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思うところがありまして、農伝とどう関わ

っていこうかと思っていた矢先、不思議なタ

イミングで原稿依頼をいただき、戸惑いつつ

書いています。

龍野教会に私が赴任して１３年目になります

が、龍野教会は龍野の地で宣教を開始してか

ら１２０年目を迎えました。どのような記念行

事をすべきかと思い、龍野教会の方に「どな

いしましょう」と問いかけると「１００周年は

しっかりやったので、１２０周年は特別なこと

はせず、いつも通りで良いのでは」とのこと。

そのため１２０周年記念礼拝も割といつも通り

の礼拝をみなで守りました、不安や課題をあ

げればきりがない歩みですが、ここに教会が

あることの意味、喜びを感じています。

 牧会に出て、忙しさの中で農伝のこと忘れ

ているかというとそうではなく、何かあるご

とに農伝で学んだことを思い起こし、どう生

きるべきか模索する日々です。思い起こすのは、

教室の授業もさることながら、実習等でいろ

いろな場所で多くの人と出会えたこと、それ

が今にして、宝だったことに気づかされます。

福島原発の事故の報道を見るときには、福島

県内で立体農業をしていた農家に泊まらせて

いただき、稲刈りを手伝わせていただいたこ

とを思い出し、立体農業を続けておられるの

か気にかかる。空爆に関するニュースを聞けば、

広島での実習時に原爆時の体験を話してくだ

さったおばあちゃんたちの言葉を思い起こし、

TPPの話題が出ると、ひと月泊まり込みで働

かせていただいた北海道で、酪農家にどのよ

うな影響がでるのか心配になり、軍備の強化

の記事を見れば沖縄で基地の脅威にさらされ

生活しながら平和を祈り求めておられた沖縄

の教会の人々の姿を思い出し、歴史認識の問

題が議論されれば、台湾と日本語で交わした

会話を思い起こし「このままではいかんだろう」

と一人憤りを覚えます。

実習の時に出会った人に、思いを馳せるこ

とができる、そこから考えることができる。

人の問題ではなく、自分の生活につながって

いることを実感し、そのような宣教に大切な

根本を農村伝道神学校で学ばせていただいた

ことをありがたく思っています。

私は現在、教会のみなさんの協力も得ながら、

路上生活者を含む生活困窮者の支援のお手伝

をしています。 以前から、路上生活者の支援

のボランティアグループでは活動していて、

最近NPOでもお手伝いするようになり、路上生

活者だけでなく、様々なトラブルを抱えた人、

生活に困窮した人が訪れる、トラブルそのも

のが仕事というような様相です。

農伝では話は聞き、垣間みつつも、直接関

われはしなかった。現在は現場で直接関わっ

ている手応え、意義をかんじながらも、裏切

られた気持ち、徒労感も味わっています。

創世記３２章「ぺヌエルでの格闘」でのヤ

コブは、こんな気持ちだったのだろうかと考

えたりもしますが、農伝、キリスト教、世の

中に対してもあきらめていないで、これから

も歩んで行きたいと思います。

ホームレスをして

いた人(今はボラ

ンティア)が描い

てくれました。

岩国教会大川牧師ご夫妻、娘さんと筆者（右から2人目）
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私は2012年12月31日に逝去された星野勉牧師

の葬儀に伺えなかったので、弔問のつもりで

2013年4月に伝道所をお訪ねしました。星野牧

師は宮古島伝道所で22年間働かれ、丁寧に福音

を語り続けられました。4月訪問の折、星野牧

師のお連れ合いの川浦弥生さんと教会員の中村

晋作さんが戦跡や名勝地をご案内下さいました。

航空自衛隊（宮古島分屯基地）に隣接する地区

に2008年9月7日に建立された、日本軍「慰安婦」

の祈念碑がありました。

「慰安婦」祈念の碑

日本軍はアジア太平洋全域に「慰安所」をつ

くり、沖縄には１３０ヵ所、宮古島には１６ヵ所あ

ったそうです。宮古島では2006年から2007年に

かけて上里清美さん、川浦弥生さんたちが呼び

かけて、強制連行された女性たちの姿を記憶し

ていた人々の聴き取り調査を行い、記録集を出

版。尹貞玉さんやバウネット・ジャパンの中原

道子さんたちの協力を得て、「慰安婦」の姿を

記憶している与那覇博敏さんの土地に碑が建て

られました。２０１３年9月7日、「慰安婦」記念

碑の5周年の記念式に参加致しました。祈念碑

には「女たちへ」と題して「日本や植民地・占

領地から連行された少女・女性が性奴隷として

生活することを強いられました」として、性暴

力を受けた女性の苦しみを記憶し、「全世界の

戦時性暴力の被害者を悼み、二度と戦争のない

平和な世界を願います」「すべての女たちへ、

そして平和を愛する人々に捧げます」と、被害

を受けた女性たちの故郷とされる11カ国の言語

と、ベトナム戦争時に韓国軍による被害を受け

たベトナム女性を思い、ベトナム語を足した合

計12カ国語で刻まれています。碑の傍らの立て

札は昨年の9月に星野牧師が病に伏す直前に立

てられたものとのこと。星野牧師はその後高江

のヘリパッド建設の様子、オスプレーの沖縄配

備など米軍の暴挙とそれを防ごうとする仲間の

様子を聞きながら闘病されました。一時帰宅し

て説教された10月7日、「沖縄はなぜこんなに

も踏み潰されなくてはいけないのか、年寄りに

なんてことをするのか、警察の若者も沖縄の青

年だ・・・」と落涙されたそうです。

宮古島伝道所の門には、日本国憲法9条が掲げ

られています。

また近くのカママミネ公園には、（2007年6

月23日に建立）「非戦の誓い」として日本国憲

法9条が刻まれた碑があります。

宮古島伝道所の「憲法九条」の掲示

「非戦の誓い」憲法九条の碑川浦弥生さんと筆者

星野牧師が共に担った宮古憲法9条の碑建立

実行委員会の働きの実です。星野牧師について、

「宮古郷土史研究会会報」に仲宗根将二さんが

記しています。「星野牧師は行動するキリスト
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者であり、下地島飛行場、宮古空港、平良港に

米軍機や米軍艦船が出入りするごとの抗議行動

に参加され」「静かそのものの口調で平和を脅

かし戦争につながるあらゆる事柄に徹底して糾

弾された」そうです。12月22日に病床を訪ねた

平良修牧師の「沖縄の教会はこれからどう歩む

べきか？」との問いに対して、①「沖縄にある

望ましい将来教会の在り方を検討する委員会」

答申（2008年）をていねいに読めばおのずと答

えは出てくる、②沖縄キリスト教団の再生を望

む。」と語られたそうです。星野牧師の教会へ

の祈り、平和を求める人々と歩んだ働きが実を

結ぶことを祈り続けたいと心を新たにしました。

（名古屋堀川伝道所牧師） 宮古島伝道所の皆さんと代務者平良修牧師ご夫妻
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伝道者を志して農村伝道神学校に入学してくる神学生
は毎年2～3人、多くても5人程度である。まさに金の卵で
ある。
近年は高校を卒業して、そのまま進学してくる神学生

よりは、一旦実社会を経験して入学するケースが多い。
この傾向自体は望ましいことと思われる。
神学校で4年間の勉学を積んだとはいえ、若干の実地研
修は経験するが、卒業と同時に教会に招聘され直ちに教
会を取巻く日常に放り込まれることとなる。毎週の説教
や祈祷会は人並みの努力で何とかなるかもしれない。さ
らに信徒一人一人の信仰上の悩みや、人間の悩み･苦しみ、
さらにはその人を取巻く経済、健康、家族などあらゆる
問題に直面して、悩み、苦しみ、悲しみをともに荷うこ
とはベテランの牧師にとっても至難のことであろう。
 その結果、体験を積んで成長していく途上で、牧師本人
が挫折し、教会を去る事態に追い込まれるケースも目に

付く。なんとも悲しく、また貴重な伝道者を失うことに
なってしまう。
常々考えているのだが、牧師の養成には医者のインタ

ーン制度のような期間が必要ではないかということである。
牧師自身にとっても、学校の勉強だけでは経験できない、
牧会という教会と信者と近隣社会を取巻く日常との対応
の技、スキルを体験する場が必須であると思う。そんな
ことは実践を通して学ぶものだ、我々もそうしてきたと
仰る牧師も多いと思うが、現代はそんなに時間をかけて
牧師を形成するほどの時間が取れないのでは。実戦で次々
と故障者を出し、全部育っても足りない伝道者を失って
はならないと思う。
後援会は皆様と共に、熱い思いをもって農村伝道神学

校を支えて参りたいと願っております。
引き続きご支援、お支えを宜しくお願いいたします。

後援会実務委員 藤木正一
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2013 2013年６月1日～８月31日（ ）内の数字は回数で、金額はその合計です。

栄冠こども園 5,000

埼玉和光教会 60,000

日本基督教団西東京教区

婦人委員会 10,000

箕面教会 8,000

合計4件 

金額 83,000

東 寿子 2,000

安部 一徳 10,000

池田 伯 5,000

井上したふ 3,000

今村 直 5,000

上原 靖子 30,000

臼田 治子 10,000

大浦 邦子 3,000

大澤 錦一 30,000

大津 健一 10,000

大脇 順和 10,000

片山 禎二 5,000

樺澤 幸雄 3,000

河野 通久 5,000

菅野 豊子 10,000

木良 保子 3,000

桑野直義・瑳知子 5,000

小泉 晴子 5,000

五藤民雄・裕美子 10,000

小林 明 10,000

小林晃・順子 3,000

近藤 淑子 5,000

佐々木ちじゑ 1,000

佐々木良健 10,000

佐藤 智子 5,000

三宮 千枝 3,000

鈴木 栄 10,000

関本 達也 1,000

園田 博 3,000

田井野 勝 3,000

髙寺 幸子 5,000

髙橋 史子 3,000

髙柳めぐみ 5,000

滝澤佐和子 3,000

武村 理雪 50,000

田中 佑幸 10,000

玉置 信子 6,000

玉那覇正信 5,000

丹波 菊井 10,000

鳥畠 正明 1,000

成田 昭子 3,000

西尾市郎・照子 10,000

長谷川三和 3,000

服部千賀子 5,000

原 誠 5,000

土方満喜子 5,000

平本 善一 3,000

福島 静代 1,000

福本 光子 10,000

古川力也・久恵 50,000

星 健治 20,000

松本眞理子 5,000

水谷カヲル 3,000

宮嶋 裕子 3,000

山田 ミワ 10,000

渡辺教・好子 3,000

渡辺美恵子 2,000

和納由香理・卓弘 2,000

合計58件 

金額 459,000

大江野の花教会 2,000

在日大韓基督教会 50,000

調布芝崎伝道所 3,000

学校法人明治学院・日本

基督教団東京教区南支区

諸教会 20,000

合計4件 

金額 75,000

記念日他献金(個人)

青木 敬和 10,000

井上 光夫 5,000

岩間美佐子 5,000

大仲 朝江 10,000

鹿島 郁子 2,500

加藤真規子 10,000

金井次夫召天記念として

金井和夫・禿泰子  

 200,000

賀來 健次 1,000

川崎 トシ 2,000

木下 良子 5,000

吉良 保子 2,000

小清水 賢 2,000

小林 幸子 5,000

近藤 康夫 5,000

清水 政江 5,000

水田 雅敏 5,000

千成 輝義 3,000

孫 裕久 5,000

髙島 昭子 2,000

玉置 信子 4,000

津村有紀子 5,000

豊田 江美 100,000

長沢 道子 5,000

野崎 弘一 10,000

平良 修 3,000

福井 達雨 5,000

福島 明美 3,000

柳 和吉 3,000

山口徹・みどり 3,000

山田美知子 10,000

山根 吟 5,000

和久井輝夫 3,000

渡辺寿美子 5,000

合計33件 

金額 448,500

ひとつぶ献金 

生田教会 96,100

荻窪教会 107,400

軽井沢追分教会 24,550

郡山教会 5,000

杉並教会 16,500

鶴川北教会 50,000

鶴川教会 70,000

松本教会 6,000

まぶね教会 25,000

水元教会 7,800

合計10件 

金額 408,350
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会 長 島しづ子

事務局長 古川力也

2013年4月1日～2013年8月31日現在

収 入（献金・他）

2013年度 前年度同期
献金区分

前年同
期比
(％)

2012

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

合  計

46%

76%

143%

40%

116%

227%

69%

件数

13

91

13

56

19

192

金額(円)

243,000

654,500

351,700

551,500

604,750

75,050

2,480,500

件数

19

106

7

60

19

211

金額(円)

530,598

863,500

246,000

1,385,000

527,870

33,000

3,585,968


