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 東日本大震災から、九

ヶ月がたとうとしている。

社会全体として、次第に

当初の切迫感が薄らぎ、過去の出来事とされて

いくことに危機感を覚える。しかも、そうした傾向

が自らの内にあるにも拘わらず、「それは仕方の

ないこと」と、無意識の内に言い聞かせてはいな

いかと自らに問わざるを得ない。こうした中、実際

岩手県の状況は、極めて厳しいという報告も聞く。

今も地道に支援活動を続ける団体は少なくなく、

そのようなキリスト者の働きにも注目し、支援し参

加を呼びかけたい。 

被災現場でのボランティア活動では、時として

被災された方々と対話することがある。途方もなく

続くように見える復興への道のりの前に、あせり

や疲れ、先の見えない不安が垣間見え、どう言

葉をかけていいか戸惑う。単純作業の中で、「キ

リスト者として今何をしているのか」、「この作業が、

本当に支援になっているのか」、「私たちは、何に

召されているのか」、などと自問自答する。ボラン

ティアの集まる宿舎では、様々な方々との交わり

があり、身を粉にして仕え続ける牧師のこと、そし

て逆に教会の働きがまったく出来なくなることから、

支援活動に距離を置くことを断腸の思いで決断

した牧師のこと、ボランティアをコーディネートす

る者同士でも、やり方や方針の違いから、一つに

なることが困難で、心身共に疲労の限界を超え

ている現実などを耳にする。 

キリスト者が福音を伝えることと、置かれた宣教

の現場において、社会的責任を担うこととは、どう

関係しているのだろうか。ジョン・ストットは、伝道

と社会的責任は共に宣教に含まれるとして、宣

教の包括的視点を訴えたが、実際には、伝道と

社会的責任とが対立し、その狭間で苦悩する牧

師たちやキリスト者の現実を垣間見る。 

はたして、社会的活動は、伝道の手段なのだ

ろうか。あるいは、社会的活動は、伝道の一つの

表現なのだろうか。ある者は、社会的責任を担う

ことは、伝道の当然の結果として生まれてくるもの

であると考え、さらには、社会的活動は、伝道の

パートナーであるとする見方もある。そして、社会

的活動と伝道は重要度においては等しく、同じ

宣教の働きの全く違った要素であるという捉え方

や、社会的活動は、良き知らせ（伝道）の一部で

あるとも考えられる。 

ここで、一つの課題に突き当たる。神学的検証

のプロセスに介在する無意識の非包括的前提で

ある。即ち、伝道と社会的責任とを二つの独立し

たものと捉える視点である。だから、両者が対立

したり、どちらかに優先権を与えたり、統合しなけ

ればならないとして苦悩する。こうした視点の背

後にある「カテゴリー思考」は、現実をある要素に

分類して捉える。この枠組みに神学的思惟が依

存していることに課題があるのではないだろうか。

ギリシャ哲学以来啓蒙主義にも継承されたものと

は異なる新しい枠組みが求められている。 



 Tokyo Mission Research Institute Newsletter Vol 73, 2011    2 

序序序序    

 この小論は、東京ミッション研究所主催の秋の

リトリートで発題した内容を元に、割愛補足したも

のです。今回の大震災の被災現場において、

「それでも神は善い方だと言えるのか」「神の国は

どこに近づいたのか」という問いが、主を求めるよ

うにして何度も私の心を揺さぶりました。それへの

主のお答えは私のものではなく、何よりも被災さ

れた方々のものでなければなりません。ですから、

テーマにもありますように、この小論はあくまでも

現場で経験したことを中心にした問いかけです。

また、国分寺バプテスト教会（KBC）という地域教

会の牧師が被災地での経験に基づいて発信し

ているものであって、学術論的な構成ではないこ

と。そして、Cape Town Commitment の共有と適

用を念頭に置いていることを申し添えます。 

 本論に入る前に、「包括的福音」とは何かをま

ず確認しておかなければなりません。これは 1974

年の第一回ローザンヌ世界宣教会議に於いて提

唱された福音理解です。福音の理解と実践が霊

的（宣教的）側面と社会的側面へと二極分化し

ていた 20 世紀中頃までのプロテスタント･キリスト

教会に、両者を統合する視座を示したものです。

これは福音派教会に多大な影響を与えました。

この時期にクリスチャンになった私は、この二つ

の側面はクルマの両輪のようなものだとの説明を

何度も聞かされたものです。 

 昨年10月に南アフリカ共和国ケープタウンで開

かれた第３回ローザンヌ世界宣教会議「ケープタ

ウン２０１０」では、それまでの「福音理解と実践」

を今日的な諸問題へと広げ、深めたといえましょ

う。例えば、世界の貧困や隷属、HIV／AIDS、紛

争、差別や迫害、環境などといった深刻な諸問

題に向き合い、具体的な取り組みを模索したとこ

ろに今会議の特徴があったといえます。  

 その中で、これまでの「全福音･全教会･全世

界」というローザンヌ運動の中心的スローガンの

中に入れ込むようにして、全人格（whole person）

という新しい概念用語がしばしば使用されました。

この言葉が使われるようになったのは、それまで

の三つの概念では包括しきれない人間（人格）性

が現代の課題として浮き出てきているからと理解

しています。とすれば、包括的福音を問うという問

いかけは、“福音の理解と実践”だけではなく、

「全人格」という切り口から、「全福音、全教会、全

世界」の“スローガン”そのものをも問う方向を示

しているといえます。この遠大ともいえる格闘こそ

が現代のキリスト教会の避けて通れない課題だと

受け止めています。 

ⅠⅠⅠⅠ....国分寺国分寺国分寺国分寺バプテストバプテストバプテストバプテスト教会教会教会教会（（（（KBCKBCKBCKBC））））のののの事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介    

１１１１））））    経緯経緯経緯経緯とととと活動報告活動報告活動報告活動報告 

 この小論は報告書ではないので、詳細は省きま

す。 

 活動の特徴として、震災直後（10 日後）から活

動を開始した KBCは、現在も主に青少年を対象

とした補習プログラム、リリーフ・イベント、コミュニ

ティ形成に継続して取り組んでいます。 

 そのきっかけは、教会の青年たちが真っ先に声

をあげて支援活動を申し出てくれたこと。教会全

体でその活動を受け止め、物心両面でサポート

してくれたことによります。そして何よりも、被災地

 
2011.9.5~6 秋の研修リトリートから 

 

被災現場被災現場被災現場被災現場から包括的福音包括的福音包括的福音包括的福音を問う 
 

～神の国はどこに近づいたのか～ 

マタイ福音書 4:14～20 

米内宏明米内宏明米内宏明米内宏明    （国分寺バプテスト教会牧師） 
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で出会った子どもたち一人ひとりの笑顔が活動を

支えてくれました。あの子どもたちがいなければ、

今日までの私たちの活動はあり得ませんでした。 

 

２２２２））））現場現場現場現場でででで見見見見えたことえたことえたことえたこと    〜〜〜〜気気気気づきとしてづきとしてづきとしてづきとして〜〜〜〜 

・「線香の一本でも」 

 被災地での気づきの一つに、死者儀礼、あるい

は死についての受け止めがありました。こんなこと

がありました。私どもKBCの被災支援チームの青

年たちが宮城県のある場所で活動をしていると、

「線香の一本でもあげろ！」のひと言が中年の男

性から投げつけられました。彼らが私に後で話し

てくれたところによると、そこはその方がお母様を

亡くされた所だったとのこと。多くのボランティアが

まるで観光地を訪れるかのように被災地にやって

くると感じてしまうその方の悲しみと怒りの声だっ

たことが分かりました。 

 夜の打ち合せ会ではそれをテーマにしました。

「どうしたらよかったのか？」「これからどうすべき

なのか？」。そして何よりも「そこで何を感じたの

か？」と。被災地で活動する場合、「死」を抜きに

しては被災者と関わりきれない現実に誰もが気づ

きました。生き残っている人々の背後には家族や

友人、知人らの多くの死があること。それは大人

だけではなくて、子どもたちも同じであること。そ

の子どもたちと接する時、彼らが口にはしなくても、

その小さな背中には親、家族、友人らの多くの死

が背負われているのが分かります。支援する者た

ちはその死も一緒に背負わなければならないの

です。 

 しかし、若いクリスチャンたちは、クリスチャンで

ない方々の死に直面する経験がおよそ少ないの

です。しかも、いわゆるクリスチャン･ホームに生ま

れ育ち、成長してきた彼らであれば、日本に特有

の非キリスト教的な死者儀礼に対する知識と実

戦経験が当然少ないのです。これは致し方ない

現実ですが、あそこで問われたのは、単に線香を

あげるべきかどうかという話ではなく、「死」そのも

のを人間がどう受け止めて生きるのかという実践

的テーマでした。 

 支援チームの中の一人がこう口にしました。「被

災した子どもを支援するとき、きっとこの子のお父

さんお母さんが生きていたら、この姿を見て喜ぶ

だろうな、とか、こうしたらきっと嬉しいだろうなと想

像して子どもたちに接している。それは教会で親

を亡くした子どもと接した時に、お母さんだったら

こうするかなとか、きっとこうしたいと願っていただ

ろうな、とかつて考えたことから、そう思うようにな

った。その意味で、子ども支援は、私にとっては

死者儀礼でもある」と。 

・お墓と十字架と 

 河北新報（宮城県の地域新聞） 8/11 には、一

面トップ記事で「供養の場奪われ苦悩」との大見

出しがあり、そこに納骨できない人々の苦悩が紹

介されていました。そして寺院（墓地）が被災して

めちゃくちゃになっているので、簡素な葬儀、他

宗派での葬儀をやむなく行わなければならない

状況が紹介され、人々の割り切れない心情と苦

悩に合わせ、地域の絆、結びつきが崩壊の危機

にあると書かれていました。 

 被災した寺院のお墓の修理、片付け、あるいは

修繕を依頼された場合、皆様ならどうされます

か？ 死を扱うことは、死者儀礼のみならず、他

宗教の人々の死と信仰をどう受け止めるか、つま

りはその人々の人格(whole person)をどう受け止

めるか、ということにつながってきます。今回の震

災で無数の死を遂げた人々とその遺族の痛みへ

届くためには、他宗教への対応を表面的なことと

せず、そこに一歩踏み込む努力が必要です。 

 

 プロテスタント福音派と呼ばれるクリスチャンが

そのメッセージの中心とするのはイエス・キリスト

の十字架の贖罪死です。このメッセージは被災

者にとって、どう意味づけられるのかも問われな

ければなりません。 

 ある被災者がこうおっしゃっていました。「私がこ

うして生き残ったのは、私のために犠牲になって

くれた人がいるからだ。」 感動的な話に聞こえま

す。しかしその方はこう続けたのです。「生きてい

ることが辛い。誰かを犠牲にして今自分がこうや

って生きていることが辛い」と。また別の方は「私
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は一度死んだ人間なのです」とおっしゃいました。

自分が生きることは誰かの死を背負おうことなの

です。このような方々にイエス・キリストの犠牲はど

う語られるべきでしょうか。軽々しく口にできない

身代わりの死の重さ、かたや身代わりで生き残る

生の重さを感じました。ここでイエス･キリストの身

代わりの十字架を、神･罪･救いと決まったフレー

ズのように使い回してしまっては、イエス・キリスト

の十字架も、そこに生きる人の人生をも軽んじる

ことになるのではないでしょうか。そう考えると、十

字架の死の意味をその重さほどに分かりきってい

るのだろうかと自問せざるを得ませんでした。 

 被災地から「包括的福音」を問うとは、私たち自

身が福音をこう理解しているという概念(枠組み・

フレーム)自体を問い直すことです。これまでの枠

組みに逃げ込んで自分を納得させるのではなく、

むしろ枠を壊してくれる現実と課題から目を背け

ないことです。神学は実践の現場から構築される

はずのものであるとするならば、その現場に立つ

勇気が必要です。 

 

ⅡⅡⅡⅡ....    十字架十字架十字架十字架からからからから包括的福音包括的福音包括的福音包括的福音をををを問問問問うううう    

１１１１）））） 日本日本日本日本にににに起起起起こったこったこったこった苦難苦難苦難苦難 

 これまで私たちはこの国がどうなることを願って

いたのでしょうか。果たして具体的な願うべき国

のイメージを持っていたでしょうか。自らを振り返

って思うのは、3.11 までは、今は危機の時代と言

いながらも、それはどこか教会形成における危機

感であって、この国に対する危機意識としてはか

なり薄かったのではないだろうかと。だから、この

国に対するよりも、自分たちの教会形成に集中し

ていたのではないだろうかと。だからこそ、この国

と人々の危機と苦難を前に救済論が問われます。

イエス・キリストの十字架を代償としての理解だけ

にとどめず、この世界、コミュニティを活かす（形

成する）力強いメッセージとして発信する必要が

あります。 

 東京基督教大学教授の稲垣久和氏が賀川豊

彦の神学について次のように述べておられます。

「彼（賀川）の実践の働きの広がりは、当時のキリ

スト教会の理解をはるかに超えていた。その神学

的背景は何だろうか。それは、贖罪の教理を『世

界の回復』ないしは再創造の働きと結びつけたこ

とであり、また世界の中に神の働きのダイナミズム

を見た、そのようなタイプの自然神学にあると思

われる」 （「公共哲学から見た賀川豊彦の宗教

的･神学的側面」 09/7/17 シンポジウム） 

２２２２）））） よきよきよきよき隣人隣人隣人隣人となるとなるとなるとなる教会教会教会教会 

 震災後、ルカ福音書 10 章の「よきサマリヤ人」

のたとえが語られるのをよく耳にします。多くの牧

師、説教者たちがこの箇所から自らを問われたの

でしょう。『牧会ジャーナル』(9/1 秋号)に仙台改

革派教会の吉田隆牧師の文章がありますので、

引用します。「被災支援活動にとって、宗教の違

いは必ずしも問題にならない。･･･被災者にとっ

ては、本当に助けてくれた人々が『よい人』だから

である。主イエスが語られた『よいサマリヤ人』の

たとえは、まさにこのことを教えていたということを

今更ながら気がつかされた。･･･問題は、そこを

通った人の宗教や立場ではない。『誰が隣人に

なったか』が問題なのである。それは、神が倒れ

ている人の視点に立って行動することを教えてい

るのである」。 

 よき隣人となることが、教会に与えられているキ

リストのご性質の表れであり、使命であると確信し

ています。礼拝も、宣教も、教会教育も、会堂も、

この視点から取り組まれるべきだと考えています。

しかしまだまだ、よき隣人であることよりも、よき教

会員であることをすすめられるのです。もしかして

この発言は挑戦的なのかもしれません。しかし問

うべき価値があると考えています。 

 『クリスチャン新聞』（9/25 号）一面に「支援から

“宣教”へ」との記事見出しがついていました。こ

こには支援と宣教とは違うものという前提がありま

す。しかし宣教と支援が区別されてしまえば、支

援は宣教のための手段でしかなくなってしまいま

す。果たして隣人に仕えるということは宣教の手

段だと聖書が語っているのでしょうか。そうは思え
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ません。私たちが被災地で活動するのは、そこに

支援の必要があるからです。ですから、当然他宗

教の方々との連携もあり得るのです。緊急支援

期が終わって“宣教”となったとたんに他宗教や

他教派との競争を生じさせてはなりません。 

 

 さらによきサマリヤ人のたとえの特徴の一つは、

よき隣人となった人の宗教的･信仰的立場の不

問です。アマルティア・セン氏は、『アイデンティテ

ィと暴力』（勁草書房 2011 年）という著書で、「世

界の人々は何らかの包括的で単一の区分法によ

って分類できる、という偏った思い込みがある。」

しかし実際は、人のアイデンティティというものは

一つのグループに属さない、というのです。例え

ば、キリスト教徒でありつつ、ベジタリアンで、環

境活動家であり、ジャズ愛好家の日本人である、

という具合に。どの集合体もその人のアイデンテ

ィティであり、また帰属集団と見なすことができま

す。ある状況の中で、どの帰属意識が強くなるか

が変わるというのです。この帰属意識を一つしか

ないと決めつけることが、他の帰属を許さない暴

力を生むというのです。帰属先を選択するという

相対性には注意を払う必要があると思いますが、

私はアイデンティティの複数性を認めます。 

 神学者のA.マクグラス氏は、『キリスト教神学入

門』(教文館 2002年)で、モダニズムが「目的、計

画、階層制、集中化、選択」ということばで表現さ

れる範疇に区分されるのに対して、ポストモダニ

ズムは「遊び、偶然、無政府状態、拡散、組み合

わせ」にまとめられるとし、時代が多様性に移行し

ていることを明確にしています。このような移行期                                                                                                                                               

にあって、まさに今、教会自身がこの時代と世界

にどう向きあうべきなのかを模索しているのかもし

れません。 

 教会の歴史から観るならば、教会には「多様

性」という性質がもともと備わっているはずです。

ところが案外、様々な背景をかかえている人々が

いったんクリスチャンとなって「教会員」となると、

その人々の背景は一気に飛び越されて、「集会

出席」「献金」「奉仕」など、「教会員のてびき

（！）」にもっていかれるようなところがあるように感

じてしまいます。 

 

 包括的福音を問うのであれば、教会とは何か、

キリスト者とは何か、という問いも発せられるわけ

で、それはこのような帰属の単一化傾向にある教

会像、キリスト者像も問われているのです。しかし、

多文化・多様化の時代に対応する教会像、クリス

チャン像、教会生活像がまだまだ神学的に整理

されてはいません。平たく言えば、多様性という

「めんどうくささ」に耐える力、その多様性をむしろ

楽しみ、違うものたちとネットワークを作れる自由

と世界観を身に付けられていないのです。 

 しかし言うは易しで、実際は大変なことです。現

代社会の中で、逃げ出したいほどの悩みや疲れ

を負う私たちは、その多様性と情報量の多さから、

自分の抱く確信や方針など簡単に吹き飛ぶもみ

がらのようです。「神は、ほんとうに言われたので

すか」（創世記3:1）の声をしりぞけ「この世と調子

を合わせてはいけません」（ローマ12:2）とのみこ

とばに歩むことは並大抵のことではありません。

一方で、自分を妥協から守ろうとするあまりに、自

分の今までのあり方や神学的な枠組みについて

何も問い直せないような硬直に陥ってしまったと

したら、残念なことです。確信や権威を失っては

ならないという「りきみ」から、問い直し、模索する

自由や揺らぎまで否定してしまっては、新たな気

づきや必要な変化から遠ざかることになります。 

終終終終わりにわりにわりにわりに    

 私個人としては次のことが忘れられません。4月

の受難週のことです。その受難主日は東京に戻

らず、被災地で礼拝をささげることになっていまし

た。牧師のいない、信徒の皆さんによる小さな開

拓教会から礼拝説教の依頼を受けました。お引

き受けしたものの、正直なところ、何を語ればよい

のか不安でした。同じように、多くの牧師から震

災後に自分の説教が問われているとの声が聞こ

えていました。当然のことながら、教会で語るメッ

セージと、被災地の 1 人に語るメッセージとに本

質的な差があってはいけないのです。ローカル



 Tokyo Mission Research Institute Newsletter Vol 73, 2011    6 

(地方)教会で語られる説教が“公的(普遍的)な説

教”である理由は、ローカル(地域)教会が“公同

の教会”に連なるからであり、それはまだ見ぬ世

界をも常に視野に入れる姿勢をもっているべきこ

とを示しています。しかし、そのときには被災地の

お一人ひとりに普段のメッセージが通用するのだ

ろうかと考えざるを得なかったのです。 

 説教がそうであれば、教会形成についても同じ

なはずです。教会は被災地の方々にとって役に

たっているか、と自らに問いました。個人的な感

想の域を出ませんが、70 年代以降に成長してき

た福音派の多くの教会は、戦後の日本という成

長期に乗じて形成されてきました。日本という成

長する“背景”（あるときは敵対する背景であり、 

あるときは根ざすべき背景である）に教会像という

自分たちの“絵”を描き込むことができました。し

かし、この度の震災は、日本という“背景”そのも

のを一瞬にして壊しました。自分たちの絵も大事

ですが、背景も大事です。いえ、日本は教会の

背景としてあるのではなく、私たちが形作るべき

対象として位置づけられ、描かれなければなりま

せん。次世代の教会にとっては、自分たちの教

会をどう成長させるかだけの範囲を超えて、この

国、この世界のコミュニティ形成にどう参与できる

のかを祈り求め、この社会、国、世界のあるべき

姿を意識しつつ、人々に希望を与える神の国の

ミニストリーが展開されなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石戸充氏は、YMCA の主事として、また JMF

の支援コーディネーターとして、震災 5 日後から

現地へ入り難病指定の薬を届けるなどの支援を

続けてこられた。その経験で、見た事、感じた事、

疑問に思ったことなどを率直に分かち合ってくだ

さった。私自身、祈り続けてはいても、時間と共に

何をどう祈っていいのか漠然としてきているのを

感じていた。石戸氏の報告により、被災地の空気、

泥のにおいなどを感じるような、被害の深刻さが

伝わってきた。  

1. 被災地被災地被災地被災地のののの現状現状現状現状 

まずは、スライドショーで写真を見せていただ

いた。テレビなどでも目にしている光景ではある

が、津波によって何もかもが流された地域が、

延々と広がっている事に被害の大きさを再確認さ

せられた。 

半年余りが経過した今では、生死に関わる緊

急的支援から、中期的支援へと移行していること

が報告された。おそらく２年ぐらいは必要であると

いうことだった。現在では被害の明暗、深刻さの

違いが明確になってきている。津波の水が来た

その水際のうちと外で、被害の有無がくっきりと分

かれる。同じ地区であっても、その線によって被

害が無い人もいる。地震によって地盤沈下したと

ころでは、水が引かず、重機が入れないため、未

だ手がつけられない。また、整備が進んでいると

ころでも、ところどころに手つかずの住居がある。

所有者が行方不明の場合、確認ができないため

手をつけられないという。被害の深刻さの違いに

よる隙間が生まれ、個別のニーズに応える支援

が求められている。  

2. 現地現地現地現地のののの教会教会教会教会、、、、支援団体支援団体支援団体支援団体がががが感感感感じているじているじているじている 
むずかむずかむずかむずかしさしさしさしさ 

日々、現地でのニーズは急速に変化している。

その中で情報を収集し、適切にボランティアと現

研修リトリート報告 

石戸充氏講演 

「ひとりひとりに寄り添う」 
被災支援活動と包括的福音 
 
報告者： 水野節子 

  練馬神の教会副牧師 
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地の方々とをつなげていくのは、たいへんな労力

である。なにもすることがなければ、ボランティア

は不満を抱いて帰ることになるし、かといって現

地のニーズと沿わない活動をすることは被災者

の負担となる。実際に、物資の支援や人的支援

も、あるところでは余っていれば、あるところには

全く足りないという支援の粗密状況がある。刻々

と変化する個々のニーズを把握し、これらのリソ

ースを適切に有効活用できるような、コーディネ

ーターの成熟が求められている。 

また、行政や各団体との連携も必要となってく

る。例えば、仮設住宅が 100 戸などある程度まと

まっているところから医療、福祉、その他の行政

などの支援が入っていく。しかしながら、20 戸程

度の小規模仮設住宅には十分に届いていない

現状がある。行政の支援からこぼれ、困ったまま

の状態に置かれている１～５％の方々のニーズを、

足でまわって埋めて行くところに、民間の役割、

また教会の役割がある。個別に接していく時に、

十把一絡げではない、その人その人の個別のス

トーリーが語られる。その個別のストーリーを細か

く拾い上げていくところに、復興につながる支援

のヒントがあるのではないか。  

3. 教会教会教会教会がががが教会教会教会教会としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように福音理解福音理解福音理解福音理解 
をしていけばよいのかをしていけばよいのかをしていけばよいのかをしていけばよいのか 

本来、教会にとって救済支援活動はどのよう

に位置づけられるものなのか。 

ある教会でボランティアを受け入れたところ、活

動の後に、ボランティアや現地の方々が疲れを

ねぎらって酒盛りをしたことから、教会員との確執

が生じた例がある。また、子どものキャンプなど、

年間行事を消化することで忙しく、ボランティアを

している余裕がないという教会もある。教団を超

えての支援も、それぞれの団体の考え方の違い、

信仰基準の違いから、軋轢が生じた例もある。そ

のような状況の中で、被災地の牧師達が燃え尽

きていることが報告された。 

また、コミュニティの再建に教会はどのように関

われるか。  

コミュニティの再建には、自分は何ものなのか、

どんな関係に生きているのか、どこに所属してい

るのか、というアイデンティティが重要な役割を持

つ。そのコミュニティの核となるもの、人々がよりど

ころにしているもの、例えば不動尊などをどう捉え

るか、ということである。彼らの痛みがこちらにも浸

みてくるまで、彼らの世界観に寄り添うことができ

るかという問いかけがあった。 

石戸氏は、ある地域の「七夕まつり」を紹介さ

れた。何もかも流された町で、規模は小さいなが

らも伝統的な祭りが行われた。人々は、その祭り

で、アイデンティティを確認し、コミュニティが復興

する兆しとして喜んでいる。クリスチャンは、教会

は、その祭りにどのように関われるのか。そこに飛

び込んで、一緒になれるのか。 

彼らが祭りを、復興の兆しとして喜んでいること

を共に喜ぶ。その視点が、私たちに委ねられて

いる福音ではないか、と大きな問いが残された。 

石戸氏の発題を受け、「町づくり、町起こしに

ついて」と「被災現場とボランティアをつなぐコー

ディネーターの役割」をテーマにグループに分か

れ、活発なディスカッションがなされた。 

 

 

冬季冬季冬季冬季フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    

平和平和平和平和のののの共同体共同体共同体共同体    
――――そのそのそのその正義正義正義正義とととと福音福音福音福音―――― 

 
 

大地震以来、人と人をつなぐ絆と共

同体の重要性を明らかにし、今こそ

求められる教会共同体の先駆的役

割を模索いたします。 
 

■2012 年 2 月 27 日（月）午後 2時半～ 

■場所 東京聖書学院 食堂棟２階 
 

■講師 東方敬信氏  
青山学院大学教授、日本基督教団教務

教師。主著： 『文明の衝突とキリスト教』 

『神の国と経済倫理』、『ポリスの神学』、

『物語の神学とキリスト教倫理』、『キリスト

の平和と文化的諸領域』、『H・リチャー

ド・ニーバーの神学』他多数。 
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◇◇◇◇◇◇◇ 東京東京東京東京ミッションミッションミッションミッション研究所選書研究所選書研究所選書研究所選書シリーズシリーズシリーズシリーズ ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天皇制天皇制天皇制天皇制のののの検証検証検証検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからのこれからのこれからのこれからの日本日本日本日本のののの宣教宣教宣教宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500 円 

3 『宣教宣教宣教宣教ののののパラダイムパラダイムパラダイムパラダイム転換転換転換転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 デイヴィッド・ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教宣教宣教宣教ののののパラダイムパラダイムパラダイムパラダイム転換転換転換転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．・ボッシュ著 7875→7000 円 
TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本日本日本日本とととと西洋西洋西洋西洋キリストキリストキリストキリスト教教教教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜＜＜＜聖聖聖聖＞＞＞＞をめざすをめざすをめざすをめざす旅旅旅旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会社会社会社会をををを動動動動かすかすかすかす礼拝共同体礼拝共同体礼拝共同体礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2500 円 

8 『愛愛愛愛するするするする者者者者がががが襲襲襲襲われたらわれたらわれたらわれたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1700 円 

9 『赦赦赦赦しししし―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社  2100
→1700 円 

10 『イエスイエスイエスイエスのののの平和平和平和平和をををを生生生生きるきるきるきる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 
ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和平和平和平和のののの契約契約契約契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  
いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対敵対敵対敵対からからからから共生共生共生共生へへへへ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、
解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社 1050 円 → 800 円 

13 『ジョンジョンジョンジョン・・・・HHHH・・・・ヨーダーヨーダーヨーダーヨーダーのののの神学神学神学神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋
生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社 1950 円→1700 円 

 

 

 

 

◇◇◇◇秋秋秋秋のののの研修研修研修研修リトリートリトリートリトリートリトリート報告報告報告報告 

・ 秋のリトリートは、９月 5日（月）～6日(火) に 

「被災現場から包括的福音を問う」と題して

もたれました。震災直後から被災支援を教

会をあげて続けてこられた、国分寺バプテス

ト教会牧師の米内宏明氏と、現地の教会を

拠点として様々なボランティア活動をコー

ディネートし続けてきた早稲田大学ＹＭＣ

Ａ主事の石戸充氏とが、貴重な提言をなさ

ってくださいました。今回のニュースレターを

じっくりご覧ください。 

◇◇◇◇冬季冬季冬季冬季フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムののののごごごご案内案内案内案内 

・ ２月２７日（月）の午後 2 時半より、東方敬信

氏（青山学院大学教授、日本基督教団教務

教師）をお迎えして、「平和の共同体―その

正義と福音」をテーマに、大震災以後、現代

社会が問われている共同体のあり方に焦点

を当てます。ご期待ください。（場所：東京聖

書学院）。 

◇◇◇◇2012 年夏季学校年夏季学校年夏季学校年夏季学校 

・ 来年の夏季学校は、ローザンヌ世界宣教会

議の神学委員長で、ケープタウン決意表明

の文書編集責任者である、クリストファー・ライ

ト氏が講師です。日程は 6月 26日（火）～28

日（木）です。ご期待下さい。 

 

 

＊ 団体および個人献金 (理事分担金含む） 

               2011.4.1-10.12 

◇ 団体： 東洋宣教会、日野高幡キリスト教会、 

練馬神の教会、 梅屋町教会、東京キ

リスト教会、上野教会サフラン会 

◇ 個人： 小林重昭、蔡孝全、東方敬信、後

藤妙子、水間照弥、金本悟、西岡義行、

中川美弥子 （順不同、敬称略） 

・ 献げて下さった方々および団体に心から感

謝いたします。 

 

献 金 者 名 

 


