

くの土地を取られている沖縄の人た

首里城︑キリスト教短期大学を見学
貴重な体験をさせていただいた︒そ
の中で心に残ることが二つあるｃ

一つは︑読谷村にあるチビチリガ

が入っていて︑集団自決が行われ八

ものである︒この壕に百数十名の人

チリガマは小さな壕で︑私たち二十
名が中に入ると身動きできない程の

音が頭の中に残っていました︒昼間

が︑滞在期間を通じて︑なぜかその

いのは仕方ないのかとも思いました

歓迎されました︒空港だから騒々し

覇空港を出てすぐ︑軍用機の煽音に

今回初めて沖縄を訪れました︒那

軍用に占有され︑その中で生きなけ

もりでした︒しかし陸も海も空も︑

これまでもいろいろと学んできたつ

﹁合同のとらえなおし﹂について

歩んできたことを知りました︒

会はこうした現実のただ中にあって

じられるものです︒そして沖縄の教

マを見学したことである︒このチビ

十名の者が死んだところである︒今

は戦跡や基地をバスで回りました︒

ればならなくなった沖縄の歴史をふ

か伝わってきません︒現地でこそ感

でも割れたピンや茶碗︑錆びた銅の

それぞれに軍事基地としての沖縄を

まえることなしに︑この課題を論識

語って下さるのを聞きながら︑目頭

人骨も見えた︒知花昌一氏が淡々と

ような物があり︑それらに混じって

認識させられるものばかりでした︒

が熱くなった︒一同黙祷をささげた

により木々が失われ︑はげ山となっ

てしまっています︒今も痛めつけら
れている山の悲鳴がきこえてきそう

︵倉敷水島教会︶

することはできないと思いました︒

︒金城重明先生も集団自決の体験者
として語って下さいました︒戦争に
よって強いられた過ちを繰り返して
はならないと思う︒

次に︑私は山が好きで︑山を見る

の無残な姿は忘れられません︒被弾

特に実弾射撃演習の行われている山

旺唄︑田和刷吐胴

南部戦跡めぐり︑基地めぐりの中で

御

ちは︑そのような中での暮らしを強

癖

沖縄にはユタの信仰が根づいてお
り﹁シーザー一が魔よけとして屋根

て

た︒この基地による圧迫感のような

↓
の上に鎮座している︒これも興味を
示される︒︵鳥取新生教会牧師︶

参
jI

日十撫蝋和刷
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沖縄現地研修を終えて︑３ヵ月も

めました︒

経った今︑ペンを取り原稿を書き始

沖縄から戻った翌日︒祈祷会の時

︿今︑思い出すことｌその１１﹀

間を延長してまで﹁チビチリガマ﹂で

懐中電灯を消し沈黙の時を過ごして

たこと︑﹁平和祈念資料館﹂に当時の

水筒がそのまま展示してあり︑振る

とシャカシャカ音がしたこと︑等々

熱い思い

本土側

の慰めの思い︑痛

５

︑今は一体何処へ行つう

熱く話し続けていた自分︒︵あの時

の

︿今︑思い出すことｌその２１﹀

てしまったん？︶く

摩文仁の丘の各県の慰璽塔を見学

しながらのこと︒ガイドの又吉さん

︵沖縄キリスト教センター職員︶が

一果たして︑これらを建てた人達の

心の中にあの戦争を始めた人間への

怒りの思いはあったのだろうか？

民への

沖縄戦般大の犠牲者であった沖縄住

みというものは何処にあるのか？﹂

等々教えてもらい︑お話を聞きなが

らぶつけ処のない怒りを感じ︑今後

自分の中でしっかりとこの問題︑整

理せなあかんなＩと思ったこと︒

︽８ページに続く﹀

晶
１１

石川敬規

した︒

思えばこの准允を受けるまでに︑

受洗︑献身︑神学校︑教会設立︑教
師試験といろいろなことを経て来ま

与えられる資格に基づき認定され始

められるものではないことは︑多く

私は

宙不性鴨爪小件伽人口

神学校

ず︑大

の方々の肯定されるところであろう︒

しかし︑神様の自由の範囲は教職

阪教区

を卒業

のみに限定されるものではないこと

の港復
活教会︑寝屋川教会で働かせていた

これは神様の全く自由によってなさ

は当然である︒すべての兄弟姉妹が

だきましたけれども︑その中で教え

してま

神様によって導かれ︑任命され︑賜

れることである︒

物を生かしつつ︑それぞれの働きの

られましたことはいろんな教会の会

したが︑その中で﹁私はふさわしく
ない﹂と何度も主から逃げようとし

って引き戻され︑また励まされる︑

員の人がイエス・キリストを中心と

というヨハネ６章６７節の御言によ

﹁あなたがたも去ろうとするのか﹂

た自分を思い出します︒その度に︑

といったことの連続であったと思い

いておられる神様の恵みである︒そ

して一つとなって﹁共に生きる﹂と

に︑いろんな試みに合わされて時に

してこの恵みの前を気付かずに素通

ためにたてられる︒これは生きて働

ます︒

准允を受けた後も︑主から逃げた

は﹁もうやっていけない﹂と思うよ

いうことの難しさを教えられると共

恵みを恵みとして受け取ることの

りしてしまう人の何と多いことか︒

の時には︑准允を受けた時の緊張と

できる秘訣はただ一つ︑聖猛様の届

くなるかも知れません︒しかし︑そ
震えを思い起こし︑常に原点に立ち

かれ︑本日按手礼を受けさせていた

しかし︑神様によって今日まで導

うなところをも通されました︒

だくことを心から感謝いたします︒

の中で呼吸し︑生かされ続けること

けて下さる﹁主なる神様との交わり﹂

返りながら︑伝道の業に励んで行き
たいと思います︒みなさん︑よろし
くお願いいたします︒

ることの意義が明確にされ︑神様と

また︑本日を迎えるにあたりまし

である︒そこにおいて︑働いてい

てそのことのために背後にあって私

︵マビ・マカリオイ教会︶

ともにあるという喜びが︑何十倍に

を支え︑また祈って下さった青谷教

会員の皆様方をはじめ多くの方々の

これからますます宣教の難しい時

この度︑按手をいただいてこの働

代を迎えますが︑その働きの重要さ

ん︒

して自分の頂いたものを一人でも多

をつくづくと思わされます︒

ことを覚えます時︑感謝に絶え︑ませ

くの方と分かち合い続けることがで

きに召していただいたわけであるが

きれば幸いである︒︵米子教会︶

この恵みの中で︑この恵みの証人と

プ︵︾Ｏ

１１月六日

田村博先生

も︑自分の目を疑うほどに膨れ上が

イ教会の石川敬規︵ゆきのり︶とい
います︒

﹁牧

師﹂と

准允式当日は緊張することなく︑

リラックスして式に臨みました︒緊

いう働
人間の

張していたのは︑私よりもむしろ式
かし︑准允を受け﹁伝道の業に遣わ

きは︑

されるんだ﹂と思うと︑急に体中に

よって

判断に

に出席していた執事の方でした︒し

緊張が走り︑震えが止まりませんで

、

（6）

夢讓

に准允を受けましたマビ・マカリオ

、

けれども︑神様にすべてをお委ね
しつつ︑その業に励みたいものであ

ましたが︑今また新たに〃福音に仕

たすら主に仕え︑教会に仕えて参り

いた聖餐式を見合わせてきました︒

教会では︑毎月第一聖日に執行して

補教師であったことから︑倉敷水島

■

誰がこのようなことを想像できたで

え〃という言葉が私の心を捉えてい

どうゅうことなのかを更に深く主に

師となることを支え合うという教会

これは︑共に祈りをもって私が正教

九九四年四月に就任以来︑私が

しょうか︒まことに私の神は︑今も

ます︒私にとって福音に仕えてとは

この恵みにお応えして︑またいよ

問いつつご委託に応えていきたいと

一

生きておられます︒

いよ主に信頼して︑郷里に次の世代

うした祈りに支えられて︑正教師と

の皆様の決意のあらわれでした︒こ

なり︑クリスマス礼拝において︑聖

思っております︒

年月と共にみことばの確かさ︑奉

に引き継ぐことのできる教会を建て

仕の喜びを経験させて頂いておりま

餐式を執行することになりました︒

あげたいと思います︒どうかこれか
お願い申し上げます︒︵赤磐教会︶

らもお祈りに覚えて下さいますよう

教会が喜びにあふれていることはい

いま受按に際し︑多くの方々が我

うまでもありません︒

心にとめております︒そして祈りが

が事として喜んでくださったことを

が︑祈ることの大切さをあらためて

ず祈りなさい﹂のみ言葉があります

章に﹁いつも喜んでいなさい︒絶え

です︒聖書テサロニヶ第一の手紙５

あったことを思います︒按手は祈り

今後ともお憶え頂き︑ご加祷下さ

げます︒︵玉野教会︶

いますよう︑よろしくお願い申し上

願っております︒

従に徹し︑信仰に徹して︑歩みたく

る事だけを願って︑献身に徹し︑服

原田純子先生
間願っ

長い

すが︑これからも主のみこころが成

貴い

︐篭
戸斗

■常︒︲︒

主の

︾主の御

額田階先生

ると切に願います︒︵青谷教会︶

々毒

｜恵みに

より︑一二月六日︑岡山教会にて按

ており
ました
正教師
試験を

闇Ⅲ和浩先生

この

教えられました︒これからも皆様と

共に仕える者となることができます

よう祈りつつ︑宣教の業に励みたい

と願っています︒︵倉敷水島教会︶

(7）

手礼を領しました︒司式をしてくだ
さった宮内教区総会議長をはじめ︑

お忙しい中を駆けつけて下さった牧
師先生方と信徒の皆様に︑心から御
礼申し上げます︒また私が伝道師で

本年受
験し︑按手を受ける事が出来ました

神の恵

あった間︑聖礼典を執行して下さっ

私のような小さな者が神様のお選

みによ

たびは︑

びに与り︑今日︑まで導いて頂いたご

り按手

ことを心から感謝しております︒

9

愛を思い︑又︑阪西先生をはじめ︑

た脇本寿牧師先生と︑先生を派遣し
ます︒

胃

て下さった教区に心から感謝いたし

︒

思い起こせば︑私は約一六年前に
岡山から離れて上京しました︒その

礼を受

上げます︒

ただきましたことに心からお礼申し

いたします︒また︑皆様に御加梼い

とがゆるされましたことを主に感謝

峰リデ③︸﹂

教会員の方々︑教区の皆様方のお祈
りとお励ましを頂き︑溢れる感謝の

︒

後東京にて洗礼の恵みにあずからせ

中で︑これからの責任の大きさと召

ゴ

ていただき︑そして献身して郷里に

今日までの歩みの中で︑私の置か

命の重さを感じております︒

岡山にて按手礼の恵みをいただける

れた立場で︑主任牧師のもとで︑ひ

遣わされました︒そしてさらに郷里
とは何という幸いでしょうか︒また

§

はいません︒教会は教会として建っ

神はその灯を消すために建てられて
しい思いで帰路につきます︒久世教

しょうか︒いつも何とも言えない寂

さな教会運営阪なんの役に立つので

教団総会において正教師および補教

▽十一月十五日から行われました

︽２ページからのつづき︾

ていかねばならないのです︒教団の
会は小さな教会ですが︑帰るとホッ

師受験者の合格が承認され︑東中国

教区事務所便り

方針︑又中央の風に当たり︑大勢の
とするのが正直な気持ちです︒色々

教区では五人の正教師と一人の補教

い目にご提出下さい︒

諸報告の依頼をしておりますが︑早

▽阪神大震災の救援活動で急に忙

ような者が教区議員として教団総会

しくなり一一ユース誌の編集委員の全

申しあげ︑最後になりましたが私の

員がボランティア活動に走り回るこ

方々の意見を聞くことで目を開き視
野が広がればと思って出席するので

なわれました︒それぞれの先生方の

師が誕生しました︒十二月六日の常
置委員会で按手礼式︑准允式がおこ

に出席することは教区︑教会にとり

初心表明を掲載致しました︒先生方

ば会えない多くの方々との出会いが

まして無意味であろうと反省し︑次
回からは議員をご辞退申す所存でご

とになった結果︑印刷・発送が大幅

す︒その意味では教団総会でなけれ

ざいます︒︵久世教会︶

の働きを覚えて祈って下さい︒

総会出席の一番大きな収穫だったと

与えられ入浴の時も食事の時も出来
るだけ多くの人と接触するようにし

師がマビ・マカリオイ教会の主任担
任教師に就任され︑一月二十二日就
任式が行われました︒おめでとうご

▽阪神大震災のニュースは私たち

か︒

ました︒出来栄えはいかがでしょう

▽今回のニュース誌は︑新たに教
区事務所で購入した印刷機で印刷し

さい︒

に遅れてしまいました︒ご容赦くだ

ています︒今回も第一日目の夜︑同
室の方々と夜を徹して静かに話し合

︽５ページからのつづき︾

ざいます︒

一体︑何処へ行ってしまったん？︶

印刷できるようになりましたので︑

▽教区ニュース麓が教区事務所で

しかも西側から入ることができる東

を鷲樗させました︒隣の教区であり︑

中国教区にできることは何かを考え︑

から感謝いたします︒﹇浜田﹈

(8）

▽補教師の誕生に伴って石川敬規

いの時間が持てたことが私にとって

︵あの時︑自らに課した課題︑今は

いえます︒東京両国教会の森山牧師︑

神学校の笠原教授︑鳥取教会役員の

︿そして今︑感じていること︾

秋田横手教会の笠原金吾牧師︑聖書
松田兄と私の５人︒地域伝道のあり

どっかにしまってしまった自分の弱

を

３カ月が経ち

かれた教会として具体的にどう取り

今後もう少し頻繁にニュース誌を発
行することができ︑﹁ニュース﹂を

あの時の思い

方とか︑墓地の大切さとか地域に開

さを感じています︒そうは言っても

した︒教区内の多くの教会に積極的

います︒

救援物資の輸送︑炊き出しを行いま

な援助をいただきつつ︑教区主催の

▽今年度一一ユース酷の印刷を引き

教団に属する者トシテ︑見つめねば
ならない問題多きことを改めて知ら

炊き出しを四回にわたって行いまし

受けて下さり︑何とも不出来な編集

組むべきか５年後１０年後どうある

された旅でした︒沖縄から日本が︑

た︒一日も早い復興を祈らずにはお

御届けできるのではないかと考えて

べきか︑今何をすべきか︑牧師も平
日何をすべきか等々︑話がすすんで

教団から日本の歴史が見えてクル思

を見事な印刷にして下さった三浦印

れた思いで総会の第２日目に臨んだ

れません︒

午前２時頃床に就きました︒満たさ

いでいっぱいです︒また沖縄行かな

▽年度末になりました︒教会総会

あかなあ〜︒︵だって︑まだ山羊汁

の準備に忙しいことと思います︒教

区も教区総会の準備に入っています︒

刷さん︵岡山教会員︶の御苦労に心

訳ですがやはり変わりなく総会はま

︵湖山教会牧師︶

に山羊刺し食べてへんもん・・・？！︶

るでヤクザか暴力団の暴言の場とし
か言えません︒あのような論争が全

~

国から集まっている我々のような小

熱

束中国牧区へようこそ

教区人本

○○○○○

四四回教区総会開催

二三日︑倉敷教会を会場として第四四回教区

会が開催されました︒今年は選挙の年で教区三役︑常置委
︑各部委員が新たに選出されま
まし
した
た︵
︵人
人事
事は
は二
二面に掲載︶

五月二二日

三役再選・新常置委員

第

られた︒

表をしていただくほか︑担当

者を決め︑﹁私の牧会診断﹂

という題で︑牧会している教

そのほか機櫛改正以来懸案
であった︑教区宣教基本方策

加藤俊行

◇ひとこと
メッセージ◇

蝋

信仰の戦いをりつばに戦い

ただいたりする︒勿輪︑その

他についての発表もあるが︑

ぬいて︑永遠のいのちを獲得

会のことについて発表してい

地鹿活動を遠視し︑地区の連

いずれも︑よい研修の場にな

の鵬水方簸は︑教会を強め︑
携を図ることを定めたもので︑

名中七三名の出席で行われた︒

敷教会を会場に︑正議員九七

五月二二日二三日の両日︑倉

第四四回東中国教区総会は

つあると雷う意見を一面にお

区相互の関係が疎遠になりつ

行する中で︑地区と教区︑地

いては︑地区活動に重点が移

更に︑敬区の宣教活動につ

五九○人︒夕拝は一五七人︒

一例の礼拝の川席人数は︑一

仰符︑者一人でした︒また︑

人︶六三人︵嬰児︶一人︑信

教区の前年度の教勢増加は次
のとおりです︒受洗者︵大

会で報告された資料によると︑

愛ちゃん︵小学校四年生︶が
六月四日のベンテコステ礼拝

会団である犬山兄姉の長女︑

手紙六章一二節︶

である︒︵テモテヘの第一の

めに召され︑多くの証人の前

しなさい︒あなたは︑そのた

っている︒また︑新しく赴任

総会冒頭︑宮内常喜総会職

いて認め︑その打開策として

祈排会は三八一人︒聖書研究

励が推進される︒さて︑総

長は謎長報告のなかで︑阪神

宣教会議を年三回位開催する

ることなどを知らされ感謝し

また故会が活筑づいて米てい

において洗礼を受けたこと︑

米子教会出身で今は赤磐教

で︑りっぱなあかしをしたの

淡路大震災︑特定宗教剛体の

会は．六三人でした︒︵額旧︶

して来られた方には献迎会を

これによって教区内の宣教活

が併成多数で可決された︒こ

﹃

一一

とか︑常侭委員会に地区代表
が陪席する︑あるいは常置委
員を地区から選出するなどの

とき︑石を手にしてヤソ退治

頃に天維伝道がなされていた

案を述べた上で︑今後の課題
議場より︑二・一関学問題

第一日は夕方五時から︑八頭

に出かけ︑逆に主に捉えられ

い時であることを指摘し︑教

での既成の感覚の揺らぎなど
取り上げ︑不確実要素の大き

に関し意見が述べられ︑二・

教会の菰谷俊一牧師が﹁私の

入信し︑牧会役貝としてなが

犬山家にとっては四代目の

奎各んだ︒

一問題などに地区ごとに取り
一泊の教師会を棚いている︒

史から現状までを発表された︒

牧会診断﹂で︑八頭教会の歴

をしている︒今回は六月一二

わされた場での宣教の業に一

組んでいる教区が︑いけない

この教師会は︑研修や事務的

らく主に仕えられた︒

初代の犬山源蔵兄は明治の

この問題については︑教団間

部にも西部にも温泉地がある

区報告や中高生夏期学校につ

第二日は教師会で︑東西の地

治先生の歓迎会が洲かれた︒

の前で信仰を告白された︒こ

と︑立ち上がって刑事や役人

仰は絶対にやめられません﹂

散を命ぜられた際﹁私共は俺

戦時の国家的弾圧で教会解

安使の藤原位憲総幹事も︑諸

ため︑参加者はごちそうの後
は︑温泉に入って普段の疲れ

で開かれ︑十六名が参加した︒

クリスチャンの誕生である︒

層励む必要のある時であると

聯はいけないと言えなくてど

な連絡だけでなく︑親睦を兼

夜は︑・夕食会を兼ね︑用瀬教

一三日にかけて三朝温泉

述べた︒また九四年度の教

うするのか︑今回だけでなく

会に新しく赴任された︑森賢

日

区財政については︑順洲に綴

繰り返されている暴力的行為

ているが︑勵取は東部にも中

ねて一泊するという形をとっ

教会伝道所に混乱を起こした

いての話し合い︑交換講臘の

た︒︵山本︶

︵米子教会牧師︶

及び牧会に溢れるよう祈る︒

の信仰が継承され祝福が一家

として︑お詫びを述べた︒

を眠れるという特典がある︒

この教師会では︑新しく赴
任して来られた教職の方がい
る場合には︑その方に研究発

組合わせ︑その他連絡がなさ
れ︑二日間の全日程を終了し

二日目︑兵庫教区の後藤聡
護記から︑大震災についての
現況報告と支援の感謝が述べ

胤取県では毎年︑年に二回

過したと評価した︒

べるべきだとの意見も出た︒

ｆ；一

に対して教区として意見を述

とした︒

し︑転任される方には送別会

極めて反社会的な言動︑政界

員総

会も福音信仰に間く立ち︑過

、

三朝温泉で
鳥取県牧師会

■

・証し

faxO86(270)0146
東中国教区事務所telO86(270)0145

鳥取東西合同牧師会

束十国教区

｜
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東中国教区へようこそ

確実に信仰継承がなされてお

このたび︑東中国教区へ赴任して来られた先生方をご紹介
します︒

阿部充子先生

国岡山に

晴れの
の夫と共にご奉仕させていた

遣わされ︑児島の地で︑牧師

活をしていた私が児島教会に

このような雪との戦いの生

ります︒

来ました︒

だく恵みに感鮒しております︒

︵児島教会︶

ところが
どんな所でも主が共にいてド

地元の人の話によると今年は

というのに雨︑また雨でした︒
すことを喜びといたします︒

教区の皆様とお交わり頂けま

さるものと信じております︒

雪国であれ︑購れの国であれ︑

私の着任
後四月だ

珍しいとのことでした︒去年

森腎治先生ゞ

の水不足のことを思えば感謝
ですが︑私が天気のことが気
︵用瀬教会︶

しかし雪の中での生活は命が

した︒たまに降る雷は美しい︒

地は︑山

って取る

波って行

たがたが

﹁あな

になるのは東北でも一番雪が
多い新庄にいたからです︒一

けでした︒毎年雪のために命

と谷の多

年の半分近くは雷との戦いで

のような中でもしっかりと︑

妻︑中三の娘を頭に三人の子

ました︒家族は七人︑父母と

用瀬教会へと遣わされて参り

り︑この御言葉の約束を胸に

神様の不思議なる導きによ

いる﹂申命記二章二節

い地で天から降る雨で潤って

だくことができ感謝です︒

伝道者として赴任させていた

うちに支えられながら︑信徒

より︑倉敷の地に主の恵みの

４月２日

す︒この

いたしま

名を讃美

主の御

いします︒

よろしくお願

２年間どうぞ

出されました︒

員が新たに選

委員︑各部委

区三役︑常置

区総会にて教

第四四回教

々を思い心捕めております．

つつ︑今尚苦悩されている方

家族が守られたことを感謝し

々ですが︑共にその喜びを︑

の︑敬会に災われる方存一人

る川来堺の一つに︑祈梼会で

すが︑その中で最も慰められ

の災に押し出されていく中で︑

その安らぎと恵みとを分かち
願っている次第です︒

合うことに弛まず励まればと

ことがうと玄しかった私が︑今毎日を尋

加縢俊行︵米子︶

愛︶

三石︶

マカリオイ︶

長◇甲斐田巌︵倉敬︶

浜田書記︵岡山信愛︶

○財務部

石川敬規︵マビ・

長山本英夫︵境港︶
額田浩︵赤磐︶

○教区ニュース

長大衡幸一︵旭東︶
中村博︵倉吉︶
山上寿︵鴨方︶

願念望︵胤取信和︶

○教育部

大仁田拓朗︵和気・

長倉橘剛︵琴浦︶

○社会部

川崎善三︵米子錦町︶

村鮎宏︵上井︶

林比佐雄︵玉励︶

○伝道部

東柵小代合︵青谷︶

森下緋︵岡山︶

中勘献二︵商倉︶

藤川典佐子︵笠岡︶

長阿部祐治︵蕃山町︶

○教師部

各部委員会

◇吉岡千鶴︵蕃山町︶
◇斉藤峨彦︵湖山︶
◇小林正樹︵倉倣︶

大伐準一︵旭東︶
柏水和嵐︵倉倣︶

愈怖剛︵琴洲︶

常置委員

書記浜川美也子︵岡山信

副議長横野朝彦︵岡山︶

議長寓内常喜︵鳥取︶

︵◇印は信徒︶

供です︒九州の大分県出身で

教区三役

三月までの一年間︑両税と子

用瀬は故郷に似て自然の挫
窟な所で家族皆が喜んでおり

猟みを︑苦しみを分かちあえ

こちらでの皆様の群に加え

ます︒そして︑小さな脈です

る時に与らせていただくこと
ができることに︑主の大いな

供とを引き連れて妻と共に神

が創立六八年という歴史に身

る働きを樋えます︒それら祈

３か〃以上が経過したわけで

の引締まる思いをしています︒

させていただいてから︑既に

この所に於いて神に用いられ

られる嚇椚全てに主が共に歩

戸の関西聖書神学校で学んで

る器として祈りと御言菜の業

まれることへの安らぎを思う

おりました︒阪神大震災の中

に励みたいと願っています︒

わけですが︑これからの伝遊

一人の祈られる内容は実に様

宜しくお願い致します︒

藤井厚之先生
︵倉敷教会︶

約束して下さい炎した︒私を選び︑召し

の叫びを理解し

苦しみの人生でした︒

罪を赦し︑永遠の生命と住まいを用愈し
孤児にはしないと︒こんなに大き獣愛に
何を持ってお応えしましょうか︒主のお
私は祈りました︒神は私の祈りに答えて
下さいました︒﹁わたしはあなたがたを

んで生きています︒競光と番れを主なる

神が欲しかった︒自分で作った悔いの
日々に︑本当に神が欲しかったのです︒

てくれる港が誰もいないのです︒

を失うかたもあるのです︒そ

﹁悲しみが喜びに変えられた﹂

赤磐教会西村政江
終戦の年︑８月に生
さくさの中︑異教を崇

捨てて孤児とはしない︒あなたがたのと

示しを待つばか・りです︒あれ程︑生きる

拝するのに熱趣で︑家

︵九五年四月一六日イースターにて失洗︶

神様にお捧げいたします︒

まれた私は︑戦後のど

庭を省みない我母に番われました︒成長

八節︶イエス様は︑このみ言紫によって

ころに帰ってくる︒﹂ヨハネ一四章一

◇木村資郎︵岡山聖心︶
◇細見福夫︵岡山信愛︶
浜田書記︵岡山信愛︶

剛︵児島︶
長阿阿
部部剛

○会計
計監
監査

族︶

◇湯村セ
セツ
ツ子︵岡山︶
◇小野
野義
義忠
忠︵玉島︶
○在日大韓基督教 会 と の 宣 教
協力委員会
長◇薙波幸矢 ︵光明園家

倉橋剛︵琴浦︶

横野朝彦︵岡山︶

三石︶

大仁田拓朗︵和気・

◇山上翠︵鴨方︶
願念望︵鳥取信和︶

■■■■一■■■一■■■卓■日日■■■由■■●■■■●■■■

庇田和浩︵倉敷水鮎︶

一日■■０■■■■Ｂ■■

地区委員長

岡山北部三川茂︵津山城西︶
東部大賀幸一︵旭東︶
中部森直樹︵商梁︶
西部山上寿︵鴨方︶
鳥取東部願念望︵鳥取信和︶
西部山本英夫︵境港︶

編集後記

◇教区ニュース第十七号から

ッセージ﹂﹁証し﹂コーナー

紙而を一新し︑﹁ひとことメ

などを設けました︒

りました︒

◇教区蛎務所にパソコンが入

◇なるべく回数多く︑また股

ています︒

新傭報をお届けしたいと思っ

で頂ける教区ニュース誌を目

◇信徒の皆様にも喜んで読ん

指しております︒よろしく︒

山本︒額田・浜田・石川

−

一

」
可

してからの日々もただ淋しく︑悲しみと

’

1995年7jl l81.I

東中国教区ニュース
第17号
(2）

〆

○鳥取西部夏期キャンプ

○連載

ひとことメッセージ

束中国教区

・証し
￨ニュース誌委貝会発行

・教会紹介'．,笠岡教会
〒703岡山市御成町12−6

が︑行政の側に全く見られな
い︒これが日本の戦後五十年

めたいと思う︒その叫びと

巾で︑謙虚に間くことから

者の声を︑この社会の現実

はこの世から抹殺されて行

だと言える︒

を動かして来た柵造そのもの
我々は︑誰と共に︑誰の苦

もういつぺん考えてみたい

に︑イエスが立ち給うこと

れた︒

と思う︑とご自分の心境を語

悩を一緒に負って行かなけれ
ばならないかを考えなければ

の都市計画

だけが進行

ならなくなって来ている︒我

小川実氏

九
五
か七ら
七で日
九月
月五
日日
から
日ま
︑ま
沖 で︑沖交わりや山羊汁

沖縄で開拓伝道協議会奉蘓鰡騨

している︒

が﹁震災の

わん
んセ
セミ
ミナ
ナーー
縄下
・ぎ
ぎのわ
ハハ
ウウ
スス を は じ め お い し い 料 理 に 活 性

櫛図﹂とい
日新聞に戦

う文章を朝

他作牧師が招かれ︑﹁戦後五

講師として神戸教会の岩井

会において棚催された︒

主催の八・一五集会が岡山教

巾国教腱︑韓宣教協力委員会

しかも︑被災者一人一人の場

ぎて立ち上がれないのである︒

いう︒しかし︑地震が大きす

ている人からの発想がないと

言っている︒そして一番困っ

せているがそこで︑行政も市
民さえも当てにはならないと

来二回目ですが︑さらに複雑

には昨年の教区主縦の研修以

が集い開催されました︒沖縄

と全国から七十名余りの者達

声︒とても楽しそうにしばし

遊んでいい？﹂との小学生の

と︑後ろから﹁おばちゃん︑：

から
ら﹂﹂
う題
主の題
琉球
球弧
弧か
とと
いい
う主
もの も ︵ 胤 取 信 和 教 会 願 念 ︶

問わ
われ
れて
てい
いる
る教
教会会 で 行 き ま し ょ う ︒
協篭
識会
会が ﹁問

回拓
開伝
拓道
伝道化されて来ました︒また有志
を︸
会会
場場
にに
︑︑
第第
二二
六六
回開

十年を考える﹂と題して約三

られた︒朝晩の食卓も全て自

後の炎天下の下︑作業は続け

名の参加者が︒集会後にはロ

ロが縦いていた子供集会に四

だ︒そんな中からしばらくゼ

のように遊びに来ているそう

な課題を問われる中︑消化不

わたって発題された︒
東西それぞれの企画となり︑

炊︒各圃がボランティアとし

の四泊五日︒連日梅雨明け直
西部地区では日野教会の前庭

先ず︑今年一月一七日に阪
神淡路大震災を経験され︑そ

に子供たちの遊べるような遊

グトイで思いっきり遊んでい
キャンプは決して﹁楽な﹂も
一のではなかったであろう︒し
かし︑参加者一三名︵一泊参
加も含む︶はそれぞれ精一杯
．取り組〃だ℃その後︑日野教
︐会に足を運ぶ度に新しい反響
．が日野教会員の口から︑喜び

ばなるまい︒集会のある日︑

ことは︑是非お伝えしなけれ

汗を主はご存じである︒

たとのこと︒中高生の流した

と驚きの笑顔と共に飛び出す
具を︑ＮＴ．Ｔの払い下げ迩柱

︵米子教会田村︶

一葱§悉聡黙奈聡鐸蕊藝播舞領︑奈恋侭漆乗承さ

一一度に私は︑あの暑かった八月一

二五日を思い出します︒その一

一日の﹁ああ助かった﹂との安

に変わった一五歳の私は昭和

垂堵の思いがやがて﹁どう生生竺
一｜て行けばよいのか﹂との悩み

二三年︑﹁この福音を全日本

︾に﹂との使命に燃える永倉義

一雄先生にお会いして明確な救一
一風の過みを頂き︑人生の目的一

︑一

一一は神の栄光を汎す為であると一一

一挿鋤推凱嘩幹後︑朝鮮︑ベトー

一ナムといった隣国の戦争の特一

一蒋をバネに目弛ましい鰹済発ゞ
︾展を遂げましたが︑科学技術一
︽の振興と︑利潤を上げること一
一を国家の政重要課題として米一
一
た五十年の歩みは︑目標を速︾

一成はしたものの︑それが国民一
一の幸福に直姶はしないことをい

雨﹁福音を宣く伝えよ﹂

中島幸一郎

一 ヨ ハ ネ 福 音津
書山
一福
五音
章教
一 会十 一

一思い鈴らされています︒
一一一十秒で街が崩壊した阪神一
一淡路大笈災に主イエスの﹁私一
一から離れては︑あ鞍たがたは一

何一つ出来ない﹂の御言紫を一
思います︒﹁見えるものは三一
時的であり︑見え鞍いものは一

永遠に焼く﹂のです︒今は︑秀
︾私共が自らをおみて不徹底を一

一悔い改め︑隣人に福苛を宣く一

了︾ははまことのぷどうの木﹂一

一伝えるべき時です︒﹁わた吾

１１︑
を用いて作ることになった︒

ある姉妹が蕊取りをしている

計画は空間だけ考えられ︑そ

二九日まで

期間は八月二四

癖−

ての自覚の下に行われたこの

の復興に対する神戸市や兵庫

戸市は八月二十日には避難所

人以上いるにもかかわらず神

九カ所︑避難者は︑一万四千

八月四日現在避難所は二五

ものであると述べられた︒

のたどった五十年の櫛造その

を覚え︑その描造が戦後日本

県また国の無策と無能に怒り

今年度の夏期学校は︑鳥取

から復興を考えるという発想

岩井健作氏

十名の参加者を前に二時間に

神戸教会牧師

ば遊んでいったとのこと︒ま
た︑隣の家の子供たちも毎日

去る八月一二日︵土︶︑東

を共始のく我

淀

．
○映画紹介

faxO86(270).0146
日本基督教団信愛教会内東中国教区事務所telO86(270)0145

講師
こに生きている人間のことは
考えられていない︒住民不在

を打ち切りにし︑待機所にす
るという通達を出した︒復興

,ｸWﾘ細ﾝ
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︑

Ｌ
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私は現在︑キリスト教の幼かも知れませんね︒でも︑一
稚園で働いています︒それがつ分かったことがあります︒

きっかけで教会に行くようにそれは︑苦しい時︑悲しい
なりました︒それまで教会な時︑弱くなった時にこそ︑神
んて︑短大がキリスト教だっ様は︑そばにいて見守り支え
たので︑二︑三回は行ったこて下さっているということで
とがあったでしょうか︑でもす︒そして︑そんな時︑その

んでした︒教会に行く﹄
美神様がいて下さる．

ん向いて一生懸命頑張
さっていれば︑そこに

ほとんど縁がありませ場から逃げず︑前を
ようになって五年にな︾

りますが︑初めの頃はに慰由つまり︑﹁神様と出
↑剥蠣垂準坐忘砧庫垂剛ＩＬ真会う﹂ということで

謬蕊鑿蜑か鵬器菫鑿
蕊鱗騨馳臓給準溌瀧

取たような気がします︒

ｌズ・教会紹介

第二回

木造二階建︑切妻瓦鐡︑・白

漆喰塗りの典型的な明治擬洋

いやフ︒

迫害

︲｜は教会設立
から十年後︑

に建築︒

︑一八九四年
一○一年

一却輔祉犀癖
風述築の会
懲は︑笠岡

れることだ﹂と気づい︷

●ｂｐｃｐ■■■●●■■■■■●●■の■●■●■口●■のロ●■■

の向上と共に︑説教の妨害︑

巨石を投げ込まれたり︑会堂
に穴を開けられるなどの迫害

しまったから︑さあ大変！彼女は慌て
ふためいて警察へ︒蕃察は彼女の命が
ねらわれる可能性があるとして︑彼女
をかくまいます︒かくまわれた場所は
何とそこは修道院だったのです︒しか
も修道女として振る舞わなければなら
なくなるのです︒そんな彼女がひょん
なことから︑てんでばらばら音痴の聖
歌隊の指揮者に命じられてしまいます
彼女が聖歌隊を指導するようになって
人影まばらだった教会に人々が集って

腋れの日にも傘を携えて歩い

という︒聖番と弁当の他に︑

て縦岡︑井原に伝道を続けた

子牧師は語る︒

る交わりをたてるかが︑これ
からの課題です﹂と藤田真佐

がら︑いかにキリストの体な

傘を開いて石を防いだという

話は今でも教会の信者の間で

贈り継がれている︒

これからの課題

樅岡の中心とはいえ︑旧市

げ

第二五回牧会者共同研修会

九六年二月一五日から三十

の参加者を募集しています︒

日の五泊六日で︑宝塚黙想の

﹁地域社会と教会﹂・教区で

家にて行なわれます︒主題は

一名募集します︒締切りは十

月末︑教区事務所まで︒

編集後記

◆あれ程暑く︑寝苦しい毎日

山本・額川・浜川・布川

号は二月発行予定です︒

材に協力して下さった方︑あ
りがとうございました︒◆次

原穂をお寄せ下さった方︑取

部数を大幅に増やします︒◆

合はお知らせ下さい︒お服け

け部数が少なく︑足りない場

お聞かせ下さい︒なお︑お航

ります︒◆ご意見︑ご感想を

は年に六回発行する予定でお

ようになったので︑これから

事務所の印刷朧で印刷出来る

ースも︑パソコンで作成し︑

をお届けします︒◆教区ニュ

たが︑いかがお過ごしでしょ
うか︒第一八号教区ニュース

が続いていたことが嘘のよう

外へ移りつつある︒教会員も

に︑朝夕涼しくなってきまし

内であるため︑住宅などは郊
外に雌ち並び︑街の中心は郊

教区事務所だより

たという︒投石を受けた時に

’

高齢化が進む︒そのような中
で︑﹃神様の御手にゆだねな

句■■●●■■■Ｑ■■■︑■缶一●●︒●ロ■ロロ■相ｆ・ＩⅡ■■■■■■■●恥

それが大ウケし︑礼拝堂は超満員︒そ岬
のことがきっかけに閉鎖的だった教会皿
が︑修道女が街の中にとけ込んでいき恥
修道院と教会は息を吹き返すのです︒恥
しかし︑そこへまたまた事件が：．︒
ビデオ店でレンタル中です︒︵中谷︶岬

歌声は︑耳倣れたポップスの曲に神を岬
讃える歌詞をつけたものだったのですｍ

来るように︒かつてはお粗末であった皿
聖歌隊の歌亦が道行く人々の足を止め越
させ︑教会へ導き始めたのです︒その皿

句︑■■■■■●●■■ロ■ロ■ロ︒■■●■●●■●︾●■■●■■■●■■■●■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■●■ロ■■﹄●■ｃの■■①①■□■︒■●■︒■宙■●■●■●■■■■■由■●年ロロロロ●凸

設立百十一年

心に位瞳する︒

市役所などがある笠岡市の中

陽木線笠岡駅から徒歩２分︑

風建築の笠岡教会は︑ＪＲ山

が続く︒そのような迫宵の中︑

教会設立︑牧師祁聰︑教勢

教会設立は一八八四年︑今

旬●ロ■句■●●■口■︒●■■■●■■■■即印副即印ｑ■血■■●ロロロロ●●口■■■■●■●毎■ロ●ロゴ●ロ■ロ■●■■■■●■■②■ロ●②●ｅ■⑪●②ロ●●●■●■■●毎口①■■●ロロ●■●●●■■●︑■⑤

信者たちは聖番と弁当を携え

鳥最後に私の大好きな

西部地区

年で二一年を迎えた︒会堂

眉じることは強くな神

岡山隈

化財
財に
に
市から何度も﹁﹁
重重
要要文文化
脂定したい﹄との術
話があると

伽柵︾笠岡教会

笠岡の中極地

燈ぶ

た時︑神様が近づいて来て来聖句を一つ︒﹁自分を愛する
れましだ︒そして︑昨年の一ように隣人を愛せよ﹂︒この
二月洗礼を受けました︒﹁洗言葉を思いつつ︑これからも
礼を受けて何か変わった？﹂神様と出会うために︑今の位
と聞かれても︑正直自分でも置に留まることなく︑日々新
よく分かりません︒あるいはたに成長していけるものであ
こんなことを聞く人もいないりたいと思います︒

︾映画公開初日から全米で大ヒット

姉し︑大人から子供まで文句なしに楽

をしめ︑寂って﹂踊れて﹂﹁乗り

グのいい！﹂︑見終わった後スキッと
ンする︑そんな映画をご紹介します︒

ソこの﹁天使にラブ・ソングを⁝﹂
︒︵原題臼昌男二ｓ︶に登場する全

一つゴールドバーグ扮するデロリス︵写

ブ米ナンバー・ワンの女優ウーピー・

垣 ｂ

●■■ロ■●●争●■︒②■■■●●

笠岡教会牧会16年
灘田真佐子牧師

リ

側真中央︶は︑売れないクラブ歌手︒

■■■■ｂｐＢ■■︾ロ●■■●■■︑■ロ■■︒

＄

｡

天そんな彼女が殺人現場を目撃して

●◆

●Ｐｐｑ●●■●︒ｑ●●■■●●Ｑ■■■●●Ｐ●●の叩印印■■●αのロロ●●﹄■の︒●凸●■の●●ら里
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東條泰明さん
○教会紹介第3回

｜ニューース総委且会発州

一日野教会一

〒703岡山市御成町12‑6

○教区事務所だより
17AXO86(270)()146
TELO86(270)0145

日本基督教団岡山信愛教会内東中国勢
束中国教 区事務所

受按者
阿部充子氏︵児島︶
橋原正彦氏︵鳥取︶

螺の秋季正教師賦験に合格した
鮴午紳一一脚に邸岬郷銅嘩峠獅鋤跡睡癖率細堀取

鍛山教会にて︑按阿部充子氏は四八才で献身
認下礼式が宮内淵を志し︑神学校へ︒その後︑
︾黙脚教区総会議長山形の教会で二年の牧会を経

けたのは︑十月のとりなしの祈りによって︑

蝿鋤圃斌球稚浄涜諏侭塊鍋酸牽雑嘩蝿鋤誕恥諏
ドー今回按手を受験と按手礼となった︒﹃皆様
溌鐸認篭嬢践蝕溌賎騨溌齢諏鰯麗撚鬮腕溌渉啄騨餓群蟻斑譲窓轄蛾淫勢睡蕊殻蕊殻語斌蕊露睦窪蕊懸鞠醸騨錘

動の時を生きるクリスチャン﹂

というテーマで︑聖学院大学

ここまでこれました﹂﹁按手
を受けた時︑使命の砿みを感
じました﹂﹁人の言葉ではな
く︑神様の言葉を聞き︑従順
に従う時︑神様の恵みが︑よ
り以上に与えられました︒試
練が多ければ多い程︑恵みも

多いと感じます﹂﹁今現在︑

正教師として歩んでいる中で
聖書の御言菜の重みと︑按手
の重みが砿なり︑与えられて
いる教会で︑ただひたすらに
神様の福粁を宣く伝えて行き
たい﹄と諮る︒

抱負を語って下さった︒
受按おめでとうございます︒
これからも頑張って下さい︒

教師転入

森賢治氏︵用瀬︶

において︑

用瀬教会
の森贋治氏
は︑十一月
九日︑教団
術継委員会

入が承認された︒就任式は︑

日本地方伝道団からの敬師帷

の成果を発揮し︑見る人たち
を関心させていた︒同会場に
はパソコンソフトのＪバイブ
ルの紹介を兼ね︑松江の専門
店の協力を得てパソコンコー
ナーも設けられ性目をあびて

の司式で執り行われる︒

一〃一四日︵日︶午後二時半
から︑宮内術掛教区総会継長

名誉学長の金井信一郎氏を招
き︑誹演を剛いた︒金井氏は
戦中戦後のご自身の体験を通
して︑信仰打として︑どう生

いた︒

柵原正修氏は︑﹁皆様の祈
りに支えられたことを感謝し
ます︒今は厳粛な気持ちでい
ます︒これからは良き羊飼い
となるように噸張りたいと思
います﹂とニュース総委員に

きるべきかを語られた︒

信徒大会であった︒

全く新しい感覚で洲催された

後は︑甘日市高齢者ケアセ
ンターと淵鈴圃を見学させて
いただいて帰路についた︒良
き学習と体験を感謝している
︵岡山西部地区長山上寿︶

の一言が重い︒

爆すると一生苦しむんですよ﹂

翌朝いよいよ在日鮴国人・
朝鮮人被爆者の金甲先︵キム
・カブソン︶さん宅を訪れ被
爆体験を中心に懇談の時を持
つ︒いまだに後遺症で目まい
が起こり気が沈んで︑鯵状態
になるのが︑一番つらいと話
された︒月下牧師夫人の﹁被

まれた人生を知らされた︒

お話しを伺う．月下牧師ご自
身も被爆者であり︑牧師夫人
のお姉さんも被燥新で︑苦し

更に託児係もあったりと︑
話術を披鱒し会場を沸かせた︒

第二部では︑鳥取西部地区
各教会有志が合唱や合奏や腹
どの出場櫛も瞥段からの練習

三一日

月下美孝牧師と牧師夫人から

ることに寂しさを感じる︒
夕食後︑広島東部教会で︑

公園内の碑めぐり︒﹁韓国人
原爆犠牲者慰霊碑﹂が川の向
う岸にひっそり建てられてい

一○月三○

在日韓国・朝朝 鮮人被爆者の体験を聞く

次に案内された︑平和記念

字架に人間の罪深さを思う︒

麹

岡山教会にて

’
11月28日（火）

会を側惟した 今年は装いも
新たに﹁クリスチャンファミ
リーフェスティバル﹄という
剛題もついた︒第一部は﹃激

クリスチャン・ファミリー・フェスティバル

楽しい集いに七○名参加

￨；
鳥取西部

脇取脚部地区はホ
ールサムイン梼生を会場にし
て十・〃 九側︵日︶信徒犬

11月19日ホールサムイン皆生にて

○岡山西部現地研修会

○宣教協委一泊修養会
○クリスマス讃美歌
○証し

家中国教区

’
広 島 現 地研修

岡山西部

広島駅からマイクロバスで
最初に案内されたのは︑広島
流川教会の被爆十字架のある
礼拝堂であった︒黒焦げの十

−

○按手礼式行われる

○鳥取西部信徒大会
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食谷云︾

在日大韓キリスト教会との
宣教協力委員会

ｗ

｜峠泊修一

力委員会の行事でした︒

十一月三〜四日と︑八頭教
会において一泊修養会を持ち
ました︒今年度最後の︑在日
大林キリスト教会との宣教協

信行氏でした︒

！

夕
伊

Ｉ
＃

２

？

赤い三角屋根の上にくっき
りと光る白い十字架︒ＪＲ伯
備線で岡山から米子に向かう
と黒坂駅到着の直前に車窓か
ら︑また︑車ですと国道一八
○号線で新見から米子に向か
う途中︑川の対岸に︑このか

２

⁝
ほど遠いものです。CSの当番を忘れる事
﹃◎

す

う鰯２

２Ｚ剤Ｚ別ｚ２２Ｚ２ク２２〃

わいらしい教会を発見出来ま

たことは、きっとイエス様のお導きだと思
これからの私が教会にこの時期に出会え

います。私にとって教会はかけがえのない

一誕生︒

；；

四月二六日︑

︽函蝿鱸大仁田拓朗先生︑

教区事務所だよよりり

赤ちゃん誕生ラッシュです︒
一月一二日︑庚田和浩先生

さて︑今日は東中国教区内
でおこった三つの喜びをお伝
えします︒教区内の牧師館は

でした︒

道子さんに真菜︵まな︶さん

ります︒書記浜田美也子

それぞれのお子様たちが健
やかに成長されますように祈

らた︶くん誕生︒

八月三日︑額
田浩先生︑京子さんに新︵あ

鱸難蚤
クリスマスおめでとうござ
います︒飼莱桶の幼子の誕生
は︑世界のすべての人の喜び

スの主を讃美しましょう︒

サートが附かれていました︒

サート︑それ以前は毎年︑教
会会堂を会場にチャペルコン

に浸透して来ています︒

参加者も一昨年まで二十〜三
十名︑昨年が五十名ほど︑そ
して今回が百名︒着実に地元

︵米子教会田村博︶

祈りの課題は︑十年以上に
わたって日曜午後の子ども会
でまかれている福音の種が芽
を出し︑間齢化が進む教会に
新たな編音の担い手が起こさ
れて来ますようにとの願いで

す︒

お詫びと訂正

一七号の各部委員会の﹁社

会委員会﹂に難波幸矢氏の名

一八号の﹁教会紹介・笠岡

前がもれていました︒

し︑お詫びいたします︒

教会﹂の﹁キリストの体なる
交わりを﹂を﹁キリストの体
なる教会の交わりを﹂に訂正

編集後記

山本・額田・浜田・石川

です︒ご期待下さい︒

みなさまのご意見︑ご感想を
反映させた︑親しみの持てる
教区ニュースにしたいと思っ
ています︒◆記事をお寄せ下
さった方︑取材にご協力下さ
った方︑ありがとうございま
した︒◆次号は︑二月の予定

一五○○部発行しています︒

第一九号教区ニュース誌をお
届けします︒◆十一月二八日
発行予定でしたが︑都合によ
り遅れましたことをお詫びい
たします︒◆教区ニュースは

◆寒さも厳しく

灘鱗謹

思い返せば︑去年は教会の
近くの公民館で西村信子コン

されたほどです︒

た十一月一日の夜︑そのホー
ルには百名ほどの人々が集ま
りました︒その模様は地元の
新川に写真入りで詳しく掲戦

﹁森の音楽隊﹂・祈って備え

です︒会場は︑五月に完成し
たばかりの日野町根雨︵教会
から五キロほど北の隣町︶の
Ｈ野町文化センター・ホール

世ハープコンサート︵写真︶

つの大きな出来事がありまし
た︒それは教会主催の西村光

ｌスでご報告した通りです．
この教会に︑この秋︑もう一

ですが、教会への親しみは、どんどん強く
なっています。

ー蕊雪雲雲霞蕊謹雪雲窒塞雲霧趨弱罰溺︾蕊蕊慧謹露霞麗蕊一写蛋妻邊一

現住陪餐会員十一名︒礼拝
出席七．八名の教会の前庭に
去る七月大きなログトイが完
成したことは前号の教区ニュ

; '?…月2，日ｸﾘｽﾏｽ礼捧にて賓洗

＃

〃りり別反グＪＪ汐汐〃〃Ｚｚ〃〃ｙ刷函ググリザン〃〃〃〃βグ汐例〆〃没我汐削

ましたが、その後、今に至るまで、ほとん リ

●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●の●●●●●

,ものとなるでしょう。

＃
＃

厩細

「私と教会」

閲

洗礼を受けるとき、さすがに悩みました。
私は受洗する事をきっかけにしようと思い

；

！

のになぜ？と聞かれるが︑

ンバも侮年の一つです︒

而白いからやっている︒しん
どいところもあるが︑本音と
建前がないので議論する事も
ある︒迫力はあっちの方があ
る︑と続く︒聞いている私た
ちも面白かった︒在日大韓岡
山教会の姉妹方の作ったビビ
︵委員長難波幸矢︶

り

この詩の最後に︑﹁こころ
をきよめ宮となして︑今より
ときわに住まいたまえ﹂とあ
りますが︑クリスマスは︑イ
エス様が﹁わたし﹂の内に生
まれたもう時であることを教
えられます︒心からクリスマ

です︒

Z

しての意見や教会の中や外の事など。
まだまだ、信仰には及ばない所が多い私
永

り

体でした。

一気にこの詩を襟き上げたの

篭

講師は︑長年︑在日韓国人
問題研究所発行﹁ＲＡＩＫ通
信﹂の編集長をしている佐藤
在日の人と出会い︑机脳へ
の思いと日本への思いを知り
また日本人の中に在日に対す
る理解を持っている日本人も
いる班を知り︑関わりの深み
に入ったと話し始め︑日本人
と朝鮮人や韓国人の関係は︑

被害者と抑圧者という関係に
なりがちだが︑一締に働いて
いるとそういう関係がふっ飛
んでゆく︑日本人にとっても
朝鮮人にとってもパートナー
なのだと実感する︒川本人な
の１Ｊ

︻第二五番︸

まで続く荘厳な礼拝でした︒

紀にコンスタンチヌス皇帝が
建てたといわれる聖誕教会の
クリスマス礼拝に出席しまし
た︒夜一○時から翌朝の三時
彼は深く感勤し︑大きな感銘
を受けました︒

メリカの聖公会の牧師です︒

この詩を書いたのはフィリ
ップス・ブルックスというア

しい讃美歌です︒

︲識美歌二五番は詩情職か
な絵画を見るような︑実に美

句か
いひて
繊織︾録︾︾︾ああベッレヘム星
ょの
︑み
など
とふ
ｈか
″く眠る・⁝

クリスマスの讃美歌

青年会のするバンドのライブにクリスと
いう英語（中学の時から知っている）の先

三年後の一二月︑教会学校
のクリスマスに子供たちが歌
う新しい讃美歌を書くように

'

鱗

のは二年前、まだ高校三年生の頃の四月で

一八六五年の夏︑彼は一年間
の休暇を取って聖地旅行に行
きました︒その年のクリスマ
スに彼はエルサレムからベツ

ク

鐘
麹

受洗しました。今の教会に関わりを持った

レヘムへ行き︑日没前︑あの
頼まれたとき︑彼はあの小さ
な町ベツレヘムの静かな情景
羊飼いが主の栄光を仰いだと
伝えられる場所に着き︑四世一 と素朴な礼拝を思い浮かべて

いくようになりCSのリーダーにもなりま
した。教会に対しては、小さい頃何となく

リ

もあります。こんな私ですが、教会という
存在は私にとってすごく大きなものになっ
たのは確かです。青年会はもちろん、教会
の中の人と一緒に何かする事は、いろいろ
な面で勉強になります。考え方や自分に対
；

琴浦教会東條泰明さん額
蕊

毒‑房かし燕
であかし第3回〒

灘
蕊謬

行っていた思い出があるせいか、全く自然
ズ

2

した。

リ
生に招待されての事でした。
それから、バザーなど各行事に参加して
＃

……
ｸff…
…""
…"…f勿勿…〃

2

私は昨年のクリスマス、十二月二五日に

＃

ど生活に変化がありません。証の生活には
卿
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中山イツ子さん
○教会紹介第4回
一倉敷水島教会一
ニュース誌委員会発行

○ビデオ紹介

「瞬きの時人」

〒703岡山市御成町12‑16

教師部主催
﹁教師研修会﹂に
三五名参加
I

二月二六日 二七日︑岡山県下津弁のクリスプ３００を
会珊に︑東中国教区教師研修会が行われた︒

MI

2月26‑27日瀬戸大橋と瀬戸内海が‑一望出来るクリスプ300にて

ま
I
今回の教師研修会は︲マイ
ンド・コントロールとは何か﹂
が主題であった︒
﹁マインド・コントロール﹂

という言葉はすっかり私たち

深いレポートがなされた︒

にレポートする形式で行われ
た︒レポーターとなった各教
職の日常の経験も交えて興味

ったせいか定かではないが︑

はたまた︑場所が素晴らしか

ことは︑教区教師部委員会の

スケジュールをやりくりして

も︑三五人の教恥が集まった

出席した教職は部分参加を
含めて三五人だった︒忙しい

それが何を意味しているかを
正しく理解しているかどうか
は︑はなはだ疑問である︒今

がタイムリーだったせいか︑

熱意のせいか︑あるいは主題

の日常に定着した言葉だが︑

ド・・コントロールとは何か﹂

回の研修会を通して﹁マイン

至らなかったかも知れないが︑

教区教師部委員会のお働き

た︒

参加出来たことは何よりだっ

ともかく普段あまり交わる機
会の少ない教区の教師が多数

ということの共通の認識には

ら良き学びが出来たと思う︒

定義や効果については教材か
ちなみに教材は︑西田公昭
著﹃マインドコントロールと

■

ま何力 §1
‑ｦ‑fル と

は何か﹄を使用した︒

い︒

に感謝して︑報告を終わりた

0

研修は︑外部から溝師を招
かず︑九人の教師が各章ごと

１１１１

総会は数制

良寛荘の裏には︑良寛和尚
が修行した円通寺︑玉島港が

デハ︾○

で︑四月．一二日オープンとボ

い丘の上にあり︑現在改築中

から車で．一五分ほどの︑小高

これにより東中国教区の各
地区にてず教区総会が開催さ
れ蚕唇雁なる．
今回の総会会場となる国民
宿舎良寛荘は︑ＪＲ新倉敷駅

宿舎良寛荘にて行われる︒

五月こ○ 二一Ｈの第四五
回定期穀区総会は︑岡山県西
部地区におる港町玉島の国民

島
一望出来る円通寺公園があり

ようだ︒

総会の準備も︑総会準備委
員会により着々と進んでいる

4月12日、新装オープンの国民宿舎良寛荘

玉区

にピッタリである︒

｜

教

総会二日目の朝の散歩コース

ヨハ今千二

︑南Ｔ

俔四弓ａｒ●ａｒら勺・■民望勺・■Ｐｂ凸匠山Ｔ４ｑｒＪｐＪｇ仏■︼ワＬ■ｒも■■︑ｒ■■Ｊ夕ｒ吻庁〃ｑＦａ用Ｐ廻咄︐Ｐ４Ｅ甲胎阿四ダウｂⅨ〃町︒ｐ〃咽〃ｒ亀・見口▲

と

で

｡o44

良
寛
荘
。

○教区総会は良寛荘
○証し
倉吉教会

束十国教区

■

I

○教区事務所だより

FAXO86(270)0146
東中国教区事務所TELO86(270)0145
日本基督教団岡山信愛教会内

口

艀 ･コン:卜
マイン
イ

○教師研修会
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﹁神様は︑三位一体である﹂

﹁主イエス・キリスト微の
十字架の死と復活﹂を億じ︑

全能鞍ろ神の力を信頼し︑神
様からの賭り物の人生を神様
と人に奉仕し︑全てのことを

白欽に出未ろ画を持つ労と散
れますよう︑一人でも多くの

渚が神を叢める老と絞り︑神

の精神が引き継がれています﹂

西高担グ到門必罰判則り晒阿朝田勿知勿角恥４月ゆり即画我咽旧誤り

刮 圃 ︲ 印 品 田 里 り い 鄙 が 字 ⑬ 咽 夙 〃 回 り ｒ 功 グ ー

て い る は っを稿

したにを 三つ俳
ま 来 う 礼 源いた
いによ洗 て 思 し

で才キし

︑一才

し買れん 使 と 投
を を ふ さ をこに
売ンに三 図 う 聞
販パ教源 音拾新
の︑卜年 夘字︑
ン時ス翌 は一時
パのりて 母字の

宅 皿 て そ 後︑お

自がし︒ の に て

・合そ

は ん ・ 通 た そ図し

母さをし

の 三 師 ま すを︒

Ｉ

を︑
動は
感方

〃乃阿侭夕■４Ｅ〃Ｐｄｙ吻伊〃混りＦ・的グノ可山岡ｒクロ禺〆ＦＭＥａ凡夕Ｊ

源え入
る与賊

Ｉ

三まし

さすて

のぜ覧
ん︒ご

は︑さ
詩ひ下

︑まい

ビだ︒

一プ︾︶

見な
をに
オ覧

てつ

いて

るい

者な

にい

ドラマのように、急転直下、波澗万丈のようなあ
まり激しいものはありませんが、所套で紹介され

◇編集後記◇

咽ゲタ咽範〃●夕晒咽げり汐凶蝿夕

誕生のきっかけとなりました。

言﹂ざ岬権し燕野︑浜田︑石川

願いします︒●来年度から︑

結蜻されます︒おめでとうご
ざいます︒●来年度︑教区内
に新らしく来られる先生方が
多数おられ︑准允式も予定さ
れています︒良き交わりをお

一教区事務所だよ且

七日岡山教会の森下耕先生︑

満一才になります︒健やかな
成長を祈ります︒●昨年七月

瑞穂さんに希︵のぞみ︶くん
誕生．四月から四国教区でお
働きになります︒のびのびと
成長されますように︒②鳥取
信和教会の願念望先生は︑三
月二十日︑惹田あゆみさんと

︵うた︶さん誕生︒もうすぐ

●昨年四月三日︑湖山教会の
早瀬和人先生︑ゆりさんに詩

四月に倉敷水島教会に着任︒

倉敷水島教会の展望を廣田

今年で三年目に入る︒

﹃水易に住む在日韓国・朝

牧師はこう語る︒

鮮人の方々や︑水局の公害で
苦しんでいる方均の現実を見

諜記浜田美也子

席下さい︒

教区事務所の執務時間が延長
されます︒火︑木︑金の一○
時から一六時の予定です︒●
教区総会には︑皆さん︑ご出

廣田牧師は︑前任地︑北海
教区の旭川六条教会で二年間
伝道師として働かれ︑九四年

す︒﹂

句が選に入り、やがてそれが「詩人水野源三」の

◆教区ニュース第二○号を
お届けいたします︒◆九五年
度は︑ニュース誌を四回発行
することが出来ました︒◆来
年度は︑年六回発行したいと
思っております︒◆原稿をお
寄せ下さった方︑取材に協力
一して下さつだ方︑ありがとう

た 宮 な 受さい

ん源牧き できす
さ︑邦行 の 瞬 で
三で隆て た の の
源の尾っ けんた

味を問いつつ︑

塗

るとき︑この地域が︑国の重
工業化政策︑高度経済成長政
策に翻弄されてきたように思
います︒﹃開拓
伝道﹄という意

；

；と以外出来なくなってしまいます。

地域に仕えると
いう原点を見据
えて︑宣教に励
む教会でありた
いと願っていま

それでも見る人に静かｵ償感動を与えます。テレビ

｜ついに教われ土した︒

ああ主よ慮謝で一杯です︒イ
エス様を信じてからは︑迷い
の世界がふっ切れて︑煙の奇
空項目由に飛べる幸せが待っ
ていました︒神様は︑息子と

娘の使い使い陰の祈りをもお
聞き届け下されたのです︒私
の国を億じろ者となりますよ
う︑どうか光を導きたまえ︒

主イエス・キリスト様の御名
たします︒

前によって︑ここにお捧げい
アァメン︒

一九九五年一二月二四日
クリスマス礼拝にて受洗

ライフ企画定価6800円
オが趣味という廣田和浩牧師︒

；炎になって体がマヒしてしまい､見ること聞くこ

I

ビデオは77分で、キリスト教書店で販売されて
います。内容は実際より多少脚色されていますが、

祥禄と聖隻を信じたのは︑

幼き日︑母の教えによるもの

塚難篦灘繼淺鰄
に至りました︒人生経験の中
で︑自分の力では︑どうにも

及ぱ慰いとき︑どうにもなら
だけ︑教会の門をくぐり︑う
のような罪深き汚れた無力な
考のため十字架で身代わりと
絞り︑罪の赦しの血を流し︑

唾い群●態に突き当たったとき

なだれて聖審を手にすること
も恐れ多く︑聖寺を挑むため
の本を時々拾い銃みするよう
洗︽い清め︑神の子とまでして
私越﹄易その大きな御愛に感謝

叱溌盤羅澱潅鰯
りたいと願い︑洗礼を受ける
喜びを知る者と段りました︒

︾

「瞬きの詩人」

する役割の一端を担って来ま
した︒現在はこのホールでの
活動は停滞気味ですが︑﹃こ
ども映画会﹄の活動などにそ

Ｉ

会がある︒

がある︒

教会周辺には
商店街︑第四福
田小学校︑第四
福田幼稚間など

ＪＲ倉敷駅で水晶臨海鉄道一倉敷水島教会は︑水島臨海

水野源三の生涯

願いつつ︑一

九七一年︑会
堂に隣接して
ホールが建設
されたことで
に文化を発信

す︒工場の街

』

■PF』

』

r

ザ

』

α︑愚か考でした︒時は流れ
月日と共に裏と表のある︑自
己中置で人を裁く愈志の弱い
汚れた︑罪
深き渚と鞍
り︑生活は
乱れ甘い鋪
患に酔いし
れる日々︑

忌胤の揺さ
ぶりから抜

け出せず︑

ずるずると

欲望の谷間

に総らて行
く︒肉体は

才
￨塵デｵ紹昂

と語るのは︑一九五八年の
教会設立の時から数えて︑九
人月の牧師︑読書とオーディ

I瞬きの詩人」というだけでも知っておられる

−;方は多いと思います｡水野源三さんは1937年1月、
根野県に生まれましたが、小学4年の時に町で発
リ生した集団赤痢にかかり、やがてその高熱で脳膜

リ

、
I
／

一
ご呂茜…ユザモ孟砧＝

一一

教会の特徴
として︑特に
宣教活動につ
いては﹃地域
の人々への宣
教と奉仕の場
となることを

一

つてない命の危機にさらされ︑

;識蕊

病み魂は光
を失い人生が沈んで行く︒か

に乗り換えて一五分︑弥生駅工業地帯が造成開発された一
で下車し徒歩五分の所に︑背九五○年代︑同地域で働く人
の高いヒマラヤ杉とオレンジへの﹁開拓伝道﹂教会として

興

！︲︲Ｉ１ｉｌ１︐設立となる︒

蕊灘

リ

弾
今遍

色の屋根の教会︑倉敷水鳥教歩み始め︑一九五八年に教会

乙■Ｐ■

誤↓︐ゞ雷．

毎．紳亜

且Ｐ

h

恐ろしさのあまり趣は呼び︑
助けを求めて息も絶え絶えに︑
分吉牧会に転がり込み炎した︒

教会は︑母の体内のようα
柔奉さで満ち満ちていて︑牧
師先生の祈りの中で光明を髄
え︑教会から一歩も外に出た
くない︑時よ止まれと︑願い
ました︒﹁イエス・キリスト
様は︑人の子の姿として誕生
された﹂﹁神様は︑無形αる
お方である﹂︑この狭間で右
に左にゆらゆら揺れて迷いの．

中をさまよい焼けました︒

﹁捜し敷さご﹁叩きなさ

ど﹁求めなさご・この教

一旦

励一"…""鑓鍔鋤鎗勿鍋燭錦握雑.""翅."麹.妙働下｡,

えを俺じ心から祈りました︒

苧両も

ジロ

沖撒のお導きと患みによって

露
篝

髭葺．

q命

1

;…鷺γr藁博;ユ
「信仰の告白」
'倉吉教会中山ｲﾂ子さん ；
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加藤基子伝道師︑米子教会勇退
新任教師五人
天城／岡山／和気・三石／烏取／米子

四十年を振り返って
加藤基子伝道師

に決めていました︒しかし何
か事があるとき︑牧師の気持
ちは充分解るけれど︑教会員
の気持ちも察せられ︑板ばさ
みとなり︑ついつい牧師に当
たり︑結果的には牧師の足を
引脹ってしまうこともしばし
ばでした︒ときに肱牧師批判
の声の巾︑何故牧師の妻など
になったのだろうかこのまま
消えてしまったらどん厳にい
いだろうかと思ったりしまし

よって術釧が与えられました︒
﹁主がこれを負わせられると

エレミヤ哀鍬翼市を聞き︑へ
り下ることを蝋び︑また主に

た︒そうしたとき決まって︑
派けて下さる方も次々と続き︑

き︑ひとり樅って黙している

０

９

・

思

識

な

川

会

を

楽

し

ん

で

い

ま

﹁単身牧へ濤となりました︒

家族はそれぞれに自立？し

０

す

がよいｏ川をちりにつけよ︑
あるいは釧みがあるであろう﹂

佐藤菊雄先生
天城教会

︵妻は阪巾則教区上下教会

二十三年もの長い無牧の教

ようです︒

木製品を復沁し︑一○○年以
上も前の棟梁の心意気を少し
でも味わうことが出来たらと
願っています︒木のぬくもり
は時代を超えて︑そこに立つ
人に何かを滞りかけてくれる

さを毎川繰り返しています︒
木にこだわり︑木で作り︑

の牧師︑上ド町に在住︶独り
の気楽さと作って食べる面倒

．

私は献身者として私にしか
川来ない内助に徹しようと心

蝶めています︒

６

､心ぎ．電y一一

禰板を書く方も与えられ︑万
恥を益に変えて下さる神様を

を起こされ︑お花を

︾︾岬一
川１年余伝道
師として米子教
会で歩ませて頂
き︑平凡な只の
人に過ぎない私
が︑立場上とは
いえ︑沢山の愛
を受けて今日ま
で支えられて来
ましたことを蝋
ています︒

その間︑教会
風の方々の生涯
隣りの
に多少とも関わ
西中国教
らせていただき
区から天
ましたが︑その
城教会に
人の備仰の姿勢
着任しま
によって︑長い
した佐藤
年″の間に結ば
菊雄です︒どうぞよろしく︒
せられる 様 々 な 実 に つ い ゞ
天城教会堂はこの五月一日
て兇させ て瓜くことが出
で一○六年になりました︒倉
来 ま し た ・それは厳かな
倣の旧い町並みと天城の会堂
の旧さとパソコン等の新しさ
などがどう調和するのか︑不
こ と で あ り︑かつ興味深
いことでありました︒

一一二一

．
○新任教師紹介
○あかし

津山城西教会
杉本美恵子さん

車中国教唾

i

しく有難く思っ

|’

FAXO86(270)0146
東中国教区事務所TELO86(270)0145
日本基督教団岡山信愛教会内

1996年5月16B
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⑤

三レミヤニ八章二九節︶

て頂き︑また多くの方々を︑

四○年の年月には︑多くの
方々の生涯の悦びを共にさせ

天にお送りしました︒そのな

かで故青戸実代子姉の病床は︑
﹁ただ神の栄光があらわれん

いています︒凡ては神の忠み︑

ため﹂を目指しての取組みで
あり︑その最後は﹁信仰の戦
いを立派に戦った﹂と主イエ
スのお声が聞こえてくるよう
な︑厳粛な︑平安に満ちたも
のでした︒それは生きた儒仰
の証しとして強く心に焼き付

られた胆卜年でした︒

憐れみ︑慈しみの中を歩ませ

︵米子教会季刊総﹃ぶどう
の木﹄第六一号より砿峨︶

日礼拝を午前十時から守る︒

会です︒先達の沸いた師が芽
を出すことを願いながら︑主

の礼拝がイースターでした︒

こんな地道雄一歩からと願い
教会の再スタートと蒋価岐初

岡健介先生︲

岡山教会

三川二

九日︵金︶

京都に別れ

を告蝋︑一
路岡山へ命

投宿後ｙ横

野牧師夫妻に﹁白木屋﹂・でご

馳進になる︒牧師曰く︑﹁藤
井氏から聞いてるよ︑滴が入

ると荒れるそうだれえ﹂⑨
三十日︵土︶山崎伝道所へ︒

運送屋さんが来ない︒Ｃｓの
子供も来ない︒三十分待って

﹁礼拝はしましょう﹂と始め
ようとした瞬間︑荷物が到蒜︒

まさかホントに荷降ろしと礼

り路２⑰２⑦⑰一ＺＺＺｚＺＺ〃⑫２２膠一切２２２空〃品２２Ｚ〃々〃〃クリ咽Ｚ２易

１８１日９１１１１１１Ⅱ

拝が虹なってしまうとは：．︒
三・一日︵日︶ネクタイして

礼拝に行くなんて︑ほとんど

初めて︒これからここが仕諜
場になるのかと感慨に耽るよ
りも︑ネクタイが曲がっ誼な

いかどうかが気になってた心

．※※※・

ぞよろしくお願いいたします︒

初めての土地︑また教会を
川身教会しか知らなかったこ
と︑そして私自身の非術減の
ために︑初めこそ髄きと戸惑
いの迎続でしたが︑少しずつ
図々しさを取り戻しつつある
この頃です︒与えられたこの
場で︑とにかくがんばって行
きたいと思っています︒どう

川原田玲子先生
和気・三・石教会
はじめ
まして︒
この度︑

石教会の

和気・三

えていただきながら担ってい
きたいと思っています︒

どうぞ︑よろしくお願い致

します︒！

川上純平先生

鳥取教会
はじめ
まして！
私はこ
の春に鳥

えています︒

いただいているわけですけれ
ども︑この教区でも多くの班
を学ばせていただきたいと考

くお願いします︒

神様の恵みと糟様の肝りに
よって︑将来︑牧師として独
り立ちしていくことが川来る
ようにがんばっていきたいと
思っておりますので︑よろし

妻りっ子先生
米子教会

米子教会に世わされて

ら毎日を送っていますの

今年三月に東京聖諜学校を
卒業し︑米子教会に遣わされ
ました︒新しい地で神様はど
のような御業をなされるのだ
ろう︒私をどのように川いて
下さるんだろう︒期待しなが

轡辮

取教会に
招聰され
て来たわけですけれども︑そ
れまでに東北学院大学文学部
キリスト教学科及び同志社大
学神学部大学院で学び︑仙台
北教会︑京都葵教会︑室町教
会で神学生時代を過ごしまし
た︒

も多分にあるのでしょう︒

私がキリスト者になり︑伝
道師になろうと献身した背景
には︑神様の御計画とそれに
対する私の応答による決断が
あるわけでございますが︑私
の周りの人たち︑親や教会の
牧師︑信徒の方々からの影響

礼拝出席四○名︒現住陪餐
会員八四名︑一九○三年一月
三一日に教会設立して創立九
三周年︑これが旭束教会の現
状です︒組合基将教会として

の伝統を持ち︑旭東四脈に宣
教することを私たちの使命と
して︑西大寺にありながら旭

東基督教会と名乗っています︒

ンバーでした︒もちろんそれ

有力者がこの教会の重要なメ

そうして関東大震災の年に現

いた僧徒の話が残っています︒

在の教会厳を献堂しています︒

だけで教会が支えられた訳で
はありません︒貧しい中︑わ
らじを売ったお金を献金して

しかし旭東
教会は︑若い

つつも︑無牧

の想像以上でしたが︑無事に

ご存じのように昨年度は私
たちは一大決愈を致しまして
付凧館増築︑会堂改修を行い
ました︒会厳の傷みは私たち

伝道者を育て

した︒そんな

師の状態が断
続的に続きま

中でも教会が

転繊輔

の伝統を保ちながら︑新しい

終える鞭がⅢ来ました︒そし
てこれまでの会堂の前に旭東
教会の新しい顔が生まれまし
た︒そしてその後ろには︑今
も信仰の先爺たちの残してく
れた教会があります︒これは
私たちの新たな宣教の姿を示
しています︒これまでの教会

宣教の火を燃
やし統けて来
れたのは︑教
会員がいかに
しっかり教会
を守って来た

でしょう︒

教 会 の 創 立 か らら
一こ の 地 域 の

です︒誰もが心安く入れる︑

時代に︑世代に向かって積極
的に宣教して行くという姿勢

かということ

Ｉ

神様の愛にあふれ︑イエス様
と出会える教会になりたいと

大賀幸二

願っています︒
︵旭東教会牧師

山本・額田・浜田・石川

次号は七月の予定です︒

◆教区ニュース第二一号
をお届けいたします︒◆原
稿をお帝せ下さった方︑あ
りがとうございました︒◆

編集後記

正をいたします︒

てしまいました︒お舵びと訂

﹁揃叫あゆみさん﹂と娯記し

前号第二○号の教区事務所
だよりで︑似田あゆみさんを

訂

伝遊師と
して働くことになりました︒

この三月までは︑兵庫教区の

身に対する祈りだと感じました。

いします︒

せなのだと思います。

ける以外にはありません︒私
も福音を信じるまでは︑人が
怖くて︑自分が憎くて仕方あ
りませんでした︒今は福音を
伝える者として生かされてい
る鞭を感謝しています︒教区
での良きお交わりを期待して
います︒どうぞよろしくお願

⁝

蕊…
￨灘蕊

正

I
何の罪も犯さなかったキリス
トは、私の罪の為に十字架に架
かり祈って下さいました。これ
は彼を許そうとしなかった私自

はその影響を受けて深い傷を
受けています︒逃げ場のない
子供達は更に傷を受けていつ
か大人になって同じ事を繰り
返して行きます︒この傷をい
やして下さるのは︑私たちの
為に十字架に架かり死んで下
さり三日目に復活して下さっ
たイエス様の福音の恵みを受

すことは何と幸せな事だろう。

旭東
第5回

かりで許そうとしなかった自分；
を恥じました。

；

それはキリストの愛に触れる幸

会 紹介

闇

一ズ

諺
i ｜縦憩獺顎

芦屋山手教会の信徒伝道師と

一第4回一

して三年間︑夙川学院の聖書

ＺＺ跣ｚ易２２珍吻〃ログ

津山城西教会
杉本美恵子さん

今思わされているのは︑幼
ない子供達にイエス様の福音
をしっかり伝えたいと願わさ
れています︒いろいろな問題
の中で弱い存在である子供達

自分が何をしているか分から
ないのです」。

高
｢許すことの幸い」

掴
でも、いくら憎んでも心は虚
しくなる一方で晴れません。そ
んな時、キリストのあの言葉が
私の心に響いて来たのです。

Lノ
ーノ

才.』1

鳥取という地も︑東中国教
区という教区も︑私にとって
は今回が初めてであり︑既に
教会では様々な奉仕をさせて

ツ

いました︒同窓生は今年正教

ある日の事です。 「新しい看
護婦来たから今月いっぱいでや

科の辮師として四年間働いて

タ

ればなりませんでしたの

；閲

師の試験を受けているのです
が︑他教派から転会して信徒
霜三年以上有することという
受験資格を得るまで待たなけ

〃

これからは︑地域に根ざし

子■寺

た教会の役割は何であるかを

孝一認 力 元奉
ﾉ

祈りつつ聖書に聞きながら︑
ここでの多くの人との出会い
の中で教えられながら︑ぽち
ぽちと考えていきたいと思っ
ています︒また教区・教団に

ある多くの課題を先薙方に教

i 「父よ彼らを許し給え。彼らは

￨，
!
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鰄灘

第45回教区総会終わる

新議長に横野朝彦先生
新副議長に柏木和宣先生

議員の選挙も行われました︒

また今総会では︑教団総会

した︒

活発な意見が出され︑日本聖
書協会ならびに日本聖書刊行
会に﹁らい病﹂という名称を
適切な語句にかえるための検
討をすることを要求し︑その
ための働きかけをⅡ本キリス
ト教協議会と日本雌併教団に
呼びかけることが可決されま

する件が議題の中心になり︑

五月二○〜二一日︑玉島の良寛荘にて第四五回
教区総会が開催された︒

った国民宿舎

試験に合格した担任教師に対
しクリスマスに教会で聖礼典
を執行出来るよう︑また春に
転任する場合でも正教師とし
て異動出来るよう︑荊置委員
会で議決して按手を執行して
来たことの承認を求めました︒
この件は毎年批判があり︑

目に承認されました．

いろいろと意見が川されまし
たが︑秋の教師検定試験によ
り按手・准允の申請がある場
合は常置委員会の議決を経て
按手・准允の執行を常置委員
会に委任することが総会二日

総会二日側の礼押において

す︒

なお︑来年の教区総会の会
場は︑米子教会と皆生温泉で

教団総会議員

教職

横野朝彦先生︵岡山︶
柏木和宣先生︵倉敷︶
浜田美也子先生︵岡山信愛︶

倉橘剛先生︵琴浦︶

宮内常喜先生︵鳥取︶
大賀幸一先生︵旭東︶
川崎善三先生︵米子錦町︶

信徒

岡山︶
山町︶

敷︶

文字平和︶

取︶

島︶

山信愛︶

こと︒お疲れさまでした︒

浜田美也子先生︑大賀幸一先
生︑石川敬規先生を中心とし
てその他大勢の方々により作
成されました︒パソコンがウ
イルスに感染する中︑悪戦苦
闘しながらの作成だったそう
です︒徹夜の日もあったとの

案・報告書﹂﹁議事録﹂・
今回は︑阪西恵理子先生︑

毎年手作りの教区総会﹁議

総会資料は手作り

ございます︒

横野議長の司式により准允を
受けられました︒おめでとう

つ子先生︵米子︶の五名が︑

山︶︑川原田
玲子先生︵和気・三石︶︑川
上純平先生︵鳥取︶︑高妻り

鱸悪

湯村セツ子さ
吉岡千鶴さん
甲斐田巌さん
布下恒生さん
小野義忠さん
田賀信平さん
奥野清隆さん

岡烏玉十倉誤̲、

'一､へ' ､' ､へへん

今年の教区
総会は玉島教
会と新装にな
の良寛荘にお
いて八七名の
れました︒

出席で開催さ
玉島教会で
の開会礼拝後︑
良寛荘に移動︒

議事では常
瞳委員会から

宮内常葛議長は任
期を一年残して辞任
されましたが︑咋残任

期間の一年を任期ど
する識長迩挙が行な

出され︑副識長にば

われ︑副識長の横野
刺彦先生が識長に選
柏木和宣先生が選出
されました︒またこ
れにより欠員となっ
た常置委員は次点の
川崎善三先生の繰り
上がりが承認されま

した︒ゞ！

二日目の礼拝では
五名の准允式が執行
されました︒また今

総会では﹁らい予防
法の廃止に関する法
律﹂の取り組みに関

１ ■ ■ ■
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一九○○年頃岡山に遣わされ
た童教師が︑瀬戸にも足を運
んで下さり︑熱心に伝道して
下さったとのことで︑その当
時備仰を与えられた方が少な
くなかったと聞きます︒しか
本ど の 人 数
し︑具体的にどれほ
かは全く分かりません︒

ただ︑十字架の刻まれた古
い墓もありますので︑当時瀬
戸の地でキリスト教信者とし
て生き︑キリスト教信者とし
て天に帰られた方がおられる
ことは確かなことで︑そのこ
どからこの瀬戸の地に伝道す
る者は大変励まされます︒

日本基靜教団
赤磐教会設立

た︒

漏り等の老朽化が進み︑追い
込まれて業をなすことに今年
の教会総会で決定いたしまし
教会の現実が厳しい状況の
中で︑神様が私どもに働きか
け願いを起こさせて下さり︑

かつ実現に至らせて下さるこ
惟壁峠叱奉詫燦を推し進めた

喝虎路閃グー⑭毎盟ワ秒勿的〃

皆様方のご加祷を頂ければ
幸いです︒
画Ｐ︾野砂尭⑳宅星汐唖〃ワ乙一野勿吻必曲彪戸唖曲搦⑫屯らの晶壹シ孝秒⑫品搦禺や叱虎々歴むげ砂吻団でぬ丘

となっては碓認のしようもあ
りません︒これは推測ですが︑

ったのではないかと思います︒

交通の便も歩くか︑良くても
馬によるしかなかった当時の
ことですので︑宣教師の訪問
もそれほど頻繁ではなく︑信
者はいても組織されていなか

ことは出来なかったようです︒

おそらく︑宣教師が使わされ
た時に家庭集会のようにして
礼拝を捧げていたのではない
でしょうか︒その後も︑第二
次大戦までいくつかグループ
が瀬戸の地に伝道を試みまし
たが︑あまり良い結果を得る

す︒

クワ尚空払必晩訂啄吻品ら⑫晶咽飼夕砂妙叡砂認沈一⑳勿彪⑫彪四必ククゾ

信徒の方々によって
しかし︑熱心な信者の方々
によって家庭が解放されて︑

教会学校と主日礼拝は行われ
ていたようです︒その後︑戦
災で瀬戸の近くに疎Ⅲされて
いた︑太田琢郎牧師がその熱
心な信者の方々の働きをお助

Ⅶ
四ﾉ]から河手純子さんに排

○教団関係会識出席に関して
教団関係の会議に出席さ

教区で

補助い

たしま

にご連絡下さい︒

〆切︒

○第八回性差別問題連絡会鐙
八月一六日〜一七日︑阿
佐ケ谷教会で開催されま
す︒詳細︑出席希望者は
倉橋師まで︒七月二○日

大学にて開催されます︒

○第六八回キリスト教音楽講
習会
八月二○日〜二三日︑国
際基督教大学︑東京神学

賀師まで︒

詳細︑出席希望者は︑大

席希望者は︑林師まで︒

○第二七回開拓伝道協膿会
九月三日〜五日︑日本基
督教会館四階会雛室にて
開催されます︒詳細︑出

助けています︒

二○○○年には

一九九二年度からは︑私が

ョンを掲げて前進しています︑

専任で赴任しました︒今︑赤
磐教会は︑新会堂建築のビジ

赤磐教会牧師額田浩

山本・額田・浜田・石川

次号は九月発行予定です︒

ありがとうございました︒●

ス第二二号をお届けします︒
●原稿をお寄せ下さった方︑

●日に日に暑くなっていま
すが︑みなさんいかがお過ご
しでしょうか︒●教区ニュー

編集後記

す︒

イエス様に新会堂をプレゼン
トしたいと願っています︒お
祈りに加えて下されば幸いで

二○○○年のクリスマスに︑

献堆する運びとなりました︒

と想像されますが︑風間直次
郎牧師の時に︑集会室が増築
され︑その後の働きを大きく

とは︑大変なことだったろう

約二○年間は専任の牧師が与
えられず︑大ざっぱに言って
しまえば和気教会︑三石教会
との三教会兼牧の時代に入り
ます︒旧教派も伝統も違う三
つの教会を兼ねて牧会するこ

引退なさいました︒その後︑

しかしその後︑太田牧師は
老齢のため一九七一年八月に

のように見えた赤磐教会は︑
ここに見事に復活しました︒

戦争によってなくなったか

越えておられたとの郡です︒

その時︑太田牧師は七○歳を

けになり︑次第と教会として
の働きが出来るようになった
ようです︒そして念願の教会
髄を一九五三年九月一八日に

わとなと区す

つし玉がい大事︒事務所

てて野らう変務す︒

教頑教︑阪で︑

のっの区恵がろ
区張会教西すよ

主て拠主理︑し

郷恥鋤癖罐輌銅一↑韮に
聯お任事子こぐ々千円を

務まで務︒らい

︐″ｉ；⁝々れ︑食
員︒り員教ま一事が各
自持ち
脈すあ職もし
の場合

場合もご相談下さい︒

ボランティアに行かれる

所にご相談下さい︒

行なった場合︑交通饗を
教区で負担します︒事務

教区事務所だより

の吃ら⑳吃ら虎唖此挽必らＣ曲壱毛乙的ダツ一弱り〃

教会で被災教会の牧師を
招いて︑礼拝や洲演等を

に関して

○阪神大震災被災教会援助金

○事務所の開いている日
火・木・金曜︑
午前一○時〜午後四時

〆−、

期には︑日本伝道隊やイエス
キリスト召団が活発に伝道し
たようです︒一時川︑イエス
キリスト召囲のお働きで︑瀬
戸イエスキリスト禰幽が股立
され民家を借りて教会とした
時期もありましたが︑度重な
る教師の転任のため成長出来
ず︑兼田催牧師によって日本
基督教団赤磐教会の設立がな
されたものの︑肚界大戦によ
って消滅してしまったようで

火・木・金蝿日の週三日、
玉野から愛車スターレットで
約50分かけて勤務。

奇等教会状呼束構小代今

＝
幸
＝

その後も宣教師のお働きに

会が明確ではなかったようで︑

それでも昭和初期になると二
○人ほどの信者が︑瀬戸近辺
におられたことが確認出来ま
す︒しかし︑この時も所属教

(玉野教会担任教師）

｜教会の現状は︑教会員の高

審
＝
＝

皆様︑お元気で日々の業に

りー■
陸一

お励みと思います︒

＝
＝
＝
誇

より︑・・お導きを頂いたようで

いわば散らされた民のような
感じだったでしょう︒昭和初

阪両恵理子先牛

齢化や宣教の非常に困難がつ
のる一方です︒しかし︑その
ような現状の中で︑一九八○

＝
＝

すが︑教会設立とまでは行か
ず︑当時洗礼を受けた方々が

壬

年頃から新会堂建設という一

なっておりました︒

＝
＝

どこの教会に所属したかも今

介
教

つの宣教の﹁幻﹂をもつこと
がゆるされ︑業をなすことに
けれども︑なかなか推し進
めて行くことが脳来ませんで
したが︑会堂も数年前から雨
＝
＝

を頼りに歴史を辿りますと︑
約一世紀さかのぼります︒

＝
＝
＝
＝
＝

私が青谷教会に赴任させて
頂いてから三年目を迎えてお
りますが︑九四年という教会
の多難の歴史を担い︑また信
仰の先達者たちの思いを受け
継ぐとともに︑﹃楽しい明る
い教会づくり﹂をと︑腋巾模
索のうちに歩んでまいりまし
た︒

巾司

瀬戸駅から一○分
赤磐教会は︑岡山駅から山
陽本線で一五分上って瀬戸駅
で下車︑そしてそこから徒歩
一○分程の所にあります︒

宣教師によって
瀬戸の地へ

今亦を典付ける

方々のお話

罷鷺鱗

招磐才が︑それ

＝

伝道発足の

赤磐教会の歴史は︑ここか
ら始まったと言うことの川来
る節目を見いだすことは非常
に難しく︑教団年鑑によれば

劉識
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崩壊に至るケースもよくあり

隣近所の
方々でも︑

これらの問
題でお困り
の方がいら
っしゃれば

相験は

是非相談にのっ

傾向にあった宗教が︑個人単
位に変化して来たのです︒こ
れは昔のようにみんなが貧し
かった時代で

２７０１０１４５

砲︵０８６︶

ます︒砲︵０８６︶

証人に入会したために︑家庭東中国教区事務所

夫婦のどちらかがエホバの

婦と呼ぶ年齢層にもターゲッ
トを当てているようです︒

います︒若い人だけでなく壮琴浦教会牧師倉橋剛

な合同結婚式をやろうとして社会委員会

一〜二年間の内にも︑大規模

計画しているようです．この区事務所までご連絡下さい．

し︑ブラジルに地上天国を作います︒
るとかで︑猛烈な資金集めをどんなことでもお気軽に教

が窓口になって
相談活動をして

﹁相談を受け付けています﹂てあげて下さい︒
東中国教区とし
教区社会委員会ても社会委員会
盤感商法や
合同結婚式な
どでよく知ら
れている﹁統
一協会﹂︑ま
た戸別訪問で
しばしば接触
する﹁エホバ
の証人﹂︑私
たちの身近な
人でこれらの
グループに入
ったり︑勧誘
されたりして
困っておられ
る方はござい
ませんか︒
﹁統一協会﹂

は南米に進出

です．また教祖は︑被害者の
立場に立って物事を考えると
いうことに欠けるところがあ
り︑そのため信者には純潔を
要求しながら︑教祖自身はお
金や異性との性的関係に食欲
だったりするのです．
一般社会では︑よく﹁どう
してあんな頭の良い人達が︑
あんな宗教を信じるのだろう
か﹂と言いますが︑教祖は始
めから学者︑医者︑弁醗士や
金持ちや良く働きそうな人た
ちだけを目標にして入信させ
ているのです︒いずれの場合
にも組織にとって役に立つと
考えているからです︒また︑
女性を差別し︑人を集める道
具としてしか見ていないとい
うところもあるのです．この
ように破壊的カルトにはそれ
ぞれの特徴があるのです︒
しかし︑外部に対して破壊
活動しなくても︑信者の家族
が困っている新々宗教もあり
ます︒エホバの証人と言われ
るものみの塔︵正砿には﹁も
のみの塔聖書冊子協会︶や︑
モルモン教︵末日聖徒イエス
・キリスト教会︶などが代表

的なものです．これらの信者

たちが勧醗に来ると体よく断
ったり︑追い返したりするだ
けの人も多いと思いますが︑

なことだと思われます︒

その内部では先にも出ました
ように家庭が破壊されている
例が多いわけで︑その家庭の
苦悩の現状を知ることは大切

このように私たちの回りに
は様々な新々宗教があり︑そ
こには内外に被害者が出てい
ます︒彼らを敵視するだけで
なく︑被害者でもあることを

理解していくという見方も必
要ではないでしょうか︒そし
て︑もっと大事なことは正し
い情報を持っている窓口に相
談するということです︒

なる︒

私が︑岡山刑務所宗教教悠
師と鞍って︑やがて十年半に

思って恥ろ︒

録月一回︑第一土覗日午後
的五十名近い受刑者︵刑期八
年弘玉総期︶にキリスト牧誘
誌を行なっている︒毎回︑目
を輝かせ︑食入るように諾を
剛く彼らに励まされて︑この
わざが焼けられている︒
この教区には︑未だ刑務所
伝道という位誕づけがされて
おらず︑単とるボランティア
活動的な見方をされているよ
うだが︑この十年位の問に十
二名の受洗老があったこと︑
私も碕齢ととったので︵現在
七十七歳︶︑そろそろ︑後継
者を凡つけなければ蓮らない
状況の中で︑逢非︑教区的問
題として取り組んでほしいと

﹁宗教教漉師として﹂

牧師佐々満穂

十文字平和教会

っている︒

時には︑個人教海というこ
ともあって︑いわゆる面接で
あるが︑聖者の疑問や個人の
様々な悩みなど︑問題は多咬
に渡るが︑個人の色合いが濃
く出てくるので︑多分に本膏
を聞くことの出未ろ機会とな

今夕い◎

らぬと自戒する︒

いずれにしても
対象となる人たち
は︑数は洩ること
もなく︑徒労に賭
ける面が強いだけ
に私自身の憶仰に
弛みがあってはな

犯罪内雰が幽愁鞍人たちば
かりなのだが︑それだけに︑
気の弱い面が多く︑同房の人
たちの何やかやに影辱を受け
て悩んでいろといった傾向が

ひとこと
メッセージ
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シリーズ

整理してありません︒

国切手や記念切手類︶を集め
ることですが︑時間が無くて

あります．

ト﹂の臨在信仰に立つことで

一人一人が﹁内に在すキリス

師︑益田泉師︵何れも故人︶︑

義雄師︑谷口俊夫師︑同花子

加藤俊行師に代務者として奉

教会の特色

一九四一年政府の意向で︑

教団の第六部に所属しました︒

全教派合同となり︑日本基督
仕して頂きました︒
私が当教会に着任したのは︑

今︑教会では︑高齢者の方
が多いので︑その対策を考え
ると共に︑次代を担う若い霊
魂が与えられる様に祈ってい
ます︒そして国外宣教のため
に︑教会として何が出来るか
を話し合っています︒特に隣
国中華人民共和国の宣教への
ビジョンを掲げ︑教会員一同

しく整えられた教会として︑

主の御来賎の近い今︑小さ
な群ですが︑花嫁として相応

祈りを捧げています︒

公同教会の形成に寄与するこ

そして︑告白的共同体とし

ての教会形成を考えています︒

それは此の世との戦いに於い
て︑その武器は信仰告白であ

ります︒﹁イエスは主なり﹂

山本・額田・浜田・石川

れたことをおわびいたします︒
④原稿をお寄せ下さった方︑
ありがとうございました︒

●教区ニュース第二三号を
お届けします︒●パソコンの
故障のため九月発行が︑一○
月になってしまいました︒遅

編集後記

補助をしています︒

○教団関係会臘出席について
会継出席のため食事を自
餐で出饗された方︑事務所
までお申し出下さい︒食費

もよろしくお願いします︒

ら週１度︑教区雑務を手伝
って下さっています︒岡健
介師︵岡山教会担任︶と結
婿されています︒これから

吉澤道子さん：⁝・９月か

○事務所の新顔紹介

ニューフニイヌ

教区事務所だより侭聡電嘩

牧師三川茂

津山城西教会

幸いです．マラナタ︒

備えて行きたいと願っていま
す︒お祈りに加えて頂ければ

とを目指して励んでいます︒

ミニアンの神学的伝統を受け︑
体験的ホーリネスを持って︑

し︑特にウエスレアン︑アル

神癒︑再臨の特色教理を強調

で交わりを持っていますので︑
聖書的福音主義の信仰に立ち︑
四重の福音即ち新生︑聖化︑

津山城西教会は︑日本基督
教団の中で︑ホーリネスの群

た︒一九四二年六月二六日︑

教会に招聰されて来ました︒

私は神戸の関西聖書神学校を
卒業後︑静岡県三島市で︑単
独での開拓伝道を含め︑日本
同盟基督教団三島六反田教会
で︑約三○年牧会した後︑同
教団神戸生田教会を経て︑当
私の趣味は古切手︵特に外

立以来私で十一代目の様です︒

した︒

そして教会名称も︑津山城西
教会と変更し︑認可されまし

の後牧師は清水良太郎師︑
大江捨一師と引き継がれ︑

一九三三年日本ホーリネ
ス教会が︑中田監督派と
委員会派と分かれた時︑

一九三六年前田栄蔵︑小

林信夫以下二四名が︑津
山ホーリネス教会を脱退
して︑別にホーリネス祈
一九四五年太平洋戦争は敗
戦となり︑信教の自由となり︑
小林信夫師が主管者になり︑

全国一斉に第六部︑第九部の
旧ホーリネス系の教会が︑弾
圧を受け︑教会規則その他を
押収︑清水牧師は鳥取警察署
に拘置され︑翌年には教会設
立認可の取り消しと解散命令
を受け︑教会は閉鎖され︑布
教活動は一切禁止されたので

盛んに行なわ

掴▽

れました︒そ

●

一九九一年三月一九日で︑四
年七ヶ月になります︒教会創

が岡山より移

認錨織譲

津山城

介

津山駅から一五分
会を守っていました︒一九三

祷団を起こし︑津山基督教図
書館を借り受け︑礼拝と祈祷
八年津山聖教会として創立︑

清水師が主管者代務者となり︑

門戸を解放して集会を始めま
したが︑一九四七年突如召天
されました︒同年四月鳥取の

さりまじた。そしてイエ

した︒翌年三月︑現在地に会

なさい」。主イエスの一

清水良太郎師主任牧師︑小林
信夫を定住補佐に任命されま

言は、頑なな者の心に刺

そこから徒歩一五分程吉井川．

「あなたたちの中で罪を

時間一○分︑津山駅で下車︑

と明確に告白できる信徒とし
て︑観念的でなく︑抽象的で

犯したことのない者が、
まず、この女に石を投げ

一九四九年より菊池正一師︑

い、その時女は主に出会
いました。

堂を新築︑監督車田秋次郎師

なく︑信仰が自分の体験を踏
まえた上の確信となり︑信徒

す。

中島幸一郎師︑池田玲二師ら
諸師のお働きによって支えら
れて来ました︒その問に永倉

ＣＯ■●■巳●●●●●●■■■●●●■■■●

人の間に流れた安堵の思

津山城西教会は︑岡山駅か
ら津山・因美線で︾時間二五
分︑姫路駅より姫新線なら二

‐

す。

るものです︒

主イエスを、女を、陥

により︑献堂式が行なわれま
した︒前田栄蔵師の献堂によ

■ＣＯ■Ｑ●■●●●●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●O●●●●●●●●

︑●●●●●

じる大好きな場面です。

＝

︵いだ︶川をはさんで︑中心
●

に沿って西へ下ったところに
あります︒教会は津山市の中
心より西部にあり魂普は閥田

を罪に定めなかったのか」

津山城西教会
三川茂牧師

出来るように、いつも目

特に後半、律法学者や民

■■●●■■●■●■０ＣＤ

全てのことから逃れて、
人の子の前に立つことが
す。中でもヨハネ福音替
が語る姦通の女の記事は、
何時開いて読んでも主の
いきを、主の眼差しを感

●●■■

いろんな人と対時されて
いる場面が描かれていま

ＤＤｏａｏ

イエスがいろいろな時に、

■■●●

にいるのか。誰もあなた

蕃山町教会の婦人会有
志は、毎年六月梅雨の頃

部の内町と周辺の外町とに区

イエスは身を起こし、
取り残されて立ちつくし
ている女に稲りかけまし
た。 「あの人たちはどこ
． 、.･･:，

碓撰棒鮮蕊溌蕊
灘燃鋤瑚濡鍛雛

蕃山町教会

吉岡千鶴さん

はお寺に囲まれています︒

､じた。

凸

を覚まして祈り続ける者
でありたく願っておりま

衆が立ち去った後、主イ
エスと女が残された。二

受洗後四六年、 ‐卜･字架
の主を求めて歩んで来ま
した。しかし求めるより
先に、主がしっかりと私
を捉えていて下さること
を思います。
聖香を開きますと、主

，：

毒

一第五回一

凸

■

●

なのです。

さが心にしみ通る思いで

スは再びかがみ込んで地：
面に何かを書き続ける。 ．

あかし

鉄砲町は昔鉄砲組の足軽が定
住していたので︑そのまま町
名になっています︒そして近
くに西寺町があり︑教会周辺

るアーメンは、いさぎよ

教会の沿革
当教会は︑一九一六年東洋
宣教会岡山支部が設置され︑

東京本部から丹羽平三郎師が
来任し︑津山地方に巡回伝道
を行なった事に始まります︒

翌年︑東洋宣教会主管者であ
った中田重治師によって日本
ホーリネス教会が設立され︑

津山ホーリネス教会も創立さ
れました︒一九一九年丹羽師

主に出会って過ごされ
る方々のお腹の底から送

れようとする悪意の言葉
の渦巻く所は、主イエス
と女だけの世界に変わり
ました。罪を超える真実
のいのちの暖かさのi益れ
る所に、主と女は立って
いる。繰り返し何度読ん
でも深く慰められる場面
います。

った。

問、ご一緒に礼拝をし祈
りの一時を過ごさせて頂
いています。二五年位続
いていますが、家族教会
の方々の「アーメン」と
云われる声に唱和して、
心の迷いを吹き飛ばして

女は「主よ、誰もjと云
に、光明園家族教会を訪

沈黙がイエス力流れ出愈.：

噺

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■●●●●
□

●●●●●●●●●●●
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①技手礼式行われる

日本聖呑協令から
宜教協力委修祷今

車中国教区

願念望先生︵鳥取信和教会︶受按

いう地方の教区で︑皆さんと
一緒に主の宣教の働きに共に

あずかることが出来たことは︑

かけがえのない財産であると
思います．教区のみなさんと
のつながりを覚え合いながら

一泊修餐会

可

共に祈り合うという︑神
神様
様が
が
与えて下さった大きな財産を
て行
行き
き
大切にしながら頑張って
たいと思います︒これからも
よろしくお願い致します﹂と
教区一豆Ｉス誌に語って下さ

願念先生︑受按おめでとう

った．

一木のこころ﹄︵草思社︶を洗
一みますと多くのことを教えら

西岡常一署﹃木のいのら・

ございます︒

刃

塞乙

日韓宣教協力委

敬具

一二月三日︵火︶午後一時
︲半︑岡山教会にて教区︑教会

ことになる︒今年三月には結
婚もされ︑﹁この東中国教区
に来てから︑思い出深い出来
事が非常に多い﹂と願念先生
﹁この教区に来る前は︑渋

は語る︒

谷という大きな街の教会にい
ました︒私にとって東中国と

はどういう問題だったのか﹂

去る一一月三日〜四日にか
けて宣教協約を考える一泊修
養会が︑境港教会を会場にし
て開催された︒今年は︑在日
大轆基督教会川崎教会の金性
済︵キムソンジェ︶牧師を講
師に招き︑一日目は﹁寄留と

お側きの上に、主の祝福が、豊かにあ

︾一

の東中国教区総会にて可決さ
この東中国教区の要望轡に

れた︒

対して︑日本聖書協会は﹁新
約聖書中の︑十八ヶ所︵小見

りますように。

匹Ⅱ０曲ＬｒＩｈⅡＨ０１０Ｉ６６ＩｆＨＩⅡｒⅡ■Ｐ０４６１８Ｉ８ｌ９ｌＨＲ︐Ｏ８ｇＨ０砧ＧｇＩⅡⅡ■１口■ＢＨＵ■■■ｌｕ０８ＵＪ３ＴｉＩ・９１１Ｆ■８日﹄

す。

ｐ８９８９６００ｈ５０Ｉ０ｌＩＬＩ１０ｌ３０もＢ２１０８０Ｆｌ９ｒＩｌｌＵ８ⅡＩＨＩＩＩｌⅡⅢＩⅢ別別別刷別Ⅱ肌刷刷ＩＩｆｆ４Ｆｒ月Ｉ

ます。さらに事柄が進み次第、ご報告い

る綿国料理は大変おいしく︑

たしますので、皆さまのご意見、ご提案
など、ぜひお聞かせくださいますようお
願い申し上げます。
まずは、以上の通りご報告申し上げま

﹁らい病﹂

出しを含む︶の該当表現につ
いて︑可及的速やかに入れ換

こるであろう改訂作業の中で、実現させ

﹁人も木も同じですわ︒一

ですか鞍︒﹂

松やったら五〜六百年ぐらい

が︑杉やったらこれが千年︑

五百年から三千年が限度です

佐藤菊雄

天城教会牧師

ガラテヤ二章十九節

﹁木のぬくもり﹂

︶す︒湿笂に強いし︑品がいい
一香りもいい︑それでいて細工
一がしやすい︒法隆寺には千二
一百年前の扮があり主すが︑今
一でも立派に建っていますし︑
一鉋︵かん鞍︶をかけてやりま
一す
すとと
︑︑
今今
一で も い い 香 り が し ま
一す
すの
のや
や︒︒﹂﹂﹁桁の寿命は一一千

一﹁桧︵ヒノキ︶はいい材で

一エ棟梁﹂とさわれた人です︒

︾れます︒西岡さんは飛鳥時代
︽の古代工法で大作萱を造誉す
︾ることの出未ろ﹁没後の宮大

…詔……毒…乙珍垂夛……＝矛乃劾

■

二口目は﹁これから先︑何を
目指してゆくのか﹂という題
で辮演をして頂いた︒内容は
金牧師の六年半のアメリカ留
学を踏まえ大変よく盤えられ
たものだった︒また二日目の
話し合いも︑体験を踏まえた
話にみな熱心に耳を傾けてい
た︒なおみんなで囲んで食べ

ることにさせていただきたいと思います。
同委員会が開催されてから、本日は最
初の事務作業の日でありますので、とり
あえず、同委員会の決議内容と今後の作
業について、概略だけ、ご報告申し上げ

一一

"……一…p…"…〃､を元元｡…二Z…Z

す︒﹂

あります︒

築後百六年︑蝶
史跡の天域教会礼
拝堂で錘週礼拝し
て恥ます︒木のぬ
くもりは主イエス
の教えのぬくもり
に相通ずろものが

人一人性格が違いますし︑そ
れに応じて育て方も違うんで

ひとこと
メッセージ

える．新しい語句は︑旧約聖

ばなりませんが、最終的には、いずれ起

郵赫誇即停瞬蝿椛幟蓋延銅嘩一

新しい語句の選択が、適当であるかど

者は二日間で延べ三○名︒

うかは、教会で広くご議論をいただかね

Ｉ

日ごろ聖書普及事業にご理解とご協力
を賜りますことを心から感謝申し上げま

楽しいひとときだった︒出席

次回の最初の印刷は、 12月に行われます。
本日から、準備作業に入りました。

を﹃重い皮膚病序蕊講撫一一

謹啓

いたします︒

刷から、実施することにいたしました。

﹁﹃らい病﹄という名称を

総主事佐藤邦宏

書と統一させ︑﹃重い皮膚病﹄
とする﹂旨を十一月五日付け
横野議長宛の文書で回答をよ
こした︒右にその全文を掲栽

うな内容です）ことが決議され、次の印

適切な語句にかえるための検
討を︑日本聖書協会ならびに

1996年11月5日

う﹁﹃らい予防法の廃止に関
する法律﹄に関する教区の取
り組みに関する件﹂が︑五月

教団東中国教区総会ご決議の、 『らい予
防法」廃止に伴い、聖書本文中の、該当
表現について、適切な語句に置き換える
ようにとのご指示をいただきました。去
る11月1日開催の共同訳聖書委員会にお
いて、 「新約聖書中の、 18ケ所（小見出
しを含む）の骸当表現について、可及的
速やかに入れ換える。新しい語句は、旧
約聖書と統一させ、 『砿い皮膚病』とす

日本聖書刊行会に要求する︒

財団法人日本聖書協会

あかし第写寺回

FAXO86(270)0146
IELO86(270)0145

教会紹介第望、回

〒703岡山市御成町12‑16
日本基督教団岡山信愛教会内東中国勢
東中国教 区事務所

《
る」 （まだ、繊事録が出来ておりません
ので竜‑‑正式ではありま詞せわが尽以ごi菫の 3で
ーウ

また︑このための働きかけを

す。
去る7月9日付けの貴信で、 日本基督

12月3日（火）
岡山教会にて

日本基督教団東中国教区
総会議長横野朝彦先生

②･l､規棋教会協謡今
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陸内教会の半数近い教会が五
箇万台以下の会計予算で頑張

④伝道部提案として︑教

ある︒

とを敬区は考えていくべきで

③互助体制を強化するこ

り組むのか︒宣教共同体とし
ての教区はそのような教会を
どう責任を負って行けるのか︒

教区全体の問題としてどう取

の関係について︒援助を受け
る教会は牧師も信徒も卑屈に
なりがちである︒自立を目指
して頑張っても困難な教会を

②教区援助と被援助教会

状況︒

的にならざるを得ないという

にジリ貧︒考えや行動も消極

れにともなって経済的人材的

一

伝道委員会委員長林比佐雄

﹁小規模教会協議会﹂報告

長を含む︶・

去る十月九日 十日に︑サ
ン・タケベにおいて教区伝道
部主催の小規模教会協議会が
七年ぶりに持たれた︒出席二
十数名︵教区三役と財務委員
小規模教会の現状と課題と
題して四名の方々より発題し
ていただいた．その中から︑

①この教区は地方の教会
が大部分．そこには商齢化が
急激に進み︑伝道に苦心して
いるが減少傾向が激しく︑そ

翌一九四八年五月︑﹁総社

日の家庭集会から始まる︒

教会﹄として教会股立に至る︒

主日礼拝は︑信徒の家庭や公
会堂で行なっていたという︒
一九五○年には︑家屋つき
の土地を賊入し献堂︒受洗者︑

き地を求めて新会堂を献げ︑

っている教会の状況を考える
とき︑教区の互助資金をどう
するか考えねばなりません︒
教師謝儀︑伝道費等の援助︑

開拓伝道再建伝道の資金づく
り︑それに会堂︑牧師館建築
の為の資金づくり︑今の教会
強化献金だけではどうともな
らない︒宣教協力︑教会の連

﹁総社は多くの宗教が集めら

れた吉備文化の発祥の地であ
り︑福音が根付くのは困難で
すが︑聖言

灘

とが出来ま

帯強化等のため︒

訂正とお詫び
﹁シリーズ教会紹介﹂の通
し番号が間違っていました︒

＊﹃第五回赤磐教会﹂を
﹃第六回赤磐教会﹂に︒
﹃第七回津山城西教会﹂に︒

＊﹁第六回津山城西教会﹂を

・ト

第６回

申

︑

︐

１■﹂日ｑ４凸■４０Ｕｌ■巳一Ⅱ固■ＤＩＩ■４山Ｉ丘■創刊町州ＦｑＷ曲Ⅲ

あかし

な噂が流されるほどになりま

守られて繁盛したのでした︒

︑した︒しかし店は不思議にも

の頃です︒

クリスマスの時期になると
あの出米本が昨日のことのよ
うに思い出し︑主の不思鍋鞍
力と導きとによって︑今の私
があることを塵謝する今日こ

え超ぷことを教わりました︒

強い深く湛んだ主の御声を聞
いたのでした︒翌朝︑牧師か
ら﹁それはヨブの信仰だ﹂と
教えられ︑その後夢で軽々し
い行動を慎むよう示され︑封

ばゆいほどの光に包まれ︑
﹁汝の俺仰は全きか﹂との力

た︒そんな祈りを一ヶ月ほど
焼けて恥たとき︑﹁ああ︑こ
ん徴ことでは神様の御名をけ
がすことに厳る鞍﹂と思った
とたん︑タ兼れの束全休がま

て名える上・７になっていまし

人途を裁いて下さごと変え

とうとう主の祈りの﹁我らに
罪を犯す新を我らがゆるすご
とく︑我らの罪をもゆるした
まえ﹂を﹃私を栽恥て︑あの

の蕪宮に我慢出米鞍くなり︑

しかし翌年の八月︑あまり

たのでした︒

﹁クリスマスと
↑主の支えと︑信仰者である母
クリスマス・ケーキ﹂ ・の祈りによって支えられてい

マビ・マカリオィ教会
久保田昌衡さん

イエス・キリ
スト級の御降挺
をお心び致しま

十ｙＯ

α形却詫澆喫稚睡塞空榊鋤紳

ら三三年も前のことです︒

敷お導きの出米本を仏ず思い
出します︒その出米本は今か

私は金光牧発祥の地である
金光可で小さα喫恭と某子店
を側いていました︒クリスマ
ス・ケーキを売り出したのが
本の発端でした︒可で初めて
のクリスマス・ケーキという
こともあり︑珍しさも手伝っ

大勢
勢の
の若
若い
い人
人を
を迎
迎え
え
て﹁１．キリストにあって新一てて
︑︑
店店はは大
しく生かされるよう一人一人一てて
繁繁
盛盛
しし
ままし
した
た︒
︒

キリストの福音によって成就

を 大 切 に 受 け 止 め る ︒ ２ ． 福 し かしし
か昔
し風
昔の
風の
小小
ささ
敷敷町
町で
では
は
音の浸透を願いつつ︑地域とねた
︑︑
私私
のの
索索
族族が
ねみ
たと
みと
がク
クリ
リス
ス
の交流を深める︒総社市の目チャ
チン
ャン
でで
あある
ると
とい
いう
︑？
ここ
ととも
もあ
あ
標Ⅱ﹃差別をなくそう︒人権って
しし
にに
風風
当当たたり
っ︑
て日
︑琳
日琳
りが
が強
強
を重んじよう．国際交流﹄︒く戯
くり
戯り
︑︑
とと
うう
とと
うう町町全
全体
体に
に災
変
ものでありたい︒３．信仰の

後継者が育ちますよう︑祈り○教区負担金︑退職年金掛
つとめる﹂と尾熊牧師は語る︒金︑等のご入金をよろしく

お願い致します︒

次回﹁教会紹介﹂は鳥取信○来年度五月の教区総会は︑

ニカ六六狂瓊版︶

今回もパソコンのエラーに
悩ませられながらの編集でし
たが︑無事発行にこぎつける
ことが出来ました︒フー！
山本・額田・浜田・石川

◆編集後記◆

きます︒

六日︵月︶までとさせて頂

一二目二八日︵土︶〜一月

○教区事務所の冬期休暇を

す︒

ン皆生で開催される予定で

することを確信して︑仕える一○一
教○
区教蕊区筋
蕊所
筋だ
所よ
だり
よ○
り教
○区
教区
瀬顯
唾鞘 雨 だ よ り Ｏ 教 区 蕊 膳 所 だ よ り Ｏ

‐

ー

献身者も与えられる︒一○年
後の一九六○年には︑よりよ
現在に至る︒

すよう聖霊の満たしとお導き
を祈っております﹂と語るの
は︑一九四八年の教会設立時
から数えて二代目の尾熊芳子

■

和敬会です︒米子教会及びホールサムイ
趣味は︑絵画と生け花の槻一一〃

牧師．

麓

。

聯夢

L

住所︒Ｔこし等の間寒い部ありまし進う︑
ご謹路下さい︒
藪区事霧研

賞という尾熊牧師は︑倉敷西｜
評
藪 区俺臂訟乗ましに

総社教会のこれからについ﹄！

会の代務者でもあられる︒

教会を経て総社教会に一九五
○年に着任︒現在︑倉敷西教
−

『

蕊蕊湾溌灘灘蕊蕊輔殿蕊蕊蕊蕊醗畷蕊識欝蕊溌蕊慧蕊蕊駕篭識騨蕊蕊翻翻輔瑠蕊鐇蕊
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﹁ハンセン病への理解を深める﹂
教区教師研修会開かれる

第二日は︑朝
食の後︑第三回
講演は︑我が教
区にある光明園
家族教会の津島
久雄牧師によっ
て﹁らい予防法
廃止に伴う様々
な変化の中で捉
えた﹁ハンセン

病者の過去と現在そして未来﹂
に関して語られた︒

その中で︑津島師は﹃健康
な体では味わえない︑﹃心の
の告白をされ︑また﹁らい予

深さ﹄を与えられ幸せだ﹂と

現在も実際にバングラディシ
ュでハンセン病者と関わって

ことだが︑らい予防法下の生

防法﹂塊止は大変感謝すべき
活に於いても︑主イエスの臨
在をしばしば感じる経験をさ
れ︑復活の希望の中に歩まれ
ている現実を力強く証しされ
た．そしてその中で︑聖書の
﹁らい﹂の表記が﹁重い皮膚
病﹂に改めらられたことに対

教区総会は︑鳥取県米子で

教会牧師︶

第３回講演
津島久雄師︵光明団家族

想があちこちで聞かれた︒

かった事をいろいろ学ぶこと
が出来感謝しました﹂との感

ヌンセン病に関して知らな

おられる立場から語られた︒

発病しやすくなることなど︑

ること︑また食事小傭が悪く
なって一日一二○○カロリー
を下回るような環境になると

二月二四日︵月︶︑二五日︵火︶倉敷市児島のクリスブ３００
を会場に︑九六年度の教区教師研修会が開催された︒参加者は
四七名︵うち信徒の方が五名︶︒

今岡のテーマは﹁ハンセン

病への理解を深める﹂で︵読
書会に終始した九五年度とは
対照的に︶四名の嚇師を迎え
教会関係者にも公開しての研

修会と絞った．

第１回蛸演

大蝸得雄師︵俊曲曙教会

牧師︶

阿部祐治教師部委員長のメ

ッセージによる開会礼拝で始

まった研修会は︑第一回の講
演を長島曙教会︵単立︶の大
嶋得雄︵うるお︶牧師がされ
た︒大嶋師は﹃日本で初めて

療養所に出来た教会の牧師﹂

ホールサムイン皆生
﹁議案・報告書﹂ならびに
﹁総会議事録﹂は︑今年も浜

今年も総会資料は手作り

年任期のスタートとなる︒

人事改選︑二日目には准允式
五月一九日︵月︶〜二○口
︵火︶︑第四六回定期教区総

会は鳥取県の米子教会とホー

としての立場から現在でもな
お︑注解書や︑教会学校の教
案集の中に︑ハンセン病に対
する偏見が見られることや実
際に行われる講演会等でも同
様の内容が語られることがあ
り︑それに抗雛しておられる
現状を語られた︒

れる︒総会は︐開会礼拝︵説

副議長選挙︑常置委員選挙な

今回の総会では︑議長選挙︑

教区人事改選

午後一時から開催される︒

教・菰谷俊一牧師︶によって

ルサムイン皆生を会場に行わ

第２回錆演
所邑久光明園副団長︶

畑野研太郎氏︵国立撫蕃

第二回の講演は︑夕食後に
行われ国立療養所邑久光明園
ンセン病に関して医学的見地﹂

副園長の畑野研太郎氏が﹁ハ

れる︒これにより︑三役︑常
置委員︑各部委員の教区人事

どの二年に一度の選挙が行わ
に培養出来ない程︑伝染力に

が改選されることになり︑二

から語られた︒ヌンセン病﹂
は伝染病の中で︑唯一人工的
乏しい菌によってもたらされ

する感謝を表明された︒

第４回講演
佐藤邦宏氏︵日本聖審協

会蝿主水︶

第四回の講演は︑日本聖書

の手続き等について諮られた．

協会の佐藤邦宏総主事による
もので︑新共同駅聖警の翻訳

そして︑今回の変更は︑﹁よ
りよい翻訳への足がかり﹂と
の見解が示され︑牒魍を与え

第四回識減終了後︑教区総

られる機会でもあった︒

師の諸師への紺辞が述べられ

会職長横野朝彦牧師より︑誹

握手が交わされた後︑横野継

ン病の方々への無理解﹂に対

長が教区を代表してスンセ

する閉罪の意を表明した︒藤

した︒

田真佐子教師部委員の奉仕に
よる閉会礼拝の後︑ラウンジ
で記念撮影をし研修会が終了

目的を内包しているはずだが︑

スンセン病への理解を深
める﹂というテーマは︑﹁差
別﹂を取り除いて行くという

始した印象があった︒今回の

研修者自身の差別意職が検証
されないまま﹁学習会﹂に終

研修を基礎として︑各自の差

別意識についてさらに主にあ
って取り組む必要を感じさせ

︵文責教師部委員会︶

られる研修会であった．

零詫詞電霞︾が出露離鴎霞懸毘涯呼昨曝組曙嘩蠅叫鰯一

田書記︑阪西恵理子教区主事
を中心にその他大勢の皆さん
のご尽力によって出来上がっ

たことを感謝したい︒また︑

総会準備委員︐米子教会の皆
さんの準備によって︑総会が

内容の濃い総会であって欲

開かれることも感謝したい︒
しいと願う︒

一牧区の教師研修会で︑津曲

一先生から津田治子さんの歌を
一聞きました︒﹁命終のまぼろ
一しに︑主よ︑︑ユら蛤え︑病み
︾し一世を悪ばんため﹂・お世
一話になったＦさんが逝去して

雪年︒Ｆさんの記念蕊を届け

り坂に鞍ろ︒下り坂の途中が
崖になっていて︑そこから総
ちるのが死︑けれど兄の谷の
方から︑天の国から天使の繰
縦するヘリコプターがやって
米て︑私たちを乗せて天の国
にで
運召
んさ
でれ
くた
れと
る改
︒め
そて
ん知
鞍ら
単さ
純一
上
な鰭で人生を理解していたの
ですが︑モーゼはピスガの耐

種谷俊一抜師天頭教会︶坐

﹁モーゼの死﹂

一に郡家を夫人が訪ねてくれま
︶した︒近く聖地旅行に行く．一
一Ｆさんの逝竹を聖地で散竹に一
一するつもりと括され土した︒一
一日本人は近付にこだわる︒戦一
一中戦後︑遼什凱旋とか遺付収一．
一拾団とかいった背紫に慣れて一
一いる中で︑Ｆさんは反愉の人一
一だっただけに納符しました︒一
一私は巾典命記章冒章の﹁モーゼー
ーの兄﹂を連想しました︒ピスー
ガ山の澗上に整って遇かに沖一
さまが的求された地を望凡し一
一ることは許されず︑山の頂上一
鞍がら︑けれどもその地に八一
ることは許されず︑山の頂上一
︾で
で召
召さ
され
れた
た︒
︒モ ー ゼ の 基 は 不 一
︾明
明︒
︒私
私は
は人
人生
生を
を八
八○ 年 と し て 一
云四
珂○
︒年
平が
腓折
叶返
返点
点︒
︒上
上り
り坂
坂〆
が下
下一
一

卓

"ゲ…D室g

診竺〆ゴロ4口出"pジザ〃母宅

J毎口塁℃

垂

れ修正しようと思いました︒一
モーゼにしろ︑先月逝去した一
郎小平にしろ︑途中端で召さ一
れろ︒郡小平は呑港の返還を一
硴拠したいと願ったが好され一
ずに逝去した︒遺言で散什を一
希望したというご箔です︒召一
される処が頂上であれ︑下り一
坂の途中の崖の手一

〆ぞ夕■ロー

｢ハンセン森への

ひとことメッセージ

−山本伸子さん一

日本基督教団岡山信愛教会内東中国教区事務所TELO86(270)O145 FAXO86(270)0146 1
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公演によって信者・協力者︒財貨のなっていますが：：：・

教祖丈鮮明

獲得がねらい事務所創立者は

演について︑﹁﹃青春を返せ団体だ︒

会季奉鰈鎚駕灘纏磯蕊鐸役壹蝿一協会幹部
一

ので、汽笹一斉新橋を ・

;途 そ……

…の曲で歌う。

九」 。

ていろ。

かって歌おう」 、

＃

てしまうのです︒

すから︒

に遭い︑その数一○倍の人達
が金銭被害に遭っているので

；⁝

マラナタ、

２１

ぃのちのパンを

治療など、多くのことを
抱えて居られるのも、こ
の方々である。神様どう

；⁝；２

来ますように」

全国で数一○万人の人達が
マインドコントロールの被害

Ｊ凪Ｐ４〃

主の御国が、

｢主の食卓を囲み、

︵社会委員会︶

詳しくは︑社会委員会まで︒

金は︑国内外での活動や︑被
害者拡大のための資金になっ

振動錨挫御や詫銅椎も岼週派

者・協力者・財貨獲得の目的

ですから︑ヨニバＩサル
バレきが実は統一協会の信

は確実です︒

うに﹂という申し入れにもか
かわらず︑公演が行われるの

﹁公共施設を提供しないよ

友人・知人
隣近所に教えて
上げて下さい

で、一曲でも多く歌って

らグ︒ゲク〃〃財〆臥夕Ｆｒβ〃ββ学Ｅ侭Ｐ反げク別月ゲタ召

いることに改めて蒲〈。
〃函Ｊ■ｒＪ

特に私たら年齢の商い
者は、余り時間がないの

山本・額田・涯田・石川

す︒有り難うございました・

この場を借りて御礼申しあげ
ます︒●次期委員に︲期待を
毛って引き錘ぎたいと里いま

に協力して下さった方々には︑

③二年開の任期中に︑九回
のニュース霊を皆さんにお届
けすることが出来ました︒●
牢年度に比べて︑原語の作成
から印刷︑発送までの手順の
要領を得たこと右あって︑作
業時悶を以前より短く出来た
ことも発行回数が増えた結果
につながりました︒●しかし
何より多忙の中にあって原彌
壱送って下さった方々︑取材

◆編集後記◆

薮睡餓 会

皆さ
も味
ご存
通り
統卜
一公
の事
主催
での
ある
株者
︶
協一総蕊蕊吋曜弗腿協会は正体を隠し
てん疹
売じベ
ア︑ｋ
菅演楽
務者所
創︵立
市長と岡山シンフォニーホーリ﹂や︑﹁七代前の先祖の因は︑統一協会の教祖文鮮明で

申８ぴ︑

;に」 と、一人一人の顔を

閉会

統ル鰭長宛に申し入れ響︷｜月癬啼誰踊溌鑑魁諦蝿轆認譜雛濡
十臥・・ 二九日︶を提出した︒を売りつける﹁霊感商法﹂へです︒／・︽ｒ・
令合●
Ｉ
また︑献金や金銭貸しを強いそのことを知らない多くの

「新しい歌を、主に向

の時期。現催会罰の年代

別人数を割り出して凡る
と、一番多いのは、六○

； ⁝Ｉ

になれば、幸。

くの部分も、 この婦人方
が、支えて居られるのだ

・マナセの者j o

12800〜13:00

体︾一正体隠す一て来ました．これらについて人は︑︵株﹀ベア︲ド音楽事

始。まず保存分を除き、

13300

実︽藝協会総鍛識概裁鎌蕊零鯆権↑汀撒諦

の申し入れを行なった﹁﹃青の瀕蟻禦裟夢た正山根︑正体を隠しての統

居る鯉の部分て･ある。神；

公演に行くという人がいれば︑
﹁公演には行かないように﹂
と告げて上げて下さい︒

がります．もしまわりにこの

り難く感謝である。

講唇登繰（米手藪会）

。

の人たちに教えて上げること
が︑被害者拡大の防止につな

「讃美歌21」 も発衆
見ぬ⑰タツ即勿⑫唖？別あの閃

粒えておくと、空番を
開くのにとても便利。
；；

三八％・約四割を占めて

歳泓上の女性で、全休の

され、ぼつぼつ購入され
一九九六年度のまとめ

いただき．…

が、一方家族の病気蒲獲、

幼児の世諾、又は自分の

一砂繍網詐撫蛎鰄料聯津軽窓味欺誹鮮鰯灘墹跡鮮︾

；

「…･ ･･･旧･･銃・新約合
わせれば、聖者の数は七

ﾘ近くの姉妹が、礼拝の帰

せを届けてj下さっていろ。

して私流に作ってみたも

出席出米ない方も多く 、

聖書目次喝歌の三群と

I思い鞍がら入れて行く。

・エズ（ラ）
エズ（ギ）

;のボｯｸｽへ。 「どうぞ
;礼拝に出席されますよう

ル・エレ・ダニェル番。
り ろ。教会員他、二○○人

カバィ記。如・シラ・バ

;て訴り､週報が出来上が

・マ
（ギ）
トビ・ユディ

易三つ折り器」を使用し

「旧釣聖書の娩鑛は、

「特製簡
五枚一組とし、

おこう。天国への手土産

従って教会の働きの多

シンフォニー・ホールにて

6月18日

0

dQJ守.､

ｚら；春を返せ裁判﹄を支援する会﹂体を隠して︑岡山シンフォニー協会主催の公演を観に行く

蝿

●

■

サル・バレエ公横
礼拝、祈祷会を重んじ､！

１１蔭礒籍雛⁝鐙鰹磯癖雛潅襟磯
様の招き、お守りをいた り

だ､､て屠る率は本豐に擁

■程

待ち受けて私は、作業閲

金鞭日の聖研では「シ
ラ者」を学んでいろ。
土曜日の午後、印刷さ
れた週報が届く。これを

鍵唖4〃の

一

負

て､私の一森大切にして ；

山本伸子さん

ー｡

一.；

ぞお守り下さ、､。

ユニニノ､一

あかし

と生活綱領に示されて居＃
ろ。信仰生活の歩本とし ；

−第七回一
鳥取教会

一石タ琴今"ザハタァ弓叱
壺瓦グー一一

ー
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第四六回教区総会終

教

たことの評価とそれに終わら
ない歴史への深い悔い改めが

置委員の選挙が行われたが︑

続いて三役を除く七名の常

生が選出された︒

続いて教区三役の選挙が行
われ︑雛長に柏木先生︑副継
長に倉橘先生︑啓記に浜田先

訴えられた．

論議の結果︑教搬四名︑信徒
三名の比率を︑教職五名︑信
徒二名にしてはどうかとの常
置委員会案が出されたが︑定
刻となったため誰事を終了し︑
会場をホールサムイン皆生へ
と移した．午後七時からは︑

の佐伯幸雄先生により行われ

ホールサムイン皆生

米子教会

ノ

、

一判一一︑一

一また︑ペテロが幻により導一

︾そしてペテロが御宮兼を鍔一

一いた時でした︒

︾かれたのは︑祈りをささげて一

記事︶︒礼拝後︑年金局の小
林貞夫理事長が挨拶をされた︒

私逮の力の源はそれは︑聖一

同じように私達にも原動カー
が無ければ︑力強く歩むこと︾
が出来ないのです︒

米史せん︒

一森掛冶牧師︵用頭教会︶一

一使徒行伝一○率二西〜四へ一

一﹁聖錘の注ぎ﹂．一

ーリンが無ければ動くことは出一

︾どん鞍に立派な単も︑ガソー

︾だのです︒

一そして︑大胆に力強く歩ん︾

一下ったのです︒

一汕鋸岬晴雄搾準疵型犀酔釦畦一

スタートとなった︒

が新たに選出され二年任期の

三役︑常歴委員︑各部委員

事掲載︶︒

信徒三名の常置委員選挙が行
われ︑その結果︑三名とも女
性が選出された︒各部委員も
新たに選出された︵二面に人

名の常腫委員の選挙報告後︑

椰開された諺班は︑教職四

允式が行われた︵二面に関連

二日目は︑礼拝において准

二年任期のスタート

新三役︑新常置委員︑新各部委員

生を会場として開催され︑正

第岡六回東中国教区定期総
会は五月一九日︑二○日米子
教会およびホールサムイン皆

した︒

雛員九七名中︑六二名が出席

回

教団間安使として小橋孝一先
生が挨拶され︑続いて﹁讃美
歌２１﹂の解説と練習が講師

ノ

種谷俊一牧師︵八頭︶の説
教による開会礼拝が持たれた
後︑議事に移った︒議長報告
は︑議長であった横野朝彦先
生の転任により︑柏木剛雛長
が代読した︒報告では︑小規
模教会が多い当教区で小規模
教会協議会が行われたことの
意義︑部落解放の責任を積極
的に担うことの大切さ︑また
前総会で聖書中の﹁らい﹂と

総会一日目を終了した︒

四

いう文言の稲句変更の願いを
日本聖書協会が迅速に対応し

＝

……孝字二■

重です︒

籾け
いれ

、

新議長に柏木和宣先生
生 ︵倉敷︶︑新副議長に倉橋剛先生︵琴浦︶
書記に浜田美也子先生︵岡山信愛︶選ばれる

5月19(月)〜20（火）

常置委員

。にれ
活て
力い

に

継長には︑一回目の投票でが出ず︑上位二名の倉橘剛先
過半数を獲得した柏木和宣先生︵琴浦︶と浜田美也子先生
生︵倉敷︶が選出された︒︵岡山信愛︶による決戦投票
副継長選挙は︑一回目の投となり︑その結果︑倉橋先生
票では過半数の獲得者が出ず︑が副議長に選出された︒

再選挙となった︒しかし︑再書記には浜田先生が再指名
選挙にお耐ても過半数獲得者された︒
建議案﹁ハンセン病を患われた方々への
日本キリスト教団東中国教区の謝罪声明﹂

一色壷…………＝＝＝菫＝……一

‐、

／

前列／三役︑後列右から︑

｛ん歩、た鞍。る御け
;かも聖め億
こ言
ろ
1 ．う震に仰
と葦為

、のがに

は受聖歩重聞
あけ寵み要く

'…一 ･.レーーピ宅…毒……

る
￨:：
蟻

波さん鯉岡田さん︒

は鞍

で歩た

でを

i
り

一

蕊

二面…･･･

・准允式行われる

・教区各部委員人事

壷中国薮区

わ

I

阿部先生︑加藤先生︑川崎先
生︑吉弁さん︑大賀先生︑難

Iせくめるかす守み受すみさ

りま強求す雄でをし

； り力をを

；

﹃らい予防法廃止に関する建議案が提出された︒文言に
法律﹂に伴う教区の取り組みついては︑修正の余地ありと
対にして︑ハンセン病を患っの意見が出され︑常置委員会
た方套への謝罪文を出すように委ねられることになった︒

i厩葛蕊蕊

活規震のの滴

を

；

柏木議長倉橋副溌長
浜田書記

零
嘩画

TELO86(270)0145 FAX(270)0146 1
東中国教区事務所
日本基督教団岡山信愛教会内
￨〒703岡山市御成可12‑16
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今回は、
教区総会特集です。
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．ようこそ東中I型
教区へ

ｊ一

ｆ１１

二日目に准允式行われる
受允山田忠義先生︵鳥取新生︶

長から祝辞がのべられた︒

れた．礼拝終了後︑倉橋副議

風間宣夫先生︵蕃山可︶

総会二日目は︑玉野教会牧
師の阪西直和先生の司会と説
教︵﹃しかし︑お言葉ですか

ら﹂ルカ五章一〜二︶によ

一

−

'二年間ご苦弾様の方々

(○印は信徒の方）

【零訓倉木諦童

(倉数）
副鏑長公椅剛
(琴浦）
番記浜田美也子 (岡山ｲさ愛）

藤岡友幸先生
岡山教会

１１１

出身地
愛媛県松山市
生年月日
一九三一年三月二一日

趣味

藤かご手芸
ひとこと
二一年振りの東中国教区

特になし．

趣味
ひとこと

教区の活動に積極的に関
す．

わって行きたいと思いま

山国忠義先生

鳥取新生教会

愛知県岩倉市

出身地
生年月日

一九四九年一月三○日

趣味

ひとこと
御言葉を信じ︑地巡に伝

四四旧側個肉胴︲﹄酉二卓読番

上井教会

藤原寛人先生

一

出身地

道して行きたい．

賎蕊異会】(闘山傭愛）
○甲斐田巌
（分敷）

です︒どうかよろしく︑

【鐸雛員糟介）
藤田真佐子（笠岡）

る朝の礼拝で始まった︒

○土井しのぶ (あ梁）

埼玉県︵岡山県赤磐︶

出身地

一九七一年一二月二六日

生年月日

趣味

よろしくお願いします︒

サッカー︑写真
ひとこと

露隻纒詑

零行号藪の改正について
今号は︑零行号溌の哉正老

行い︑鷺八カ号と祇りましだ︒
八カ年魔術らニュース註は︑

印刷肩さんに依藏しての経来
のタイプと︑その合間に閏山
側と良取側それぞれでワープ
ロで作蕨する小ニュース誌渥

零行することに載りましに︒

しがし︑メイン鯨は零行され

ず︑小ニュース誌︵岡山側︶
の融祁零仔され露け︑その間︑

て辱仔されて来稔のでしだ︒

ニュース註呑岳も何︑術変わ
り︑いつの間に沖岡山側の小
ニュース誌が︑メインのニュ
ース誌に取って代わってしま
いましに︒し卸し︑前回篤二
五号まで小一夏Ｉス芯の挙行
号穀の段はそのまま生き裳け

ぶって今号伸ら零行号級ｔ禿

田勝川区

額森石毅

【日藤鑿協憾蕊）
○難波幸矢
（光明園家族）

蕃山可教会

○湯村セツ子（岡山）
○小野義忠
（玉島）

【鐵溌隷劇

兵庫県神戸市
生年月日
一九六八年一○月二七日

東構小代合 (奇谷）

佐竹拓乎先生

(光明園家族）
○難波幸矢

(弁原）
宇野政勝

に廃すことに鞍りましに︒
山木・溌密・蕊曾・芸・石川

（用瀬）

規記

(マピ・マカリオイ）

風間宣夫先生

（阿山） ．

佐竹拓平

（岡山博愛会）

岡健介

（赤磐）

浩治坂者

【発監蕊一静謬会】

費

教区寺記

趣味

大仁田拓朗 (和気・三石）

恥グヮ制釦哩既ヴ︒ｑ■叩ＪＦ︑．角ｎＴｑⅦ叱叱グ︐腹吻嗜昂〃ノダロβ昭げげｒ〃曲めげ夕や

（米子）
田村博

（岡山聖 達）

○木村野郎

にしたい︒

(例方）
(上井）
・三川のぞみ (美作落合）
･社会委員会

岡山博愛会教会

(鳥取）

バイク・ツーリング
ひとこと
視野を広く持って︑地区
や教区に仕えていく教会

藤原寛人

＝＝

川上鈍平

７夕四Ｆロロ恥４■ゴＱｐ叩ＭＰＬ▽ ＪむけｐＰｄｍク＆グ刊℃吻供向グゴ用タグ叩ｒグク此グ砂函〃雪夕町巧山Ｅ〃︑側凸困も夙夕﹃ｄ吻晶りむノ型タ岡．閃叱り凸か申出内

山上毒

■

(玉島）
(天銀）

その朝の礼拝において柏木
継長司式のもと准允式が行わ
れ︑脇取新生教会の山田忠義
先生︑蕃山町教会の風間宣夫

（馨山可）

先生の二名が准允を受けた︒
准允者の決意の言葉に続き︑

（米子錦可）

苧慰撫嘩制秒︶黙誌虚嬰調

，教育委員会

出身地

○難波幸矢
（光明園家族）
○岡田祐子
（八頭）
○吉井富久子（天蝋）

神奈川県綾瀬市
生年月日
一九六七年九月一六日

川奇善三

阿部祐治

誓約がなされ︑准允が授けら

会議室にて准允式

（旭束）

−

佐薩菊雄

【認逢恕
林比佐雄

ー

大葡幸一

卓

■

【電蕊鼠会】(米子）

減

隆

禽
ホー．ルサムイン皆生

蕊
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力して頂けるとなると︑約二がある時代ではありませんで

顧娼上いい

I

計からの二五○万円と各教会
にご協力をお願いしている献
金だけです︒その献金も年毎

これを支える資金は︑教区会

ない教会に︑状況に応じて支
援を行なっています．しかし

一つは互助です︒現在も教
会強化特別資金の制度があり︑
教師謝儀が年額二六○万円︑
︵単身者二四○万円︶に満た

互助について

されています︒

活性化にもう少し前進しうる
逆があるのではないかと思わ

区ですが︑そうであればこそ︑
露教区内諸教会の連帯と活動の

次いで規模の小さい東中国教

て来た者として︑沖縄教区に

転出という出来事の中で︑逃
れようもなく数長に選ばれて
しまった私です．なりたくて
なった訳ではありません︒た
だ︑他教区での働きを経験し

前教区識長横野先生の辞任・

■■

■■

倉橋剛副議長常に大切戦ことだと思う．教

訳；ｉ；

一頃のこと︑教職研修会の合間

︽かって牧会に出て間もない

︾誹議梶鑑蝉離岬帥北竜咋諏狼

一会は教会に戦ら戦いよ﹂と︒

一﹁教会形成は人だよ︒教師が
孝ちゃんとしてい敷ければ︑教

︾﹁先生﹂と呼ばれていても︑

︾これは教師として教会で

一率柄をすすめるよう鞍若菜の

︽まだ経験も浅く︑理屈だけで

至私に頂いた言燕だと思う︒

一垂睡儲謡輌誇輕牝娃準鐸蝿か

零口紫は︑何か少し違うのでは
︾強いかと言︑７思いだった︒そ
︾れは今日でも変わら壁い・

一確かに教会では牧師がリー

﹁牧師宅信鍵も
人をとる漁師に﹂

マルコー率二︽〜二○
厩岡友幸牧師︵岡山教今

左右さ
され
れる
るこ
こと
とだだ
とと
思思
うう
︒︒
そそれて来る︑いい意沫での個人

からの慨悔を持ちながらも︑

主イエスの声を受けたとき
に聖なる力と畏れを感じ︑

よう﹂とペトロに宮われた︒

られていくのだと思う︒

主イエスは﹁私について米
鞍さい︒人問をとる漁師にし

ダーシップをとらなければ事
が進ま敬いことも事実だ︒し
かしその教師は栽会︵具体的
には様々鞍信徒︶での出会い
や交わりを通じて牧師に育て

ある
る︒
︒東
東中
中国国
とであ
教教
区区
もも
そそ
ののられない．教会の体貿改善と
童一
味味
でで
はは
︑︑
教会
教の
会数
のが
数少
が戦
少い
戦いか︑互助という課題とも深く
にも
もかか
かわ
わら
らず
ず︑
︑多多
様様
性性
にに
意密関わる事柄だろう︒
教区
区でで
いろ
だう
ろかう
んだ教
はは
なな
いだ
︒か ︒ 教 会 の 持 つ 保 守 性 と い う こ

は敬いと思う︒

それは何も伝道薪や牧師にな
る労に向かってだけの言兼で

職もそうだが︑それ以上に信
徒の方々がこういう思いを強
会の
の多
多様
様性性
成す
する教会
とと
いい
うう
ここくされることを願わずにはい

に︑
︑各教
教会
会の
の開
開放
放性性にに
よよ
っっ
ててる．キリスト教信仰から生ま

多様性
性が
がプ
プラ
ラス
スにに
なな
るる
かか
ママ
イイとも︑この東中国教区で強く
ナス
スに
にな
なる
るか
か︒
︒そ
それ
れは
はひひ
とと
ええ 感 じ さ せ ら れ て い る こ と で あ
東中国教区は規模としては

の趣
趣味
味で︑
︑東
東中
中国
国教
教区区
のの
各各
教教主捜︑脱権威主装などを活か

の思
思い
いは
は︑
︑多多
いう
う私の
様様
性性
がが
かかて行かないと︑教会の将来や

のものも︑

キリスト
教信仰そ

随分と危

ろうか︒

ういので
はないだ

力

陥棚燃蝿撚

︑ｌノです︒したがって牧

尋んでそこに進もうとする老
みん鞍に掛けられた宮紫なの

閉鎖
鎖的
的す
すぎ
ぎ
会が閉
るる
のの
でで
はは
︑︑
ととして︑教会の保守性を打砿し
のでは︑という心配にもつな
がる訳である．多楳性をマイ

えってマイナスになっている
少鞍いのではなかろうか．あ

していても︑何一ついいこと

ナスにするような教会が合同
はないだろう．こういう意沫
でも︑教区内の諸教会・伝遊

すぎるのではないだろうか︒一

合同教団としての日本基督教
団の特色の一つは︑それを構

る遼球では︑各教会が閉鎖的

縄教区に次ぐ少軟さである︶
しかし︑小さい割には教区
内の諸教会や伝道所の交流が

非常に小さい教区である︵教
会︑伝逆所の数から言えば沖

たいと思う︒

た感想を記して︑抱負に代元

とは誠実にやっていけたら︑
と願っている︒そんな訳で︑
この教区で八年を過ごして来

れた以上は︑出来るだけのこ

正直言って抱負と呼べる程
のものは持っていない︒選ば

所がもっともっとお互いを知
新副議長としての０抱
合り
八合
︑い篁
うう
ここと
＄負
１リ
名よ
︑昇
理し
解あ
しあ
と賊
が作
非

｜鍛磯遜繊瀦鰯蕊瀦溌灘瀦磯騨懲舗醗鰯溌蕊鰯嬢耀瀦耀鰯溌鶴簿溌篭擁悪灘蕊溌鰯溺耀灘蒸篭綴篭篭騒懲霧露懲溺鑿葱艤一

で一八二五円を献金して頂き︑あるように思います．現在のいます︒このために教区の宣
現住陪饗会員が二七五○人で六地区に分けたのは三○年も教会識が前向きな検討の場と
すが︑その内一五○○人が協前のことで︑今日のよう．に車なることを期待しでいます︒

例えば一人が一日五円︑年間二つ目には︑地区の再編がるのではないかと思わされて

況です．このため︑教会から中部と西部を一つに出来ない
の献金だけでなく︑教会
員皆
か
︒鳥
地区
につ
て 取側は現状のままの方
様のご協力によって︑互
助再
を編が
良いい
のかも知れませんが︑
進めたいと願っています．検討仕直してみる時に来てい

係で引き上げに至り得ない状いうことになるのです︒み︑例えば岡山東部と北部︑

■
ロ

れる教会という図式ではなく︑定化も起こって来ざるを得な
も引き上げたいと︑毎年話題献金出来るすべての人が献げ︑かつたのではないかと思いま
にはなりますが︑資金との関必要なところに用いられるとす．ここらで地区の再絹を試

一化
願っ
って
ささげ頂くこした．地区ごとのまとまりは
教区の互助と活 性 化
をを願
て百七四万円をとお
が出来るのです︒しかも︑出来たでしょうが︑数教会に
柏
柏木
木和和宣宣
議議
長そ
長こでは口
助ける教会と助けらよる︾爵には限界があり︑固

■■■

に滅少して来ている現状があ
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夏期教会学校

教会紹介

−高倉教会一

壷中国藪返

1
TELO86(270)0145 FAX(270)0146
東中国教区事務所
日本碁督教団岡山信愛教会内
￨〒703岡山市御成可12‑16
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ニュース
似う試しちゆうごくきようく

1997年8月26B
東中国教区ニュース
第90号
(1）

や

鯛

翻廸蒙部凹畿会合同夏期葦粧
この夏︑岡山県東部地区 の
四教会が合同で︑﹁どんな一

︽綿霧蕊
人も大切に﹂をテーマに七月
二八〜二九日の一泊二日で夏
期学校を行なった︒

参加した教会は︑赤磐教会︑

岡山信愛教会︑三石教会︑や
気教会や参加︑人数は大人一七
人︑子供一三人の計三○人ｐ・

目標人数が三○人だったので︑

に集合してとにかく開会した

合するのではなく︑奉気教会

て︑会場の大芦高原に直接集．

の岡山．県東部地区合同教会学

原へ向かった︒雨上がりの高
原は︑涼しくて緑が美しかっ
た︒二日目は良い天気に患ま

合う中で大きな患みを頂ける

った︒さらに中高生や青年た
ちの修養会など︑小さな教会
では出来ないことも︑漣力し

︑山本・額田・幡画・鼻粁姶・石川

下さった方々感端します．

●教区ニュース九○号をお
届けします︒●原鵜をお弁せ

縞集後記

しんでいた︒

浜辺での運動会や海水浴︑釣
り︑バーベキュー︑花火など
といった内容をそれぞれに楽

は講師の話に耳を傾けたほか︑

また集会用に借りた体育館も
冷房付きだった︒参加者たち

それぞれにパストイレ付き︒

今年は東西地区合同開催とい
うことになった︒講師は︑昨
年に引き続いて隠岐伝道所の
大野光信牧師︒キャンプ場と
いっても宿泊のバンガローは

催し好評だったのを受けて︑

この中高生サマーキャンプ
は︑去年西部地区が隠岐で開

だったが︑無事に船が出た︒

１

らんだ︒︵額宙︶

のではないかとビジョンが膨

れて︑みんな日焼けするまで︑

思いっきり楽しんだ．

終了後︑合同したからこそ
行うことが出来た恵みを感謝
しつつそれぞれの教会へと帰

鳥取県東西地区
中高生サマーキャンプ

キュー︶を頂いた後︑大芦高

た︒和気教会で夕食︵パーペ

夏期学校を進める中︑進行係
の教師たちは︑手際良く予定
を変更し︑スムーズに進行し

そもそも︑合同で夏期学校
を行うに至ったのは︑昨年度
校の席上︑﹁合同でキャンプ
が行えたらいいな﹂という提
案を受けてのことだった︒こ
の提案を受けて浜田牧師︵岡
山信愛︶が何件かの教会に打
診した結果︑上記四教会が合
同漣力して夏期学校を行うこ
とになった︒

を感じっっのスタートだった．

教会学校の教師たちが︑計
四回打ち合わせをし当日を迎
えたが小台風の影零で初日は
雨︒教師も生徒も先行き不安

ー

七月二八日〜三○日にかけドパーク﹂で開催した．参加
て︑鳥取県東西地区は合同で者は中高生が一八人︑大人が
中高生サマーキャンプを隠岐一七人の計三五人︒台風の影
島後︵どうご︶都万︵つま︶零で隠岐行きの船が欠航なら
村営のキャンプ場﹁アイランぱ中止もやむ較しということ

豊かさをよ

域の方々︑

り多くの地

宣く伝え︑

また幼子に

日本宣教の
ために用い

られる群と
されたいと
願っていま
す﹂と︑水

パソコン︑

泳︑自動車︑

アウトドア

語る︒

関係が趣味
という中島
献二先生は

写真は今年の元旦礼拝に撮影
されたものです︒

｢

栂

雨天の場合を想定して打ち合
わせていたマニュアルに従っ

；１１″︐！⁝︐︲１３１⁝３⁝２＃１２⁝２３２２＃２

福音を宣ぺ伝え︑保育団を通して郷
里の人々に仕えるために︑一九五三
年に教会堂︵保有圃舎兼用︶をささ
げられた︒

何度か帰国された金谷夫妾は︑永
倉銭雄先生のご指導を受けておられ
る中で︑教会の一切を永倉装雄先生
にお願いして永住権のある米国へ帰
られた．一九七六年保育回が社会福
祉法人高倉ひかり保育図となる時に︑
土地も新たに約六○○坪取得して︑
千坪の敷地に現在の園舎が逹設され︑
の形になった︒

ホールを礼拝・諸集会に用いる現在

教会のこれから
教会のこれからについて︑

ています︒

﹃①礼拝出席五○名という目標を
与えられています︒また︑全家族の
救いを信じて祈りつつ歩ませて頂い

②教会と保有園を通してざらに
﹁祈り﹄の大切さ︑﹃みこ・とば﹄の

■■■■■■■■■

った︒

青年時代に渡米された金谷兄は︑米
国で文子姉と結婚︑受洗されたご夫
妻は︑郷里の本家の改築のために蓄
えておられたものを︑郷里の人々に

妻の協い祈りと献金によるという．

倉教会の誕生のきっかけになったの
は︑商倉出身の金谷雅一︑文子ご夫

保育園﹂の図舎を共用しているので︑
﹁保育園﹂の形をしている．この高

高倉教会の外観は︑﹁高倉ひかり

郷里の人々に福脊を

県道のクロスした角地にある︒

教会は︑東側に竿ンマー農機の工
場と畳工場︑南側には配管工事会社
と田に隣接し︑大規模農道と新しい

部の農村に位斑する︒

高愈教会は︑ＪＲ因美線東津山駅
から車で一五分︑ＪＲ津山線津山駅
からだと車で二五分の︑津山市北東

ＪＲ因美線束津山駅から一五分

｝

参加者がちょうど三○人を満
たしたことは︑神様の患みだ

岡山県北部地区津山市間企西
牧師︵糸︶永分佑珊先生
︵岡山聖ざ
喝垂

︵津山福脊︶

副牧師・中島献二先生
︵兼津山福音︶

ＤＣＥ中島あずさ先生
シリーズ

第九回
今云

高倉教会

ウ

一

蘆だ！キャンプだ！藪会孝絞！

￨一

副牧師︵兼︶中島幸一郎先生

蕊
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宣教会議開催される

一○月二○〜二一日
和気鵜飼谷温泉

秋季教師検定試験

九月三○日〜一○月二日︑
秋季教師検定試験が開催され︑
京都の同志杜斯島会館にて石
川先生︵マピ・マカリオイ︶
と佐竹先生︵岡山博愛会︶の
二名が︑正教師検定試験にの

ぞ去れました︒

］9謹揺鵠日

一○月二○〜二一日︑和気鵜飼谷温泉にて一七名の参加で宣教会鍋が開催
された︒例年︑事務的な報告がなされていた会蛾であったが︑今会蝋では伝
道について有童栽な愈見が交わされた︒

講師：加藤常昭先生

いう緒がなされた︒

となった．

④互助に閲しては林比佐雄
牧師が発悶され他教区の例を
引きながら︑蝕でもが出来る
互助︑億徒一人が一日五円か
一○円献金することによって
互助が出果ると述べられ︑具
体的に婦人会連合などから楠
徒運動として期待されること

（前鍬倉雷ノ下牧会牧師）

一桁か○に近い数字になる︒

また教師数名という地区では
変化に乏しいという欠点も出
て来る．しかし︑幾つかの地
区が合同すると老齢化の傾向
にある佑徒が遠方になった行
事に参加するのに困難という
事鰯も起こる．地区をいきな
り再綱成するのではなくて時
々隣合う地区と合同でおこな
うという試みを継続しようと

「教会形成と伝道」

宮って留まるのですが︑病考
でない者が療稚所に住むこと
は出来ないでのす．私も光明
回に住めたらどんなにかいい
かと思いますが︑住めないの
です．ミツが図の人違が鶏を
飼っているのを手伝う場面が

私はこれを見て驚き呆れ怒
りを覚えました．現代︑病院
で完治する時代に︑病名も告
げず︑しかも即︑隔離された
療養所へ入所などあり得ませ
ん．・ンスターや肴護婦長の処
壮撚う演技には恐ろしさを助
長します︒療餐所内病院と入
所者の部屋はいかにも暗い．
ミツが﹁ここ・に残りたい﹂と

藪師弗悠会

︑二○代︑一○代に至って
同牧師は対策の妙案はない．
かし︑この現実を明雄に腿
し︑若い世代にに伝道Ｌな
ければ明日の教会は輸望が持
てないと締めくくられた．
③地区の再揖成については
同地区以外では牧師も
らないという現実があり︑

︑

の人の良さを見せるミツがう
つとうしく︑母に棄てられ︑

女を億じられない吉岡は︑深
く関わる事を恐れてミツの前
から去って行く．一ヶ月後再
会し︑ミツは吉岡を貴めもし
ないでひたむきに寄り添い︑
再び旅館へ．彼も鐘をゆるし︑

いアザを見る︒

互いに境遇を話すうちに一緒
に暮らす約束をする︒だが二
人を迎えた朝︑ミツの胸に赤

と︑地方の疲饗所のメモを受

ミツは大学病院で教校に診
察され﹁入院し粉密検査を﹂

け取る．ミツは不安を抱え療
養所へ・そこはミツが今まで
見たこともないハンセン病の
療従所だった︒不安なミツに
同室の妙子は︑入所当初は鯉
もが沫わうショックだと蝿め︑
ミツは少しずつ鐘をほぐして
ゆく．そこで人々が支え合っ
て生きている姿を見る．やが
て赤いアザが誤鯵だと分かる．
忍んで吉岡のもとに節ろうと
するが︑療養所の人々の事を
思い︑そこに留まって助け︑
その作業中に交通事故で死ぬ︑
というドラマです︒

１・日活の映画可愛するＬについて

社会委員会から
アピールとお願い

行きました．

この度︑日活が会社再漣を
かけて︑遠藤周作原作の﹁わ
たしが．棄てた．女﹂が熊井
啓監督﹁愛する﹂となって映
画化されました．﹁徳徒の友﹂
や﹃キリスト斯聞﹂などで早
くから紹介されていて︑兄に
東京湾をのぞむ臨海副都心．
ミツという女の子が沖縄出身
の吉岡と出会い︑暮々として
いるうちに旅館に勝われる少
困患し抵抗するが吉岡の偽思
的なウソでミツの鐘を捉え︑
結ばれる．しかし愚かなまで

教師部主催

一○月二○日︵月︶から︑

二一日︵火︶の一泊で第一回
宣教会激が岡山県和気可の鵜
飼谷温泉にて行われた︒去る
第二回備凝委員会の席で加纏
俊行牧師が︑東中国教区の緒
軟会の現状と将来の危機を資
料を濫に緋えられたのを礎け
てのテーマであった．
以下の蝋題について誌し合
いがおこなわれた．①加藤牧
師発題﹃東中国敦区の現状把
③地区構成の見直しについて

握﹂②各地区︑委員会報告
④端教会の互助⑤教区と東

告と依頼．

中国教区婦人会連合の間わⅡ
⑥部薄解放センターからの報

↓、

蝋
①について．加藤牧師は自
身で作成された資料を基に︑
過去三年間の東中国教区の牧
努について述べられた．過去
三年間︑各地区で受洗者が与
えられており︑現住陪健会尉
が増加しているはずなのに︑
礼拝出席が減少している．こ
の原因は何によるか．また︑
礼拝出席者漁少に伴って経常
収入も減少傾向にある．しか
し︑教団負担金は増加の傾向
をたどっている︒この事は︑
各牧会にさらに負担を強いる
ことになっている．また各紋
会の横成貝を年齢別に検対し
てみるとほとんどの教会は︑
六○歳以上の方が圧倒的に多

に

便り
ｸﾏが

互

一二面一

工嘩
6

評饗＝些寧上聖皇留
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アピールとお願い
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○敏師研疹令お矢｡らせ
○あの入この人近誕
鐸

知

○文敏令鰻開催
○抵令異員今から
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出てくるのですが︑今時共同
あり皮せん︒

のＦＡＸを送って下さい．

．以下の所へ中止依頼と抗餓

踊圃：皿■常困院生（開田窟雪ノ下救衾叙岡）
《電通爆畳所）

書費：8,000円

テーマ： 『救会形威と伝道』

おいて歩むこととし、 まず、加慈常昭先生をお招きして

牧師部委員会では、 この2年間のテーマを「伝道」に

学ばせて頂くことにいたしました．

中止されるべき咲画です．

をお寄せ頂くことにしておIlます．

牧師の皆楳方は、 それぞれの伝道の現場での思いをお
省き下さり、 ll月末日までに返億して下さい．

鍬

〒一一三
束京都
文京区本郷
三 二八 一二

○三−五六八九−一○一六

ＴＥＬ

○三 五六八九−一○四八

ＦＡｘ

で起きています︒

円が一人につき必要とのこと
です．信者の中には︑この賃
用のために家族や知人を鵯し
たり︑違法行為︑強盗事件ま

︵職務︶﹄合わせて一七○万

色︒世界基督敏統一神霊協会︵略称続一協会一
合同絃鑓式について

『伝週に関して加房先生にお国ねしたいこと」

統一協会では一一月二九日
ワシントンを中轌に三六○万
組︵七二○万人︶参加による
﹁合同結婚式﹂を行おうとし

〜24日（火）午闘12時

が生じています︒

快く講師を引き受けて下さった加藤先生からの学びを
より豆かなものにするために、事前にアンケートを（往

ています︒

ところ：窟繭市児島クリスズgOO

が雄であるのか︑どこの国の
人であるのかも知らされ史せ
ん．このため今日では過去に
この合同結婚式において結ば
れた夫婦間に橡々な事件も起
こり︑多くの深刻な家慶問題

複ハガキにて）実施し

この式に参加しなければ地
獄で苦しみ続けると教え込み︑

とき：1998年2月23日（月）午後2園

療餐所の方々が人権の全く
腿められない時代から闘い焼
け︑鮴え続けて来たものが徒
労に終わるばかりか︑やっと
予防法が廃止され︑少しずつ
間かれ始めた理解さえ閉ざさ
れかねない作品でした．即刻

作案なんて︑一三療餐所どこ
を探してもないのです︒おか
しいところばかりですが鼓も
不愉快だったのは教授の﹁君︑
この病気について何も知らな
いんだね﹂という倉葉です．

になりかねません︒

ハンセン病を患われた方々
への謝罪表明が︑真宗大谷泳
や日本聖公会︑日本福音同盟︑
そして日本キリスト教団東中
国教区から出され︑日本キリ
スト教団も謝罪する方向にあ
る今︑この暁画をそのまま評
価してしまうのであれば︑何
の謝罪義明かを問われること

下紀の通lj実施を予定しておIIますので、今からお備

３．郁落解散活動小獲員会から

の甫致．

く笑う︵今画く旬企忽の良
ど︶未ちゃんだそう了︑
やりがいがありｆ丁とのこ
ｔ・﹃圃埜に仲Ⅸやゆに育
つ了州ｌどｔ母過多︑・ん

◆顔呵路兇生︵永努︶

今３．池晶了スクスクと育つ

一凸●

ｔうござい矛イ︒

了も︑封必了

ｔ刀

吟鵠電︑んかも：．﹄

奄︑んらｌくそい

﹃らっｔ＄斯婚

うｌを︒

鯉

了松峡諭険気︑んｔ挙式§鯏

一○月二画．岡山没冬

◆瞳ゐ亀鰹子兄生︵王野

六月一上日侭次羽悶一︵ｒ
ゆん︶錫がご誕生．野方の
在い念らやんだつだそうて︑

了封ら狐サイ．﹃イエス秘
胆獲っＴ好く子供腱ぞっＴ
くれるのが一端﹄ｔ妥立子
々．・んの一方．

︵收岬を戎に鉛っ子侯の悔
命了了狗．嶋泓粥︶

鱗

◆演旬走鰐兇全

一術毅水免︶

六月ニム日に．農謬光

︵みつさ︶髭がご誕生．ょ

お休み致しました︒●原稿をお寄せ下さった

一

再び植え付ける事になります︒

え下さい．

また︑この式への参加のた
めには﹁参加費﹂﹁感蹴献金

あります︶︒

またこの式の資金作りのた
めのイペントも全国各地で活
発に行われています．その場
合名前を隠し︑﹁世界平瀬家
庭連合﹂﹁世界平和女性連合﹄
などを名乗っています．
﹃資金集め﹂や﹃参加者集
め﹂の手口に週わないように
警戒を呼びかけて下さい．個
別坊問︑街頭での﹃手相﹂や
﹁念激鯛査アンケート﹄︑印
鐙︑数珠︑コーヒーやハンカ
チ販売や署名活動など様々な
手口と名称で近づき︑ビデオ
センタＩに鱗われます．どう
ぞ十分すぎるほどの警戒をお
顎い致します．︵またもう少
し詳しい文書が社会委貝会に

縄集後記

一月発行予定です︒

方々︑ありがとうございました︒●次号は︑

山本・額田・浜田・森︵賢︶・石川

ー

これではハンセン病を知らな
い人々に﹁やっぱりハンセン
病は怖いんだ﹂という印戚を

、
1997年度

相手も文鮮明が決め︑自分で
は決められず︑直前まで相手

なお、研修会のご案内は、

琴

Lノ
、｡−J

⑰

日に日に寒くなって来ていますが︑みなさ
んいかがお過ごしでしょうか︒教区ニュース
第九一号をお届けします︒●今号は︑﹁ひと
ことメッセージ﹂﹁あかし﹂﹁教会紹介﹂を

−

1月初旬
に発送予定です．

社会流匿督の熊井氏らＬいの
ですが︑一般社会の差別と偶
見愈激は根強く残っているに
しても︑療餐所の状況は︑プ
ロミンによってずいぶん変化
して来たのに︑原作の時代の
状況のま史を現代版でやった
愈味は何だったのか︒差別と
偏見は何も変わっていない事
を強鯛するつもりだったので
しょうか︒とにかく︑ミツと
いう平凡で愚かだが聖化され
た女性を描くというインパク
トのために︑元ハンセン病者
が利用されるべきでは決して

教区教師研惚会についてのお知冒せ
:4 : j

1997年11月4日
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按手礼式行われる一

受按
石川先生︵マビ・マヵリォィ︶

即

張のうちにのべられた︒

勧めの言葉が語られた後︑按
手を受ける二名それぞれの受
按に際しての決意の言葉が驚

97年11月9日（日）献堂式行われる

ノ

呈

昨年一一月九日︵日︶︑青
谷教会︵鳥取県東部地区︑鳥
取県気高郡青谷可︶で︑青谷
教会牧師の東横小代合先生の

誓約の後︑正牧師二六名に
よって按手が授けられ︑諭美
歌の後︑佐竹先生による祝祷

その後︑倉橘副識伎︵琴浦

をもって式は終了した．

教会︶によるお祝いの言葉と︑
教区から記念品が手渡された︒
阿部常置委貝︵蕃山可教会︶

言葉が語られた︒

の司会で茶話会がもたれ︑大
賀粥置委員︵旭東教会︶︑宮
内先生︵鳥取教会︶ら六名の
先生方からお祝いと励ましの

お二人の先生の正教師とし

ての歩みの上に︑祝福があり
ますように．受按おめでとう

ございました︒

霊

先生の司式で︑六○名近くの

中で献堂式が行われた．

人たちがお祝いにかけつけた

しかしながら︑その時にも

いな室れました．

のか︑そんな不安に幾度もさ

おいての宣敬の業は︑一歩前
進また後退どいう足踏み状態
が多い困難な歴史を歩んで参
り堂した．この会堂遮築の業
が始まっても︑果たしてこの
ような小さい群れが︑大きな
業を成し遂げることが出来る

創立以来︑青谷という町に

きました︒

周知のとおり︑新会堂及び牧
師館の業を成し遂げさせて頂

青容教会牧師束構小代合

﹁会堂建築を成し遂げて﹂

一の

柏木激長により聖書朗読と

串 ﹂

画＝＝

〜

お祝いに六○名かけつける

式当日は一番の湾え込みと
強風であったが︑六○名近く
の出席者が見守る中で按手礼

佐竹先生︵岡山博愛会︶

、

／

式は行われた．

97年12月2日（火）
岡山博愛会教会にて
●

﹁この業の目的は何なのか﹂

もう一度そのことを確認し︑

﹁入試が怖ごと受験生の

の人たちに笑われてしまう︒

方がおっしゃいました︒﹁も
し合格出来炊ければ︑両親と
先生︑それに同級生︑まわり

との話でした︒私はこの赤︑

それが恥ずかしい︒怖いんだ

牧師試験に何とか受かって牧

師に鞍った︑いわば新米牧師

ですので︑その方の気持ちが
やはり分かるような気がしま
した︒それにつけても︑人を
恐れることこそ︑人間の没も
枢深い感情である︑というこ
とを︑改めて私は知らされた

では何故︑人問は人を恐れ

思いでした︒

るのでしよ・７か︒その理由は

あえて一ロで言えば︑その相
手の人を愛していないからだ
と思います︒そしてそのこと

ヨハネの第一の手紙
四掌一五節以下
鳥取新生教会
山田忠義牧師

が分かってい撒がら︑蟻お人
を愛せ住いのも︑これまた人
間のあるがままの姿です︒聖

審は︑こうした人間の有り嫌

い上す︒

を︑罪という言兼で笈塊して

ネの第一の手欽︑
四章一五節泓降︶
と牧えています︒

取り除く﹂言ハ

完全な愛は恐れを

には恐れがない︒

ろのである︒：・神
は愛である︒︒：愛

ではどうしたら︐人を恐れ
ず︑愛することが出米ろので
しょうか︒それは︑神に対し
て罪を悔い改め︑イエス・キ
リストを神の子と信じること
です︒そのことを聖審は﹁人
が︑イエスを神の子と告白す
れば⁝その人は神のうちにい

ひとこと
メッセージ

■．.j､雪

私共の教会では︑皆様もご

９０●●哩〃日■

唾

ｰ9

=一丁ｰ

一＝三

』

谷教会献堂

昨年一二月二日︵火︶︑午
後一時半から岡山博愛会教会
を会場に︑柏木和宣教区聡会
識使︵倉敷教会︶の司式によ

因

、

「主

り按手礼式が行われた︒

守凸
ＦＲ０回

Ｐ

も戸ご

▲石川先生(右）
佐竹先生

今回受按したのは︑秋季正
教師検定試験に合格した︑石
川敬規先生︵マビ・マカリオ
イ教会︶と佐竹拓平先生︵岡

宙

十文字平和教会に
福富先生就任

I

L

山博愛会教会︶のお二人︒

氏

琴

TELO86(270)0145 FAX(270)0146 ロ
日本基督教団岡山信愛教会内
〒703岡山市御成吋12‑16
東中国教区事務所
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岡山信愛教会
・清水さん

､̲ノ

旧約聖番におけるイスラエ
ルの救いの歴史の中で︑神様
は﹁私はある﹂と記され︑そ
のような神様の存在が教会の
だとい小さい群れであっても︑

﹁科学映像鑑従﹂・

当初︑ニュース謎の依頼し
たアンケートの﹁先生の趣沫

酪農大学を卒業
理科と農業の
教員免許を持つ

た．先生にお剛きすると︑

学映像等質﹂と書かれていた
ので︑てっきり︑趣味は﹃科
学﹂と﹁映像鑑賞︵映画ビデ
オの鑑賞︶﹂と思ってしまっ

を教えて下さい﹂の欄に﹁科

趣味は科学映像鑑賞

﹁科学﹂と﹁映画ビデオ鑑賞﹂

福富先生は︑奥羽教区宮古
教会︑北海教区麻生教会︑無
任所を経て︑十文字平和教会

酪農大学で学ばれた経験と︑

うだ．

膨大軟量の科学関係のレーザ
ー・ディスクを持っておられ
﹁子供たちへの話のネタは尽

これからの抱負を︑﹃地域か
ら親しまれる教会形成をすす

き表せん﹂と語られる先生は︑

一九五一年二月四日生

て下さった︒

めたどとアンケートに答え

縮条後記

●みなさん︑いかがお過ご
しでしょうか︒教区ニュース

額田・森賢治・浜田・石川

行する予定です︒

けてご憾力下さった方々︑あ
りがとうございました．●次
号は︑五月の教区総会前に発

原稿依頼に快く︵？︶引き受

とも⁝．●今回も突然の取材︑

第九二号をお届け致します︒

おられる︒

●﹁讃美歌２１﹂には馴れた
でしょうか．清水さんのよう
に︑讃美の新鮮さに触れるこ
とが出来たでしょうか︒それ

辞任されました︒

境港教会︵鳥取県西部
区︑鳥取県坑港市︶を

って︑山本英夫先生が

昨年一一月末をも

山本先生
境港教会辞任

理科と農業
の渦校︑中
学の教員免
許を持って

で学ばれ︑

酪農大学

まれ︒

北海道札幌市出身︒

の七代目の牧師に就任︒

ではなく︑文字通り﹃科学映
像鑑従﹂と答えられた︒それ
は︑宇宙や生命︑科学に関す
るテレビ番組や︑レーザー・
ディスクを鑑貸することだそ

二月末に福密先生蒲任．

そん軟福密先生のご趣沫は︑

＋支字平和談会に福富秀哨共佳
◆

佐々満穂先生の隠退によ且昨年四月から無牧師教会どなってい
た十文字平和教会に昨年二月末︑福富秀明先生が赴任されました︒

必要な変化は、自分の側から求めはじめられるのではな

豊かに導いて下さるのだとい
うことを身をもって経験致し

県東部地区︑
岡山市日近︶

となっていた︒

は︑昨年佐々
先生の隠退に
より︑４月か
ら無牧師教会
しかし昨年

のサインはきっちりと出されます。
そう受け止めた小さな体験です。

岡山空港近
くの十文字平
未教会︵岡山

みなさんに福富先生をご紹介いたしましょう︒

皇L壁‑rも

ました︒

｡

さらに︑困難な状況であり
率

うに自分では思いました。

つつも︑その由︲に神様が常に
樹

ぎこちない祈りになっていると感

介入して下さることを覚え︑

来ました。

一一月二日の

く、神の側からチャンスを与えられるもののようです。そ

新しい蕃が青谷の地において
用いられへこれからの歩みが
続けられて参りますようにと

っているうち、そこで讃美

教会臨時総会
において︑福
富秀明先生を
招聰すること
を決定．

集中力、緊張感が増してきた自分に気付かされたのです。

願う次第です︒

勝一､WI

そのうち、これとは全く逆の不変の祈りである「主の祈
り」を祈っている時、神の臨在をより強く確信しつつ祈ろ
う、言葉一つ一つを出来るだけ心に刻みつつ祈ろうとする、

ｄ・凸ユ ﹄も

の新鮮さに触れることが出

ー[聖
蚕

じたものの、祈りへの思いは、少

鵬︽恥

受け入れてみよう」と思い
はじめ、新しい歌詞を味わ

に励んで参りました︒

町尽

しづつ広く深く変えられているよ

献堂鍜静製お茶碗

しかし時間が経つにつれ

信じ︑祈り︑信徒の方々と共

清水章玄きん

比

「これでいい、この変化を
Iこれでいい、この変化を

その願いと祈りを︑不思搬
と神禄は引き上げて下さり︑

岡山信愛教塞

青谷教会では︑献堂記念と
して︑教会会堂のイラストと︑
衙川豊産直筆の﹁十字架愛﹂

でした。

見える力は取るに足らないよ
うでも必要を満たし︑思いを
遥かに超えた患みで満たして

あかし

をプリントしたお茶碗を作成
し︑記念品として配った．
次号で紹介しましょう︒

捜しました。
見つかってホッとしたものの、
したものの、 歌詞が少し変わっていて
しっくりしません。不満という〈
不満というよりも自分にとっては事件

下さいました︒

『讃美歌21』を手にした時、 ：ま ず愛唱歌が残っているか

宣教の業は︑新しい建物を
建築したとはいえ︑依然と困
難極まりない状態です︒
︒■

I＝

Lノ
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表現すればいいのでしょうか。

オーバーな言い方をすれば、 自分自身の〃殻を破る〃と

この〃殻を破る〃でもう一弓
でもう一つ 。

ほど前、自分の祈りが習慣的になってしまっているので、
譲哉して変化に富んだ祈りにしたいと考えさせられました。

何がきっかけであったかは忘れてしまいましたが、二年

はじめてみると、きくしやく、

ーq

■l■■■■

一

一

一

一

一

教師研修会開かれる

来ない︒ＣＳの教

ｌ勢低下は︑礼拝の

幟捲蠅侭

てそれよりも先に始
娼にまっていた︒
翌却会麺棒

月ス道出来ない︒牧師
２リが常駐していなけ
クれぱ教会では蕪い︒

ｌ日曜日の午前一○
時に礼拝を守ら救ければ教会
員ではない．という固定観念

一

られている︒

〆和ジ理クロダグ副閥尾〆

ｎＦ試浬屍昆夕刊〃叩角ＥＲＥ阿夕

するんですよ﹂・

一つの出米本が︑それに﹁向
かって立つ﹂人の塊実で︑持

主イエスの十字架も︑そう

つ慾永が変わるのです︒

｜

グゾ序晶夕４昆〆空呵Ａ〃Ｊ吻砺妬例夕角ク功

主イエスの十字架の死に︑

別 グ 郡 唖 圀 虎 げ ぴ 尾 仮 〃 剋 箆 〃 む げ 函 タ グ 型 ・ 咽 夕 や ４ Ｆ 買〃 郡 抄 副 俔 口 巧 ゴ ユ 砂 咽

ません︒

信仰の中橦があることを︑牧
会に米て間も段い人は︑不思
鍋に感じるかも知れません︒
苦しみに満ちているところに
むしろ︑眼をそむけたいこと
では段いかと選えるかも知れ

牧会

うな多数でも同じ．

私は︑救息隼の音に不安を
感じます︒しかし︑ある人が
宮い裳した︒﹃先生は︑若い
から︑そう思うんですよ︒宗
族が倒れて︑救急単を呼んだ
とき︑あの奇が剛こえると本

ひたすら一人の魂に架中し
て対話すること．それは︑少
数でも︐鍬倉雪ノ下秋会のよ

万人執事論

紋会員全員が︑ 教会の中で︑

鍋液の簸彼に祈って下さっ

︹胆ｌ︑鍛幽評描砺で韮唾

と痙雲麺嘩北包咋率討
迂メを採れば︑そこに

副ゞ跡軽重

い現実があります︒

いたっているのです︒

主イエスの﹁方を向いて﹂立
っ今
て日
い︑
た蝋
一を
人そ
がむ
信け
仰た
のい
告つ
白ら
に｜

そむけたくなる塊実の中で︑

いと慰めが隠されているので
す︒﹁凡る人﹂とは︑救いを
縫要とし︑苦しんでいるすべ
ての人間です︒では︑どのよ
うにすればよいのか︒ここの
ポイントは︑主イエスに﹁向
かって立つ﹂ことです︒眼を

凡る人によっては︑そこに救

風間文夫伝道師

一五率三九節
春山町敏会

マルコによる福音書

るかも知れません︒しかし︑

り合う時がもうけられました．

八時から九時過ぎまで︑六つ
の分団に分かれて︑互いに語

持たれました．閉会礼拝の後︑

第二日は︑朝の礼拝・朝食の
後︑加藤常昭先生と語る会が

ちに閉会となりました．

教区蝋使より謝師への謝辞が
述べられ︑導いて下さった主
と加藤先生への深い感謝のう

︵尚︑紙
紙面
面が限
限ら
られ
れて
て﹄お りま
す の で﹄
︑︑
謝謝
液液
をを
中中
虐虐
にに
︾概 略 を
報 告 さ﹂
せせ
てて
頂頂
き
きま
まし
した
た．
．︶

︹文炎教師部委貝会︸

罐噸確鋤椎︑峨轄岬域︒

ところが各地区で行

られていない場合があるよう
です︒各地区の情報を教区全
体で共有しようとするために
は︑現在の撤な委員会の働き

を各委員会が備報を得

︵旭東教会牧師︶
予︶われている様々な計画
この会欺の第一のポイントは︑

があります心今回も各地区︑

各地区各委頁会の連絡が希薄
にならないようにするねらい

当に安

を 捨日
てるべき︒求道者が来て
4
2
‑
3
月
く れ るて
ことを待つのではなく︑
に
0
3
プ
ス
リ
ク
出て行くのだ．

では蛍いでしょうか︒一凡︑

伝道︑牧会の役割を担うべき
であり︑その中で︑教会は初
めて使命を全うすることが出

れは罪だ．

謝液の後夕食．夕食後︑講

た 柵 り は 感 銘 深 いい
祈祈
り
りで
でし
した
た．
︒

来るのだと教えて下さった︒

伝逓とは︑コリントの信徒
への手紙１第一四章でも明ら

一

０

牧師は雄よりも聖書をよく
知る者として︑その専門家と
して聖書をよく知り︑聖書の
言葉によって思索し︑聖書を
読むことによって﹁自分の言

牧師の搬鵜鮒の変革

とである︒

人が説教によって︑自分の罪
を認識し︑悔い改めつつ︑そ
こに集まる者の内に神の臨在
を認める﹂このような業のこ

伝道とは何か

どんなに熱中していても自
分の説教を批判できなければ
ならない．落語家桂技術は澗
座で語る時︑剛き手の中には
自分がいて︑﹃ちっともおも

眼をそむけたくなる椴子であ

きりという方があるのは︑伝
道者の説教に原因がある︒説
教が下手であるとすれば︑そ

講師に加藤常昭先生
︑四六名が参加
去る︑二月二三日︵月︶〜
二四日︵火︶魎通保稔所﹁ク
リスブ三○○﹂︵倉敷市児島︶

の参加者を与えられました．

を会場に教区教師研修会が開
催されました︒講師は︑前鎌
倉雪ノ下教会牧師加藤常昭先
生で︑テーマは﹁教会形成と
伝道﹂︒講師を含めて四六名

演Ｉに対する貿疑応答があり︑

現代の教会の課題

かなように﹁礼拝において︑

第一日の午後二時三○分か
ら州会礼拝の後︑三時から五
時までが謝演で︑その二時間

教会員の高齢化が叫ばれて

ろうないなあ﹂と言っている︒

があっと言う間であったとい
うのが︑多くの方々の感想で
した︒

講演では︑

となれば良い︒商齢者もまた︑

いるとすれば︑高齢者の紋会

久しいけれども︑教会に若者
がいない事を嘆く前に︑教会
に多くおられる高齢者に仕え
る教会になり得ているかどう
かが︑問われている．商齢者
がつらい現実を日々経験して

担うこと︒

▽日本の教会に必要なのは︑
﹁伝道の停滞﹂を分析するこ
とでは戦く︑探題を見つけ︑

■■■■■１日■■■■〃Ⅱ■

現代の荒れ野に立っている．
教会学校に来ない子供たちも︑

た︒

教師研修会の然も湾めいま
ま多少の疲れを残して第２回
教区宣教会激が開催されまし

報告大賀幸一

九七年度第２回教区︲宣教会

▽﹁伝道の停滞﹂を打破する
ための即効薬は無い﹃このよ
うな研修会を含めて︶︒

なければならない︒﹂

▽けれども︑その壁は打ち破
られなければならない︒その
ために︑まず﹁牧師が変わら
というのが加藤先生の鋼演
の大前提でした．

牧師が変わるために
説教批判の大切さ．他者の
説教の批判を受け入れられな
い牧師が多い︒自分には甘い・

礼拝に新来者が来て︑それっ

劃

1

FAX(270)0146
日本基仔教団岡山億錠教会内TELO86(270)0145
岡山市抑成吋12‑16
〒703‑8277
束中国教区事務所
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○斉谷教令特製茶碗

＝。−

では不十分だとの意見があり

ました︒各地区の情報を集約

の主体と載り︑全部が訂︐央﹂

するセン父Ｉが甦要というこ
とです．しかし︑教区の椴講
改正は︑教区の６地区が宣教
この場合例えば岡山県側で集
まって考えて行動しなければ
ならなかったのを︑各地区が

自主的に活動できるようにし
たものです．

しかしその代わり︑各地区
の自主性が尊ばれるため︑活

動にはばらつきが︑そして教
区全体としての視野が薄くな
ったのでず︒教区全体の宣教
を見渡す為の宣教会鍬もせい

ぜい年２回です︒しかし︑私
たちの教区としてはこれが箱
一杯の内容です︒ただ備報交
換︑愈志の疎通が不十分なの
しょう︒その為にも宣教会蝋︑

は改各し職ければならないで
宣教部委貝会の皆さんの働き
が必要と感じます︒また︑そ
れだけでなく︑各地区が今何
をしているかを知らせる努力
も必要と感じました︒

さて︑次のポイントは︑教
区内の宣教の停滞あるいは衰
退が見られる教区の宣教力を
上げる為に︑各教会の協力が
不可欠です︒まずは宣教の為

出身地

生年月日

趣味
ひとこと

平井丈則先生
︵湖山教会・鳥取東部︶

江ロ充先生
︵八頭教会・鳥取東部︶

八木橋康宏先生

︵高梁教会・阿幽中部︶

①三重県

岡山東部︶

麻生純一先生

︵一和気・三石教会

②大阪府

②一九六四年六月一五日

④特にありません

③読書

①麻生統一

①千葉県
③音楽鑑賞

②一九六二年一○月二日

②一九五八年六月二日

④楽しくやりましょう

①群馬県

②一九四七年三月一五日
その他は秘密

③料理・山登り

④団塊世代ですが︑この善

一奇呑教会

と

⑤キリスト教の正しい信仰
を地域で実践したい

田村博先生

米子教会︵鳥取西部︶

担任から主任へ

阿部充子先生

阿部剛先生

児島教会︵岡山中部︶を辞

し︑用瀬教会︵鳥取東部︶
へ．阿部充子先生が主任︒

一任葡織鷺胤噌価屑恐慨緋間量目８塁寒豚織恩﹄

●急な原稿依頼であったに
も関わらず︑快く引き受けて
下さった方々︑ありがとうご

●次号は︑

ざいました︒

教区総会特
集の予定で

す．

五○一額田

郡奇拳町浜印

脅
脅悪
悪三三
八八
一五
一五石川

一鳥取県気謝郡奇拳町

一〒六八九

○三○一

はお
お半
半め
めに
に︒
︒
一すので︑希望毒は

日本聖書神学校を卒業し
ました

③一九三二年四月一七日
④音楽鑑賞．特にクラシッ
クの演奏会に出かけるこ

①埼玉

③ギター
④一二年ぶりに母教会に戻
りました︒馴染んだ教会︑

教区ですのでよろしくお
願いします

村容正人先生武公子先生

しくお願い致します︒

①青森県
②一九七四年九月二四日
⑧バイク・落語
④初めての任地です︒よろ

︵米子教会・鳥取西部︶︵児島教会・岡山中部︶

篭一③

軍鯛震射蕊輌鐵鰯廻甑龍鬮醗鯉砺醗鯛函溌欝珊劉鋼馴騨誤溺室麺彰萄詞遭謡淑鯛噸鋼噸州暇蕊醗一

ます．この献金に教区全教会一度にたくさんの方の訪問で
の参加が得られるならば︑弱なく︑定期的に少人数で病棟
小教区であっても大きな力にに入室された方を特に訪問し
なります︒ぜひこのことが信て頂けないかとの要望がある
徒の皆さんの童識に上り︑信そうです︒皆さんの教会でも
徒の皆さんの中からわき上がぜひご相談下さい．
るものとならないかとその具最後に︑毎年鳥取県の教会
体化を検討しました︒しかしが行なっている﹁中高生キャ
まだもう少し遠見を聞いたり︑ンプを﹂岡山県側の教会にも
まとめたりする発要があるよ呼びかけて開催したいとの朗

うです︒報がありました．ぜひ青年へ

を訪問されています︒今後は

第３のポイントは︑昨年牧の宣教の為に参加されること
区総会で決激した﹁ハンセンをご検討下さい︒今年もキャ
病を腿われた方々への日本基ンブ地は︑島根県の隠岐が予
督教団東中国教区の謝罪声明﹂定されているそうです︒この
の実質化にはどうしたら良いキャンプについてのご案内は
か協搬されました．多くの教後程全教会に送って下さるそ
会がこれまで光明園家族教会うです︒お楽しみに︒

の資金が必要です︒教区には
教会強化災献金があります︒
か︑毎年献金額は減少してい

一たお茶碗を︑﹁希望オにお分け一特製茶碗は数代限りがありま

一とい・７︒
一頂いてみてはいかが？
｜ そ ん な 青 感 教 会 が ︑ 新 会 麦 と 一 晩 に 一 一 一 一 個 も 差 ・ 文 し て 下 ず つ 一ＴＥＬ︵ＦＡＸ兼洞︶
一枚扉儲の充成を．記念して作成し一た救令もあるとのこと︒
一○八五七 八五−二○一一

一締が奇暮で伝遊集会を行なった一したい﹂とのこと︒﹁原則とし
一際に記念にと︑番に妃して下さ一で驫料でお雄り致しますが︑お
一つたものだそうだ︒奇忍教会は意があれば︑ご欽金下されば感
｜この櫛川笠彦師が番いて下さっ一謝でござい土す﹂と束構枚坪︒
一た﹁十字架︑愛﹂の青葉の重み一聯さんもこのお茶碗で︑毎食
一を惑い起こしつつ︑国難ながら一手に︑イエス様の十字架と皇永
一も地遊な重教の業に励んで来た一る神様の髄を魁起しつつご飯を

しかし︑献金教会はごくわず

お茶碗に蕊られたご飯が黒く
なるにつれて姿を現して来たの
は︑な︑何と﹁十字衆鍵﹂の．又

芋！これは︑非年︑新会堂と
牧岬儲を完成させた脊暮教会
︵玲取県東部地区・飛構小代今
牧師︶が︑免成・記念にと作成し
た特製のお茶碗︒

このお茶礎にプリントきれた
﹁十字架錠﹂の文字は︑一九三
四年︵昭か九年︶Ｋ︑賀川笈彦

お茶碗、お分けします

一

④③②①

青谷轍会特製！
「十字架愛」蕊碗

霞

一櫛

一
一
1■■一
−−−1■■−−1■■一一一一一
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○シリーズ「教会紹介」
"10回大元伝適所

○強力な助っ人現る！

中国談唾

案に反対する声明﹄を関係機

診閲に送る件﹂が遮撤案として

五月一八日︵月︶〜一九日︵火︶︑岡山教会を会場に︑正激員九六名中七一名

常置委員に藤岡先生

声明﹂
﹂に
に関
関す
する
る件
件養成多数で可決

︑教団総会議員

ノ

浜田美也子先生︵岡山俺愛︶

柏木和宣先生︵倉数︶

倉椅剛先生︵琴浦︶

川崎馨三先生︵米子錦町︶

宮内常馨先生︵烏取︶

藤岡友幸先生︵岡山︶

阿部祐治先生︵馨山町︶

甲美田殿さん︵公敷︶
岡田祐子さん︵八頭︶
牧野卓銭さん︵倉吉︶

函織率評辨凧．瀬山癖一一

侭蕊蕊殻鐡稿等

一徹たの前に開いておいた﹂

一﹁凡よ︑わたしは︑だれも閉
一じることのでき獣恥門を︑あ

一五月の初旬︑隣国中国へ旅

ない地域があります︒

国には千人に一冊しか聖番が

絶対数狸考が足りません︒中

九％がクリスチャンですが︑

国は一三侭の人口に対して︑

強い事を痛感致します︒今中

三川波牧師

・津山城西教令

ヨハネの黙未録三掌へ師

一行し炎した︒それは︑或団体
加藤俊行先生の隠迅に伴い ・ の 働 き に 協 力 し て ︑ ﹃ 聖 謝 ﹄
常 直 委 員 次 点 繰 り 上 げ と な っ ︾を運ぶためでした︒何回か中
たが︑次点の宮内先生が辞退 一国を訪れてはいますが︑その
されたことにより︑藤岡先生 一都度磯張するものです︒中園
︵ 岡 山 ︶ が 常 置 委 員 と な る こ 一は社会主我の国ですが︑没向
とが蝋場で承認された︒
一きは宗教の自由を認めていま
総会は定刻通りに終了した︒ ︾すので︑中国に聖番を届ける
総会準備をして下さった方 一ことは︑決して達法ではあり
々 ︑ 駐 車 場 を 提 供 し て 下 さ っ ︾ませんが︑税関でチェックを
た岡山聖心教会︑駐車場から 一灸けて︑中身がそれと分かり
岡 山 教 会 ま で 送 迎 し て 下 さ っ 一ますと︑没収されるか︑一時
た 佐 竹 先 生 ︑ 林 先 生 に 感 謝 し 一与りになります︒公には祈れ
たい︒
︾ませんので︑ 中天父への祈
一りの中に︑無事遡関すること
一を願って行動します︒この時
一程︑全国の怖後の祈り手の力

出され可決された．

の出席を得て︑第四七回定期教区総会が開催された．
第一日目は︑激長報告をはじめ常置委員会︑教区の教務教勢︑各部委員会︑
各地区︑特設委員会などの報告︑第三一回教団総会数員選挙が行われた︒
された︒

&報

﹁﹃日米
米防
防衛
衛協
協力
力の
のた
ため
めの
の指
指針
針﹄
﹄と
それにともなう有事 ︵ 戦 時 ︶ 立 法 に 反 対 す る

負担金賦課算出法を変更
従座
来来
のの３
３↑
哨３
３：
：４
４を
を４
４：
：３
３：
： ３へ

且哩暁︑皿Ⅲ洲川１ＭⅢＭＭＭ咽

いて︑﹁経常収入額﹂﹁経常
謝儀低控除の４．．３．．３の新

支出額﹂の割合を変更した商

していた︒しかし今総会にお

津島久雄先生︵光明園家族
教会︶の説教による開会礼拝
で始まった第四七回定期教区

・また︑﹁﹃日米防衛協力の

しい算出法による負担金案が
提出され︑可決承認された︒

毎年教区総会において︑谷

総会︒

教会の教区負担金額の承認・
会は今年度はいくらになるの

ための指針﹄とそれにとも鞍

確定が放される︒﹁自分の教
だろうか﹂と教会の会計さん︑

信徒のみ戦さんも︑今年度負

う有事︵戦時︶立法に反対す
る声明に関する件﹂が審激さ
れた︒この件に関して社会委
担金額に関心が集まる．その

負担金賦課算出法が今総会で

員会︑各地区︑各教会におい
垣十分な認識と慨漁がなされ
ておらず︑声明を出すことに

もっと慎重にすべきとの意見
が出されたが︑緊急を要する
という意見が多く︑焚成多数
で可決された︒また﹁﹃組織
的犯罪対策法といわれる３法

加藤俊行先生︑ 五 月 末 を も っ て 隠 退

長い間お疲れさまでした︒そ

してありがとうございました︒
加藤先生には︑のんびりと
隠退生活を送って頂きたいの
は山々なのですが︑教区ニュ

ース芙は︑次号から︑﹁牧会

その一冊の聖審を各家庭で数
日おきに回施しますが︑家族
が時間を惜しんで︑力尽きる

死ウ

改正されることとなった︒

二日目朝の礼拝繊教：廣ノ(‑』

する３．．３．．４の割合で算出

i鼻跨邑･塞磯

…

従来までの算出法は︑各教
会の﹁経常収入額﹂﹁現住陪
餐会員数﹂﹃経常支出額︵教
職謝儀︑キリスト教教育主率
給与控除︶﹂を教区全体に対

一
→
式が行われた。
̲婁真は准允式後にパチリ。

祝・准允

讓

−
ー一一一−

土
●

第二日目には︑准允式︑﹁日米防衛協力のための指針﹂とそれに伴う有事
立法に反対する件︑決算・予算案︑負担金案︑二件の逹激案などの審激がな

ＩＰＩ

一一一

癖︽︾︾︾塞甦米謡癖鉦蓉搾︾︑

その間︑教区議
長︑教区常置委員に選任され︑

教区の指導に当たって来られ
た加藤俊行先生が︑先月五月

五月末に日野教会主任︑西伯
法勝寺教会代務を︑教区常置

三月末に米子教会主任を︑

生よろしくお願いします︒

に依頼してしまいました︒先

の思い出﹂﹁教区の思い出﹂
﹁これからの教区・教会につ

いて﹂の連載記事を加藤先生
委員を辞任し隠退されました︒

末をもって隠退されました︒

迄︑日夜交雑で聖言を響き写

します︒そのため彼らは署ん
で︑自分たちの睡眠時間を主
に捧げるのです︒それ程聖言

如嘩函鍛轆酢耐野︑一

私たちが届けるのは︑ほん

に飢え渇いているのです︒

︑洲ソ

メッセージ

ならと祈っていま｜

教のお役に立てる

ませんか︒

す︒あなたもこの一
働きに共に参加し︸

色

＝

毒浄室

田和浩完生）において、柏木

議長(写真中央)の司式により、
武公子先生（児島教会主任、
写真左） 、村谷正人先生（米
子教会担任、写真右）の准允

一

１１

とこと

謎

薯

…

"

…

毎夕

…

○敏区主亭、二年悶ご
苦労様でした。

■

一二面一

ニュース
しちゆうごくきよう〈

FAX(270)0146
･日･本基督教団岡山億愛教会内TELO86(270)0145
五03‑8277岡山市御成可12‑16 '
束中国教区事務所
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第47回定期教区総会開催される

…
………

うだ︒

旬早

報告書﹂作成で︑教区事務所
で朝を迎えたこともあったそ

一年目の教区総会の﹁識案

やめることになった︒

教会の仕事に専念したいとの
理由により︑五月末で主事を

教区主事として︑二年間ご苦労様でした

って来られた阪西患理子先生

二年間︑教区主事として教
区全般に関わる事務︑教団と
の年金関係などの事務に胡わ

が︑玉野教会会堂蓮築に伴い

針師堀先生の横顔

︵正蔬には﹁松隈患理子先生︶

では伝逝一本に専念出来ない

涙ぐまれた。

なくなった︒またその頃︑岡
山信愛教会とお父禄からの援
助が終わり︑教区の援助だけ
状況となり︑自活伝逝を考え
なければならなく救った︒

堀先生は︑一歳半の時に失

しては﹄楽だったそうだ︒

た︒

二年間教区の事務に松わっ
て下さったことを︑皆さん感
謝しましょう︒ご筈労様でし

なお後任として事務に扮わ
るのは︑正式に契約を交わし
ていないが︑石川先生︵マビ
・マカリオイ教会︶に放りそ

うだ．頑張って頂きたい．

堀先生と幾英夫人の尽きない
おもしろいお諾と︑ご馳走に
なった﹁大盛りのおそば﹂に
夢中になり︑取材を忘れてし
まっていたという有り様．ご
馳走様でした︑おいしかった
です︒●二名の委員が抜けた
教区ニュース鍵委員会に︑藤
原寛人先生︵上井教会︑鳥取
西部︶が加わって下さりまし
た︒●ニュース総委員会の任

けた教区ニュース蕊委員たち・

●大元伝道所へ取材に出か

編集後記

。

：

シリーズ

一○回

大元伝道所

当初は︑岡山駅西口あたり
に伝近所があったという︒

現在の伝道所は︑堀先生の自
宅を伝道所として使用してお
られる︒礼拝堂も普段は生活
の場として用いているが︑︑集
会ごとに片．つけて使用してい

この礼拝堂の隣室が︑針の

予︵︾︒−

﹃犬かき﹄ならぬ﹁生泳ぎ﹄
堀先生︒

だと人から言われます﹂とは

堀先生︑これからも﹁針師﹂
って下さい．

：
：

会紹

大元駅から７分

部地区︶がある．

ＪＲ宇野線大元駅西口から
歩いて７分へ近くにオフィス
ピル街があり︑住宅地の中に
堀恭次牧師が牧会する大元伝
道所︵岡山市西古松︑岡山東

学校へ︒

明され︑盲学校で学ばれ︐︑神

．

声を頼りに泳いでいたという
から驚きだ．︹私の泳ぎ方は

●●●●●e■●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●■●

として︑﹁牧師﹂として頑強

●

期も今年一年となりました︒
今年も精一杯頑張りますので︑

額田・洪田・藤原・石川一

材︑原稿依頼にご協力下さい︒

よろしくお願いします︒●取

.．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．：

､●●●●●●●●●●●●●●■●Q●●●●●●Q

：

ズ爵《めい
：
：……Xごよつで
……Xごよつで
：
あ､右
)っきり
：
〃・ク1ノエゲションさγ?よう／ ：
〃・ク1ノエゲションさ7？
：

：

藤原先生（上井）弓
藤原先生（上井）まで。

：

：

：

詳しくは、江口先生（八頭）
詳しくは、江口先生（八頭）、

：

：

：

：

●

＝

きれﾙﾙ 浜で
あ､右")っきり 会／
たっぷりの…盲
たっぷりの…ご
あ､吉′)つき〃魚釣り／
美しい…ご
美し'l…二
おちｸﾉつきり毎J（〃
おちﾙﾉつきり毎J（〃

：
：
｡

治療室﹁堀治療院﹂だ．

ことが趣沫という堀先生︒

聴きに行かれる︶︑森の中に
入って小鳥のさえずりを聴く
そして先生は︑水泳が大の
得童という．小さい頃から旭
川の対岸から対岸へ︑仲間の

：

＝イリレ『げひ哩〆L

･：

：

●

芝生猛露で
参学広奮で
ゐ､ちり)っきり/1､一ベヂユー／
ゐ､右いつきり/Fーベヂユ

。●
「☆きらり新発見

｡

：フェリーで行く！

；．

浴f

§

這菫塑員海で
あ 吉′)つき〃

●

●
●

●
●

■
●

﹁針師が伝道する﹂

牧師の職務に専念出来ない

「牛泳ぎ｣．．！
つり︑クラシック進賞︵シ
ンフォニー・ホールに液癸を

｢犬かき」ならぬ

：

●

in隠岐パート3

●

開拓伝逝を始めた当初は︑

教区と岡山信愛教会︑堀先生
のお父様の援助で伝道一本に
尋念出来たという．

先生は大変悩んだという︒

で︑生活のために働かなけれ
ばならないことに対して︑堀
しかし︑堀先生は︑御自分
く針師として生き︑その針師
が伝通する﹂という覚悟に至

の立場について﹁牧師ではな

そのような夫人のチラシ配

ったという︒その覚悟を現在

岡山大学︑岡山商科大学の
学生らが集い︑一○人︑二○
人と増えていった︒それはお
もに︑堀夫人幾美さんのチラ
シ配布という地巡軟努力の結

布という伝道を繰り返す中で︑

も貫かれている．﹁針師が伝
逝する！﹂︒

夫人が病に倒れられた．伝逝
スタイルを変えなければなら

果だった．

「つらいこともあり

I

製本出来ます！

礼拝堂隣室が治療室

ましたj と取材中、

。｡

●

早く！

大元伝道所は︑一九六六年

堀幾美さん

I

： 1998年度中高生ｻﾏｰ･キャンプ

。●

〜リ・クリエイシヨン〜」

●

誰にでもI簡単に1
きれいに！

全くのゼロからの開拓伝道だ︒

恥』電

：
●

鳥取県東西両地灰羊催
●

7月28〜30日開催

●

安く1

教区に強力な助っ人現る！
作り﹂だった︒印刷段階では
うまく出来ていても︑製本で
失敗ということも何度かあっ
た．しかし今総会の﹁議案・

書﹂戦らびに﹁総会鎖事録﹂

一九八九年から昨年にかけ

■院亜△

教

第
一一

て︑教区総会の﹁識案・報告

驍；

この強力な助っ人は︑皆さ
んの教会にもきっとお役に立
に強力裁助っ人が現れた．短一 つはずです︒
時間で︑しかも美しく仕上げ
﹁製本機﹂のご利用の仕方︑
詳しくは教区事務所までお問
てしまうから葺きだ︒この強
力な助っ人のおかげで︑今総
い合わせ下さい︒
会の登料作りは︑﹁製本に関

一

ロ

−訂ロ

鷺

瀞
,Mf1ル

報告書・識事録﹂の製本作業

」

、一ノ
ｰ

り

作成・製本は︑番記を中心と
した人たちの汗と努力の﹁手
I

1998年6月16B

束中国教区ニュース
第94号
(1）

○あかし

I

一きらり戯〃振出加鞠辨一

は思い切ってあそぶ﹂をモッ
トーに︑美しい大自然の中で
海水浴︑テニス︑つり︑浜辺
の運動会︑花火大会などが行
われました︒いろいろな童味
で壁を体験しながらもアイデ
ンティティーを苑立して行く
大切な時期を迎えたティーン

﹁学ぶときは学び︑遊ぶとき

鐙鳥取県中高生サマ！キャンプ
七月二八日〜三○日．二泊
三日で随岐の都万村アイラン
ドパーク・ログハウスを会場
に一○教会四六名の参加者に
より行われました．テＩマは
﹁きらり新発見ｉｎ隠岐パ

Ｉ卜３り・クリエイション
︵再創造︶﹂でした．四回の
聖書からのメッセージと共に︑

参か考の感想より

：．﹂Ｋ教会Ｈ夫

んでみようと思う︒：︒︵略︶

自分でもバカだなぁとは思
うが︑これから教会に足を運

りたいと思ってしまった︒

今までにせ仏教徒のふりを
してたけど︑キリスト教にほ
れこんだ︒クリスチャンにな

当に短すぎる三日間だった︒

つらいこともあっだけど︒本

︑﹁こんなに楽しいキャンプ
になるとは思ってなかった．

神様を信じようと決意／こんなに楽しいキャンプに
﹁三日間が本当にあっとい
う間に過ぎてしまいましだ．

新しい友達をたくさん作ると
いう目標も達成でき︑そして
たくさんの思い出も出来まし
た︒あと︑いろんなことを学
べたので良かったです︒先生
方の話もいろいろ聞けて良か
ったです︒このサマー・キャ

ンプで︑私は神様を信じよう
と決意しました︒︒：︵中略︶

．：このキャンプはとても楽し

｢礼拝草ゼミナール﹂に参加して

赤磐教会牧師額田浩

エイジャーが︑しっかりありますが︑今後︑この恩み
と信仰の継承に与って行の輪がさらに広がってまいり

くために︑このキャンプますように願っています︒
の持つ意味は非常に大き

いと思います︒それゆえ︑鳥取県西部地区長

鳥取県東西両地区年間行米子教会牧師田村博
率の中でも汲も力を入れ
ている取り組みの一つで

一離頗暇溌融鯉篭鱒鴎塑臓輻鰡壕櫛湧臓嚇儀秘砺画刷翻溺濁競涜闘誕懲睡翻蘭埴閣翻鬮罵臆闇鴎型

日本キリスト教団讃美歌委拝に学ぶ﹂﹁文献・用具紹介﹂
員会の主催で︑第七○回キリ
﹁これからの礼拝と﹃２１﹄
スト教音楽識習会︑教職のた導入をめぐって﹂︑その他に
めの礼拝ゼミナール﹁礼拝を溌美歌の演習が行われました︒

ニ七日〜二八日の両日︑ル和訓剖炎老教会︑聖公会と教団外

豊かにするために﹂が︑八月謝師も︑カン・ハーランド
われました︒

棉苛却︾︾恥吟善桂︾壁︾罰鉾一一一価︾︾蹄疵や一︾一缶

ったとのこと．そのよう鞍ル︸大の任務である礼拝を︑さ

亟幟を湾志蝿紳註纒弛止吐差緬一唖詐峨鋤諦抽餉ヰ隷娠脆唖

出版により︑より礼典に対ミ会一けていたのではないかとい
する閲 が間まったというゼ教︾うことでした︒説教にっ
こと︒また︑般近矢継ぎ早学磐一いては︑鋭教者として反省
に︑礼拝に関する本や︑礼牌赤一もし︑改抄もして来たつも
拝学の本が出版されている畔一りですが︑礼押全体の流れ
まって来ているからではない

すべきことが多くあることを

ため礼拝に対する関噌が商ｌ｜という点では︑さらに改警

教えられました︒

れて感謝しております︒

良いセミナーの時を与えら

だろうかとい︽うことでした︒

セミナーの内容も︑﹁礼拝

Ｉ；

学﹂に始まり︑﹁讃美歌学﹂
﹁礼拝の実際﹂﹁聖公会の礼

二浬のせいかも︒﹁α
の︵アルファ・オメガ︶﹂て
のも︑なかなか深い︒自分は

どう書いたか？恥ずかしく

る人もいた︒﹁言葉﹂って︑

とだって解放だ︒いつの間に
か︑マイク持ちを買って出て

在るかということなんだな︒

その関わりの中で自分はどう

思いつく宝までも一﹁おかけん

蕊く側に廻りっぱなしの広
島だったけど今度ぱこの街で

いろんな﹁自分の言葉﹂が

て言えません．

●ハシ飛んだ︒棚き手を決るそ

む﹃／②

すけ﹂の言葉と共催︑少しず
つでも自分を解き放って行こ

あった︒ヘヴィな言葉もバシ
クトも︑そ
その
の延
延長
長 で受け止め
んな一言一言も︑一人一人の
たからなのかなぁ 一Ｗ・判 ︑Ｊ四一 痛みと解放の現れだからこそ
重いのだろうし︑扶られるこ
倒 的 支 持 を 誇 っ て いた名コピ

れた︒交流会での ﹁サイン集
め﹂みたいなゲー ム﹁部落解
放を一言で言うと 一 の イ ン パ

に照
照準
準 を定めてい
しの解放﹂に
た の か ︑ 発 題 者 が チラシと言
った﹁経験したこ と ︑ 感 じ た
ことを自分の宮葉 で言い殺す﹂
の一言に︑私は心 を揺さぷら

教団部落解放全国会議報告︵六月広島で開催︶岡山教会伝道師岡健介

2

かったので︑また来たいと思

、−ノ

；

います︒﹂Ａ教会Ｍ子

﹃誰も思いつかな

蓄贈養蕊

のヨ詞エニロ雪圃雪
の呂中﹂に︑こんな

フレーズがある︒初めての部
落解放全国会議︑この曲が頭
今回のテーマは﹁部落の解

の中で喝りっぱなしだった．

放﹂・気付かぬうちに﹁わた

放わたしの解放教会の解

1

／一、

﹁あなたはわたしを何者だというのか﹂

；

○ｶ｡藤俊行先生の

「牧今の思い出①」

美作藩合教会
近藤菰，之諏iさん

中国藪唾

｜

東中国教区事務所
1

1
オ

FAX(270)0146
日本基督教団岡山信愛教会内TELO86(270)0145
岡山市御成町12‑16
〒703‑8277
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1998年10月17B
東中国教区二コース

第95号
(1）

1

今にαっても︑聖輔とは何

と愈地悪戯ものかと︑しばし

〜ゴ

ゞ．・一九三六年生まれ︑私は現在六二歳︑

思えば︑自我に目覚めた一○代の後半
から私は自身の偽善性や利己主義に気付
き︑そして﹁聖書﹂を示され︑﹁クリス

神のなさることは
皆その時にかなって美しい

あかし
美作落合教会
近藤寅之輔さん

た日々でした︒

１

−

人先生︵上井教念︑藤井厚そうです︒教団の合格承認後

の人は絶えず自分の言行︑生しく罪赦されて神の子として
活のすべてを間違いがなく正頂くのである．従って人間の
しいと主張せねばならない．側には何らの功も蓋い︒

もしそのように信じたらそキリストの賑いにより︑皆等

ている人がいる︒人であるが︑ただ信仰により

く失敗もしない︒﹃全さ愛のれて生きる世界での生き方か
人となる﹂︒荻どなどと忠っら遥かに遠い︒全ての人は罪

人間としての弱さや無知もなそれは患みによって生かさ

ちを犯さない．完全となってれている通りである︒

められた人間はもはや罪や遇ガラテャ人への手紙に記さ

が問題である．ひとたびきよ得ない．

｜催鷺騨轄穏咋晶態懲篭蕊灘灘獅雛瀕灘和鯉唾函瓢翻圏劉鍋圏鬮圃圏顧■■毅電一

違いますが同じ町内の馬塲利夫牧師先生
ご夫妻︑また多くの兄弟姉妹の祈りのう

に召天しました際は地域で初めてのキリ
スト教式の葬儀を行い︑落合町内にあっ
てもクリスチャンであることを鮮明にし
て貧しく小さな者ですが︑福音の伝道に

も︑また私と一緒に救われた母が三年前

之先生︵倉敷教会︾︑岡健介按手礼式︵一二月予定︶とな
先生︵岡山教会︶あ三名が受ります︒試験ご苦労さま︒

筆洗鯉諦澤識懲饒怨染踏嶬副韻

正教師検定試験はバッチリ１１

１１１

P

ちに神様から受洗のプレゼントを頂くこ
とが出来ました︒以降私は職場にあって

﹃神を恐れよ﹂︑﹁ギリストこそ救い
主﹂︑池田玲二．なおみ牧師先生を通し
て神様は働かれ︑両先生は勿論︑教派は

I

一継研罪へ郵師︾ｊ塾一一

毎︾一︾一一幟健一ボ唖垂

一 ︾

一 一
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自分で自分の真面目さや︑蕪われ尊敬されるようなオ能
然心の度合いに気を使い︑一とか優れた捻であったとして

暮一憂せねば放らない︒そこも︑もしそのまま教会内での
には平安はない︒まじめで賢偉い人のように扱われるなら
い人間となっても︑福音によぱ︑その良いものが﹁輝ける
点にあった．

る自由や︑信仰による悪びに悪徳﹂というように作用する

そこで用語から来る混乱を
め﹂という倉葉を使用しない

避けるために︑敢えて﹁きよ

欠け︑人生があまり楽しいもので︑気を付けよう．パウロ
のとはなら戦いだろう︒またはそのような人間的誇りにな
の宮葉を用いてその恩みを没
現した︒﹁聖化﹄は﹁新生﹄
救いに続く第二の恩寵として︑
励されていた︒その﹁聖化﹂

それに与るようにと大いに奨
を頂くために熱心に信仰に励
むことは結描である．

確かにそのような中で︑聖
裳による患みの経験︑高めら
れた笠的状旭に導かれること
がある その体験は人によっ
て多様な形をとるが︑いずれ
にしても︑キリストの愛と患
みを深く患じ︑雄信を持ち︑

信仰生活が豊かになるのであ
れば︑まことに幸いなことで
↑︿ｗヲ︵︾︒

さてこの﹁聖化﹂の恩みを
信じ持ち続ける上での在り方

編集後記

︑九月初句発行が大幅に遅

恋惨な状悠に落ち込まざるを額田・洪田・藤原・石川

愛で始まったものを︑人間のらの教会について﹂︒乞うご
肉の技で仕上げようとするな期待！︑次回は一二月の予定
らぱ︑結果としてこのようなです︒

そもそも︑神の悪みを信じ︑俊行先生の﹁思い出とこれか

息苦しいものとなろうし︑それてしまいました︒申し訳ご
れに頭く者も起きるだろう．ざいません︒③新連載・加藤

の中が不信︑不和でくすぶり︑

いには差別や派閥︑争い︑分
裂と発展しないだろうか．分
裂とまで行かなくても︑教会

とをせず︑不寛容となり︑っ次号につづく

自己を正当化しようとしてものであろうか︒
他人を批判し︑欠点を散すこ

る者となら較いか．佑仰に生きるとは︑どういう

がては偽啓的で典爽みに欠けそれでは﹁聖化﹄きよめの

から︑自分の表面を飾り︑や棄てたと言う．

雄にも良く思われたいところりやすいものを箕土のように

ようにした時期があった︒他

教会での牧会上の困難はその

てかなりの差違がある︒米子

ねばならないから大変である︒や地位があり︑また人々から

〈代々木上原敏会〉

一

−一ご

I

そして他人にそれを認めさせ世間では大いに通用する常

分裂は残念ながら︑﹁きよ
め﹂を標梅するホーリネス系
の教会の特徴の中での悪い面

：クリスプ300(予定）

‑

昨年春︑定年退職して岡山県北の小さな
群れの教会で教会会計や教会学校のご用
をさせて頂いております︒洗礼に与った

の指導に当たってこられた先生に「思い出とこれからの教
会について」を教区ニュース誌面で語ってもらいます。

一一一・ 一一

のは八年前︑五四歳の時でした︒
美作落合教会員であった妻と結婚し︑

長年、米子教会を牧会されて来た加藤俊行先生が五月末
で隠退されました。教区議長、常置委員を経験され、教区

6

方については︑人によっ

か藤俊行先生の﹁思い出とこれからの教会について﹂〜第一回〜

っていて下さったのだと信じています︒

時に一身上のことで教会の諸集会に参加
出来なかった時期もありましたが︑特別
な事情がないかぎり主日礼拝への参加は
守らせて頂き︑﹁イエス様︑私のそばに
いて下さどと祈ってことを行うように
なってからも︑受洗には至りませんでし
た︒そのことについて今は︑﹃天が下の
すべての事には季節があり︑すべてのわ
ざには時がある︒﹂︵伝三・二の通り
神様がなお傲慢であった私を見守り続け
ていて下さり︑救いに至る最善の時を待

壷這渥

I

しかし︑﹁聖化﹂の教
﹁牧会の思い出﹂①理の内容理解と
理のそ
内容の
理解在
とそり
の在り

去る三月末をもって米子教
会での四二年間に及ぶ牧師の
職を退いた︒﹁今あるは恵み

である︒

もともと﹁聖化﹂きよめの
教理は重要で︑多くの良い点

による﹂ことであるが︑数々
日本の敗戦後︑ソ迎軍によ

の思い出がある．

ところ

課師 ：材上仲師

1

蕊蕊

；＃３珍珍珍謬珍珍２；２＃２２老珍珍＃易

譲

があり︑﹁新生﹂﹃聖化﹂
﹁神癒﹂﹁再臨﹂を四箪の禍

昔として尊璽して来た︒そう
いう伝統の教会に赴任にした
自分としては当然として︑そ
の信仰︑その患みを継承して

る抑留生活から帰って来て︑

そこで改めて十字架復活の主
に出会い︑患みに与って召命
を頂き上京し︑神学校に学ん
だ．卒業して一年を経て︑米
子牧会に赴任した︒日本の救

歩みたいと思っていた．
: 1999¥Z月15B(月〉
〜16日（火）

一︾修雫秬塞燕垂圭

こき

⁝：；⁝⁝遡栩；；；；⁝蝋⁝⁝ノ

ー会ｊ畔ｊ詞一

いのための山険伝道の拠点と

して︑山険の中央部に位置す
る米子での働きに与ったこと
を感謝している︒赴任して最
初の礼拝を︑狭い土地の上に
建てられた中古住宅のタタミ
に座して︑一五名でささげた
光景を忘れることが出来ない︒
米子教会は戦時由︲に︑国家

権力によって弾圧され︑解散
させられた︒戦後に復興した
が︑数年後に教団の内と外と
の二つに分裂した︒赴任当時

一斗文今岩としての
ボング、ツファー−
8,000円

会蚕

「狂会」

：
テーマ

−−−−

ー

はまだその後遺症があった︒

教区教師房f修会

ﾋｰﾉ

東中国教区ニュース
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可

｜藤原先生︵上井︶．藤熟先生︵倉敷︶．

岡先生︵岡山︶の三名が受按

一二月一日︵火︶︑秋季正教師検定試験に合格した三名の按手礼式が倉敷
教会
にて行われた︒︑
柏木激長により勧めの言葉︑

三名の受按に際しての決意の

言葉に続き︑誓約がなされた
後へ正教師により按手が施さ
れた︒式終了後︑会場をキリ
スト会館大ホールに移してお
祝いの茶話会がもたれた︒

正教師としてのこれからの

歩みの上に︑豊かな患みがあ

悪

ｒＬ同病

木猿長︑岡先生︑藤井先生︒
式終了後にパチリ︒

写真右から︑藤原先生︑柏

貿

一一月一七 〜 一 九 日 ︑ ホ テ

は︑お見舞い金を持って津山

常識員は教師一四名︑信徒
一三名の計二七名にて組織さ
れる．

されたことになる︒

常識員選挙は三名連記で行
われ︑柏木先生は六三票を得
て常識員に︒今回初めて東中
国教区から教団常激員が選出

ますます忙しくなる柏木先

生の健康が支えられるよう︑
教区をあげて祈って行きたい︒

三三薑三雲薑雲霊薑三雲菫三三三三二菫

を頂き︑心より御礼申し上げ
ます︒礼拝堂の方は整いまし
て︑礼拝を捧げるまでに復旧
し︑牧師館もようやく量が入
り︑住めるようになりました
⁝︒元になりますにはまだ時
間がかかる事でしょうが︑主
の悪みのうちに励んで参りた

津山城西教会三川茂

いと思います．⁝

一ひ峡削︾岬︾崎︐燕

﹁患まれた女よ︑おめでと

う︒主があ衝たと共におられ
ます︒﹂ルカ福音寺一・二八

ア

この言燕が御使によって主
イエスの母マリヤに語られた
とき︑マリヤはひどく胸騒ぎ
がした︒聖霞によって身ごも
ったマリヤと出会った親族エ

宅亥 ＝壱一

死

リサベッも客び声高く叫んだ︒

弦

⁝＃

易ｚｚ２甥ら缶謝祝銘晶ク搦乞？﹄閲り

誰かの識ｖ誠かと分かち合
いたい︑と祈っていますか？

れてゆく●．︐

は自分たちの体験を人々に伝
えて喜びを分から合った︒私
たちがその受けた福音を分か
場合うとき︑感動は新たにさ

一びを分かち合い羊飼いたち

我さえも砕かれてゆく︒
三︑喜びの分かち合いがあつ・
た︒マリヤはエリサベッと尋

聖蓄を神の言誠として受け入
れ従っていくとき︑自分でど
うすることも出米投い囲い自

一に﹂と告白し︑羊飼いたちは
一自分たちに謬られたとおりの
一出米事を体験した︒私たちが

一おりにこの身に獣りますよう

一入れた︒マリヤは﹁お宮兼ど

二一︑神の言葉をそのまま受け

一る︒

︾た︒よみがえられた主イエ恭
一は今も生きておられ︑私たち
一が を闘くとき︑温かい人格
一的交わりをもって臨んで下さ

︾あったかわから戦いが︑その
奉出会いは人格的交わりであつ

一つた︒御使がどのよう鹸姿で

一言人格的交わりがそこにあ

︾てくる︒栽ぜか里

一間を超えて今︑我々にも迫っ

一たちも幕び︑讃美した︒胸騒
一ざ︑感動︑客び︒それらは時

一れ︑その目で確認した羊飼恥

一皇イエス誕生を御使に鐸らさ

死

ー

､よ

柏木先生︑教団常議員に選ばれる

るように祈りたい．

夕凸毎

r､蕊

麩

〆q
一
一＝

鍵景

一二月
月と
とは
は壷思 え較いほどの
暖かさ
さの
のも
もとと︑︑八○名以上の
出席者が見守る

鱗
︐寛人先生︵上井

吻．．．；・に合格した藤原
忌Ｌ■

４

︾一︾鰄鱸︾州
︲山教会担任︶の
︾■旭■６■

小トー腱三名．

回教団総会が行われ︑︽柏木先

ゞ生が
生教
が教
団団
常常識識員
員に
に運
選出された︒

■■■■Ⅱ字■■■︐﹄■日いり

お見舞い︒ご支援︑峰より御礼申し上げます

一難瀧縦蜘蝿輔鴬溺職騨撫鵜瀞蕊鱗鯉鯛蹴辮鵡鱸蝿獅識醗錨溌綴鯛欝溌翻倒醗騨燃職

ませんが︑このように手を置いでいるのです！

受授おめでとうございます。

三川のぞみ﹂

同げ侭

己』

｡
一
，』 ‐?了夛葺

ト稗
ロ討
ボ抑
リ挿
タ搾
ン蛙
にて第三一
一正教師による按手︒会衆席からは背中しか見え叫ル
瀞メ即

接手札式行われる

津山城西教会床上浸水救援金続々と集まる
一○月一七日から一八日に

載︶︒二月二七日現在︑教

一月七日発行第四四二一号掲

援募金が染まっており︑毎週

区事務所に︑六○万円近く救
出た︒

﹁：・皆様のお折りと早速の

津山城西教会へ︐送金している︒

募ることを決定︒諸教会へ募

お見舞い並びに種々のご支援

○日三役が︑教区で救援金を一

連緒を後けた教区では︑二

教会︵岡山県北部地区︶が床
上四○ｍの浸水となり被害狐

断し︑各地で大ぎな披客が出
たことは皆さんもご存じの通
り︒この教区では︑津山城西

かけて台風一○号が岡山を縦

一

城西教会へ︒二三日︑教団新
報に連絡︒写真と記事が掲載
されることに︵教団新報一
三川茂先生、のぞみ先生，

金のハガキを発送︒二二日に一

−

区
教
国
中
東

一一︾一

にて。

○日韓合同聖餐日礼拝

○文教会蕊

○ｶ｡藤俊行先生の

「牧舎の里い出②」

Ｇ■ＢＧ官〃Ⅱ■■■●且■ｑｂ■■■６０■■宮９日０口ＧＢ

台風縦断から四日後、集会室

日本基督教団阿山信愛教会内TELO86(270)0145 FAX(270) 皿E■
￨

ｊＩＩ

三房

−一一
一一二

一一
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一
一
一

〒703‑8277 岡山市御成可12‑16
事務所
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小 規 模 教 会 協 議譲
壌識会では﹁そもそも小規
模教会とは何なのか﹂︑﹁小
規模教会の定義付けがはっき

会が牧師を招誇するに際して
の問題点があげられ︑﹁教会
の合併も真剣に考えるべきだ﹂
との意見も出された．
実際様々な意見が出され︑

協数は盛り上がった．しかし
残念ながら︑テーマが﹁小規
模教会の現状とビジョン﹂と
漠然としていたことから︑発
題者も発函が難しかったらし
く︑前回二年前の協激会で出
された遠見を参考に︑もっと
テーマを絞るべきではなかつ

たか︑との感があった︒次回

れた伝逝委員会委員長林先生︑
たい︒

佐藤先生︑山田先生に感謝し

今壌蟻会の準備の労をとら

憾鎖会に期待する．

蒜山バイブルキャンプで
九八年度第一回宣教会議

一○月一二日〜一三日︑蒜この会繊は三役︑柑貰委貝︑
山バイブルキャンプで︑九八各部委員長︑地区長︑自主活
年度第一回宜教会識が行われ動団体会伎で柵成され︑副激

た．性が召集することに●軟・ってい

う！﹂と張先生の発音指導の

ハナデケ︵われら主にある︶

もと﹁イン・リュヌン

日韓合同世界聖餐日礼拝に九○名集う
一○月四日午後三時から︑

た︒

〜﹂と韓国語で淑美歌を歌っ

デ︵︾︒

話し合われた熱題は︑①小
規模教会の援助について︵金

銭だけでな
く違う形の

について︑

援助に関し
て︶︑②伝
逆のあり方

課題につい

③各地区の

ついて︵居

て︑④青少
年の問題に

の教会の役

場所として

割︶︑⑤教

１１ｌ︲会間の壁の

た︒

取り壊しについて︑⑥教区全
体の交わりについて︑であっ

編集後記

、●●■●●●●●●■●●●●●G●●●●●、●

琴毎秒醒調︒

諺●；

最後に︑礼拝席上献金を在
日大韓水島教会に捧げた：
参加一○教会九○名であっ
た︒

ので主を讃美する︒

だから私たちはただ信仰に
よってこの恩みに与っている

﹁イエスこそわが知息︑

●クリスマスおめでとうご
ざいます．﹁ひとことメッセ
ージ﹂は米子教会田村先生に

﹁クリスマスひとことメッセ
ージ﹂としてお願いしました．

またわがあがない︑

わが義︑わがきょき︑

今はキリスト

●今回は︑内容を詳しくお伝
え出来鞍かつたほど︑多くの

額田・浜田・藤原・石川

次回は二月︵？︶の予定です︒

教会紹介を掲載致します︒③

出来事︑行事がありました︒
●次回はいつもの通り︑証し︑

われにありて生く︑
われははや死ぬり．﹂

次号につづく．

︵聖歌七二四番︶

わがすべて鞍らめ︒

･

倉敷教会を会場に︑在日大韓
基督教会との宣教協力委員会
の主催により︑日韓合同世界
蛋餐日礼拝が行われた．

大賀先生︵旭東教会︶によ
る説教︑張春根先生︵在日大
り聖餐式が行われだ．

韓基督教岡山教会︶司式によ
礼拝後の交わりの席で﹁韓
国語で讃美歌をマスターしよ

このように神による﹁きよ

．

りしていない﹂︑﹁小規模教
会を地区︑教区でもっと支え
るべきだ﹂︑﹃財政面だけで
なく︑伝道面においても小規
模教会を支える体制作りが必
要ではないか﹂との愈見が出
された︒また逆に︑小規模教

一牧舎者として.の
ポンヘッファー−

…津……

加藤俊行先生の﹁思い出とこれからの教会について﹂〜第二回〜

神の﹁全さ愛﹂を頂いている
ことを信じ︑感謝し︑大胆に
告白したい︒・・

﹃私はきよめられている﹂
遠に全うされたのである﹂︒

とか﹁完全である﹂と言う必
要があるとすれば︑必ずその

め﹂﹁全き愛﹂を信じる者は︑

けようでは栽いか．

前に﹁主によって﹂とか﹃信
仰によって﹂とかの言葉を付
私たちが神を愛したのでな

を頂いている．

私たちは全うされている．
また私たちは︑神の﹁全き愛﹂

く︑神が独り子をも賜うほど

●

九月二二日〜二三日︑台風
の大雨の中︑鳥取県関金可の
（代々木上原教会）
テーマ： 「教会」

﹁牧会の思い出﹂②

表している．

も︑現在も︑将来も︒

自分自身には誇るものは何も

．

一グリーンスコーレ関金にて︑

教職一九名︑信徒七名の計二
六名が参加して小規模教会濃
倉吉教会の中材先生︑十文

〜16日（火）

肉門唖守色屍院か晶届ｎｍ色踊局凹凶〃４リドロ＆皮繭β卜凡反ｒｆＪ刀尾田奴ググ凡〃凡硬〃配吻；β刀沿︐私〃ん夕０９〃Ｊ抄兇クアや汐

ところ：矛｡気鵜飼谷遷泉
謹師：村上仲師

もし私たちがキリストと交
わりを持っているならば︑御
子イエスの血は私たちをあら
ゆる罪からきよめているので
ある︒どのような時も︒過去

の全面的無条件の愛をもって︑

誇るべきは︑

ないはずである︒

︵ヨハネ第二︒

私たちを愛して下さっている

●

リ
；
とき： 1999年2月15日（月）

一○章一四節

．

‑2924

激会が閲催された．

；

却万

字平和教会の福富先生︑鳥取

識がなされた．

教区教師研修令

へブル人への手紙

ただ十字架！
ただキリスト！

●

。●

086−4

●

新生教会の山田先生が発題さ
れ︑夕食後三分団に分かれて
協蝋が行われた︒翌日︑分団
協醗の発表が行われ︑全体漣

前回の続き
〜それでは﹁聖化﹂きよめ
の信仰に生きるとは︑どうい

うものであろうか．〜
ヨハネ第一の手紙一章七節
﹁御子イエスの血が︑全ての

罪から私たちをきよめるので一
ある﹂︒

従って私たちはキリストに
よる﹁きよめ﹂を頂いており︑

0

；○日韓宣教協力委

藤井厚之先龍(倉敷）

●

↓

●

．

●
●｡

086‑422‑0202

●

●

●

；

﹁彼は一つのささげ物によっ

●

a

。

●

：

：○教区郵便振替番号

：

｛

敦師部主催

て︑きよめられた者たちを永

●

●

●

−

このきよめるという動詞の
現在形は︑現在きよめるとい
う動作がなされていることを

●●●●●●●●●Q●●●●●●QDD●●｡、●
●

教区便覧訂正

●

:．

01230‑8‑16374
01230−8−16374

●

が

．

I

●

岡山3‑16374

●

大寅先生と張先生

口

謎

一一丑■タゴニ･へ今昌蓉名苛予ｴ五でニニーで至
吟＝町■一一■ｰ』主ニー▼=一口少空一らニーロザー全コニ■

一

色
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伝道委員会

l

L−p

各部委員会のみなさん

●

社会委員会

レーク大樹︵鳥取市︶を会場に

議事においてはまず︑今総
会執行順序に関して︑議員提
案の議案二○号の扱いと教団

出席によって開催された︒

日︑鳥取市のレーク大樹に
て︑正織員九六名中六○名の

東中国教区第四八回定期総
会︑九九年五月一七日〜一八

正議員九六名中六○名出席

★甲斐田殿(分数） 木村爆郎(岡山聖 毬）
庚田和浩(教区蓄記）

撤鋤茄釧
力Ⅸ側走
協怨翠糾

恥

教錨銃恥
響くくく
基矢人稔
韓幸蒐
大癖癖濟
抑★

Z

▲上介しの ぶ(勘梁）

○教師部

会に提案する件﹂は柏木議長
より﹁名称問題についての論
議を凍結﹂することについて
説明がなされ︑若干の質疑を

川崎師︵米子錦町︶
林副議長︵玉島︶
廣田書記︵倉敷水島︶
宇野師︵岡山︶
柏木謎長︵倉敷︶

田村師︵米子︶
岡田さん︵八頭︶

へ︑判型記写真説明ノ

出された︒
任期は二年︒

世委員︑各部委員が新たに迩

今総会において︑三役︑常

新三役︑新常置委員選出

’

大賀師︵旭東︶
難波さん︵光明園家族︶

／野島さん︵米子︶︑

なった︒

的姿勢についての意見も出さ
れた︒激しい議論の後︑採決
がなされ︑少数否決で廃案と

﹁﹃合同のとらえなおし﹄

となった︒

関する件﹂も少数否決で廃案

保障及び赴任離任費用支給に

織員提案である﹁最低謝儀

に関連してハンセン病の人た

﹁教会強化特別資金執行基

準変更に関する件﹂は変更に
伴う執行額増加予想は五○〜
六○万程度であること等確認

決算及び予算が承認された

の上可決された︒

他に︑﹃ガイドライン法案﹄

○万円を有効に使うべきだ︑

委員会に付託された︒

セクシャル・マイノリテイ差
別問題に関する建議案は常置

賠償請求問題に関する建議案︑

に関する建議案︑は可決され
た︒ハンセン病回復者の国家

という声や︑献金を巡る基本

を強めるための献金に関する
件﹂が常置委員会提案として
出されたが︑未執行の一六○

﹁教会の強化と宣教の連搭

について意見が出された後︑
採決の上︑可決された︒

についても議論がなされ︑合
同問題と混同して扱うのはど
うか︑という窓見も出され
た︒また︑ハンセン病施設入
居者の高齢化等具体的な問題

ちへの謝罪を内実化する件﹂

へて可決された︒

r一天一

間安使に割り当てる時間につ
いて質問と意見があった︒そ
の後︑議事運営委員等の総会

特別委員が選任され︑識長報
告がなされた︒しかし︑その
内容と性格に関して厳しい議
論がなされた︒

また﹁日本基督教団と沖縄
キリスト教団との合同のとら
えなおし﹂問題に関連する議
案として﹁﹃合同のとらえな
おし﹄に関して教団常識委員

会刺 ｊ

１１
○財務委員会

○加藤俊行先生の
「牧会の思い出」

東 中1劃数区

○行事予定

ＩＩ

由井哲夫(､鳥取）

麻生統一(潅気・三石）

藤田具佐子(笠岡）

！

庚田和浩(教区番記）
★石ﾉll敬規(ﾏﾋ｡､ﾏｶﾘｵｲ）

村暮正人(米子）

○

各地区委月侵

；

田村博(米子）

★中島畝二(高倉）

堂本陽子(倉敷）

○教区ニュース誌委員会

Ｉ

○教会・伝道所記録審査委員会

★佐藤補雄(天域）

福富秀明(十文字平和）
教育委員会
★藤原蒐人(上井）
式公子(児島）

宇野政勝(井原）

★難波幸矢 (光明閲家族）
佐竹拓乎 (岡山博愛会）
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○宣教部

一二面一

ひが しちゅうごくきょうくニュース

;函

ｆ貝

隼地大作(境港）

第48回教区総会開かれる
★：委岡長▲：ｲ営徒

I
端患鍛漁"……畔鱗…蹴錘識認…鰄愚箪鐸…箪譲
山由忠娩(烏取新生）
★大弼幸一(旭玖）
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溌篭

加藤俊行先生の

一

零●ｔ塾頓や瑠晶型Ｊ可否回

〜第三回〜

﹂茨終回

按手礼式︑三○日︵火︶湖山教会にて
今月三○日︵火︶に湖山教会田忠義師︵鳥取新生︶︑平井文

今回按手を受けるのは︑今式は午後一時三○分から︒

において按手礼式が行われる︒則師︵湖山︶の二人︒

教師検定試験に合格した︑山Ｉス誌にてお伝えします︒

年九月に行われた教団秋季正式の様子は︑次号教区ニュ

二一日︵日︶︑玉野教会献堂式

外部募金一切無しで行われ

詳しくは次号教区ニュース

た今回の会堂建築︒

します︒︐

誌にて写真を掲載してご紹介

り︑お支え下さい﹂と宮川牧

二月〜三月の予定︒
﹁お祈りのうちに覚えて下さ

館を取り壊し︑新牧師館建築
の真っ最中だ︒完成は来年の

二八日︵日︶︑岡山信愛教会牧師就任式

浜田美也子牧師辞任後︑し
ばらくの間無牧師教会であっ
た岡山信愛教会︵岡山東部地

区︶に︑士気伝道所︵東京教区
千葉支区︶から宮川経宣︵つれ

師︒

﹁いったい︑このような任務
に︑だれが耐え得ようか﹂と︒

誰かの功績ではない︒会員

そしてその通り事は進み︑
聖名を崇めさせて頂いた︒

ことを︑会員皆が経験的に知

をお届けします︒●予定を大

●教区ニュース誌第九七号

編集後記

○教師紹介
一二月発行予定

一○岡山中部地区
一泊地区大会

○玉野教会新会堂紹介

○按手礼式

次号は・・・

今︑第一線の働き場から退

二時半から︒

就任式は︑二八日︵日︶午後

岡山信愛教会は︑宮川牧師
就任にあたり︑九月から牧師

いと感謝で一杯である︒

き︑不充分であったことを思
い︑もっともっと祈って当た
るべきであったと︑悔いる思

のぷ︶牧師が一○月末に着任

一人一人の信仰と自由による

しかしまたこれは栄光ある
務めである︒

あわれみを受けて︑この務

をさし示すものである︒

教会の主はキリスト︒神

の恵みが全てに優先する︒

この知識と経験はその後の
教会活動の上で大いに役立つ

ものとなり祝福となった︒

終わりにあたり︑これまで

一・キリストの十字架︑復

の牧会の姿勢を考えてみたや

活による救いを︑聖書に基づ

二．礼拝を教会の活動の中

幅に遅れての発行となりまし
た︒五月の総会特集が二月

き鮮明に指し示したい︒

心に置く︒臨在の主に出合う︒

三．神は愛である︒万事を
益として下さる︒

四教会の業はすべて聖霊
のお働きによる︒

従って祈りをもって取り組
む︒

石川・堂本・村谷・廣田

よろしくお願いします︒

となってしまいました︒誠に
申し訳ありませんでした︒●
新委員となり頑張りますので
出来る方法をとろう︒

るためにしよう︒

三・ただ神の栄光が現され

︾﹂﹄向ノ︒

二・信仰の訓練をさせて頂

一．誰が建築の委員長にな

された︒

田純子師︑阪西恵理子師︶．

を行う玉野教会︵岡山東部地
区︑主任阪西直和師︑担任原

協力を︑主が祝して下さった

昨年二月から行われてい
日︵日︶午後二時半から献堂式

た新会堂建築が完成し︑二一

教会に赴任して一五年は狭
い場所にいた︒そして現在の
東福原の土地を購入し︑続い
て会堂が建築された︒牧師館
が建ち︑駐車場確保︑隣接地

ることが出来た︒
みに与り︑感謝である︒

そういう中で神の大きな恵

の聯入と教育館の整備など︑
事業が進められて来た︒
めについているのであるから︑

〜22日(火)12：00

教職・牧師の重大な役割は
このキリストの体なる教会の

教会の教勢財政の数字は右
の結果であり︑またその推移

成長である︒

の拡大が︑教会の拡大であり

﹁思い出とこれからの教会について﹂

会に連なるものとされている︒

わたしたちお互いは同じく主
にあって兄弟姉妹である︒

−

られても︑特別な労苦をしな
いでよろしい︒誰であっても

の三つの方針を掲げた︒

牧師館建築にあたっては次

こととなった︒

また貴重な経験をさせて頂く

会上大変なことであったが︑

そしてこれら取り組みは牧

信仰が伺えるものである︒

真剣に聖書に聞き︑また伝え︑

￥7，000

形成にある︒．

z三号室ぞ""＝

目に見える表面的事業取り
組みの中で︑しばしば隠れた

会費

祈りをもって取り組むほかは
ない︒そこでキリストは生き
て働かれた︒慰め励まして下

「伝道‑21世紀に向けて」

と導かれている︒
を要する︒

テーマ

この働きは多くの困難と労苦
を伴うものであり︑人知れず
陰のかくれたものであり年月

小島誠志牧師徴団議長）

与えられている恵みや賜物
をもって互いに仕え︑また協
力し︑頭なるキリストを知る
知誠と徳の高さに至るように
キリストによって愛されて
いるのだから愛し合い︑赦さ

さった︒

講師

キリスト者であるわたした
ちは︑キリストを頭とする教

﹁牧会の思い出

震
パウロも言う︒

和気鵜飼谷温泉(和気町）

れているのだから赦し合い︑
っていく︒

仕えて頂いたのだから仕え合

そのような教会の交わりを
兄弟姉妹の間柄の中で訓練さ
れ︑学び︑鍛えられ成長し︑
教会全体が形作られていく︒

2000年2月21日（月）14：00

鴬

またそこで養われたもので個
人も家庭も祝されていく︒

りの形成である︒

§
ところ
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−

総会2日目 、朝の礼拝
で説教を担当 した武公子
師（児島教会 ）
とき

拠溌魁?髭

教会形成はこのような神の
家族としての兄弟姉妹の交わ

−

…

詞

読知らせ
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東中国教区ニュース

懲
こうして幼児からお年寄り
まで神の家族としての交わり

教区教飼研糠会
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