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農村伝道神学校後援会だより NO.127

証し・神の憐れみに感謝して

沖縄教区　

教団隠退教師

玉那覇正信

( 第 17 回卒 )

左／高俊明牧師にいた

だいた詩集『瞑想の森』

下／高俊明牧師夫妻（左

２名）と筆者（右端）。

　戦後の沖縄は米国の統治下にあって、「本土」と

比べて十分な教育がなされていませんでした。学校

では標準語（やまとぅぐち）、家庭では琉球語（う

ちなーぐち）が使われていました。そのような中で

沖縄に住んでいる者たちは「東京」への憧れをもっ

ていて、私もその一人でした。西原教会で献身して、

東京の神学校への入学を目指しました。

　私は農伝神学校へ入学が許されました。予科 1
年は 4 人でスタートしましたが、しかし一人はす

ぐやめました。2 年目を迎える前の私は、果たして

進級できるだろうかと不安になり悩み始めました。

ちょうどその頃、台湾から高俊明先生が留学生とし

て神学校に来られました。初めてお会いした時に、

私は先生が書かれた詩集『瞑想の森』をいただきま

した。この詩集の中にあった「私は今日も只ひとり、

瞑想の森にわけはいる。」という言葉が私をとらえ、

雷鳴が下ったような気持ちになり、ただちに祈りを

始めました。私の祈りの場所は当時の男子寮周辺に

こんもりとした竹藪があり、そこが祈るための格好

の場所になりました。私の一生懸命の祈りが神様に

届き、留年して 6 年間の課程を終えて沖縄に帰り

ました。

　私は沖縄キリスト教団出身の学生であったので、

沖縄キリスト教団の教師検定試験を受けて補教師

となりました。任地は佐敷教会に決まり、2 年間勤

めましたが、その時、私に試練がやってきました。

その一つは当時の沖縄キリスト教団のメンバーの

方々との交流がなく、孤独状態になりました。とく

に、教師会の先輩牧師たちと十分にコミュニケー

ションができない状態でした。と言いますのは、当

時の教師会は 2 年後に迫っている沖縄キリスト教

団と日本基督教団との合同問題が頻繁に議論され、

その中で自分の意見が出せませんでした。やむなく

私は佐敷教会を辞任して無任所教師として沖縄キ

リスト教団の事務職に就きました。その 2 年間に

私は教師としての在り方を考え直し、新たな決意を

持って与勝教会の招聘を受け入れました。私は補教

師だったので、日本基督教団の正教師試験を受けね

ばなりませんでした。かつて神学生の時、教団の正

教師試験がいかに厳しいか、先輩たちの動向を見て

知っていました。それで果たして自分がパスできる

か、自信はありませんでした。1976 年に挑戦する

チャンスが訪れましたがちょうどその時、教団の教

師検定委員会は「信仰告白問題」を抱え、通常の試

験ができる状態ではありませんでした。試験はレポ

ート形式になり、私は教師検定委員会の要項に従っ

て自分のレポートを提出しました。教師検定委員会

の中で、私の論文は「不十分であった」との声もあ

ったようですが、結果は合格となり、1977 年の沖

縄教区総会で按手礼を受けました。

　私は与勝教会で 16 年間勤めた後、辞任しました。

1991 年に無任所教師として沖縄アビー福音センタ

ー（未認可集会所）と沖縄アビーランゲージスクー

ル（人材育成教育）を立ち上げました。牧師として

は不十分ながら、自分なりの業が全うできたことを

感謝いたします。今、有志の方々と「聖書沖縄語翻

訳有志の会」を結成し、細々と取り組んでいます。

私が日ごろ心に留めているのは、「キリスト者の生

き方はその時、その時に＜神の御心＞を祈り求め、

神の言葉（福音という真理・コロサイ 1:5）に聴き

従うこと」であります。この世にこれ以上の生き方

はないと思っています。
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 ７月 20 日に岩田雅一牧師が死亡したとの報告が

入った。発行の遅れている農村伝道神学校の創立 70

周年記念誌の岩田先生の原稿を校了した直後のこと

だった。亡くなる 1ヶ月ほど前、岩田先生から「70

年の原稿はどうなっている？」との電話があり、心

で編集作業が遅れていることを詫びながら、年内に

はできあがると伝えてもらったが、間に合わなかっ

た。

 岩田先生が農村伝道神学校を卒業したのは 1971

年だった。この年、教団の教師試験が行われず信徒

伝道者として出発。以後、会津高田教会を振り出し

に、会津高田農村伝道センター、猪苗代教会を歴任。

この猪苗代で保育科卒業生の三浦厚子さんと結婚し

た。1973 年奥羽教区藤崎教会に転任。3 年間「牧師

としてどう生きるか？」と自問自答の日々を送った

というが、1 男 2女を得て、5人家族となった。

 1982 年、八戸柏崎教会へ転任。「牧師としての『視

界』が開け、『自分』探しは終焉した」と語るように、

六ヶ所村における「核燃料サイクル基地」との闘争

が生涯の課題となった。信仰を志した頃、矢内原忠

雄の戦時下における抵抗に触れ、「自分も、預言者

的な系譜のなかにありたい」と願った通り、全てを

かけて日本の原子力行政の問題を告発し続け、まさ

にエレミヤのような生涯だった。

 岩田先生は、自分のことを牧師の他に写真家と名

乗った。六ヶ所開発に反対した町長・寺下力三郎氏

を撮り続けた写真は、寺下氏を送る葬儀の遺影に

なった。

 最後に、冒頭の 70 年記念誌への原稿には、「現在

『六ヶ所村新納屋の開発反対農民 小泉金吾につい

て 一極限の抵抗者』part2 を執筆で、『農伝の思い』

は、最初の章に書く予定である」とある。どん

な思いだったのか？ 知りたい。

 天満由加里さんの訃報が届いた 8 月、あまりの

ことに信じられませんでした。7 月に久しぶりに

長電話をして、女性牧師としての悩みを聞き合っ

たりこれからの夢を語り合ったりしたばかりでし

た。あの少女のような優しい笑顔と包み込むよう

な澄んだ暖かい声を今も思い出します。

 天満さんと出会ったのは、天満さんが農村伝道

神学校に入学したばかりの頃ですから 20 年前に

なります。フェミニスト神学宣教センターの「女

性教職」についてのシンポジウムで、天満さんは

発題者のお一人でした。2 人の現役の女性牧師と

女性神学生である彼女の発表で、天満さんは、岩

手で森のイスキアを営む佐藤初女さんのような牧

師になりたい、とおっしゃっていたのが印象的で

した。理知的な説教を中心としたプロテスタント

教会の牧師像は、悪くすると父権的な息苦しさを

産みます。また多くの女性牧師は、そのような理

知的な牧師像に近づこうと悪戦苦闘をしてきまし

た。そうではないおおらかな癒し手としての牧師

像をもった女性神学生が出てきたのだな、とうれ

しくなりました。

 私が当時、自宅で月 1 回開催していた黙想と祈

りの会に、ほどなくして天満さんは参加してくだ

さいました。また、天満さんが卒業して兵庫で牧

師となり、着実な牧会を続けておられることは風

のたよりでうかがっていましたが、ひょんなこと

で昨年再会をし、連絡を取り合いましょうと約束

しました。それ以後、何度かお電話でお話をし、

会報なども送っていただきました。天満さんらし

い暖かで細やかな心遣いのある内容で、読んでい

てこちらも励まされました。59 歳というお若さで

8 月 17 日に天に召されたこと、いまだに信じられ

ません。神さまが、“もうあなたは十分やりきった”

と天に召されたということなのでしょうか。まだ

まだご一緒にやりたい仕事があった、と悔やまれ

てなりません。どうぞ、天国であの優しい笑顔で

私たちを見守っていてください。

癒し手として

の牧師

天満由加里牧師
(日本キリスト教会南柏教会)

を天に送って北の預言者

岩田雅一牧師

(八戸北伝道所 )

逝く
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タウ十字架

800 円

< ヒノキ・

長さ 4cm>

イクトゥス（魚）800 円

< ホオノキ・長さ 7.3cm>

22 みどりファミリー
やまだみどり／画

ご注文は、はがき番号をお知らせください。１枚 50 円 ＊22 番はモノクロ
＊クリスマスはがき一覧表を無料でお送りします。下記までご連絡ください。

23 島田由実／画
農伝チャペルのク
リスマス

Henoko から Sea ちゃん

6

後援会に献本・献品いただきました。お役立てください。プレゼントにもどうぞ。

ご注文は以下へお知らせください。郵便払込票と請求書(代金＋送料)を同封し発送します。

農伝事務所 ���������������������������������������ﾒｰﾙ���������������������

高俊明牧師 (P1 参照 ) の説教講演集
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発行　農村伝道神学校後援会
　　　会　　長　　島　しづ子
　　　事務局長　　長谷川りゑ子

〒 195-0063 東京都町田市野津田町 2024

TEL 042-735-5775　FAX 042-735-5711

Ｅメール：

後　援　会　　kouenkai@noden.ac.jp
農村伝道神学校　noden@pony.ocn.ne.jp
ホームページ：  https://noden.ac.jp/
郵便振替口座　

加入者名：農村伝道神学校後援会

                   00120-6-24418



2021 年度　農村伝道神学校後援会会計報告 2021 年 8 月 21 日～ 10 月 31 日（　）内の数字は回数で、金額はその合計です。

事務局だより



2021 年度後援会会計報告 2021 年 4 月 1 日～ 2021 年 10 月 31 日現在

収　　入（献金・他）

後 援 会 費 （団体）

　   〃　   （個人）

記念日他献金（団体）

　   〃　   （個人）

ひとつぶ献金（団体）

グッズ /コンサート

　合　　　　　 計

献金区分
2021年度(4月～10月） 前年度同期

前年同
期比
 (％ )

件数

18

114

49

108

13

302

金額 (円 )

350,000

762,000

663,151

1,106,000

586,900

65,760

3,533,811

件数

23

116

57

106

15

317

金額 (円 )

372,600

921,610

719,268

806,566

653,100

62,350

3,535,494

94 

83 

93 

137 

90 

78 



後援会献金（団体） 

愛川伝道所 10,000
在日大韓基督教会 
 20,000
宗万農場 2,000
代田教会 10,000
鶴川教会 30,000
日本基督教団西支区
婦人部 10,000
東長崎ウェスレー教会 
 5,000
合計 7件 
金額 77,000

後援会献金（個人） 

Joyce&Peter Fergus-
Moore 2,000
池田　伯 10,000
石橋えり子 3,000
貝塚夕紀代 5,000
片山　禎二 5,000
川島　堅二 10,000
小手川　到 5,000
小村　牧子 3,000

小柳　伸顕 3,000
斉藤小百合 10,000
斎藤仁一・隆子 5,000
佐々木英之助・和子 
 3,000
笹渕　昭平 10,000
佐治弘志・範子 5,000
三宮　千枝 3,000
酢屋　善元 2,000
諏訪　昭子 10,000
平良　修 5,000
高柳めぐみ 60,000
渡辺教・好子 3,000
南部悟・智子 3,000
保田　茂 3,000
牧村元太郎 5,000
増田　陽一 20,000
ロバート＆圭子ウイッ
トマー 20,000(2)
匿　名 3,000
合計 27 件 
金額 216,000

記念日他献金（団体） 

荒川教会 2,000

生田教会 50,000
池袋西教会 40,000
いずみ教会 6,176
一関教会婦人会 
 5,000
扇町教会 5,000
隠岐教会 4,000
小田原教会 22,850
片倉教会 3,000
上大岡教会 9,000
上鳥羽教会 3,000
軽井沢南教会 1,000
川崎戸手教会 10,000
熊取教会 10,000
久米田教会 3,000
小石川明星教会 5,000
三本木教会 5,000
信濃町教会 100,000
信濃村教会 5,000
志布志教会 3,000
清水ヶ丘教会 30,000
下ノ橋教会 5,000
石神井教会 10,000
秋南教会 10,000
城西教会 22,000
新丸子教会 5,000

仙台北三番丁教会 
 20,000
善通寺教会 5,000
茅ヶ崎教会 8,075
千葉教会 30,000
日本基督教団西東京
教区婦人委員会 
 10,000
原宿教会 10,000
東梅田教会 26,000
百人町教会 5,000
広島南部教会 5,000
藤沢教会 27,000
松戸教会 5,000
マドカ工務所 10,000
箕面教会 10,000
室町教会 5,000
守谷伝道所 10,000
横浜上倉田教会 5,000
横浜港南台教会 
 20,000
四谷新生教会 3,050
若松浜之町教会 
 5,000
合計 45 件 
金額 593,151

記念日他個人 

池迫　嗣子 3,000
稲垣　壬午 10,000
岩井　豊 3,000
岩崎　和子 5,000
上地　武 3,000
織田　信行 5,000
気賀知恵子 300,000
木下　良子 5,000
小林利明（恒子） 
 4,000
佐藤　節男 10,000
佐藤　智子 5,000
白川恵美子 3,000
高寺　幸子 5,000
張連淑・郭鐘洙 5,000
成田　昭子 3,000
西窪　幸子 3,000
西村保與子 15,000
橋本　圭三 3,000
林伸吉・誠子 5,000
藤塚　聖 10,000
牧野　信次 5,000
松田弘子・美子 5,000
三浦　修 3,000

水谷　カヲル 2,000
峰晴　玲子 3,000
宮本　旻祐 5,000
山田　早苗 20,000
山田美知子 5,000
横石　英樹 2,000
吉田　十一 10,000
渡辺　重義 5,000
合計 31 件 
金額 470,000

ひとつぶ献金 

生田教会 100,700
荻窪教会 20,200
鶴川北教会 50,000
鶴川教会 100,600
日野台教会 5,400
横浜二ッ橋教会 
 23,200
合計 6 件 
金額 300,100

P2 で農伝同窓生の岩田雅一牧師と天満由加里牧師の追悼記事

が記載されています。 岩田牧師は 1971 年に天満牧師は 2006

年に卒業されました。 神の元へ向かう 2 人との思い出が浮かび

ます。 岩田牧師が講師として本校に来られ、 原発が農業に与

える影響について大勢の学生相手に熱く語っていたことを思い浮

かべています。 天満牧師は 「後援会だより」 に記事をお書きく

ださいました。

コロナ渦で、 人々の生活環境も変化しています。 今まで簡単に

出来たことが出来なくなり、 意思疎通が上手く出来ず混乱する

場面も多くあります。 礼拝もオンラインや人数制限を余儀なくさ

れていますが、 そんな中でも農伝を思い献金して頂いていること

に深く感謝いたします。

農伝では、 いままで空き家だった施設の利用が検討され、 旧

職員住宅やゲストハウスの再利用計画が現在進められていま

す。 今ある自然と共存する基本姿勢は、 ここに農伝が存在する

大切な使命でもあります。 今、 コロナ渦で生活環境が変化して

いく流れのなかで、 農伝はどうあるべきかを問われているように

思います。

農伝先駆者が築き上げた歴史と財産をどう後輩に引き継ぐの

か、 コロナ渦の急激な変化に対応していくことは、 簡単なことで

はないと思いながら、 一人一人神から与えられた賜物と知恵を

出し合い前を向いて歩み続けたいと思います。 「後援会だより」

を読まれている皆様にも、 よいアイディアがありましたら是非ご

連絡くださるようにお願いいたします。 　　　

　　　　　沼田弘行 （実務会陪席）

♪ 農伝支援コンサート〈於 まぶね教会：神奈川県〉2022 年 3 月 12 日 ( 土 ) 午後開催。チラシが

できましたら、ご希望の方にお送りします。♪ ＊ P3 下の農伝事務所までご連絡ください。

今年も「農伝ぎんなん」売出中！　150g　200 円

　自然の恵み、農伝の銀杏を一粒一粒手で洗って、天日干しで乾燥させました。

もしかしたら貴重な雌銀杏（三角形）が入っているかも！

農伝野草木茶〈ビワの葉茶 /イチョウ茶〉もできました。30g　330 円

                                                                                ＊ご注文方法は P3 下にあります。

11/27(土 )10時～14時 農伝グラウンドにて「まちだ里のマルシェ」に参加　　 遊びにおいでください。


