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　西東京教区を通して被災地に派遣され
ていたとき、ある牧師から溢れ出た言葉が
忘れられません。「今回のことでは、多く
の人があまりに傷つきすぎた。生命や財産
だけではなく、人間同士が離反し信頼が
失われてしまった。私はこの出来事を一刻
も早く忘れこの傷を癒したい。しかしこの
傷は私自身であり、この傷を離せず愛して
いる自分もいる。この痛みは私自身、自分
そのものなのだ」と。
　東日本大震災から３年が経とうとしてい
ます。しかし、その後の被災地や離散者、
原発事故からの回復の歩みは、遅々とし
て進んではいません。進んでいるのは、被
災地外（線引きは難しいですが）で生活
する我々の心の風化だけではないかと思
わされます。それはそのまま、痛みの中に
ある方々の存在を忘れることでもあるので
しょう。
　私たち教会は、覚えること、想起するこ
とを大切にしてきました。2000 年間、自
らの罪と主の御苦しみを覚える聖餐を大
切に守ってきました。私たちは想起する共
同体であり、それも良い出来事や成功体
験を大切にするのではなく、罪と痛みを覚
え想起する共同体です。聖書が、旧約の
歴史が語ることも、苦難や痛み、主からの
離反の歴史であり、そしてその時々に立ち
返るべき姿を想起させる預言者の姿です。
私たち教会の群れは、社会が忘れようとも
この痛みを覚えつつ祈り、信仰の眼差しを

通してこの痛みから未だ多くを与えられた
いと願います。
　それと同時に、次の災害に向けた対応
も準備しなければならないのかもしれませ
ん。我々教会は徹頭徹尾主を賛美する宮
であり共同体です。慈善活動を専らとする
ところではありません。だからこそ、その
宮と共同体を守り他者と主の愛を分かち
合う隣人として立つための準備が必要で
あろうと思わされます。この時代に、この
災害の多い国に主の民として遣わされた
責務を感じるのです。
　この震災を通して、防災や連絡方法・
対応役員・対応方法などを改めて話し合
われた教会も多いかと思います。備えさえ
あれば、次に想像もできない悲しみの出来
事があったとしても、私たちの教会と信徒、
そして遣わされているその地と向き合うこ
とにしり込みすることはないでしょう。
　他教派の話にはなりますが、日本福音同
盟（JEA）という機関があります。そこで
はすでに、教会の営みとしての「次の災害」
の準備が成されています。現段階での東
日本大震災における総括と課題が挙げら
れ、災害後初期の 48時間に牧師や教会の
取るべき対応や心のケアなどのレクチャ
ーが行われています。東日本大震災時に
発足した組織は、すでに「東日本大震災」
の名前を取り常設組織に格上げされ、日
本の東西区域に分けられ、どちらかの災
害時には互助する体制がとられています。

　日本基督教団と宣教協約を通して強い
繋がりのある台湾基督長老教会（PCT）
からは、今回の震災では多大な献金をい
ただきました。それだけではなく、現在ま
でに延べ 300 人ほどの教職や信徒・青年
が被災地で汗を流し、祈りを捧げてくださ
いました。また、福島の子どもとその家族
を台湾の教会へ受け入れる保養プログラ
ムもすでに３回行い、今後も継続されてゆ
きます。彼らは決して余裕があるから我々
日本の教会に、教団に捧げてくださるの
ではありません。東日本大震災の数年前
に起きた、自分たち台湾での災害の復興
基金を切り崩し捧げてくださった献金であ
り、派遣・保養プログラムの活動資金です。
彼らPCTは、人口が日本の６分の１の台
湾において３%のクリスチャン率でありな
がら、昨年は１万人を超える受洗者が与え
られています。他者の痛み、他国の教会
の痛みにまで積極的に愛をもって関わり、
ともに祈り痛み、それをもって自らの信仰
の力としているのでしょう。
　３年が経過し私たちは日々忘却の誘惑
の中にありますが、祈りをもってこれに打
ち勝ち、他者の痛みを想起し自らの信仰
の力とされたいと願うものです。私たち西
東京教区の教会も、この時代にこの地に
遣わされた教会として、主から示された愛
の備えを成してゆきたいと思います。
（学生キリスト教友愛会（SCF）主事・高
円寺教会協力牧師）

教団震災担当幹事補佐　野田　沢
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３年目を覚えて 〜東日本大震災特集〜
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「想起する共同体として」
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　11月９日（※教区社会部集会）にお招
きを受け、エマオの活動報告をさせてい
ただき、心より感謝を申し上げます。また、
大震災から３年になる今もなお、西東京
教区からは、「毎月」ワーカーを派遣し
ていただいています。全国の各教区から
祈りと支えをいただいていますが、「毎
月」は西東京教区のみです。エマオでは、
驚きとともに、とても励まされています。
○震災から３年
　３年が経ち、被災地でいま二つのこと
が起こりつつあると感じています。
　一つは、とても前向きな歩みです。津
波で大きく被災した農家の方たち、そし
て漁業を営む方たちが、着実に力を取り
戻しつつあると感じています。
　もう一つは、その歩みに合わせていき
たいけれども、到底出来ずに、場合によ
っては、取り残されているかのような方
たちがいらっしゃるということです。
○仮設での出会い
　被災者支援センター・エマオが毎朝通
っている、七郷中央公園仮設という仮設
団地があります。毎朝８時 30 分に集会
所に集まりラジオ体操と「お茶っこ」を
しています。７〜８名ほどの仮設の方た
ちと、エマオからのワーカーが一緒にや
っています。毎朝のようにお会いする方
の中に、Ｈさんとおっしゃる一人のおば
あちゃんがおられます。Ｈさんは荒浜の
方です。３年前のあの日、津波が荒浜を
襲いました。Ｈさんは助かったのですが、
Ｈさんを助けようと家に帰っていた息子
さん夫婦を、津波は襲いました。Ｈさん
一人が残され、今はお一人で仮設住宅に
生活されています。
　Ｈさんが私にボソッと言われました。
「あの日から、なかなか眠れず、薬を飲
んでも眠れないんだぁ」と。実は、不眠
を抱えていらっしゃる方は、仮設では珍
しくありません。
　仙台市は、荒浜一帯を集団移転すると
決定したのですが、その移転先の工事が
なかなか進んでいないのが実情です。一
体いつ自分の家が与えられるのか。そこ
に移ったとしても、家族がいない中でど
うやって生きていけばいいのか。仮設か
ら出ていける人たちは出ていき、自分た
ち荒浜の人間や、お金のない人間が残さ

れていくという焦り。そういった先の見
えない苦しさが、家族を失った苦しさを
加速させていきます。震災から３年が経
ち、仮設に来るボランティアも減り、自
分たちが忘れられていっている気がす
る。そんな悩み・苦しみが頭を駆け巡り、
眠れない日々をＨさんは過ごされている
のだと思います。
　復活のイエスはまさにＨさんのような
方と共に歩まれているのだと思います。
そして私たちキリスト者もそのイエスの
歩みの中へと招かれ続けているのではな
いでしょうか。
◯スタッフ
　いまエマオでは、９人のワーカースタ
ッフ、そして３人の内勤スタッフが奉仕
してくださっています。その多くが青年
たちです。大切な人生のひと時を、心と
魂を、この業に献げてくださっています。
どうかお祈りに覚えていただければと切
に願っています。

　2011年５月に有志ボランティア・チー
ム第１陣を石巻に派遣してから、現在ま
で計 16回、147 名の生徒と57 名の教職
員・卒業生リーダーを東北に送り出して
きた。泥だしやガレキの撤去、卒業アル
バム探しや家財道具の整理、避難所や仮
設住宅での炊き出し、仙台七夕祭りでの
折り鶴の吹き流し飾りとレイ配り、女川
復興祭でのサンマ焼き、仮設住宅での夏
祭りやクリスマス会、子ども会など、様々
な活動をしてきた（詳細はhttp://mghv.
jugem.jp/）。継続して何度も行くことで
多くの貴重な出会いがあり、地域の方々
とのつながりもできていった。
　2011年５月の第１陣で、Ｋさん宅の被
災家財の整理をした。「津波で何もかも
滅茶苦茶だ。生きているのがしんどい。
一昨日が誕生日だったのに、誰も祝って
くれなかった…」と嘆いていたＫさん。
東京に帰ってから、みんなで誕生日カー
ドと千羽鶴をＫさんに送った。そしてボ
ランティアに行く度にＫさんのお宅を訪
ね、畑の草むしりなどを手伝った。１年
後にはケーキを持って、83歳になったＫ
さんのお宅を訪ね、みんなでお誕生日会
をした。「来年もまたお誕生日会をしま
しょうね！」と言うと、「長生きしなくち

ゃね」と笑顔で答えられた。Ｋさんとの
交流は今も続いている。
　2011 年 10 月の小平市民祭りで、石
巻焼きそばアカデミーのＯさんと出会っ
た。震災でお店兼自宅が全壊し、奥様も
行方不明のまま。そのＯさんから「津波
と火災で泥だらけになった食器を高校生
たちに洗ってほしい」という依頼があり、
第５陣は食器洗浄の作業をさせていただ
いた。その後、Ｏさんはお店の再開を決
意し、キッチンカーを購入。石巻の復興
のために、焼きそばカーで今も全国を飛
び回っている。Ｏさんはこう語る。「あの
出会いがなければ私の再出発がありませ
ん。これからは若い人たちの応援がなけ
れば私たちの復興はありません。これか
らです。」
　最近では仮設住宅やエマオ石巻での
子ども教育支援のお手伝いが私たちの活
動の中心となっている。「今度はいつ会
える？」「また遊ぼうね！」宮城の子ど
もたちは東京から高校生たちが来るのを
楽しみにしてくれている。高校生たちの
ボランティア活動が、被災された地域の
方々の励ましとなり、生きる希望をもた
らすきっかけとなってくれれば嬉しい。
　震災から３年が経ち、被災地と非被災
地との「温度差」がますます広がりつつ
ある。体験したことを伝えることは難し
い。それでも生徒たちは、感想文をまと
めてブログに発信し、活動報告書やプレ
ゼン資料を作り、朝の学校礼拝でボラン
ティア報告をし、復興イベントや物品販
売などにも参加し、伝える努力をしてい
る。これからも活動を継続してゆきたい
と願っている。ボランティアは微力であ
るが、無力ではないことを信じて。
	 （東村山教会員）

「東日本大震災から３年のいま」
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

明学東村山有志ボランティア・
チームの活動報告
明治学院中学校・明治学院東村山高等学校

佐藤　飛
たかふみ

文

石巻水押球場仮設住宅の子どもクリスマス
会、2013年12月23日、第16陣



（３）2014年　　春号　（No. 45）

　昨年の夏、エマオに行った際にワーカ
ーから「被災地には二つの風が吹いて
いる」と聞かされました。一つは「福島
を中心とした原発事故による風評被害」、
そしてもう一つは「やはり被災地を駆け
抜ける風化」の風だというのです。つま
り、「まだボランティアが必要なんです
か？」という風でもあります。
　この二つの風には共通点があります。
どちらも「自分のことではなく他人事だ
から」生じるという点です。福島第一原
子力発電所の事故により大勢の方々が生
活の場を失っただけでなく、根拠のない
噂によって多大な経済的かつ精神的ダメ
ージを受けてきました。それは子どもか
ら高齢者までの各層に至っています。こ
の風評被害は大地震という自然がもたら
す被害でなく、明らかに人がもたらして
いる被害です。風化もそうです。被災地
で暮らす人たちにとって「忘れられる」
ことほど辛いことはありません。被災者
支援センター・エマオの専従者佐藤真史
先生も、昨秋開催された教区の集会での
講演「スローワークはゆっくり進む」の
中で強くそれを訴えられました。西東京
教区は今後もこの呼びかけに応え、被災
地に生きる人々に寄り添い続けたいと願
っています。４年目を迎える今、更にそ
の祈りが求められます。
　なお、これまで教区派遣ボランティア
の拠点として仙台東六番丁教会をご提供
いただきましたが、高橋和人牧師の転任
に伴い、今後はエマオでの宿泊となりま
す。３年間のご厚意に心より感謝いたし
ます。
　最後に、2014 年からボランティア参加
者に配布する「しおり」に掲載される心
構えをご覧ください。
【参加にあたっての心構え】
　震災から３年が過ぎ、被災地も被災者
の生活もワーク内容も変化･多様化して
います。一見、平常を取り戻したかのよ
うで、そこが被災地ではないように感じ
られるかもしれません。しかし内実はそ
うではありません。このような状況の中
では、支援に伺う私たちの継続した想い
と想像力が求められます。参加されるに
あたっては、今一度３年前の出来事を想
起し、その痛みとの出会いであることを

忘れないようにしたいと思います。
・「被災者」もその心も多様化してきて
います。一例：自立を望む⇔ふれあい
（依存的）を望むなど。その中で被災
者同士が反目したりと、新たな痛みも
生じています。その結果、私たち支援
者への対応もまちまちであり、喜ばれ
ない･感謝されないこともあります。
・「風化」「あきらめ」という新たな痛み
と向き合っておられる方も多くいます。
・ワークも庭仕事程度で震災支援ではな
いように思え、ワーカーが不満を覚え
ることもあります。
・エマオも上記のような困難の中にあ
り、変化する被災者と、風化する社会
と、減り続けるワーカーと、そしてス
タッフとも向き合いつつ活動していま
す。エマオやスタッフに対して気にな
る点などありましたら、まずは引率リ
ーダーにご相談ください。
・上記のことに鑑み、改めて当時を想起
する必要があるでしょう。これまでの
日記を読み返し、刊行物や映像などを
見直すのも良い方法です。想起した後
に、「今回参加するにあたっての祈り」
をささげるのも豊かなことです。
・ご帰宅後は、教会･ご家庭などで、ぜ
ひこの経験を分かち合ってください。

（相愛教会牧師）

　西東京教区派遣ボランティア開始以
来、毎回継続的に参加してくださってい
る和泉教会員の村野和泉さんに寄稿して
いただきました。	 （編集委員）

　あの日の大震災。震度５強の東京でテ
レビを通して東北大震災を知ることにな
る。映像から目を離すことができなくな
った。同時に私の中で感情が働かなくな
った。「私はどうしたらいいのだろう。」
無鉄砲に飛び出すこともできなかった。
画面の向こうの方々に思いを馳せるが私
の想像力では追いつかない。苦しみ、恐
怖、寒さ、放心。
　ひと月程して東北教区被災者支援セン
ター・エマオを知る。ここにはインター
ネットで辿り着いたノンクリスチャンの
若者でごった返していた。
　「祈り」と「スローワーク」を大切に
していた。支援センターは全国、世界中

の祈りと献金があって活動できることを
毎回のミーティング後と食前に感謝の祈
りを持って確認する。そして、ワークは
穏やかに丁寧に、相手の気持ちに寄り添
い傾聴を大切に。担当した作業は継続し
て入ろう、と。私はこの考えに感銘を受
け現在に至っている。
　仙台市若林区笹屋敷周辺は農家さん
が多く、津波被害を受けたが直せば住め
る限界地域。その時々のワークで家の方
とご一緒した。
　避難所で三食を貰いに並ぶのは耐えら
れない、といち早く家を直し先ず夫婦で
戻られた農家さん。怖くて戻れない息子
家族のためにも、とにかく作り始めなく
てはと片付いた所から土を起こされてい
た。他、ワーカーによって綺麗になって
ゆく家を見て、やっぱり直して住む決断
をされた方。息子さんの「皆で帰ろう」
が目標になり寝たきりのお婆様先頭に５
世代揃って戻られた家族。家はガランと
したまま裏に貰ったコンテナを置き仮設
から通って過ごし、これからがまだ決め
られない男性。気持ち・状況は様々。
　2012 年より仮設住宅支援活動も始
まり、朝のラジオ体操＆お茶っこに参
加。ここには町ごと全壊した荒浜地区の
方々、代々のお屋敷に住んでいらした高
齢者もおられる。集団移転対象になった
方は一坪６〜８万円にしかならず、欲し
い土地は何倍も高い。年金生活で財産
も失われた方は復興住宅を待つしかない
等。お互いの状況の違いに内心複雑で、
家族内のすれ違いや対立も起こってい
る。その不安が不眠や高血圧、うつ傾向
となってあらわれる。傍にいるだけでも、
聴くだけでも。
　仙台に続き始まった石巻のワークでも
いろいろなご家族に出会った。
　これまで「行ける人が、行ける時に、で
きる範囲で」と、東北に向かうのは生活の
一部のようになっている。出会いと再会の
一方で回を重ねる毎に迷いも生じている。
東京での応援に力を得、エマオで今を知
る。私の中にも風化の恐怖がある。
　この震災の教訓を維持するのは難しい
とつくづく思う。まだ復興途上。たとえ
ば仙台市民の中でも既に大きな温度差が
あるという。
　身も心も疲れ切ってしまった方々に小
さな一歩を踏み出す力と健康と平安を。
私たちを導いてください。昨年初めて見
た田園風景とお茶ワークは忘れない。

（和泉教会員）

ボランティア参加者の声
三年間を振り返って

村野　和泉

ボランティアの現状について

西東京教区総会議長　真壁　　巌
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５月４日〜 10 日
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
【祈りの課題】
・仮設住宅から新たなお住まいへ移
られる方が増えてきました。その一
方で、さまざまな事情で仮設住宅に
残らざるを得ない方がおられます。
それぞれに必要な支えがありますよ
うに。
・被災者支援センターは、多くのお
祈りとお力添えに支えられて歩んで
います。お支えくださっている方に、
必要な支えがありますように。

５月 11 日〜 17 日
成瀬が丘教会
〒194-0011　町田市成瀬が丘 2-12-6
／牧師・森田好和／創立 1977 年／
現住陪餐 44 ／礼拝出席 33 ／祈祷
会出席７／予算 615 万円

【祈りの課題】
教会創立 36 年目に入り、会員数も
徐々に増加して来たので宗教法人設
立化の申請手続きを始めた。法人化
という外的段階を教会成長への大き
な恵みと受けとめ、聖霊に満たされ、
この地域における伝道に励みたい。

５月 18 日〜 24 日
南町田教会

〒194-0003　町田市小川1251-17 ／
牧師・黄昌性（主）、西田浩子／創
立 1978 年／現住陪餐 54 ／礼拝出
席 69 ／祈祷会出席 22 ／ CS 出席
19／予算 972 万円

【祈りの課題】
東京都社会福祉会長賞受賞を生か
した地域の奉仕と真の「礼拝・伝道・
教育」のための会堂建築の喜びを分
かち合えることを願っております。

５月 25 日〜 31 日
桜美林教会

〒194-0202　町田市下小山田町3523-1
／牧師・木村智次／創立1948 年／
現住陪餐82／礼拝出席51／祈祷会
出席８／CS出席16／予算680万円

【祈りの課題】
礼拝出席が困難になりつつある方々
のご健康が支えられますように、そ
して、若い方々の賜物が存分に用い
られる教会として成長できますよう
にお祈りください。

６月１日〜７日
片倉教会

〒192-0914　八王子市片倉町 1221-
56 ／牧師・坂井賢治／創立 1983 年
／現住陪餐 32 ／礼拝出席 30 ／祈
祷会出席13／ CS出席５／予算 623
万円

【祈りの課題】
会堂建築の幻が実現するように、若
者たちが礼拝に出席するように、教
会学校が更に盛んになるように、地
域への伝道を願っています。

６月８日〜 14 日
八王子教会

〒192-0074　八王子市天神町 22 ／
牧師・松木進／創立 1905 年／現住
陪餐 77 ／礼拝出席 53 ／祈祷会出
席５／CS出席 13／予算 908 万円

【祈りの課題】
み言葉と聖餐により、一人ひとりが
信仰を養われ育てられますように。
幼稚園がキリストのみ業のためによ
り一層用いられますように。

６月 15 日〜 21 日
八王子栄光教会

〒192-0904　八王子市子安町 3-22-8
／牧師・郷義孝（主）、郷かしこ／
創立 1948 年／現住陪餐 48 ／礼拝
出席 25 ／祈祷会８／ CS出席１／
予算 665 万円

【祈りの課題】
地域に根ざした教会をめざし、震災
被災者の支援を続ける。高齢者、子
ども、若者が共に集う愛にあふれた
教会として、絶えず祈り伝道に励む。

６月 22 日〜 28 日
八王子北教会
〒192-0043　八王子市暁町 1-32-14
／牧師・中堀仁四郎／創立 1974 年
／現住陪餐 16 ／礼拝出席６／予算
206 万円
【祈りの課題】
今年の私たちの祈り
・わたしが賛美と感謝の礼拝を人々と
共にまもれますように。

・わたしがイエスのみ言葉に生かさ
れ、主に従って日々歩むことが出来
ますように。
・私たち一人ひとりが御業に用いてい
ただけますように。

６月 29 日〜７月５日
めじろ台教会
〒 193-0833　八王子市めじろ台
3-42-6 ／牧師・星野江理香／創立
1990 年／現住陪餐 19 ／礼拝出席
19／祈祷会４／予算 489 万円

【祈りの課題】
①会堂工事が完了し、ご支援くださ
った皆様へ一日も早く感謝のご報告
ができますように。
②救いの喜びに溢れる教会として、
主の十字架を仰ぎつつ、力強く伝道
を進めることができますように。

教区の祈り

2014年
	５月	 教会互助の推進
	６月	 婦人･壮年･青年活動
	 	 の支援
	７月	 学生･青年伝道の支援
	８月	 奉仕の情報ネットワーク
	 	 作り
	９月	 高齢化･少子化問題

　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」を作り、教区の教会・伝道所を覚え、それぞれの教会・伝道所・
関係諸団体の課題と願いを覚えて互いに祈り合っています。これら諸教会・伝
道所・関係諸団体を覚えると共に、「立川開拓伝道の前進」、「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」のためにもお祈
りください。互いに祈り合う交わりの輪から、互いの課題を担い合う互助の輪
が広がることを願います。　　　　　　　　　（教区伝道部委員長　有馬尊義）

西東京教区「祈りのカレンダー」
2014年５月４日〜９月13日
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７月６日〜 12 日
ロゴス教会
〒 193-0934　八王子市小比企町
1673-2 ／牧師・山本俊正、伝道師・
古池みどり（休職中）／創立 1889
年／現住陪餐 28 ／礼拝出席 20 ／
祈祷会出席４／予算 361万円

【祈りの課題】
2014 年度は当教会が創設されて125
周年を迎えます（旧名・牛込福音教
会／牛込矢来町教会）。当教会の信
仰と礼拝の場である教会堂の補修･
維持が出来ますようお祈りください。

７月 13 日〜 19 日
八王子ベテル伝道所

〒192-0153　八王子市西寺方町 725
　通信先＞弐分方町 737-5 千原方／
牧師・千原創／創立 2013 年／現住
陪餐３／礼拝出席５／予算 70万円

【祈りの課題】
・伝道所が地域の中の神の家（ベテ
ル）として歩めるように。
・ベテル保育園の園児・保護者・職
員にキリストの愛が芽生えますよう
に。

７月 20 日〜 26 日
東京調布教会（在日大韓基督
教会）

〒182-0025　調布市多摩川2-17-1／
牧師［代務］林泰鎬（イムテホ）／
創立1950 年

【祈りの課題】
現在、東京調布教会は無牧の状態
です。ぜひ牧師招聘のために、今後
の教会の歩みのために、お祈りくだ
さい。（教区報編集委員）

７月 27 日〜８月２日
東京神学大学

〒181-0015　三鷹市大沢 3-10-30 ／
学長・芳賀　力／創立1949 年

【祈りの課題】
①未来の教会を担う伝道者が起こさ
れますように。
②献金をもってお支えくださる諸教
会の祈りに応え、伝道者を送り出せ
ますように。

８月３日〜９日
農村伝道神学校

〒195-0063　町田市野津田町 2024
／校長・高柳富夫／創立1948 年

【祈りの課題】
農伝の神学教育目標である①「農の
視点」に立って差別と闘い②戦争告
白を担い③大地・食・いのちに仕え
る宣教者を生み出す働きのために。

８月 10 日〜 16 日
桜美林学園

〒194-0294　町田市常盤町 3758 ／
理事長・学園長・佐藤東洋士／創
立1946 年

【祈りの課題】
教職員全員がキリスト教理解を深
め、園児・生徒・学生のロールモデ
ルとなるように。国内外の教会・団
体とのグローバルな連携を推進す
る。

８月 17 日〜 23 日
東京女子大学

〒167-8585　杉並区善福寺 2-6-1 ／
学長・眞田雅子／創立1918 年

【祈りの課題】
４年後に百周年を迎える東京女子大
学が、建学の精神であるキリスト教
を大切にしつつ現代的課題に応える
リベラル・アーツ教育を行う場とな
るように。

８月 24 日〜 30 日
日本聾話学校

〒195-0063　町田市野津田町並木
1942 ／理事長・上原行義、校長・
鈴木実／創立1920 年

【祈りの課題】
難聴の子どもが、手話を使わず「聴
くこと、話すこと」を楽しむ日本で
唯一の私立ろう学校です。子どもの
成長のためにお祈りください。

８月 31 日〜９月６日
明治学院中学校・東村山高等
学校

〒 189-0024　東村山市富士見町
1-12-3 ／校長・孫永律／創立［普通
部=中］1887 年（東村山移転 1966
年）、［高］1963 年

【祈りの課題】
本校の生徒たちが、神さまと隣人を
愛する人に成長しますように。本校
が神さまの栄光を表す学校として仕
えていけますように。

９月７日〜 13 日
基督教児童福祉会

〒 194-0202　町田市下小山田町
2745-1 ／理事長・深町正信、園長・
宮本和武／創立1948 年

【祈りの課題】
私たちの児童養護施設の子どもたち
が健やかに、一日も早く家族再統合
の実現、クリスチャンの働き人が与
えられ、子どもの生活環境の充実を
祈ります。

日本基督教団　西東京教区
第30回教区総会（定期）開催のお知らせ

日時：2014 年５月25日（日）午後３時より　26日（月）午後５時まで
場所：阿佐ヶ谷教会
議案：2013 年度活動報告・決算、2014 年度活動計画・予算、その他

詳しくは、開催14日前の公告をご覧ください。
議案の提出は教区規則第 21条に則り、原則常置委員会となりますが、議員
提案は、10 名以上の賛成者の連署を添え、総会開会 20日以前に、教区事
務所に届くように願います。
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　2013 年度の西東京教区伝道協議
会は、11 月 22 日（金）23 日（土）
の両日に開催された。今年度は、２
年振りに富士箱根ランドスコーレプ
ラザに戻り、「祈り−聖霊に導かれ
て−」の主題で、講師に加藤常昭先
生を招いて行われた。
　伝道協議会は有馬尊義牧師（西荻
教会）の開会礼拝で開始し、講演、
グループディスカッションに続いて
「証しと賛美の集い」があり、宮島
牧人牧師（原町田教会）と前田勝之
兄（相愛教会）による証しと、吉岡
光人牧師（吉祥寺教会）の指導によ
る新しい讃美歌が披露された。２日
目は、坂井賢治牧師（片倉教会）に
よる朝礼拝、講演、協議があり、願
念望牧師（国分寺教会）による派遣
礼拝により教会や社会へと送り出さ
れた。参加人数は、32 教会、79 名
の教職・信徒であった。
　加藤常昭先生による２回の講演の
概要は次の通りであった。
　初日は、「祈りの姿勢と言葉」の
題で、冒頭に植村正久牧師の説教か
らイギリスの説教者スポルジョンの
説教として、我々の霊魂の鍵を全て
キリストに与えよ。そして我々の煩
悶、憂愁や疑惑をイエスの胸の内に
葬り去ろう。フィリピ書４章には、
「どんなことにも思い煩うのはやめ
て、何事にも感謝を込めて祈りと願
いをささげ、求めているものを神に
打ち明けなさい」とある。
　「祈りは霊による霊の呼吸であ
る」。キリスト者は、息を吹き込ま
れたアダムの姿に戻ろう。この霊の
息が祈りの姿勢を作る。キリスト者
は聖霊により神の子として、「アッ
バ父よ」（ローマ書８章 15 節）と呼
ぶことを覚える。アッシジのフラン
シスコは、「マイ・ゴッド、マイ・
オール」（わが神よ、わが全てを）

と繰り返し祈った。中世における典
型的な祈りで、単純な祈りだがこれ
で足りる。
　「祈りは自分の部屋を持つ」。マタ
イ福音書６章５節以下の、奥まった
部屋で、隠れたところにいる神に祈
れ。神は願う前から，あなた方の必
要なものをご存じだ。９節から「主
の祈り」が与えられる。
　「祈りは聖書を神の言葉を聞くと
きである」。サムエルは、「私は聞き
ます」と神の声に耳を傾けた。ロー
ズンゲンなど祈りの言葉を通して、
祈り、黙想し神の言葉に聞くことが
大切である。ルターはオラチオ（祈
り）、メディターチオ（黙想）、テン
プターチオ（神からの試練）が大切
と言った。
　黙想については、詩編１編２節の
主の教えを昼も夜も口ずさむこと。
クリスマス物語で、マリアが羊飼い
達の礼拝と賛美を見ながら思いめぐ
らしたとある。黙想の訓練は、教師・
信徒にも必要である。
　「独りの祈り、教会の祈り」、Ⅰコ
リント12 章 13 節に、一つの霊によ
ってみな霊を飲ませてもらっている
とある。独りの祈りは教会の祈りで
ある。教会は祈りの共同体であり、
説教と祈りを持つべきである。森有
正氏は、教会に必要なものは罪と死
の問題であり、私のために教会が祈
ってくれているのが私の励みである
と言う。ドイツでは、「ただ悲しむ
ためにだけでも集まった」と言う。
祈りの力は強く、ライプツィヒやベ
ルリンなどでの祈祷会のうねりが東
ドイツの解放につながった。
　「祈りの言葉はどこから生まれる
か」。心から生まれる自由な祈りで
は、限界があるかもしれない。原稿
による祈りもある。聖書に学ぶ祈り
では、何といっても詩編があり、ま
た、パウロの言葉がある。また、祈
りの三要文としての「主の祈り、使
徒信条、十戒」が備えられている。
　最後になったが、西東京教区は、
伝道協議会開催にあたり再び富士箱
根ランドの法人会員（２年間）に入

会した。西東京教区内教会や信徒が
安価でホテルを利用できるので、教
会の集会や旅行など自由にぜひご利
用いただきたい。
	 （阿佐ヶ谷教会員）

　今年度の教区音楽祭は、11 月 30
日（土）阿佐ヶ谷教会にて、「第５
回記念クリスマスの集い」として行
われました。
　例年の講演に代わり、東美教会の
陣内大蔵牧師によるオープニングパ
フォーマンスで開会。会場を魅了す
る楽しくかつしんみりと心に響くト
ークと歌での音楽祭への誘導に、ト
ップバッターの原町田教会はノリノ
リで会場入口から中央の通路を歌
いながらの登場。つづく更生教会は
のびのび歌う元気な子どもたちとの
共演。東京府中教会は例年のフル
ートではなく初めて聖歌隊での出演
で初々しく、対して石岡記念教会は
第１回音楽祭から皆勤の貫禄の聖歌
隊。一方白鷺教会は１年おきという
ことで今年は出演、大曲を披露。調
布教会も初登場、教会学校の先生グ
ループというのも新鮮、新生教会グ
ループ・アガペーは２回目で本当に
楽しそうな演奏が印象的、前半最後
の狛江教会は今回聖歌隊とゴスペル
合同での出演、壮大な賛美に圧倒さ
れました。
　後半最初の境南教会トーンチャイ
ムは３回目、毎年順調にファンを増

2013年度西東京教区
伝道協議会報告
教区壮年委員　玉澤　武之

教区音楽祭報告

教区音楽祭委員　桑原　良子

講師の加藤常昭先生



（７）2014年　　春号　（No. 45）

やし、五日市伝道所は初参加、しっ
とりとソロの賛美に心洗われ、原町
田教会ジュニア聖歌隊は毎回参加で
すっかりお馴染みに。日野台教会は
例年２階席での出演が今回初めて正
面での演奏、高井戸教会も３回目、
毎回違う多様なジャンルの曲を演
奏、阿佐ヶ谷教会は例年教会員の作
詞作曲によるオリジナル讃美歌を披
露、トリの野方町教会は、会場の前
後左右に分かれて歌うという意表を
つく演出。特別出演の教職・信徒“混
成”合唱団は、総会議長の熱い希望
で“ジャンプ！”、そしてエンディ
ングは有志全員のハレルヤコーラス
が、特別編成ミニオーケストラの伴
奏で場内に響き渡りました。
　本当に楽しく祝福に満ちた、感謝
の一日でした。
　来年度は時期も場所も変わりま
す。10 月４日（土）、桜美林学園荊
冠堂チャペルをお借りすることがで
きました。やや遠いと思われるかも
しれませんが西東京教区内の学園で
す。素晴らしい環境の素敵なチャペ
ルでの開催にご期待ください。
	 （原町田教会員）

　2013 年 12 月 26 日（木）午後３
時から SCFで中高生が９人、スタ
ッフが４人、合計13名の参加のもと、
中高生クリスマス会が行われまし
た。人数としては少ないと思われま
すが、忙しい中高生が９人も集まっ
てくれたことに感謝するものです。
　井上創先生のリードのもと、まず

ゲームをし、親睦を深めることにな
りました。ゲームは２チームに分か
れ、人間の知恵の輪などをして楽し
く過ごしました。ゲームの後はみん
なでケーキづくり。高校生委員の坂
下希さんがスポンジケーキやクリー
ム、ケーキに乗せるトッピングなど
を準備してくださり、３班に分かれ
てケーキづくりに励みました。それ
ぞれの班が思い思いのケーキを作り
あげました。ある班はスポンジケー
キを半分にし、半分の真ん中にポッ
キーを立てて立体式のケーキなど、
中高生のアイデアいっぱいのケーキ
が出来ました。そのケーキを各班ご
とに美味しくいただきました。
　ケーキの後はクリスマス礼拝。竹
前治牧師よりルカによる福音書の羊
飼いへの主イエスの誕生の知らせの
箇所を通して、私たちにも羊飼い同
様に恐れることなく主が共にいてく
ださる新しい歩み、神様を賛美する
人生をイエス様がくださった、との
み言葉を聞きました。
　神様に恵まれたひと時をともに過
ごすことができたと思います。イン
マヌエルの神が我々と共にいてくだ
さることを中高生の皆と分かち合え
たと思い、神様に感謝するものです。

（清瀬信愛教会牧師）

　12月 26日 18：00 〜 20：30まで、
南三鷹教会にて西東京教区青年委員
会のクリスマス会が開催された。15
名の参加であった。初めに、開会礼
拝を持った。夕闇の礼拝堂の中、ア
ドヴェントクランツに全てのともし
火が灯され、また、参加者一人ひと
りのキャンドルライトもつけられ、
暗い闇の中に、確かなる光として来
られた主イエス・キリストを仰ぎ望
みつつ、礼拝をささげることができ
た。説教は、会場教会の牧師である
吉岡喜人先生が担当され、家畜小屋

にお生まれになられ、飼い葉桶に寝
ておられる主イエス・キリストのご
降誕が、私たちにとってのまことの
救いであられることを語ってくださ
った。若き魂にストレートに響く説
教を告げてくださった。また奏楽は、
青年委員として奉仕している藤々木
健君が弾いてくれた。
　食事は、青年たちが事前に集まり、
買い出しと調理をし、賑やかに行わ
れた。また、青年委員の岩田昌路先
生が、ご自分で調理された丸ごと一
羽の鶏を持ってきてくださり、食卓
の彩がまたさらに豊かなものとなっ
たことも付け加えさせていただきた
い。手前味噌であるが、報告者の仕
えている教会のご婦人も、豪華なサ
ラダを作ってくださった。教会の祈
りによってこの会が形成されている
ことを改めて感謝するものである。
　今回のクリスマス会で、教区の青
年会の初参加者が多く、丁寧な自己
紹介を行い、しばし、自分の教会の
紹介、学生生活のことなど分かち合
った。また、この会を通して久しぶ
りに再会をした交わりもあり、神の
導きの豊かさを体験した。残りの時
間は、ひたすらゲーム！をし、これ
また青年らしい楽しいひと時となっ
た。
　教区の青年委員会の交わりは、教
会の交わりによって支えられている
ばかりではなく、友が友を呼ぶこと
によって支えられている。この教区
の青年会の交わりが、互いの信仰の
支えあいとなり、また、伝道のよき
きっかけになることを祈り願う。
	 （花小金井教会牧師）

教区青年会
　　クリスマス会報告
教区青年協力委員　五十嵐成見

教区中高生
　　クリスマス会報告
教育部委員長　竹前　　治

クリスマスおめでとう！

賛美する熱気に包まれたひと時
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❖2014 年春季墓前礼拝
　日時：４月13日（日）15：00〜 16：00
　場所：「日本基督教団　東京教区・西東京
　　　　教区　基督者之墓」（小平霊園）
　問い合わせ：東京教区事務所
　　　　　　　TEL	03-3203-4270
❖教区教育部主催CS子ども大会
　日時：４月29日（火、祝）
　　　　11：00〜 15：00
　場所：東京神学大学
　子ども説教：五十嵐成見牧師
　　　　　　　（花小金井教会）
　連絡先：竹前　治（TEL	042-491-0851）
❖教区婦人部全体集会
　日時：５月23日（金）10：30〜 14：30
　場所：国分寺教会
　礼拝説教：大村　栄牧師

　報告（前年度活動報告・決算、次年度活動
　計画・予算、その他諸報告）
　昼食と交わり
　問い合わせ：寺澤縫子（原町田教会）

　この教区報を、震災から３年を迎えるタイ
ミングで「東日本震災特集号」としてお届け
いたします。野田先生からは、内外に連帯す
る「想起する共同体」であることと共に、次
の災害に備える準備を、と、併せて提起さ
れました。エマオからの活動報告、ボランテ
ィアの現状報告とボランティア参加者の声を
併せて掲載させていただきました。
　教区報は各個教会の強固な土台の上に連
帯する教区活動を紹介しています。「祈りの
カレンダー」で取り上げられた「祈りの課題」
は限られた文字の中に切実な課題と祈りが

込められています。そしてそれは多くの教会
で毎週の祈りに取り上げられ、祈りに覚えら
れています。教区内の各個教会が主に在る
枝として、共に支え合い、祈り合うために、
豊かに用いられますよう祈ります。　（辻宏）

　11月 24日（日）吉祥寺教会にて開催
された臨時教区教会にて、２名の按手礼
が執行されました。（編集委員）

　10年余前、会社の仕事上の事で悩み、
近隣の昭島教会を偶然訪れ、牧師先生
に会い、悩む私に寄り添われる姿に感銘
し、私もこのような人になれないかと思
った。その後決意し、洗礼を受け、役職
定年時に退社し、神学校入学・卒業、補
教師、昭島教会担任、正教師へと、超特
急で走ってきた。今年 65 才の老齢期に
入る私を、主はこのように召命された。
主任牧師より、按手礼は使徒ペテロにつ

ながる時代を超えた継続であるとうかが
い、按手礼受領の際は、その歴史的重み
が、頭を押さえつける手の重みと化して、
私を襲うようでした。私は、決して知力
体力に優れた者ではないが、少しでも主
の役に立つ僕になれればと思います。

　礼拝で語られる御言葉ほど、人を癒
す力のあるものはない。私はただこの確
信だけで、御言葉に仕える者になりたい
と願い求めました。神さまは、倒れた私
を打ち捨てず、御心に適う道を備えてく
ださり、一歩一歩定めてくださって、按
手を授けてくださいました。いまだに自

分自身を見ても相応しさは見つかりませ
ん。しかし、按手式のあの時、（近くに
いるはずの）按手礼執行者の声は、天か
らの力のように遠い上の方から聞こえて
きました。頭には、多くの牧師先生方の
合わさった手の重みが物理的に伝わって
きました。この具体的な力に導かれて、
働きに押し出されるのだと感じました。
一人でも多くの方々と、主に生かされる
喜びを分かち合うために。

　２月11日、数日前の雪の残る中、社
会部主催「信教の自由を守る日」集会
が笹川紀勝先生をお迎えし、『「友のため
に」生きたひとと偶像を拝んで生きたひ
と−侵略の歴史と憲法改正の問い』と題
して、阿佐谷東教会で行われた。笹川先
生は北海道赤平市で 1940 年にお生まれ
で、キリスト教徒であり、憲法学者でお
られる。講演は戦争時の弾圧の中、何か
に背中を押されるように隣人のために生
きた人々の生きざまを紹介され、マタイ

福音書 22章から神賛美と隣人愛につい
て語られた。隣人愛をおろそかにすると
聖書の信仰は著しく観念的になるのでは
ないか、それは新たな偶像礼拝を生み出
すのではないかという結びの言葉も印象
的であった。また、自民党の憲法改正草
案については、①戦争放棄ではなく国防
軍の設置、②象徴天皇から皇国史観の天
皇制へ、すなわち憲法より先に国＝天皇
の図式③現行憲法の自然権保障はなくな
る−思想・良心の自由、信教の自由、表
現の自由も含まれる、この３点から、草
案は改正の域を超えて新しい憲法制定に
なるということを述べられた。講演の最
後に語られた「今が歴史の岐路に立って
いないことを祈りたい」という言葉に参
会者一同、深くうなずく思いだった。

　安倍政権が発足して１年２ヶ月がたと
うとしている。発足当初は経済重視の話
ばかり聞こえてきたが、次第に耳を疑う
ような戦前・戦中に帰っていくかのごと
き姿勢が目立つ。昨年 12月の特定秘密
保護法強行採決、暮れの首相の靖国神
社公式参拝には、懸念と失望の声が様々
な立場から聞こえてきた。西東京教区社
会部も事の動きの早さに反対声明を出す
機会を失したことは悔いであるが、戦時
下のキリスト教がいかなるものであった
のかを思い起こし、過去の歴史から目を
そむけることが同じ過ちを繰り返すこと
を覚えて、これから教区の皆さんとの連
携を深めつつ対応していきたい。お祈り
とお力添えをお願いいたします。

（三鷹教会牧師）

編　集　後　記編　集　後　記

行　事　案　内

按手礼を受けて
牧師　牧内　寛助
（昭島教会担任教師） 按手礼を受けて

牧師　矢田　洋子
（吉祥寺教会担任教師）

２・11「信教の自由を
守る日」集会報告
社会部委員長　平池　芳樹

右、牧内牧師、左、矢田牧師。おめでとう
ございます！


