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　つい先日のことです。いつも七郷中
央公園仮設で一緒にラジオ体操をし
ているＳさんと、一緒にお茶をする機
会に恵まれました。その時に S さん
のお宅に連れて行っていただきまし
た。Ｓさんのお宅は仙台市荒浜にあ
ります。あの日、10 ｍに及ぶ津波が
Ｓさんのお宅も、そしてお連れ合いの
＜いのち＞も流してしまいました。そ
の場所へと案内して下さったのです。

「ここが玄関だよ」と指さして下さっ
た先は、澄んだ空色のタイル貼りの
玄関でした。「（亡くなった）お父さん
が毎日のようにここを磨いていた」と
教えてくれました。そしてお庭には、
黄色いハンカチが結び合わされ、風
に揺られてはためいていました。
　震災後、Ｓさんのお宅のある地域
は災害危険区域と指定されたため、
仙台市から移転を求められています。
しかし S さんは、「移転ではなく、こ
こに戻ってきたい」という思いを、黄
色いハンカチに込めているのです。Ｓ
さんだけではありません、仮設住宅
でお茶っこをしていると、やはり荒浜
に帰りたいという方が何人もいらっし
ゃいます。

　多くの方たちが仮設に住んでいる
中で、修築が終わった方などはもう
仮設を出て生活を再開されています。
しかし、Ｓさんのように帰る場所が全
て流され、家の再建も出来ず、全く
見通しが立たない方も沢山いらっし
ゃいます。到底、今年度中に仮設か
ら出られるとは思えません。仮設の自
治会長さんも３年はかかるとおっしゃ
っていました。これから本当にしんど
く、苦しい時期がやって来ようとして
います。

　一年が経ち、メディアでの報道が
減った今、エマオへのボランティアも
減ってきています。平日に入ると、ボ
ランティアが仙台・石巻合わせて 10
人を切ってしまうようになってしまい
ました。私たちだけではなく、他のボ
ランティア団体、キリスト教支援団体
も同様に減ってきています。撤退を決
意した団体もあります。
　このような中で、エマオが変わらず
に目指していることがあります。それ
は被災された方たちのことを「祈り続
ける」こと。そして、「寄り添い続ける」
ことです。

　仮設に住まれている被災した方た
ちが、少しでも気持よく過ごせるため
に、仮設から帰ってきた方たちが、少
しでも生活を再建できるために、家族
を失った人たちの悲しみに寄り添う
ために、エマオは腰を据えて寄り添う
働きを続けていきたいと祈り願ってい
ます。社会が忘れてしまっても、私た
ちの主イエス・キリストは被災された
方と共に傷つき、共に歩まれているこ
とを信じるからです。
　西東京教区からは、震災初期から
祈りに覚えていただき、多くのボラン
ティアを送っていただき、心から感謝
いたします。どうかこれからも、西東
京教区の皆さまのお祈りの中に覚え続
けていただければと願います。ワーク
も多様になり、体力に自信のない方も、
どなたでも奉仕出来る体制になってき
ました。ぜひ一人でも多くの方を教会
から送っていただければと願います。
どうぞよろしくお願いいたします。

（日本基督教団教務教師、西東京教区
東村山教会出身、農村伝道神学校卒業）

★「祈りのカレンダー」に「エマオ」
の祈りの課題を掲載しています。

東北教区被災者支援センター・エマオ

　　　　　　　　　　教団派遣専従者　佐藤　真史
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教区伝道拠点立川駅前（左上）・教区青年クリスマス会のひと時（右上）・他教区と連携して行われている東北教区
支援（左下）・被災地にある教会が仕える地域とその生活回復の業への参与（右下）

巻 頭 言

「エマオの祈り」



	 下田　洋一
	 （中野桃園教会）

　昨年の９月に中野桃園教会に赴任
してきました。よろしくお願いいた
します。私は「農の神学」なる言葉
を造語し文章も書いてきました。「農
の神学」の「農」という言葉は次の
言葉と互換可能です。すなわち、「生
命」「生存」「母性」「共存」「共生」
など。社会的意味をもつ「周縁」と
いう言葉とも互換可能です。福島の
原子力発電所の破壊による放射能汚
染の問題、危惧していたことが起こ
りました。「第２のフクシマ」を起
こさせない、そこを宣教の課題の座
としつつ、日常の教会的課題に取り
組む所存です。

	 貴田　直樹
	 （境南教会）

　私はクリスチャンホームに生まれ
育ったこともあり、教会はいつでも
身近な存在として過ごしてきまし
た。気付けば目の前に教会がある。
これは幸せなことであると同時に、
牧会者として歩む上で、弱さともな
るものではないかと思ってしまうこ
とがあります。なぜなら教会に対し
て慣れ合いになってしまう可能性が
あるからです。伝道者として、御言
葉にまず自分自身が打ち砕かれなが
ら、御言葉を語り続けていく者にな
りたいと思います。主に従いゆく弟
子の一人として、教会を導いて下さ

る方を信頼しつつ励んでいきたいと
思います。

	 森田　好和
	 （成瀬が丘教会）

　この度東京教区から転任いたしま
した。
　私は 1943 年奈良県に生まれ、
1961 年教団尼崎教会で種谷俊一牧
師から洗礼を受けました。尼崎教会
で一緒に教会学校の先生をしていた
現在の妻と結婚、就職して東京にま
いりましたが、教団武蔵野緑教会で
七年間教会生活を送りました。以後
転勤と転居により、堺市の教団鳳教
会、浦和市の教団埼大通り教会、船
橋市の教団船橋教会で教会生活を
続けてまいりました。そして 2003
年に東京神学大学に社会人入学、07
年に卒業してその年に江東区の大
島シオン教会に伝道師として遣わさ
れ 11 年９月まで奉仕いたしました。
牧師としての経験が浅く貧しい土の
器にすぎませんので皆様のご指導を
心からお願い申し上げます。

	 安田　昌英
	 （福生教会）

　５年間、四国教区高知分区にある
土佐嶺北教会にお仕えし、この４月
より、福生教会に転任いたしました。
　いつの間にかあちらの生活が当
たり前になってしまっており、転任
当初はさまざまな戸惑いがありまし
た。歩いて買い物に行けますし、ラ
ストオーダーが 15 時なんて店もま
ずありませんし。

　また、考えられないほどの大勢の
方々と毎週礼拝を守れることは、ま
ことに感謝なことです。
　福生教会のこれまでの伝統を重ん
じつつ、新たな思いで仕えてまいり
たいと願います。どうぞよろしくお
願いいたします。

	 加藤　真衣子
	 （阿佐ヶ谷教会）

　私は九州で生まれ育ち、学校を卒
業してから８年間を社会で働きまし
た。神さまの召命に従って神学校に
進み、牧会に出てからの初任地は北
海道の教会でした。やがて東京教区
の教会で仕えさせていただいた後、
しばらく無任所でしたが、主の導き
によって４月より阿佐ヶ谷教会の担
任教師として赴任させていただきま
した。西東京教区にはかつて私が青
年会・神学生の頃に教え導いてくだ
さった先生方が多くおられ、伝道の
場に一緒に立たせていただくことを
感謝しています。ともに歩む教会の
皆さまと、祈り祈られて生かされる
ことを力の源として、励んで参りま
す。よろしくお願いいたします。

	 梁
ヤン

　　在
ジェ

　哲
チョル

	 （立川教会）

　この度、立川教会に赴任させて
頂きました梁在哲と申します。私は
2002 年より東京神学大学で 4 年間
神学の学びと吉祥寺教会で教会訓練
を終えて名張教会牧師、鳥居坂教会
協力牧師として仕えておりました。
　立川教会は今年２月教会創立 61
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周年を迎えましたが、初代の江口忠
八牧師をはじめ信仰の先人たちより
受け継がれて来た確かな信仰に立ち
続けて参りました。
　今年度教会の標語を「心から喜
んでおのれを捧げよ。」と掲げてお
りますが、神様にまた立川の地域の
方々に心から喜んでおのれを捧げつ
つ、福音を宣べ伝える信仰の共同体
であり続けたいと思います。

	 宮㟢　　新
	 （本郷教会）
　本郷教会の招聘を受け、４月より
牧師として赴任いたしました。四国
の日和佐教会、北陸の金沢南部教
会、東北の福島伊達教会に仕えて
まいりました。本郷教会はかつて本

郷の地にありましたが、戦争で会堂
が焼失し現在の西荻窪に移転しまし
た。134年の歴史ある教会です。また、
音楽活動が活発になされている教会
です。この地にあって歴史を大切に
し御言葉が豊かに宣べ伝えられ、礼
拝によって豊かな賛美を生み出すこ
とができるように、教会の方々と共
に励んで行きたいと願っています。
よろしくお願いいたします。
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まる恵みに生きて、御言葉に伴う聖
霊の働きにより、教会形成に励みた
いと願っています。よろしくお願い
いたします。

	 東久留米教会牧師
	 石田　真一郎

　５月の定期教区総会で、常置委
員に選出された石田真一郎と申しま
す。責任の重さに身が引き締まる思
いです。私は、1996 年に東久留米
教会（西武地区）に伝道師として就
任し、1998 年 12 月に按手を受けま
した。西東京教区はまだ無く、東京
教区西支区でした。
　私はこの度、震災支援担当の教区
事務所嘱託職員の務め（2015 年３
月まで）をも与えられましたので、
私に求められていることは主に震災
支援関係の仕事と自覚しています。
西東京教区は、教団の東日本大震災
救援募金（目標 10 億円）に協力し
て募金推進委員会を立ち上げ、2015
年３月までに１億円を募金する目標
を立てています。また支援のための
T シャツ販売（通信販売のお願いの
手紙を各教会・伝道所にお送り致し
ました）にも力を入れています。こ

れまでの尊いご協力を深く感謝致し
ますと共に、今後とも継続してご協
力下さいますようお願い申し上げま
す。
　私は６月 25 日（月）より教区の
第６次東北ボランティア第３回に部
分参加致しました。今回は中部教区
から参加の２名の女性に石巻に行っ
ていただき、９名は仙台市若林区（荒
浜地区）七郷（津波の被害を受けた
地区）で、倉庫の清掃や畑の草取り、
畑の防風ネットの骨組を建てる仕
事、以前畑だった土地をスコップで
掘り起こし、中小の石を取り除く作
業（開墾）等を行いました。近くの
仮設住宅で、住民の方々と朝のラジ
オ体操と語り合いをなさった方もお
ります。畑は一部再開され、小松菜・
大根・にんじん・玉ねぎ・ねぎ・キ
ャベツ等の栽培が始められています
が、田には水がなく草が多く、ほと
んど再開されていないようです（人
も少ない）。
　募金とボランティアはまだ続きま
す。祈りをもってご協力下さいます
ようお願い申し上げます。

	 国分寺教会牧師
	 願念　　望

　国分寺教会の願念望と申します。
よろしくお願いいたします。国分寺
に遣わされて２年目を過ごしていま
す。最初の年の秋、小学生の娘のひ
とりが、「お父さん、冬にも自転車
乗れるの？」と聞きました。考えて
みれば、３人の子ども達は小さい頃
に前任の青森に連れて行ったので、
特にふたりの娘達は、冬に自転車に
乗った経験がありませんでした。ち
なみに、家族はつれ合いと中３男、
中１女、小５女、の５人です。
　東日本大震災後に異動したこと
は、すでに決まっていたこととはい
え、とてもつらいものがありました。
しかし、共に癒されつつ支えられて
いることは感謝です。国分寺教会は、
集会数が多く、教職ひとりでは忙し
いのですが、「忙しいけど、楽しいよ」
という正直な感想を友人の牧師に伝
えました。
　教区のことは、皆様から教えてい
ただきながら、共に、礼拝からはじ

新常置委員自己紹介
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　去る３月 20 日（祝）、第 13 回・西東京
教区全体研修会（2011 年度）が阿佐ヶ谷
教会を会場として開かれました。ここ近
年では最も多い 363 名という参加人数に
感謝。
　午前中の礼拝では、「『ありがとう』で
は足りない」と題し、武蔵野緑教会の柳
下明子牧師がメッセージを担当。小さく
された者と共に「人」を取り戻す歩みを
されたイエスの御姿から、「仕える」とい
うことを今一度考えさせられました。ま
た、礼拝の中では「子ども祝福式」「成人
祝福式」も持たれ、次世代・次々世代に
対する私達の思いを共にしました。
　会場では震災支援の物産販売や支援 T
シャツの販売なども行われ、恒例のブー
ススペースも、ボランティア派遣報告・
SCF・立川伝道センターなどの紹介がな
されました。
　昼食後にはミュージックタイム。しばし
東大路姉（荻窪教会）のヴァイオリンを
堪能しました（ピアノ伴奏黒川姉）。その
後、講演の時間。今年は北九州ホームレ
ス支援機構の理事長である奥田知志牧師

（バプテスト東八幡教会）をお招きしまし
た。長年行ってこられたホームレス支援
の手法を震災復興に生かし、「相互支援プ
ロジェクト」を積極的になさっている氏

（NHK でも特集されました）。その実存を
かけた活動現場からのメッセージ、そし
てキリスト者としての視点・行動への示
唆など、実に多くのことを豊かに語って
下さいました。昨年の桃井和馬氏の講演
同様、いま私達が信仰をもって具体的に
どう生きて行くべきかということを真摯に
受け止めることができました。
　最後は「キリストの風」を全員で歌い全
体研修会を閉会。教区婦人会、阿佐ヶ谷
教会をはじめ、多くのご奉仕を頂いたこと
をここに感謝いたします。（東美教会牧師）

　2012 年３月 27 〜 29 日にかけて、西東
京教区高校生春キャンプが行われました。
昨年度は震災の影響もあり、南三鷹教会
で一日だけの開催となりました。教育委
員会も高校生委員会も 2011 年度は一日だ
けではなく、今までのように、二泊三日の
キャンプにしたいという思いがとても強
かったと思います。キャンプする場所に
悩みましたが、農村伝道神学校をお借り
することができました。すべて神様の導
きだと思います。
　キャンプのテーマは「感謝」でありま
した。初日は開会礼拝の後、オリエンテ
ーリングを行いました。農村伝道神学校
は敷地が広いので、参加者たちは迷いな
がらも無事戻ってきました。時間がかか
ったけれども、かえって参加者がその長
い時間を通して親しくなれたのではない
かと思います。夜は「感謝」についてGD（グ
ループ・ディスカッション）で真剣に「感
謝」とは何かを話し合っていました。二
日目、午前中は GD、お昼にバーベキュー
を行い、午後はスポーツ大会、参加者み
んな汗をかきながら楽しい一時を過ごし
ました。夜には再び GD、最終日に行うス
タンツについて話し合い、練習をしまし
た。最終日、私は教会の予定が入ってい
たので、朝食後帰らざるをえず、最後は
どのような形で終わられたのかはよく分
かりませんが、良き時をもてたのではな
いか思います。神様の恵みと導きを感謝
しつつ、高校生がこれからも教会につな
がり、神様に感謝する人生を送ってほし
いと願います。　　　（清瀬信愛教会牧師）

　第 6 回「CS 子ども大会」が今年も 4 月
30 日（月・祝）東京神学大学を会場とし
て開かれ、12 教会から子ども 63 名、大人
52名、合計115名が参加して下さいました。
　礼拝−昼食−巨大スゴロク大会−レク
リエーション（ゲーム）が今回のプログラ

ムです。礼拝では矢田洋子先生（吉祥寺
教会）がマタイ 11：25 − 30 から主イエ
スの軛を負うとはどういう事かを丁寧に
教えて下さいました。そばにはいつも主
人である主イエスが手綱を引いていてく
れる事、軛は私達が下ばかり見ずに十字
架を見上げるようにしてくれる事、そして
軛は独りで負うのではなく２人、つまり仲
間と共に負う事。とてもわかりやすく御言
葉が心に留まりました。
　午後のプログラムはゲームとドラムサ
ークルが定番でしたが、今年は巨大スゴ
ロク大会に挑戦。マス作りから始めての
チーム対抗戦です。ジャンボサイコロを
交代で振り、1 番に上がったチームにはメ
ダルのプレゼントも。時間の都合上サイ
コロを振れない子ども達が出てしまった
事をこの場を借りてお詫びします。
　後半のゲームは縣神学生のリードで大
いに盛り上がりました。思いっきり体を動
かしたり「シャボン玉飛んだ」を振りつ
きで歌ったり、沢山笑い、沢山汗を流し
ました。私の教会の初参加の５年生男子
は、今回の子ども大会がきっかけとなり、
その後 CS につながっています。
　今回も神学生の皆さんや多くの方々に
お世話になりました。子ども大会が皆さ
んの祈りと奉仕に支えられている事を感
謝します。
　なお礼拝献金 43,860 円は教団の東日本
大震災救援募金に献げました。来年は４
月 29 日（月・祝）に開催予定です。今か
らどうぞご予定下さい。（更生教会伝道師）

　教区内で「福島第一原発事故」につい
て祈りに覚えられているが、まだ充分な
話し合いをしたとは言えないと思う。ここ
では、「教団の声明」と「国会事故調査委
員会の文書」を参考に、教区社会部委員
会主催の『第４の革命』上映会と原発関
係の取り組みを合わせて報告する。
　３月 27 日「すべての原子力発電所の稼
働を停止し、廃炉を前提とした処置が取（写真：『信徒の友』提供）

高校生春キャンプの報告
教育部委員　竹前　　治

第 13 回全体研修会開催
全体研修会委員　陣内　大蔵

CS 子ども大会報告
教育部委員　山口　紀子

社会部集会
社会部委員　稲垣裕一
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られることを求めつつ祈りを合わせてい
ただきたい。」とする教団議長声明が出さ
れた。７月５日「原発事故は人災」であ
ると「国会事故調査委員会」が報告した。
両見解とも、はっきりと被災ではなく「被
害」であったと述べている。
　私たちのキリスト教会は、誰かを犠牲
にして平和や生活が成り立つことを望ん
ではいない。主の十字架の他にそれを成
し遂げることはできないからだ。福井県
の長閑な漁村を訪れ、大飯原発の巨大な
鉄塔を見上げながらそんなことを考えた。
教会内の現実はどうだろうか。「人災」と
して十字架を通して自問自答してきただ
ろうか。教会は「事故調」よりも、預言
者的役割を果たせただろうか。教会内に、
原発必要論と廃止慎重論があったことも
現実だろう。
　「脱原発」「原発廃止」でないと信仰者
ではないという物言いがあるとしたら間
違いだと思う。しかし、今、「人災」は神
の御旨だったとして正当化してしまうの
も違うだろう。教会は、自分のこととし
て、一致して祈り、行動する必要性がある。
福島県の原町教会の庭で、除染の土をス
コップですくいながら複雑な感情が湧き
上がってきたことを思い出す。足元のカ
ウンターは、一人当たりの年間被曝量と
される１μシーベルトを指していた。
　６月 16 日、映画は、世界規模でのエネ
ルギーシフトとドイツでの脱原発の様子
を上映した。その日、野田首相は再稼働
を宣言した。集会参加者 136 人は「原発
再稼働への抗議」文を採択して、首相他
に送付することができた。
　政府は今、全国聴聞会を行っている。
電力関係者の将来原発必要率 25％という
原子力ムラ的な発言が相次いでいる。私
たちは、彼らが発表したように、自信を
持って自分を主イエスの平和のために 25
％捧げていると言えるだろうか。「からし
種一粒ほど」と招く主イエスの平和に従
う者でありたい。　　　（久我山教会牧師）

　2012 年度第１回婦人全体集会が５月 25
日（金）阿佐ヶ谷教会を会場とし、148 名

（41 教会）の参加を得、恵みの内に開催さ
れた。今年度も昨年に引き続き、全国教
会婦人会連合の第 22 期主題「キリストに
結ばれ共に喜び、苦しみにあずかる─フ
ィリピの信徒への手紙を学びつつ─」に
沿って御言葉の説き明かしを頂くことに
なっている。今回は、「我らの国籍は天に

在り」と題し、聖書フィリピ３：12 〜４：１、
七條真明牧師（高井戸教会）より説教し
て頂いた。獄中にあり、極限の苦難の中
にありながら、パウロの喜びの書簡と言
われるフィリピの信徒への手紙。その苦
しみの中でさえ天を仰ぎ主を待ち望むパ
ウロの信仰。当時フィリピの教会へ忍び
寄るキリストの十字架に敵対している者
達（律法を守る自分たちこそ完全で正し
いと思っている）を警戒しなさい。その
者たちも言っていた「私達の本国は天に
ある」をパウロは、あえて使い、真の「し
かし私達の本国は天にある」と語り示す。

「そこから主イエス・キリストが救い主と
して来られるのを待つ」。
　私達は主によって正しい方向で天を見
上げなければならない。復活のキリスト
に出会い迫害者から大転換をなしたパウ
ロ、誇るものは十字架のみ、この様な自
分を救って頂いた主の十字架のみが誇り。
又信仰者は、目標を目指して、ひたすら
走る者となりなさい。私達、途中に在る
者に、真に天を仰ぐ者となり「我らの国
籍は天に在り」今主を待ち望みつつ主に
よってしっかりと立つ者になりなさいと、
恵みと勇気を説教より頂いた。礼拝に続
いてのプログラムは総会としての報告の
時間。その後年に一度の昼食を共にしな
がらのお交わり。主によって１つの祝され
た１日を感謝した。　　　（原町田教会員）

　梅雨明けとともに暑い夏がやってきま
した。みなさん暑さに負けていませんか。
だらだらと汗をかいていると、身体の不
要物が流れていくようで気持ちが良くて
夏は大好きです。が、先日初めて気持ち
悪くなったりました。自分は大丈夫とタカ
をくくっていましたが、みんな同じ人間で
す。自分だけ特別仕様で神様につくられ
たわけではないのでした。（苦笑）
　さて、今年度の青年会はというと、期
待の新人３人を迎え、今まさにスタートし
ようとしております。もはや学生を卒業し
て幾とし何年という古株で細々と続けて
いた青年会でしたが、学生〜student〜が、
それも３人も仲間入りをしました。
　本当に嬉しい限りです。ここでその３
人をご紹介したいのですが、まだ了解を
とっていないので、また何らかの形で皆
さんにお伝えしたいと思います。
　そして、有難くも、この記事をご覧に
なっている青年方がいらっしゃいました
ら、是非お気軽に声をかけてください。

企画の案内は全教会にお知らせしていま
す。または、所属教会の牧師先生にお尋
ねいただいてもいいかと思います。
　仲間が増え、より拡がっていく青年会
の今後をどうぞ温かい目で見守ってくだ
さい。けれど、お願いがあります。決し
てプレッシャーをかけすぎないでくださ
い?ネッ！　　　　　　（阿佐谷東教会員）

　立川開拓伝道は、2008 年９月７日に立
川駅南口「99 ＋立川」で夕礼拝をささげ
てから４年を迎えます。2012 年度内に「伝
道所」の開設を目指し、専従者の選考な
ど具体的な企画に取り組みます。将来の
計画については、短期・中期・長期にわ
たって考えています。
◇短期計画（2013 年５月まで　2012 年度）
→「ビジョンの確認と着手の時期」
　2012 年度中に、教区の責任主体のもと、

「伝道所」を開設します。開設の責任者（主
任担任教師代務者）は、当面、教区議長（大
村栄牧師）とします。「夕礼拝」を中心に
活動する“教区が主体で”開設した伝道
所をしばらく続けます。
◇中期計画（2015 年３月まで　2013 〜
2014 年度）→「構想案実施の時期」
　夕礼拝を立川開拓伝道の推進力（エン
ジン）と位置づけ、次のステップに向け
て計画を実施に移す時期です。
①専従者（立川伝道センターの専任者）
の招聘②朝礼拝の開始③洗礼者を生み出
し、転入会者を受け入れる。④伝道所か
ら教会（２種教会）設立に向けて、土地
建物（不動産）取得⑤土地建物（不動産）
取得のための資金調達および方法の検討
と模索⑥教団レベルの「伝道研修会」の
開催（教団・教区の伝道論の確認と共有）
これらの計画を実施するまでの間、開拓
伝道実行委員会は、実質的に、伝道所の
運営と牧会に当たります。
◇長期計画（2018 年３月まで　2017 年度）
→「開拓伝道ビジョン実現の時期」
　10 年目には、「拠点教会」（センターチ
ャーチ）を設立し、教区の伝道拠点とし
て「教区センター」を併設することを考
えています。
　これまでの開拓伝道とは必然的に異な
りますが、教区が主体となって“形”を
設置し、教区内の全ての教会と伝道所が、
また、信徒と教職が互いに祈り合って、
立川を拠点とした開拓伝道を推進してゆ
きたいと願っています。　（井草教会牧師）

西東京教区婦人全体集会報告
婦人委員会委員長　寺澤　縫子

青年部
青年部委員　橘内明子

立川開拓伝道の今後 ─将来計画─
開拓伝道実行委員会委員長　道家　紀一
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　第 26回西東京教区総会（定期）が、去
る５月27日（日）から28日（月）、阿佐ヶ
谷教会を会場に行われた。正議員209名中、
126名の出席を確認して、開会が宣言された。
　組織会終了後、「准允に関する件」が上
程され、貴田直樹教師（境南教会担任）の
准允受領が満場一致で承認された。
　その後、開会礼拝が捧げられた。礼拝の
中では、准允式と共に、大村栄教区総会議
長の司式により聖餐式が執行された。西東
京教区総会において聖餐式が行われるのは
今回が初めてのことである。教区総会に集
った者たちが、共に聖餐に与かり、主にあ
って一つとされている恵みの中で会議に臨
む記念すべき総会となった。
　続いて総会議長報告、常置委員会報告、
常置委員半数選挙が行われ、夕食休憩に
入った。
　夕食後、2011 年度の宣教委員会関連な

らびに財務関係の報告がなされた。常置委
員半数選挙の結果が報告された後、第 38
回教団総会に向けて教区選出教団総会議員
選挙が行われ、一日目は終了した。両選挙
の結果は後述のとおりである。
　２日目の最初に、有馬歳弘教師の司式に
より、２名の教師の追悼式が執り行われた。
その後、新着任教師ならびに教区事務所職
員の紹介がなされた。
　続いて、教団問安使挨拶（内藤留幸教団
総幹事）、来賓挨拶（在日大韓基督教会関
東地方会・韓聖炫会長、東北教区被災者
支援センター教団派遣専従者・佐藤真史さ
ん）が行われた。
　昼食後、2012 年度の宣教計画案と予算
案が原案どおり承認された。なお、予算に
関する議案に先立って、つくし野伝道所の
廃止に関する議案が上程され、承認された。
　「教団年金を守るための教区推進案に関
する件」が可決された後、「立川開拓伝道
を推進する件」が上程された。立川開拓伝
道をさらに一歩前進させ、今年度中に教区
が主体となる伝道所の開設を目指すという

議案である。活発な議論がなされ、新たな
伝道所開設に向けた教区全体の志を確認
する機会となった。採決に入り、賛成多数
により可決された。
　真壁副議長の祈祷によって閉会した。
＜常置委員半数選挙＞
教師…吉岡光人、願念望、石田真一郎
信徒…宮下重康、中嶌曉彦、井田昌之
＜教区選出教団総会議員選挙＞
教師…真壁巌、吉岡光人、願念望、七條真明、
千原創、大村栄、石田真一郎、山畑謙、岩
田昌路、岩本聖史、長谷川洋介、芳賀力
信徒…川原正言、折原威男、高橋豊、小中
乃芙子、高津博、中嶌曉彦、鐘ヶ江有道、
村山めぐみ、平田節也、島田弘道、島林樹、
淵本康方

（高井戸教会牧師）

2012 年度の重点課題
　１．立川開拓伝道の具体的展開
　２．青年活動充実のための支援
　３．他教区との交流
　４．震災被災者への継続的支援
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❖一日教師研修会（教師部主催）
　日時：９月３日（月）10：30 〜 15：00
　場所：更生教会
　テーマ：『教職の霊性の養い』
　　　　　「カトリック教会の一司祭からの考察」
　講師：具

クー

　正
チョンモ

謨先生
　　　　〔上智大学神学部准教授／典礼論〕
　問い合わせ先：山畑　謙牧師

　（武蔵野緑町教会）TEL	042-381-7961
❖奥羽教会交流キャンプ（SCF主催）
　日時：９月14 日（金）夜から 22 日（土）
　行き先：青森県内諸教会
　問い合わせ先：野田　沢主事
　（学生キリスト教友愛会）TEL	03-5377-1503
❖第２回婦人全体集会（教区婦人部主催）
　日時：10 月 12 日（金）13：00 〜 15：30
　場所：高井戸教会
　講師：キスト岡崎さゆ里宣教師
　問い合わせ先：寺澤縫子　TEL	042-743-3705
❖アジア教会婦人会議日本委員会　一日研修会
　日時：11 月９日（金）10：30 〜 15：00
　場所：富士見町教会
　聖書研究：笹森田鶴司祭（日本聖公会）
　発題：藤井千明少佐（救世軍）
　　　　荒川朋子氏（アジア学院）
　問い合わせ先：寺澤縫子（前出）
❖教会幼稚園保育園連絡会（教育部主催）
　日時：11 月 20 日（火）18：00 〜 21：00
　場所：阿佐谷東教会・阿佐谷幼稚園
　問い合わせ先：吉岡喜人牧師

　（南三鷹教会）TEL	0422-46-4334
❖にじのいえ信愛荘チャリティコンサート
　日時：11 月 24 日（土）14：00

　場所：青山学院大学ガウチャー記念礼拝堂
　　　　ハンドベルとヴァイオリンの演奏
　問い合わせ先：西村佳子姉
　　　　　　　　TEL	03-3309-2130
❖中高生クリスマス会（教育部主催）
　日程：12 月下旬　詳細未定
　問い合わせ先：吉岡喜人牧師
　　　　　　　　（南三鷹教会、前出）
❖SCFクリスマス 2012
　日時：12 月１日（土）
　問い合わせ先：野田　沢主事（前出）
❖立川夕礼拝
　日時：毎週日曜日18：30 〜 19：30
　場所：立川伝道センター
　　（立川市高松町 3-13-22 春城ビル２階）
　問い合わせ先：八木靖之牧師

　（聖蹟桜ヶ丘教会）TEL	042-374-2503
❖立川開拓伝道をおぼえて祈る会
　日時：毎月第４月曜日14：00 〜
　場所：立川伝道センター
　　　　（立川市高松町 3-13-22 春城ビル２階）
　今後の予定：９月 24 日、10 月 22 日、
　　　　　　　11 月 26 日
　問い合わせ先：道家紀一牧師（井草教会）
　　　　　　　　TEL	03-3395-3026

小金井教会
礼拝堂と幼稚園舎の新改築が完了し、６月 10
日（日）午後、献堂感謝礼拝が執り行われまし
た。おめでとうございます。
国分寺教会
礼拝堂の大改修工事が完成し、７月 29 日、感
謝礼拝を捧げられました。おめでとうございま
す。

震災募金のＴシャツ、一枚 1500 円です。この
うち、1,000 円は震災募金となります。お問い
合わせは教区事務所までお願いします。

電話：03-5305-3991　FAX：03-5305-4823

　私たちの西東京教区は、先の教区総会で今年
度の「目指す方針（2012 年度宣教活動計画）」
を決めました。今号は、その活動計画を教区の
皆様と分かち合おうとテーマに沿った記事を特
集いたしました。課題と展望を、教区の全ての
方々と共有できれば幸いです。
　私たちの社会にも教区にも教会にも個人に
も、いつも課題がありまたそれを超える豊かな
希望があります。その全てを皆で分かち合いつ
つ、主に従い歩みたいと願います。
　今年も暑い夏になりました。教区の皆様、く
れぐれもご自愛ください。　　　　（野田　沢）

編　集　後　記編　集　後　記

行　事　案　内

教　会　往　来

第26回教区総会（定期）報告
教区総会書記　七條　真明

震災募金のＴシャツ販売中


