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　教区の伝道と聞いて今、真っ先に
思い浮かぶのは立川開拓伝道のこと
ではないでしょうか。先日の臨時総会
で承認を得て、立川開拓伝道は「立
川からしだね伝道所」の開設へと前
進しました。教区が伝道地域を検討
し、教区予算から支出して集会所と礼
拝を整え、教区議長を代務者に立て
て開設された伝道所というのは、全く
新しい伝道所開設のプログラムです。
新しい課題を担い、実務を担当してく
ださる開拓伝道実行委員のお働きに
感謝します。
　立川開拓伝道は従来教区が関わっ
てきた伝道という関心から見ると新し
い展開です。むしろ教区が伝道とい
う関心で活動するときにもっとも多い
場面は支援です。親教会群の斡旋や、
教誨師への支援、北海教区との宣教
協約に基づく興部伝道所への諸支援、
互助制度、そもそも各委員会・各自
主活動団体の開催する諸集会での学
びや情報の提供といったことも、教会・
伝道所の伝道への支援となっていま
す。西東京教区は「伝道・連帯・奉仕」
を柱として掲げていますから、西東京

教区の諸活動は、直接的間接的に伝
道支援を前提としていると考えて良
いでしょう。
　「これからの伝道」というとき、私
たちが陥ってはならないのは、「これ
から」が絶え間ないイノベーションの
創出とのみ考えてはならないというこ
とでしょう。むしろ活用が重要になっ
てきます。安易な方法として、イノベ
ーション創出の度に特別委員会を設
置していては、あっという間に人も財
も体力を磨り減らしてしまいます。教
区が活動するとき、それを担う者たち
は既に教会・伝道所、関係諸団体に
おいて力を傾けて伝道をしているの
です。そこを脆弱にする「教区の伝道」
を語っても本末転倒です。むしろ教区
で伝道を語るときには、各個教会が、
教会ごとに主に委ねられている課題
を今後も担い続けることができるよう
に、教会の内的発展を支援するもの
であるのが望ましいと私は思っていま
す。
　また、伝道に技術革新はあり得ま
せん。インターネットの発展と共に「ネ
ット伝道」が語られていますが、これ

は伝道技術革新ではありません。こ
れまで対面して語りかけるときに「主
よ、唇を聖めてお用いください」と祈
るように、キーボードを打つ指を「主
よ、聖めてお用いください」と祈るこ
とは変わりません。主イエスが選ばれ
た刈り入れの道具は私たち自身です。
インターネットの活用は情報発信と共
有にありますから、各個教会で作成し
ていた伝道パンフレットやポスター、
講師の情報などを蓄積して教区の教
会で自由に閲覧、使用できるようにデ
ータベース化を促すことが必要になる
でしょう。
　西東京教区は地方の教会で信仰を
持った人が東京に転居して来られた
時に、信仰生活の継続を支援すると
いう使命も持っています。これも教区
全体の課題として取り組むべきことで
あろうと思います。
　何でもできればいいのでしょうが、
そうはいかない以上、重要性と緊急
性と優先性を共有し得るところに祈り
と力を集中していくことが、これから
も大切でしょう。

（西荻教会牧師）

伝道部委員長　有馬　尊義
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　第 26 回教区総会（定期）にて「立
川開拓伝道を推進する件」が決議さ
れ、これに基づいて教区開拓伝道実
行委員会は、11 月に開催される予
定の臨時総会に向けて動き始めた。
教職４名（２名が入れ替え）信徒５
名の計９名（１名欠員）が、毎日曜
の夕方６時半から行われる夕礼拝を
中心に、活動し続けている。とくに
信徒の実行委員は、それぞれの教
会の奉仕を終えた後に、立川伝道セ
ンターに駆けつけて奉仕し続けてい
る。感謝に堪えない。
　今年度取り組んだおもな事柄は、
何といっても伝道所の開設である。
設立にあたり名称を募集したところ
幾つかの応募があり、検討した結果、

「立川からしだね伝道所」となった。
臨時総会で可決されれば、教区の教
会の一つとして加えられる。うれし
いかぎりである。
　伝道所が開設された後は、２年
後（実行委員会の任期終了年度）を
目指して、「専従者の招聘」と「朝
礼拝の開始」に取り組む。この二つ
はセットと考えている。「立川夕礼
拝」というスタイルが定着しつつあ
るが、ここに集う方の多くは、他の
教会に籍のある方が大半であり、朝
礼拝を開始しないかぎり、新来会者
の出席は低調が続き、本格的な伝道
態勢はなかなか築けないと思ってい
る。
　立川伝道センターは 365 日 24 時
間借りている。この点も生かさない
わけには行かない。現在、毎水曜午
後１時〜６時まで（第一水曜は午後
６時〜８時も）牧師面会日を設けて、
教職の実行委員がローテーションを

組んで常駐している。その他、他の
委員会や団体にも積極的に利用して
いただくようお勧めしている。毎月
第４月曜午後の祈り会も定着した。
　このたび教区のホームページが新
しくなった。これを機会に、立川開
拓伝道の働きを、ネット環境に載せ
てさらに発信して行きたい。ブログ、
ニューズレターの充実もはかり、「立
川からしだね伝道所」の様子を、順
次お伝えして行くつもりである。
　将来的には、一教会以上の機能を
担う施設に発展する“幻”も祈って
いる。教区事務所や教区の宣教研
究所などが入ったセンターチャーチ

（拠点教会）構想である。そのため
には皆様の参加と祈りが欠かせませ
ん。是非、「立川からしだね伝道所」
をお訪ね下さい。

（井草教会牧師）

　昨秋より開催されている「幼稚園
保育園連絡会」に参加し、他教会の
幼稚園の課題、先輩牧師の労苦、経
験を伺うよい機会が与えられていま
す。当日野台幼稚園では「園バスな
し・給食なし・お稽古事なし」という、
保護者が園と協力して子育てに関わ
るというスタイルを続けているため
か、時代と共に園児数も減少してお
ります。そのような中で日々感じて
いる課題をお伝えし、教会に連なる
皆様に御一考の機会となればと願っ
ています。
　教会附属の幼稚園で牧師が園長を
兼任している事情としては、①経済
的に専任園長を招くことができない
　②園長にふさわしい人材が他にい
ない　③牧師が園長を兼任するのが

望ましい　④主任、事務・会計を幼
稚園に任せることができ兼任も可能
である、等があげられます。しかし、
牧師が教会の職務を果たしながら園
長として経営、保育に携わるのには
限界があり、常に板挟みの状態にあ
ります。実際、幼稚園の経営、人事、
保育者の育成、父母への対応、時代
の動向を踏まえて日夜研究し、専念
できる学校法人の園長の経営手腕に
は到底及びません。毎週、説教をし、
集会を開き、事務、連絡、作業等を
行い、伝道牧会を使命とする牧師が
兼任しながら、他園のように、時流
に合わせて園児獲得競争をしていく
のには根本的に無理があります。教
会は附属幼稚園の独自性を打ちだす
ために、牧師が幼稚園の職務をどこ
まで担うのか、教会でどこまで支え
ることができるのか、という点も十
分な検討が必要です。牧師に過重な
負担をかけてしまっては、教会も幼
稚園も共倒れにならないとも限りま
せん。
　教会にとって、幼稚園にとって、
牧師にとって、最もよい道を模索し
ながら問い続けることが重要です。
少子高齢化の時代を迎え、教会の人
的、経済的現状を見定め、事業継続
が困難である場合は、廃園する、学
校法人化する、という可能性も否定
できません。形式的に存続するので
はなく、伝道という本来の使命と目
的、牧師の職務が重んじられる形で
附属幼稚園の活動がなされるべきで
す。宗教法人として牧師・園長兼任
の道を選ぶのであれば、たとえ小さ
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な群れであったとしても、教会の賜
物を最大限に生かし、喜びと誇りを
もって、他園にはないキリストの香
りを伝えたいものです。

（日野台教会牧師）

　今回、台湾基督長老教会（PCT）
と日本基督教団（UCCJ）との「ユ
ースミッション（青年交流キャンプ）」
に参加し、自分自身や日本と台湾の
教会や青年について、従来とは異な
る視点で学ぶことができました。
　私は両親が台湾出身の日本に帰
化した二世であり、幼い頃から西東
京教区にある東京台湾教会に通って
います。教会は PCT の活動が多く
あり、日本基督教団に所属しながら
も PCT の影響を強く受けています。
更に台湾への留学経験から、PCT
と関わる機会が多くありました。そ
の為、今回 UCCJ の立場で、日本青
年を代表することが新鮮でした。
　活動１日目には京都の家庭にホー
ムステイをしましたが、台湾青年と
共に日本の朝食（焼き魚、納豆、味
噌汁）に感動しました。同時に、日
本に生まれ育ったにも関わらず、日
本の文化、教会のあり方について
の知識不足を感じ、自身の生まれ育
った土地への無関心さに反省しまし
た。
　更に、日本基督教団と東京台湾教
会のより深い対話の必要性を感じま
した。日本にある台湾教会が台湾と
日本の教会の架け橋としての役割を
担う存在になればと思います。
　様々な国から統治を受けてきた台
湾の背景や、それによる柔軟な国民
性のためか不確かですが、PCT の

青年は日本青年を引き込み、ワーシ
ップ（讃美）や、夜までシェアリン
グ（心の分かち合い）等、毎日活発
に活動していました。
　PCT では青年の育成が非常に重
視されており、青年一人一人がリー
ダーシップを備えています。共に参
加した日本青年は、台湾青年の伝道
に対する情熱や主導性に感心し、同
時に台湾と比較した日本の青年伝道
の改善の必要性に気づきました。し
かし、反対に台湾青年は日本教会の
牧師先生の豊富な働きに感心してい
ました。
　このように PCT と UCCJ が今後
も交流を通し、相互に学び合える関
係を築き続けるようにと願っていま
す。今回参加して、自分自身と日本
の台湾教会のあり方を見直すよい機
会になりました。

（東京台湾教会員、学生キリスト教
友愛会 SCF）

　去る９月３日、西東京教区の教師
部主催教師研修会で、上智大学神学
部教授でカトリック司祭の具
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正
チョンモ

謨神
父が、イグナティウス・デ・ロヨラ
の「霊操」を基にして、カトリック
の霊性についての講演をされた。明
確なカトリック神学に基づいた明瞭

な講演内容に魅了されたが、何より
も、霊躁に培われた人格的な人柄に
も惹きつけられた。
　そこで私は、教会から遅い夏期
休暇をいただいた９月の中旬に、具
神父が指導される四ツ谷にある聖イ
グナチオ教会の「信徒のためのフォ
ローアップ講座」にこっそりと出席
してみた。それは、洗礼を既に受け
た信者が対象であり、主に、洗礼の
意味と恵みを改めて学ぶ趣旨の講座
であった。私は四ツ谷のカトリック
教会で行うということで、四ツ谷の
教会の信者の集まりなのだろうと思
っていってみたのであるが、分団で
の私のグループは、東京圏のカトリ
ック教会で洗礼を受けた四ツ谷の教
会以外の方々ばかりであった。つい
この間のイースターに洗礼を受けら
れた方から、５年ほど前に洗礼を受
けられた方、中にはプロテスタント
教会で洗礼を受けられた方もおられ
た。そのようにして、キリスト者の
共通理解としての洗礼の意味を、各
教会の枠を超えて一緒に学び合うこ
とができる機会があることが、非常
に魅力的に感じられた。
　よく日本では、洗礼を受けた人は、
３年くらいで教会を離れる、と言わ
れる。それは、教会の交わりにお
いて克服されるべき課題でもあろう
が、各教会を超えて協力し合うこと
で、よりよく使徒信条の「聖徒の交
わり」の形成をなすことができるの
でもあろうと思う。私たちの教区は、

「講演と讃美の集い」や、年に一回
東京神学大学を会場にしての教会学
校の集いなどを行っている豊かさが
あるが、さらに、洗礼を受けた後の
フォローアップや信徒教育のことな
ど、教区の交わりの中で、牧会的な
交わりを有機的な形で行うことがで
きないだろうかと思う。

（阿佐ヶ谷教会牧師）
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五十嵐　成見

日台の青年たちが共に交わり、共に礼拝を。
（SCFにて）
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クリスマスから年末年始の祈り
東北教区被災者支援センター・エマオ
〒 980-0012　仙台市青葉区錦町1-13-6
　被災地は、寄り添う働き＝スロ
ーワークをまだまだ必要としていま
す。ボランティアをお送りください。
お祈りでお支えください。
【祈りの課題】
・二度目のクリスマス、年末年始を
迎えようとしています。特に、独り暮
らしの方の生活が守られますように。
・近隣教会、他教区、キリスト教主
義学校との連携を深め、活動をつな
いでいけますように。

１月20日〜26日
西荻教会

〒 167-0042　杉並区西荻北 2-11-3 ／
牧師・有馬尊義／創立 1879 年／現
住陪餐 65 ／礼拝出席 27 ／祈祷会
出席５／ＣＳ出席 10 ／予算 599 万

【祈りの課題】
駅近くに与えられた教会、幼稚園、
マンションという恵まれた賜物を生
かし、主の宣教の御業の前進にお仕
えすることが出来るように。

１月27日〜２月２日
西荻北教会

〒 167-0042　西荻北 4-17-7 ／牧師・
折原　忠／創立 1935 年／現住陪餐
22 ／礼拝出席 12 ／祈祷会出席６／
予算 419 万

【祈りの課題】
礼拝を中心とした教会形成。
伝道。
ハイデルベルク信仰問答の学び。

２月３日〜９日
本郷教会

〒 167-0043　杉並区上荻 4-24-5 ／
牧師・宮崎　新／創立 1878 年／現
住陪餐 38 ／礼拝出席 31 ／祈祷会
出席５／ＣＳ７／予算 930 万

【祈りの課題】
３月末に廣田牧師が隠退され、４月
より宮崎牧師が就任しました。今ま
での教会形成、礼拝の充実、伝道
が継続的に進むよう祈っています。

２月10日〜16日
吉祥寺教会

〒 180-0004　武蔵野市吉祥寺本町
2-14-19 ／牧師・吉岡光人（主）・吉
岡康子（兼担）、伝道師・矢田洋子
／創立 1930 年／現住陪餐 300 ／礼
拝出席 166 ／祈祷会出席 11 ／ＣＳ
出席 19 ／予算 3,540 万

【祈りの課題】
主日礼拝を信仰生活の中心と、幼い子供から
高齢者までが一緒に御言葉に聴き、心から主
を讃美する教会でありたいと願っています。

２月17日〜23日
東美教会

〒 180-0004　武蔵野市吉祥寺本町
4-14-9 ／牧師・陣内大蔵／創立 1910
年／現住陪餐 63 ／礼拝出席 37 ／
ＣＳ出席５／予算 775 万

【祈りの課題】
１年で６名の召天、２名の受洗。各々
が神を感じつつ歩みを進められます
ように。御業のほんの一端でも私た
ちが担えますように。

２月24日〜３月２日
武蔵野扶桑教会

〒 180-0001　武蔵野市吉祥寺北町
3-7-11 ／牧師・井上　創／創立 1958
年／現住陪餐 59 ／礼拝出席 34 ／
祈祷会８／ＣＳ出席４／予算 810 万

【祈りの課題】
教会員が互いに祈り合う教会、地域
に仕える教会、被災地の方々とのつ
ながりを大切にしていく教会であり
ますように。

３月３日〜９日
武蔵野緑教会

〒 180-0013　武蔵野市西久保 1-12-9
／牧師・柳下明子／創立 1960 年／
現住陪餐 64 ／礼拝出席 33 ／ＣＳ出
席３／予算 775 万

【祈りの課題】
教会の中で互いに、地域の中で他者
と、「共に生きる」ことを大切にし
ています。礼拝出席困難者への配慮
の働きを憶えてお祈りください。

３月10日〜16日
三鷹教会

〒 181-0001　三鷹市井の頭 3-23-13
／牧師・平池芳樹／創立 1946 年／
現住陪餐 98 ／礼拝出席 55 ／祈祷
会出席６／ＣＳ出席７／予算 1,290
万円

【祈りの課題】
イエス・キリストを世に宣べ伝える
教会でありますように、また、神に
愛されていることを忘れない信仰に
よって歩むことができますように。

教区の祈り
2013年

１月	 教区内幼稚園・学校・

　　　施設との協力関係

２月	 他教区との交流

３月	 世界の教会との交流

４月	 協力伝道の支援

　西東京教区は「伝道・連帯・奉仕」（教区宣教基本方針）のもとで、「祈りの
カレンダー」を作っています。第 27 回教区総会（臨時）において、教区の立川
開拓伝道の前進としての「立川からしだね伝道所」設立と、「八王子べテル伝
道所」の設立が承認されました。98 の教区内の教会・伝道所、神学校、関係諸
団体の課題と共に、今年度の教区の重点課題である「青年活動の充実」、「他教
区との交流」、「東日本大震災被災教区への継続的支援」のためにお祈りください。

（伝道部委員長　有馬尊義）

西東京教区「祈りのカレンダー」
2013年１月20日〜４月27日
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３月17日〜３月23日
南三鷹教会

〒 181-0004　三鷹市新川 6-35-4 ／
牧師・吉岡喜人／創立 1952 年／現
住陪餐 75 ／礼拝出席 60 ／ＣＳ出席
66 ／予算 972 万円

【祈りの課題】
創立 60 周年を迎えた今、教会がま
すます地域の人々にキリストの愛を
伝えられますように。フィッシャー
幼稚園の働きが祝福されますよう
に。

３月24日〜３月30日
相愛教会

〒 181-0002　三鷹市牟礼 4-3-46 ／
牧師・真壁　巌／創立 1950 年／現
住陪餐 79 ／礼拝出席 57 ／祈祷会
出席 18 ／ＣＳ出席 51 ／予算 1,028
万円

【祈りの課題】
年間主題「相愛を証しする群れ─思い
を共にし、嘆きから希望へ─」のもとに
歩んでいます。二つの関係幼稚園と子ど
もたちの未来のためにお祈りください。

３月31日〜4月６日
境南教会

〒 180-0023　武蔵野市境南町 4-6-16
／牧師・千原　創、伝道師・貴田直
樹／創立 1953 年／現住陪餐 48 ／
礼拝出席 33 ／祈祷会出席４／ＣＳ
出席３／予算 688 万円

【祈りの課題】
４月４日に教会創立 60 周年を迎え
るにあたって、これまでの歩みに感
謝しつつ、これからも伝道の業に励
んでいくことができるように。

４月７日〜４月13日
ひばりが丘教会

〒 188-0001　西東京市谷戸町 3-3-5
／牧師・深澤　馨／創立 1962 年
／現住陪餐 90 ／礼拝出席 65 ／祈
祷会出席 12 ／ＣＳ出席 11 ／予算
1,121 万円

【祈りの課題】
教会創立 51 年目を迎え、新しいス
タートをきります。「地域に開かれ
た教会」として、ますます教会の働
きが充実しますように。

４月14日〜４月20日
東久留米教会

〒 203-0023　東久留米市南沢 3-5-
24 ／牧師・石田真一郎／創立 1961
年／現住陪餐 47 ／礼拝出席 30 ／
祈祷会出席 10 ／ＣＳ出席２／予算
874 万円

【祈りの課題】
2012 年度の目標は「家族・友人が礼
拝に導かれるように、また受洗者５名
が与えられるように熱心に祈り求めよ
う」です。お祈りをお願い申し上げます。

４月21日〜４月27日
清瀬みぎわ教会

〒 204-0013　清瀬市上清戸 2-6-9 ／
牧師・和田道雄／創立 1946 年／現
住陪餐 50 ／礼拝出席 32 ／祈祷会
出席５／ＣＳ出席 11 ／予算 512 万
円

【祈りの課題】
地域に根差す教会形成を目指してい
ます。オルガン講座や 23 年目の古
楽器によるクリスマスコンサートが
伝道の業となりますように。

　わが国においては 2008 年より、ノーマ
ライゼーション社会の実現を目指すとい
う名目で、障碍者に経済的自立を促すと
いった新法が定められました。コイノニ
アもこの法律の下に置かれています。し
かし国の狙いは、障がい者にも社会の一
員として自分の食い扶持を自分で稼いで
欲しいといった意図があうように思えま
す。
　本来ノーマライゼーションとは、障がい
者に経済的自立を強いることではありま
せん。彼らは障碍を負っているため、競
争社会で働くことが困難なのです。彼ら
にとって一番必要なことは、ありのままの
自分を受け入れてくれる人と場所なので
す。能力の有る無しに関わらず独立した
人格として認められること、国や地域社
会、教会などの理解と支えを必要として
いるのです。社会全体が彼らに目を向け、
彼らの優しさと純粋さといった良い面に
気づき、彼らの「存在」を通して、私た
ちが何かを教えられ、お互いが「神の愛」
に導かれていくことが理想のネットワー
クだと思うのです。ただ一方的に「支える」
のではなく、より主体的に、動的に、人

格的に「包む」というあり方が必要なの
です。人は誰でも自分を包み、覆ってく
れる場所が得られた時、はじめて生きて
いく力と希望が与えられるのではないで
しょうか。それこそが、「神が包んで下さ
る」というシャロームであります。聖書の
み言葉に「わたしは失われたものを尋ね
求め、追われたものを連れ戻し、傷つい
たものを包み、弱ったものを強くする」（エ
ゼ 34：16）と記されています。
　現在、コイノニア ･ メルヘンに通う人
は 30 名程です。その多くが競争社会の中
で破れを経験した人たちです。彼らを再
び競争社会の渦中に帰すことが、必ずし
も彼らの生活向上や幸せな環境を提供す
ることにはなりません。幸福とは「仕合
せ」であり、文字が示すように互いに仕
え合うことであります。支える者も、支え
られる者も、互いに理解し合い、仕え合い、
共に学び、共に生きることの出来るよう
な「癒やしの共同体」が求められています。
互いに仕え合うことによって人間は成長
し、幸福になれるのです。ここにまことの
ノーマライゼーションが実現するのです。
能力の有無に関わらず、存在そのものに
価値があるという聖書が示す価値観に立
ち帰らなければなりません。うっかりする
と、指導的立場にある者は、秩序を維持

し道理を通すために義を主張してしまい
ます。しかし主は警告されます。「神はお
造りになったすべてのものを御覧になっ
た。見よ、それは極めて良かった。」（創１：
31）とある通りです。神は、全ての人が
喜びに満たされ、平安に生きることを願
っておられます。支える者も、支えられ
る者も、皆が神の愛に包まれ、シャロー
ムの中に生きることこそ、神に祝された
豊かな「癒やしの共同体」と言えましょう。
主にあって担い合い、破れや悲しみを乗
り越え、再生していくことが、「コイノニ
ア」の使命であり、信仰の課題であります。
　　　　　　　　　　　　（白鷺教会員）
「コイノニア」の紹介：1998 年４月、現在
地（東久留米市滝山）に設立。メルヘン（パ
ン・菓子類製造販売の会社）と合体して
運営を始める。登録メンバー数は約 40 名。
大半は統合失調症・うつ病、知的障害、高
次機能障害を負う人々が通所している。11
月にはグループホーム開設、６人が入居し
ている。生活の中心は仲間との交わりによ
って社会性を身に付けること。「コイノニア」
の使命は、絶望に陥った者が苦難と向き合
うのではなく、キリストに向き合い、キリ
ストの中に「癒やしの源泉」があることに
気づいてもらうことにある。毎週土曜日に
は「コイノニア礼拝」が持たれている。

「癒やしの共同体」としてのコイノニア

施設長　佐原　　眞
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　中高生会の夏キャンは８月１日〜３
日、北軽井沢にある和泉教会の研修所
で行われた。
　今年度のテーマはLOVE＆PEACE！
高校生委員が中心となってプログラム
は進行していった。中学１年生をはじ
め初参加のキャンパーには、はじめは
緊張もみられたが、ゲームをしたりキ
ャンプファイヤーを通して徐々に笑顔
が増えていった。
　２日目は近くの滝まで１時間近く自
然の中を歩いて行った。道中、キャン
パー、スタッフ、引率者が年齢や立場
を超えて会話を弾ませた。ひと汗かい
たあと、自分で作ったおにぎりはとび
きり美味しかったはず。
　デボーションという時間を持ち、マ
ルタとマリアの箇所を読み、ひとりひ
とりが聖書に向き合った。それぞれが
感じたこと、考えたことを共有した。
　E ♡ TIME では、河原で拾ってき
た石に自分の名前を書いて敷地内に置
く。その石を他のキャンパーが拾い、
名前の書いてある人と話をするという
もの。仲の良い人とだけでなく、話し
たことのない人とも話すきっかけが与
えられた。２人でじっくりと話すなか
で、相手のことを知っているようで知
らない部分を発見。また、家族愛、友
人愛、恋愛と興味のあるテーマに分か
れてグループディスカッションをした。
１人１人が本音で話しをし、お互いの
ことをより深く理解することに繋がっ
ていったと思う。
　３日間を通して行われた DEAR と
いう企画。顔写真の張られた A4 の紙
にそのキャンパーの良い部分、ステキ
だと感じた部分を書いていくというも
の。「笑顔がステキ」「歌が上手」「み
んなを楽しませてくれる」など１人１
人を見つめる。２日目、プログラムが
終了したあとも夜中までその紙に想い
を書いているキャンパーの姿が印象に

残った。
　キャンプ後「楽しかった」「また参
加したい」「高校生になったら委員を
する」といろんな声が届いてきた。今
回参加できなかった人も次回はぜひ！
きっと楽しい出会いが待ってます。
　神様の LOVE ＆ PEACE を、心で、
体で感じた３日間。祈り、支えてくだ
さった皆さんに感謝。（日野台教会員）

　教区教師一日研修会が９月３日に更
生教会において行われました。講師を
含め 32 名の出席でした。本委員会は
今期２年の統一テーマを「教職の霊性
の養い」と定め、今回はそれに基づき

「カトリック教会の一司祭からの考察」
として、講師をローマカトリック司祭
で上智大学神学部教授の具

クー

正
チョンモ

謨先生
にお願いしました。先生の主な専門は
キリスト教（主にローマカトリック教
会）の典礼・秘跡論で、その他にもキ
リスト教建築と神学など幅広く研究な
さっています。具先生を知る人の言い
方では「大学には学者が司祭をするタ
イプと、司祭が学者をするタイプがあ
るが、具先生は司祭が学者をするタイ
プである」とのことでしたが、まさに
司祭としての実存を踏まえた内容でし
た。先生は新約聖書に基づき以下の五
つによって教職像を提示されました。

１．教職者は神のゆるしを体現する
リーダーである。

２．教職者は神からの癒しの恵みを
促すリーダーである。

３．教職者は奉仕するリーダーであ
る。

４．教職者は交わりを促進するリー
ダーである。

５．教職者はイエス・キリストの復
活を証しするリーダーである。

　紙面の都合で次の言葉のみを紹介し
ておきます。

「教会は特別な記憶に生きる共同体で
あり、初代から礼拝などを通して共有
する記憶を深め保持してきた。祭儀に
おける言葉とパンの受容は、共同体の
記憶をイエス・キリストのそれに変容
させる。礼拝が繰り返されるうちに共
同体の記憶はキリストの記憶によって
一層深まる。礼拝の場は魔法ではない。
礼拝は、イエス・キリストの教えと人
格的な照らしの中で、我らの傷と痛み

の深さを理解させ、人々を赦すイエス
の記憶がキリスト者たちの自己記憶と
なり、我らを変容へと導く。」

（石岡記念教会牧師）

　９月 14 日から 22 日にかけて、SCF
奥羽教会交流キャンプに参加しまし
た。このキャンプでは、青年たちと共
に青森にあるいくつかの教会を訪問
し、バザーの手伝い、ワークなどをし
ます。また、それだけではなく、教会
の方々やキャンパーと触れあいなが
ら、青年たちが打ち砕かれ成長する姿
を見ることが出来るキャンプでもあり
ます。私自身もまた、このキャンプに
よって成長させられた一人でした。
　今年のキャンプは、私にとって忘れ
ることの出来ないものとなりました。
今年は私の卒業の年、一つの区切りの
年でした。私はある教会で、教会の
方々の前で話をするとき、大泣きをす
る経験をしました。実は、私は四年前、
この教会を初めて尋ねたとき、決して
評判の良い神学生ではありませんでし
た。無愛想で、無口。それは後日教え
られたのですが、役員会で「あの神学
生は何だ」と話にあがるほどでした。
けれども私は、四年間の教会員の方々
との交わりの中で、また私自身も様々
な経験をする中で、少しずつ変えられ
ていきました。昨年、説教奉仕に訪れ
た時、「ずいぶん変わったねえ」と言
われた言葉は忘れられません。私は、
私の神学生としての貧しい姿を、四年
間見守っていて下さった教会の方々の
前で、胸を締め付けられる思いがしま
した。神様が与えて下さった恵みに打
ち砕かれる思いがしました。そして私
は、涙を流しました。
　SCF 奥羽キャンプは、青年一人一人
が、他者と出会い、教会と出会い、何
よりも神様の恵みと出会わされるキャ

打ち砕かれる中で
遠藤　尚幸

教育部中高生夏期キャンプ
教育部委員　菅野　菜穂

教師一日研修会
教師部委員　長谷川　洋介

教会バザーを終えて、みなさんとBBQを。
（青森戸山教会にて）
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ンプです。キャンプ最終日に、信仰の
ことで悩む青年から「本当に来て良か
った」という言葉を聞きました。私も
そう思います。このキャンプに四年間
参加出来て本当に良かった。そう思い
ます。

（吉祥寺教会員、学生キリスト教友愛
会 SCF）

　教区教会役員研修会は「伝道する
教区」の主題のもと、９月 29 日（土）、
改装なったばかりの国分寺教会を会場
に、24 教会より 57 名の参加者を得て
行われました。
　内容は二つの発題で、まず千原創牧
師による「八王子から」でした。
　千原牧師は境南教会牧師、教区主
事のかたわら、2012 年４月から八王子
市西寺方町にある社会福祉法人牧羊会

「ベテル保育園」の職員を兼務してお
られます。同保育園は元八王子教会牧
師の故金井直治牧師が、1991 年に地
域の要請により建てたものです。金井
先生は保育園の真向かいに礼拝堂も建
て、それを用いて伝道をしたいと願い
つつも、実現に至りませんでした。現
在の園長であるご長男の金井雅城兄

（八王子教会員）が近い将来の引退を
表明され、保育園理事である中嶌暁彦
兄（八王子教会員、教区常置委員）は、
後任園長の斡旋を教区に依頼してこら
れました。
　その人事に難航していたところ、神
様は千原牧師を示し、与えてください
ました。以来千原牧師は保育園の近く
に移り住み、次期園長になるための勉
強を行いつつ、素敵な礼拝堂を用いて

「八王子ベテル伝道所」を開設するべ
く準備に励んでおられます。
　もうひとつの発題は、道家紀一牧師

（井草教会牧師、教区開拓伝道実行委
員長）による「立川伝道について」で
した。西東京教区は 2008 年９月に「教
区開拓伝道」のための「立川夕礼拝」
を開始し、以来毎週日曜日に欠かさず
行っています。本年２月には北口徒歩
10 分の所に「立川伝道センター」を設
置し、やがて伝道所の開設にたどり着
こうとしています。
　役員研修会ではこれらタイプの異な
る二つの伝道所開設について準備状況

を聞き、教区臨時総会で、それらが議
案となることを確認しました。
　主が道を拓いて下さいますように。

（阿佐ヶ谷教会牧師）

　気持ちの良い秋日和、10 月 12 日（金）
午後１時〜３時半、高井戸教会に於い
て、33 教会 131 名の参加を得て、喜
びに溢れた集会となった。講師はキス
ト岡崎さゆ里宣教師、エイブラハム・
キスト岡崎宣教師（米国改革派教会牧
師、日本キリスト教団協力宣教師）。
　礼拝において「一つの霊によって、
心を合わせて」と題し、今年度主題、
フィリピの信徒への手紙、今回は１：
27 〜 30 の御言葉を通し、さゆ里先生
より説教頂く。
　“ひたすらキリストの福音にふさわし
い生活を送りなさい”とは…一人一人
に重く伸し掛かる言葉ではなく、もっ
ともっと大きな意味が…私たちは各々
で在るけれど一人ではなく共に一つの
霊によってしっかり立ち、心を合わせ
て福音信仰のために戦うこと…まさに
教会生活！一人じゃないよ、信仰の友
がいる！共に福音のために生きよう！
戦おう！パウロのように確信を持って
…。一人一人が主に召されて大切にさ
れている。だから与えられた賜物を皆
で出し合って共に福音のために前進し
よう！祈りつつ…。
　“キリストを信じることだけでなく、
キリストのために苦しむことも、恵み
として与えられている”私たちのゴー
ルは、この世を神の国にすること…困
難はつきもの…その御業に与ること…
なんと言う恵みであろう！御言葉が心
に生き生きと響く。
　講演は「常に喜びなさい〜 Rejoice 
always ! 」映像と音楽を使って御言葉
を身近に感じさせて頂き、肩肘張らぬ
伝道への姿勢を学ばせて頂いた。福音
に与っている幸せを、他の人にも伝え

分かち合えたらどんなにすばらしいこ
とだろう！講演を通して、主に愛され
ている実感と確信を頂き、喜びと感謝
の集会だった。　　　（原町田教会員）

　寒さが厳しい日が続きますが、いか
がお過ごしでしょうか。今回報告を、
新メンバー三人の内の一人として、書
かせていただくことになりました。よ
ろしくお願いします。
　さて、2012 年 10 月 21 日阿佐谷東教
会にて、親睦会を行いました。私たち
新メンバーにとって初めての行事であ
る為、不慣れな点がありました。しかし、
たくさんの方のご協力や愛、そして神
様に支えられて成功することが出来ま
した。また、なかなか青年が教会に集
まらないこのご時世。何人の青年が参
加してくれるのか、もしかしたら委員
だけになってしまうのではないか、と
心配していましたが約 20 人の青年が
集まり、交わりの時を持つことが出来
ました。感謝です。
　親睦会は礼拝からスタートしまし
た。メッセージをしてくださったのは
坂下道朗先生です。今回の青年会テー
マである「出会い」についてお話して
下さいました。礼拝が終わり軽食を取
りながら、「出会い」についてグルー
プ別ディスカッション（通称：GD）を
しました。人それぞれ「出会い」の捉
え方が違い、皆の話を聞くことによっ
て多くの実りを得ることが出来たと思
います。そして実は、今回から初の試
みがあります。それは GD で話し合っ
たことを、ゆくゆくは歌にしていこう、
と言うことです。しかしこれについて
は、まだ試行錯誤中です。
　まだまだ至らない点が多い新生青年
会ですが、今後もどうぞよろしくお願
いします。また多くの青年が、集うこ
とのできる環境をつくっていけたら、
と思っています。　　　　（昭島教会）

教区教会役員研修会
　「伝道する教区」報告

教区総会議長　大村　　栄

西東京教区
　第２回婦人全体集会報告

婦人委員会委員長　寺澤　縫子

青年部親睦会報告
青年部委員　寺嶋　穂菜美



2013 年　冬（41号）
2012 年 12 月 16 日発行

〒 166-0003　　　　　　　　　　
東京都杉並区高円寺南 5-14-9
日本基督教団　西東京教区

発行人　大村　栄
（TEL）03-5305-3991
（FAX）03-5305-4823

uccj-nishitokyo@jcom.home.ne.jp
http://www.uccj-wt.org/

編集　教区報編集委員会　坂下 道朗（長）／野田 沢／
　　　五十嵐 成見／中川 功／西村 佳子／

（８） 2012年　　冬号　（No. 41）

❖「立川からしだね伝道所　クリスマスサービス」
　日時：12 月 23 日（日）18：30 〜 19：30
　場所：立川からしだね伝道所

（立川市高松町 3-13-22 春城ビル２階）
　説教：「クリスマス−共に泣き共に喜ぶ神
　　　　の誕生」道家紀一牧師
　問い合わせ先：八木靖之牧師

（聖蹟桜ヶ丘教会）TEL 042-374-2503
❖中高生クリスマス会（教育部主催）
　日時：12 月 26 日（水）15：00 〜 18：00
　場所：阿佐谷東教会
　会費：無料（500 円程度のプレゼント持参）
　問い合わせ先：吉岡喜人牧師（南三鷹教会）

TEL 0422-46-4334
❖青年部クリスマス会（青年部主催）
　日時：12 月 26 日（水）18：00
　場所：学生キリスト教友愛会（SCF）
　問い合わせ先：藤々木　健兄（南三鷹教会）

❖隠退教師を支える運動推進座談会
　日時：１月 11 日（金）14：00 〜 16：00
　場所：玉川教会
　問い合わせ先：西村佳子姉
❖一泊教師研修会（教師部主催）
　日時：２月４日（月）〜５日（火）
　場所：奥多摩福音の家
　講師：棚村重行先生（東京神学大学教授）
　問い合わせ先：山畑　謙牧師

（小金井緑町教会）TEL 042-381-7961
❖教区２・11集会（信教の自由を守る日）
　日時：２月 11 日（月）10：30 〜 12：30
　場所：荻窪教会
　講演：「沖縄の今」
　　　　−わたしたちができること−（仮）
　講師：糸数慶子さん（参議院議員、沖縄
　　　　社会大衆党党首、平和バスガイド）
　問い合わせ先：稲垣裕一牧師（久我山教会）

TEL 03-3332-9661
❖第４回教区音楽祭「講演と賛美の集い」
　日時：２月 16 日（土）13：00 〜 16：00
　会場：阿佐ヶ谷教会
　講演：20 世紀以降の創作賛美歌に見る多
　　　　様性（仮題）横坂康彦先生

（新潟大学教授・日本賛美歌学会副会長）
　会費：無料
　問い合わせ先：木村智次牧師（桜美林教会）

TEL 042-797-2100
❖第３回婦人全体集会（婦人部主催）
　日時：２月 22 日（金）10：30 〜
　場所：原町田教会
　説教：陣内大蔵牧師 ( 東美教会 )
　問い合わせ先：寺澤縫子姉（原町田教会）

❖東日本大震災募金の各教会・伝道所募金
　担当者全体会議（募金推進委員会主催）
　日時：２月 23 日（土）10：30 〜
　場所：西荻教会
　問い合わせ先：中嶌曉彦兄（八王子教会）

❖教誨師を支援する集い（伝道部主催）
　日時：２月 23 日（土）14：00 〜 16：00
　場所：西荻教会
　問い合わせ先：有馬尊義牧師（西荻教会）

TEL 03-3395-1600
❖世界祈祷日
　テーマ：フランスからのメッセージ
　　　　　「私が旅人だった時　あなたはあ
　　　　　　たたかく迎えてくれた」
　日時と会場：３月１日（金）
　　・東京地区集会　富士見町教会
　　　　13：30 〜　講師　久米あつみ氏
　　・町田・八王子地区集会　鶴川北教会
　　　　10：30 〜
　問い合わせ先：寺澤縫子姉（前出）
❖高校生春期キャンプ（教育部主催）
　日時：３月 25 日（月）午後から 27 日（水）まで
　場所：奥多摩バイブルシャーレ（予定）

第 27 回西東京教区総会（臨時）が、11 月
25 日午後、吉祥寺教会で開かれました。２
つの伝道所の開設（７ページの「教会役員
研修会報告」参照）が可決され、山口紀子
教師（更生教会）、下田洋一教師（中野桃園
教会）への按手礼が執り行われました。
阿佐谷東教会
礼拝堂、幼稚園舎、牧師館が新築され、11
月 11 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。

　今号は「伝道」をメインテーマにしました。
伝道衰退が感じられる今日、だからこそなお
伝道の前進のために教区をあげて知恵を振
り絞り、協力し合い、具体的な進展策を練り
上げ、実行していかなければなりません。各
個教会が伝道活動の中心ですが、教区もま
た、教会の伝道活動を牽引するような企画
やプログラムを充実させていくことが大切な
のでしょう。　　　　　　　　　　　（N. I.）

　2012 年度の伝道協議会は、11 月 22 日
（木）、23 日（金）桜美林大学多摩アカデ
ミーハウスで開催されました。今年度は、

「伝道するわたし─喜びに押し出されて
─」の主題で、講師として金城学院大学
教授・宗教主任の深井智朗先生をお招き
して行われました。深井先生は、東京神
学大学卒業後、アウグスブルグ大学で博
士号（文学）を取得された有力な指導者
で多くの著作があります。また、滝野川
教会で長年牧会をされておりました。な
お、参加者は、104 名（教職 24 名、信徒
80 名）でした。
　午後２時、有馬尊義牧師による開会礼
拝から始まりました。深井先生には２回
の講演をいただきました。まず、先生の
証しとして、幼少期に、教会を不幸な経
緯で失った信徒たちが熱心な祈りで再建

した近所の教会に偶然行き、そこでのキ
リストとの出会いが伝道者への道を決定
付けられたと語りました。伝道について
外国の良い例の真似をするのでなく、自
分のものにすること。最も難しい家族や
親しい人への伝道のあり方、町にあふれ
る教会外のキリスト教への対応、教会の
社会的課題への発信などについて触れ、

「伝道論」ではなくキリストに救われた確
信を持った「伝道」であること。マラソ
ンの個人プレーでなく、駅伝のように世
代を越えて皆で伝道の襷を引き継いで行
くことが肝要であると語られました。
　「証しと賛美の夕べ」では、梁在哲牧
師（立川教会）山口紀子伝道師（更生教
会）、中嶌暁彦兄（八王子教会）から証を
伺いました。教区の問題についての「協議」
では、立川からしだね伝道所や新設する
八王子ベテル伝道所等について活発な論
議がなされました。最後に真壁巌牧師に
よる派遣礼拝で伝道への決意を深めて会
を終えました。　　　　（阿佐ヶ谷教会員）

❖東日本大震災救援募金チャリティコンサート
　日時：３月９日（土）14：00 開演
　会場：阿佐ヶ谷教会
　出演：蜷川いづみ（ヴァイオリン）
　　　　奥山初枝（ピアノ）
　　　　井上とも子（チェロ）
　参加券：一般 2,000 円　学生以下 1,000 円
　　　　　当日券 2,500 円
　問い合わせ先：03-5305-3991（教区事務所）
❖西東京教区全体研修会
　日時：３月 20 日（水・祝）
　　　　10：30 〜 15：00（受付 10 時より）
　場所：阿佐ヶ谷教会
　参加費：500 円　弁当代：500 円
　　　　　（高校生以下参加費無料）託児あり
　テーマ：伝道・奉仕・連帯「希望〜消す
　　　　　ことのできない灯（ともしび）〜」
　礼拝メッセージ：井上とも子牧師
　講演講師：佐藤　彰牧師

（福島第一聖書バプテスト教会牧師）
　　　　　「震災で何を見たか
　　　　　　〜暗闇の向こうに光がある〜」

編　集　後　記編　集　後　記

行　事　案　内 教　会　往　来

伝道協議会の開催
壮年委員　玉澤　武之


