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博多教会

今号の内容
巻頭言

「平和を愛する九州教区」

“平和を願って、これを追い求めよ” (1ペトロ3:11)

教会物語
施設紹介
集会報告 各会報告
教区の窓 九州一円

書記・副教区長 小泉 基

３ 年 前 の総 会 で 、九 州教 区 は
「平和を求める決議」を採択し
ました。それは、「わたしたちは、
平和を愛するキリスト者として、
平和憲法の精神を貴び、すべて
の軍備増強と基地建設に反対
するとともに、近隣諸国と、信頼
と和解に基づく平和的な関係を
築くことを希求します」、という短
い文面でした。
この決議は、動議による議案
ではありましたが、総会に出席さ
れた多くの方が賛同して下さり、
九州教区が平和を愛する教区
であることを総会を通して示す
ことが出来ました。九州教区は、
これまで福祉の働き、幼児教育
の働きを大切にしてきた教区で
した。国が戦争に向かっていくと
き、障がい者や高齢者は「生産
性が低く」足手まといになると考
えられ、また子どもたちは、これ
からの戦闘を担う「資源」だとみ

なされていきます。わたしたちは、
神さまが「人」としてつくってくだ
さったどの方をも、最後まで「人
として」大切にしあう社会に生き
たいのです。教区が出来た事は、
多くはありませんでしたが、それ
でも2016年の平和を学ぶため
の長崎での中高生キャンプと翌
年の教区平和セミナーの開催。
「平和を考えるカレンダー2017」
の作成など、ささやかな取り組
みを積み重ねてきました。
さて、3月から角本教区長の
もとで、新しい総会期のあゆみ
が始まっています。先の総会決
議の提案理由には、平和憲法を
改悪しようとする動きについて懸
念が表されているのですが、そ
の懸念はますます大きくなってい
るようにも感じられます。教区で
は、今後平和セミナーを隔年で
定期開催することにしたほか、九
州セミナリオで「今あるキリスト

者の姿」と題して、こうした時代
におけるキリスト者の役割につ
いて、ともに考えようとしています。
キリスト教会は、先の戦争の時
に、なかなかこれに抗しきれず、
むしろ積極的に戦争に協力して
いった歴史も持っています。世に
あるキリスト者であるわたしたち
は、小さくされているひとりひとり
の命を大切にしていくという聖
書の視座を大切にしたいと思い
ます。そして防衛や、経済成長や、
愛国を理由とした力の誇示や、
恫喝や、自己正当化を選ぶので
はなく、神さまのつくられた「人
を大切にする」世界を望みたい
と思います。九州セミナリオの連
続講座で取り上げることになっ
ているボンヘッファー牧師、渡辺
信夫牧師は、こうした平和を愛
する教区のあゆみへの、よい視
点を与えてくれることと思います。
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教会物語

大分教会

玉名教会

1949年、大分市で開拓伝道が
開始された。九州の県庁所在地
でルーテル教会のない都市に
教会を建設しようとの計画であ
る。蒲鉾屋の一室で集会が始ま
り、翌年、現在地にあった民家を
購入して初代の礼拝堂とし、牧
師は富永俊二であった。以来68
年が経過し、現礼拝堂は20年
前に建てられた3代目の建物で
ある。無牧の期間もあったが、7
代目牧師として野村陽一が現
在牧会している。

瀟洒な現礼拝堂の建設にあ
たっては、標準的な教会建設費
をはるかに超える高額であった
ため、当時教会内や本教会との
間に大変な物議をかもし、難産
の末に完成したという歴史があ
る。当時からの信徒は忍耐強い
教会生活を強いられてきたが、
多額の借入金は完済に近づき、
今年4月には夢だったパイプオ
ルガンがバルコニーに設置され、
元気と喜びに満たされた礼拝に
今あずかっている。経緯を振り
返ると、この教会の歩みには,い
つも人知を超えた大きな力が働
いていると痛感させられる。

玉名駅前でタクシーに乗り込ん
で「ルーテル教会までお願いし
ます。」「ルーテル教会？」「あの
う、ルーテル幼稚園に・・・。」「ハ
イ。わかりました。」 これはざっと
40～50年前のおはなしです。

現在、玉名ルーテル幼稚園の
理事長は田中善一先生ですが、
先生の言葉を借りれば、「教会
と幼稚園は車の両輪です。お互
いに支え合っています。」
教会はキリスト教保育の土台
を聖日の礼拝と日々のお祈りで
支えています。先生方も週の初
め、お礼拝に出席し、牧師先生
のおことばを通して、神様からの
メッセージを受け取り、安心して
子ども達の前に立つことができ
ます。そして先生方の献身的な
良き働きにより、園児数も開園
当時の三倍に増えています。そ
れは取りも直さず経済的にも教
会を助けているということです。
聖日の朝、C・S（教会学校）
に集まってくる園児や御父兄、小
学生になった卒園児達。その姿
を見るにつけ幸せと感謝の心で
一杯になります。
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施設紹介

社会福祉法人

光の子会

光の子会の働きは、日本福音ル
ーテル門司教会付属門司幼稚
園の園庭を、知的障害児に開
放したことから始まりました。初
代理事長（門司教会牧師）の内
野重人先生は当時の様子を次
のように語っています。「気づい
たときには、ハンディキャップを
持った子どもへの関わりが始ま
っていた。しかし、（そのような）
子どもに何かをしなければとい
う同情心では何の役にも立たな
い。私共はこの子らにおいて生
けるキリストの語りかけるを聞く
思いがした」。

学校法人佐賀ルーテル学園
幼保連携型認定こども園

唐津ルーテルこども園

そして、１９７２年に社会福祉
法人光の子会を設立し、現在は、
未就学障害児への支援を行う
「児童発達支援センター光の子
学園」、就学障害児への支援を
行う「放課後等デイサービスひ
かりのこ」、障害者への日中支
援を行う「ひかり工芸舎」「たに

まち光舎」、生活支援を行う「ホ
ームひかり」、そして、障害児（者）
への相談支援を行う「ひかり相談
支援事業所」を運営しています。

唐津ルーテルこども園は1953
年に教会立の唐津ルーテル幼
稚園（定員80名）として創立し
ました。当時は、唐津市内に市立
の幼稚園があるのみで、幼児数
が多く、ルーテル幼稚園の開園
は唐津の方々に待望され喜ばれ
ました。それから66年。創立以来、
幾 多 の困 難 の中 でも神 様 に

祈り、力をいただき、幼児教育を
繋いでこられた諸先輩方の思い
を引継ぎながら、増改築等を経
て2015年からは幼保連携型唐
津ルーテルこども園（利用定員
170名）としての歩みを進めてい
ます。

今、１２０名を超える光の子た
ちが、それぞれの場所できらきら
命を輝かせています。

毎日の生活の中でも讃美歌
を歌い祈りながら過ごしています。
月に2回は唐津教会より牧師先
生に来ていただいて礼拝をして
います。「あのね、聖書のお話好
き！！」と子どもたちは楽しみに待
っています。創立以来変わらない
神様の恵みの中で一人ひとりが
大切にされ、大人も子ども共に
育ち、安心して過ごせる場として、
地域に根ざした園としてこれから
も祈りつつ歩んでいきたいと思っ
ています。
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集会報告
中高生キャンプ
教育部長 和田憲明

九州教区中高生キャンプは、熊
本地震でルーテル阿蘇山荘を
使用出来なくなって以来、長崎
教会、鹿児島教会を拠点に開か
れてきました。今夏7月31日（火）
～8月2日（木）二泊三日のキャ
ンプは、南阿蘇の如水館阿蘇分
館で開催できました。その詳細
については、参加者の中高生の
感想文を頼りに報告いたします
「熊本地震の時は僕自身被災
者で、自分のことでいっぱいいっ
ぱいだったので阿蘇の方の被
害がひどかったのは知っていた
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けど、どれくらいひどかったかは
知らなかったので、実際に阿蘇
大橋が落ちてしまったところを見
たり阿蘇山荘がかたむいている
のを見たときは衝撃を受けまし
た」（高2男子）
「今回は『主の慈しみに生きる
人々よ』というテーマでした。（中
略）子どものための心理的処置
は災害が起きた時の子どものこ
ころのケアや、子どもが楽しめる
環境づくりについて考えました。
広い空間を全員が快適に過ご
すためにはどのように区切るか
などを考えました。普段は考える
ことはない子どものことを考えて、
改めて災害の時にどうするべき
かを再確認することができまし
た」（高1女子）
「私は災害のときに避難所で
『子どもはおとなしくしておかな
ければならない』ということにな
っていることにとてもびっくりしま
した。だから、もし、何かがあって
みんなが避難しないといけなく
なったとき、このキャンプで学ん
だことを生かして私たちが少し
でも楽しく過ごせるような空間を
つくる一人として自分にできるこ
とをしたいと思いました」（中2
女子）

ゲスト（講師）の久保千晶さ
ん（臨床心理士・精神保健福祉
士）のワークショップを中心に、
予期せぬ出来事に遭遇した時
の行動原則「見る・聴く・つなぐ」
（PFA／Psychological First
Aid）を学びました。小泉基牧師
からは、地震の際の健軍教会の
避難所のお話しや自身の証しを
していただき、またルーテル学院
のご協力、林田博文先生にもご
尽力いただきました。
こうしてテーマの副題「～阿蘇
の山に帰ろう～」、詩編30：5－6
「主の慈しみに生きる人々よ、主
に賛美の歌をうたい、聖なる御
名を唱え、感謝をささげよ。ひと
とき、お怒りになっても、命を得さ
せることを御旨としてくださる。
泣きながら夜を過ごす人にも、
喜びの歌と共に朝を迎えさせて
くださる。」を、中高生、スタッフ
22名と共に分かち合えたのです。
「ここで出会った仲間たちとしか
分かち合えないものがあります。
それはこのキャンプから帰った後
の生活で、心の灯りになります。」
（元キャンパー、現スタッフ）
キャンプの季節にはぜひ、子
どもたちを教会から送り出してく
だされば幸いです。

夏期聖書学校
教区長 角本 浩
私のグループにいたある方か
らは、はじめは、どうして二日か
けてたったこれだけの個所？とい
う思いを持っていたけれど、学び
ながらこの個所からどんどん示
しというか考えさせられるところ
が出て来た、という感想が聞か
れました。
その通りだと思いました。それ
が神の言葉の力だということを、
共有できたと思います。
普段の生活では、そこまでじっ
くりと聖書を深く読む機会はな
かなかないものだと思います。牧
師であるわたし自身も、そうです。

「イエス様の最初のお弟子さん
ってだ～れ？」
そう問われるとペトロさんの名
前が浮かんでくる方が多いでし
ょう。一晩中漁をしたけれども、
少しも魚が捕れず、帰ってきた
港で「ここに網を打ってごらん」
と言われて、大漁の魚が捕れる。
そんな場面が印象に残っています。

聖書は一人で読むこともでき
るけれど、聖書は教会で読む、と
いうのも大事な教えです。今回
は、場所はYMCAのキャンプ場
でしたけれど、集っていたのは教
会の群れです。ともに信仰に生
きる群れです。そのきょうだいた
ちと一緒に聖書を読むことで、み
ことばの豊かさが一段と鮮やか
に示されます。そこにこそ、こうし
て、家を離れてでも学ぶ、夏期聖
書学校の意義があるのだな、と
つくづく思った次第です。

安達先生のリードのおかげで
夏期聖書学校の名にふさわしい、
みことばとじっくり取り組む時間
を与えられたことに感謝いたし
ます。
夕食は昨年に引き続き、目の
前で焼かれて振る舞われる阿
蘇の赤牛。パラパラッと塩をふっ
ただけの状態がおいしい。今年
も、みんなで堪能しました。
阿蘇山荘はまだ使えるめどは
たっておりませんが、今後も良い
会場を見つけて、この九州教区
の伝統ある行事を続けていきた
いと思います。来年は同時期に、
「平和セミナー」としてみ言葉に
学びます。またご一緒に学びまし
ょう。

でもヨハネによる福音書1章
を読むと、その弟アンデレが先に
イエス様に出会い、兄のシモン
に紹介したと記されています。
今回の夏期聖書学校はこの
個所をじっくり学ぶ機会が与え
られました。グループごとに学ぶ
時間では、この個所から聞こえ
てくるメッセージを各自がよく聞
き、そして語り合いました。「この
個所が今のあなたに何を語りか
けているか」「この個所が、今の
ルーテル教会に何を語りかけて
いるか」そんなテーマを与えられ
て味わってみると、読めば読むほ
ど、み言葉が語りかけてくるのが
わかりました。
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南熊本群の集い
水俣教会 関 満能

水俣に生きるキリスト者として
中島一さんに、水俣病の導入を
本郷教会会員であり、熊本大学
准教授の石原明子さんにお話し
頂きました。

ソも許す」と語られた母・杉本栄
子さんの重い決意の込もった言
葉に衝撃を受け、私たちの生き
方が強く問われているように思
わされました。

さらに、水俣病の語り部であ
る杉本肇さんをお招きし、茂道
で網元として生活していたご家
族の水俣病の苦難とその後の
許しの道のりを語ってくださいま
した。「国も許す。県も許す。チッ

最後に、昼食には杉本さんが
捕られた新鮮なしらす丼を水俣
教会女性会の準備のもと美味し
く頂きました。多くの働きと神様
の恵みに感謝し、報告と致します。

今年は三十名を越える参加者
が与えられ、普段は数人で礼拝
が行われている田主丸教会の
礼拝堂が一杯になりました。

筑後地区という集まりは、決し
て大きな群れではありません。地
区内の現役の牧師は私一人。
各教会も、高齢化など、大きな
課題を抱えています。けれど、こ
の群れのことを導いてくださる神
様がいる、私達には豊かな恵み
が与えられている、そんな思いを、
礼拝を通して、交わりを通して、
そして証しを通して、改めて確認
するひとときとなりました。

6月9日（土）、南熊本群初夏の
集いが水俣教会で開催されまし
た。「イエス・キリストが愛したよ
うに、地域を愛する」というテー
マのもと、水俣を通して、この世
界に生きるキリスト者として何が
考えられるのかを共に学び、交
流を深めました。

筑後地区 平和の祈り
筑後地区長 宮川 幸祐

この「平和の祈り」の担当は、
各教会の女性会で持ち回り。開
会礼拝や昼食の交わり、各教会
の近況報告は毎回の定番です
が、それ以外の部分は担当する
各教会の女性会に委ねられます。

毎年八月、筑後地区では所属す
る久留米、田主丸、大牟田、甘
木、日田の五教会が集って「平
和の祈り」の時をもっています。
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今年は、田主丸教会の長澤
姉がかつて共に活動していた、
井上喜久美牧師（日本ホーリネ
ス教団佐伯福音キリスト教会）
の証しを伺いました。キリスト者
として、牧師の妻として、そして母
として、篤い信仰の元に一生懸
命に歩んでこられたその半生に、
一同、深い感銘と励ましを受け
ました。

各会報告
女性会

９月２９日、教区会長会を開催し
ました。レインボーハウス施設長
の鶴順子さんから３０年にわた
る歩みをお聞きし、神さまの恵み
を感謝しました（熊本地区秋の
集いと合同）。
また、西教区の姉妹達へと北
海道のみなさんへ災害見舞いを、
九州内の休会中・未加入教会
を覚えてメッセージを綴り、祈り
を共にしました。
それぞれの地にもどって行か
れる女性たちの笑顔と励まし合
いに感謝します。

会長 平山美保

壮年連盟
会長 清田純次

青年会
会長 因てい子

今年も素麺販売にご協力をい
ただきましてありがとうございま
した。
さて、9月15～17日に三鷹教
会で全国青年修養会が開催さ
れました。九州からは5名の青年
が参加しました。参加した青年

9月23日、24日に久留米教会
で第50回総会・修養会が開催
されました。
2月にも佐賀教会で前年の
台風で延期された第49回が開
催されましたので年2回の変則
開催でしたが、今回は久留米教
会献堂100年記念の年であり、
筑後地区で3年目の担当でした。
1日目は近くのホテルで総会
が開かれ、平山女性会会長も出
席。前年度活動報告、会計報告
等の後、次期担当地区は北熊
本地区にお願いすることに。その

後、和やかな懇親会。各教会の
近況報告、神学校アピール献金
も。
2日目には久留米教会で宮
原信孝先生による「世界の宗教
と私のキリスト教」という演題で、
外務省での主として中近東勤
務の経験から日本人の宗教観
とイスラムなど唯一神信仰の中
で生活する人との違いなど興味
深い話を聞くことが出来ました。
また講師の他宗教とその信仰者
への関わり方も参考となるもの
がありました。

たちからは、改めて持ち帰った成
果を皆様にご報告できたらと考
えています。教区と教区女性会
から頂いている献金を交通費補
助に使わせていただきます。この
場を借りてお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
また、9月23、24日には聖ペ
テロ教会草刈りワークを行いま
した。4～6人という少人数でし
たが、10年かけて茂りに茂った
森のような草木を伐採、開墾し、
見違えるほど見晴らしがよく、き
れいになりました。

JELCY九州の総会も行う予
定でしたが、青年会を担っていく
年代の人数が集まらず、今年度
は一旦活動休止とし、今後のこ
とは池谷先生に一任する方向に
決まりました。来年度には新青
年も含めて、今までとはまた違っ
た新生青年会が立ち上がること
と期待しています。今後とも迷え
る青年たちにご指導をよろしくお
願い致します。
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教区の窓
九州教区役員研修会
今年の役員研修会は「防災」がテーマです。各地
で自然災害が相次ぐ中、教会では何をどのように
備えていけばよいのか。熊本地震の経験をもとに、
立野泰博牧師、岩切雄太牧師、小泉基牧師と共に
考えます。
役員研修会としての開催ですがどなたの参加も
大歓迎です。
箱崎教会：10月13日14時～
健軍教会：11月17日14時～

九州セミナリオを開講します
今総会期の九州セミナリオは、過去の講座受講者
の継続教育も意図しつつ「世にあるキリスト者の姿」
をテーマとした連続講座として開催いたします。第
1回目は「世にあるキリスト者の姿－導入と解題」と
題して、岩切雄太牧師のお話し。教区事務所：10
月4日(木)19時／健軍教会：10月18日(木)19
時 の２回開催です。このあと、関満能牧師、永吉穂
高牧師、小泉基牧師を講師として、「ボンヘッファー
を読む」「信仰に基づく抵抗権」を開催する予定。
若い方々にもぜひご参加いただきたいと願っていま
す。申込不要。参加費300円。詳細は各教会に配
布されていますポスターをご覧下さい。

九州一円
■ルーテル学院中学・高校 今年の夏、たくさんの中学生高校生がボランティアに励みました。被災地にも
行きました。受け入れ、関わってくださった方々に感謝します。（崔）
■宮崎教会 長い間祈り準備してきました宗教改革５００年記念オルガンが今年中に完成します。来年３月
１５日～１７日にかけてお披露目演奏会と、演奏と製作に関するセミナーを行います。(中村）
■久留米教会 11月の献堂100周年に向けて、9月24日、プレコンサートが催されました。10月の講演
会、11月の記念礼拝・記念誌発行、12月のパイプオルガンコンサートに向けて準備真っ只中です(宮川)
■熊本教会 宣教120年の歩みに感謝しながら、歴史を展示するコーナーを設けます。会堂の登録有形
文化財登録に向け市が文化庁へ書類提出いたします。いよいよです。(杉本)
■玉名教会 毎週説教者が変わりますが、これも定着し、礼拝出席者は落ち着いて教会生活を送っていま
す。時々新しい出席者も迎えています。(杉本)
■玉名ルーテル幼稚園 認定こども園の経過も順調で、保育（園）部門も安定してきました。隣接地に広
い敷地の購入が行われ、将来への施設計画につなげられます。(杉本)
■合志教会・荒尾教会 8月4日と5日（土・日）の両日、玉名市において合同リトリートを行いました。6回目と
なる今回は36名の参加がありました。(木下)
■健軍教会 毎年、関係施設を訪問するディアコニアサンデーを実施しています。今年は10月21日(日)
に広安愛児園を訪問し、子どもや職員の方々と、主日礼拝・お昼の食卓を共にします。(小泉)
■恵泉幼稚園 園南側にマンション建設が始まるにあたり、この半年間先方との協議や関係者との会合を
開く日々でした。87年続けられた箱崎教会との歴史を新たに紡ぐべく、祈りを合わせています。(和田)
■光の子会 ひかり工芸舎の皆さんが、心を込めて「干支土鈴」を作り1個400円で販売しています。来年
は「亥」。売上は皆さんのお給料になります。おひとついかがですか093-322-5466まで。(永吉)
■室園教会 夏の教会学校プログラムに、地区やルーテル学院の青年・ティーンズのお手伝いをいただき
ました。これから、11月23日の教会バザーに向けての準備が始まります。(西川)
■松橋教会
神水教会壮年会の強力な支援のもと、玄関前の庭木の剪定および礼拝堂周りの草刈りを
実施しました。恵まれた駐車スペースを確保。ポテンシャル有り。(安達)
■熊本教会国際礼拝 熊本大学の留学生と家族、9月をもって10名(ケニア4、インドネシア5、リベリア1)
を卒業と転校のため、熊本から送り出しました (--;)シクシク。(安達)
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