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˴市川哲˴芦屋岩園教会
˴個人的な話から始めることをお許しいただ
きたいと思います。町田はかつて親戚が住ん
でいた町(正確に言うと徒歩10分の相模原市)で、
関東で昔から一番親近感のあった町。そして
農伝は農学部出身の私にとって｢農｣をテーマ
に掲げる学校として親近感を覚えることに加え、
80年代在籍した東中野教会織田信行牧師(東神
大院中退)から、東神大闘争で追出され行き場
を失った学生･教師を本気で受入れる決断をし
た学校と聞き、今でも最も親近感を感じてい
る神学校。その農伝を主会場に、2008年以来2
回目の｢みんなの伝道協議会｣ (旧開伝協)が開
催されたことは、スタッフでもある私にとって、
本当に感謝の思いでした。
˴その前回の協議会は教師･OBの瀬戸英治さん、
小林明さんに本当にお世話になりましたが、
今回の協議会は、委員でもある農伝教師の池
迫直人さんの働きに全面的に助けられての運
営でもありました。元々最初は｢開拓者伝道協
議会｣として教団の無責任な｢開拓｣伝道の現場
に送り込まれた方々の慰労の場であったけれど、
参加者の主体をかけた問題提起に応える場と
して再出発した旧開伝協が、その開拓という
少数者からの収奪を無自覚に肯定してしまう
表現を自らの責任として総括して再々出発し
ました。そのみん伝協の最初の会場として参
加者が農伝に集まることが出来たということ
には、はかり知れない意義があった、との感
慨を覚えます。
˴その今回の｢第45回日本基督教団みんなの伝

道協議会(旧開拓伝道協議会)｣は主題を｢どこ
で誰とつながるのか―とことんフィールドワ
ーク｣として、おそらく旧開伝協が教団の中で
最初に試みた、｢現場｣に身を置いてそこで交
流するプログラムを、また再びの中心テーマ
としての開催でした。今回のプログラムの中
心は、1日目に主題講演を川崎戸手教会主任担
任教師の孫裕久さん、聖書研究を神奈川教区
寿地区センター(横浜)主事の三森妃佐子さん
置戸教会との交換講壇にて˴筆者上右
に話をお願いし、2日目にはお2人の現場を訪
問してお話を伺うというものでした。
˴横浜の寄せ場、寿町に長年拠点を置き、日
本の建設行政の便利な要因として使い捨てら
れてきた労働者の支援を続けている寿地区セ
ンター、そして多摩川の河川敷に集まった在
日朝鮮人の集落がスーパー堤防建設の名目で
地上げされ大部分消滅する中,最後まで地域住
民と共にいることを決断して今も教会として
立ち続ける川崎戸手教会。これら2ヶ所を農伝
からほぼ1日の時間を割いて公共交通機関を用
いて訪れ、その場所に関わっておられる方々
の話を伺って交流すると共に、現場で働く方々
の説明を聞きながら自分の足でその場所を巡
ることは、関西に住んでなかなか横浜･川崎に
関わる機会を持てないものとして、得難い経
験でした。農伝がその方々と今も関係を持ち、
宣教の場として大切に関わりながら神学校の
営みを続けていることの大切さも、今回改め
て感じさせられたものでした。貴重な体験を
与えて下さった皆様に、心から感謝しています。
˴協議会のそのあと3日目のプログラムとして
は、東北教区被災者支援センター･エマオ主事
の佐藤真史さんから東北教区の被災者支援の
取組みの報告を聞き、阪神･淡路大震災、中越･
中越沖両地震にも関わる経験を持ってきた旧
開伝協の働きを引継いで、共に考える場を持
ちました。協議の場では、来年は続けて関東
を会場として開催し、再来年は東日本大震災
被災地に関わる協議会を持つ予定です。これ
からも多くの参加者が与えられることを願っ
ています。

農伝教室にて

多摩川の河川敷にて
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「迷子羊(狼？)」の「つぶやき」
˴˴˴˴˴˴輿水正人（阿久根伝道所牧師）

この夏、当学院理事長、農村伝道神学校
校長が九州教区教会問安に行かれました。
多くの教会を訪ねられた中から、今回ご
無理をお願いして近況レポートを頂きま
した。˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴（事務局）

「はじめに」・＜不思議・奇跡・恵＞＝＜ピンチがチャンス＞
˴阿久根着任予定者が、「ドタキャン」した事で、急きょ・替え玉・繰上げ結婚式・新婚旅行途
中下車・４月１日着任！？と˴「迷子羊劇場」の幕が開いてシマッタ。
˴引き継ぎ事項：『「伝道所」も「無認可幼児園」も「閉鎖」してください』、でした。私もビ
ックリしたけれども、神様はモット驚かれたであろうと、今でも思う。
˴そのオカゲ？か？ずーっと「ツキ」まくっているような気がしてならない。恐ろしい事だ！
˴「賢い使徒は事前に気付き、愚かな使徒は事後に気付く」らしい。
˴後で気付いた事が２つあった。①＜継続・発展＞させるより＜閉鎖＞のほうが難事だ。②＜何
をしても・しなくても＞いいのだと言う＜自由＞を戴頂いていた事なのだ。
˴実は、今だから申し上げる。＜閉鎖＞の為に＜移転新築計画＞(絶対成功不可能な計画)を提案。
失敗すれば土地だけ残る。＜閉鎖計画成功＞と成るはずであった。が閉鎖に失敗して＜教会も幼
稚園も＞出来てシマッタ。「大失敗の奇跡」。今でも「不思議」「奇跡」だ。˴あれから44年の
「古い園舎」ただ今「新築工事中」。「不思議」です「こわい」です。「ジャンボ宝くじ」に当
選したような「不思議」です。総工費約３億円＝１億円強借入(25年返済)+補助金(公費税金)２億
円弱。５月完予定。伝道所の＜二度目の増改築＞は６年前に既に済んでいる。全部は書けないが
全ての「チャンス」は「ピンチ」の時に始まった。
＜伝道所・幼保園・我が家＞数字で紹介
˴私・77歳(妻74)˴子２人˴孫５人，阿久根に赴任して５０年目になる。
牧師として「３代目」・園長としては「２代目」になる。
伝道所・62年目＝①村上五男(在任4年)＋②萩前幾男(在任8年)(3+5)+輿水正人(在任50年)(6年<大
丸町>＋44年<波留>)
幼稚園・55年目＝①萩前幾男(在任5年)＋②輿水正人(在任50年)＜6年大丸町＋認可44年波留(36年
+幼保連8基)＞
＜祈ってください＞
ヨハネの黙示録２２章２０節
20 以上すべてを証しする方が，言われる。
「然り，私は直ぐに来る」アーメン，
˴主イエスよ，来てください。
「農村・伝道」に「マラナ・タ」で祈ってください！
「毎日・毎日」「日に３回」
「その度に」「ワンコイン」を「ささげて」ください
「１円―５円―１０円―５０円―１００円―５００円」
「そのひと月の献金箱」を「目安」に
「月定献金額」を「決めて」ください
「毎月・自動」「定額・送金」「サービス」
「総合口座通帳・間」「のみ」「利用可」「便利・活用」
「農伝」も「総合口座通帳・用意完了」「ありがとう」
＜近くの郵便局・「農伝」神学校＞にお尋ねください！
＜追記＞「農村」に（漁村）（山村）も加えてください！˴
２
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斉藤˴圭美

2,000 رಾଈ݃ۄĪ୬ଘī

三本木教会

斉藤˴仁一

3,000

信濃町教会

10,000 鷺˴美恵子

愛川伝道所

3,000 飯塚教会

3,000 佐々木和子・英之助

上鳥羽教会
埼玉和光教会

3,000 金額

2,000 下ノ橋教会

10,000 記念日他献金(個人)

34,300 周船寺教会

生田教会

3,000

3,000 池田五月山教会 10,000 宿河原教会

60,000

750,073 原˴誠

100,000

5,000

藤村誠・耀子

3,000

古堅ふさゑ

5,000

丸山˴是

2,000

3,000 新井˴和子

5,000 元井˴節子

3,000

坂下教会

3,000 佐治弘志・範子 10,000 稲城教会

5,000 新丸子教会

5,000 石橋˴光朗

3,000 森˴高雄

3,000

新生教会

6,000 田中和三郎

5,000 仙台北三番丁教会 20,000 伊藤˴孝子

3,000 山根˴吟

5,000

5,000 渡辺寿美子

5,000

茅ヶ崎教会

20,000(2) 月本˴昭男
30,000 服部˴道子

鶴川教会

日本基督教団中部教区三 原田˴和子
5,000 東岡˴山治

重地区婦人部

10,000 大泉ベテル教会
5,000 扇町教会

15,000 善通寺教会

5,000 犬養˴光博

5,000 大塚平安教会

10,000 祖師谷教会

5,000 氏原˴淳一

3,000 大牟田正山町教会
5,000

鶴川シオン幼稚園クロー 大谷宏・大谷述子20,000 金額

22,500(2) バーの会

22,250 織田˴信行

10,000 戸塚教会

5,000 川崎˴トシ

農村教会キリスト者協議 土方満喜子

5,000 奥中山教会

会

20,000 福本˴光子

10,000 小田原教会

日野台教会

21,700 藤田˴純子

5,000 片倉教会

5,000 星˴健治

50,000 上大岡教会

7,000 野方町教会

20,000 小林利明・恒子

50,000 神辺教会

交野教会

本田˴栄一

40,653 名古屋中央教会 20,000 河原田美哉子
5,000 二戸教会

5,000 清田˴勝義

143,000

5,000
3,000 ひとつぶ献金
5,000
1,000 厚別教会

950

3,000 生田教会

61,400

10,000 荻窪教会

33,400

5,000 東梅田教会

25,000 坂西千鶴子

183,700 松本眞理子

5,000 軽井沢南教会

5,000 百人町教会

10,000 鷺˴美恵子

2,000 上大岡教会

見満かおる

5,000 川崎戸手教会

7,000 藤沢教会

23,950 佐々木廸淳

5,000 軽井沢追分教会 24,700

3,000 経堂緑岡教会

合計13件
金額

10,000 合計31件

保田˴茂
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柳田˴雅江

9,000

10,000 松崎教会

20,000 佐々木ちじゑ

1,000 川和教会

17,835

10,000 行人坂教会

10,000 南豆教会

20,000 佐治˴和子

10,000 日野台教会

21,700

浅見˴定雄

1,000 山口のぶえ

1,000 金城教会

10,000 村上教会

9,000 下屋敷統太

1,000 藤沢教会

東˴寿子

2,000 山城˴節子

3,000 國安牧師を囲む会 3,320 室町教会

6,000 須部˴道子

3,000 まぶね教会

網島˴敏光

3,000 吉川˴彪

岩間美佐子

3,000 渡邊美恵子

牛田˴匡

2,000 合計30件

川谷˴和子

5,000 金額

河野˴通久

5,000

5,000 熊取教会

10,000 横浜菊名教会

10,000 桑名教会

50,000 高島˴昭子

34,900 横浜二つ橋教会 31,200 津村有紀子

小石川明星教会 20,000 若松浜ノ町教会
232,000 高座渋谷教会
佐敷教会

7,000
11,900

2,000 横浜二つ橋教会 31,200
5,000 合計10件

5,000 土井˴道子

3,000 金額

34,000 稚内教会

5,000 長谷川三和

2,000

3,000 合計51件

服部千賀子

5,000

219,085
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ࢮຩګȺɢɤ
あっと言う間に１年が廻り、後援会だより１１
月（９９）号をお届けする時期となりました。
この後援会だよりが皆さまのお手元に届く頃、待
降節もすぐそこに迫り、待ち遠しくもあわただし
いクリスマスの季節が訪れます。今年こそ、心静
かに待ち望みたいものです。
˴１ページはこの夏、農伝施設を用いて全国会議「み
ん伝協」を開催された市川牧師にご執筆頂き、ま
た農伝のご紹介を頂きました。お忙しい折、大変
ご無理なお願いを致しました。農伝では、今回の
ような会議、研修、修養会などの施設利用を頂い
ております。ご利用下さい。
˴２ページは、農伝（１５回）の大先輩である輿水
牧師にご執筆頂きました。５０年間に亘る阿久根伝

道所での歩みのほんの僅かをご紹介いただきました。
３頁に前号でご案内致しました農伝デーの報告を
致しました。お陰様で「後援会グッズ」は農伝訪
問の記念やお土産など、沢山お買い上げを頂きあ
りがとうございました。
˴お買い上げの全てが、皆さまの力強いご支援に
支えられた多くの献金に合わせて、学校への献金
として捧げます。下記２０１４年４月から１０月３１日
までの献金・グッズ売り上げ等収入をご報告致し
ます。引き続き農村伝道神学校をお支え下さいま
すよう宜しくお願い致します。
˴寒さが厳しい先に、春の恵みの大きいことを覚
えご自愛のうちにお過ごし下さい。
˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴（後援会事務局）
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2014年4月1日〜2014年10月31日現在

収˴˴入（献金・他）
2014年度(4月〜10月)

献金区分
˴˴˴˴˴˴˴˴˴˴ 件数

金額(円)

件数

金額(円)

28

478,700

17

296,000

（個人） 127

後 援 会 費 （団体）
˴

〃˴

前年同
期比
(％)
162%

発行˴農村伝道神学校後援会
˴˴˴会˴˴長˴˴島しづ子
˴˴˴事務局長˴˴古川力也

1,059,000

127

1,108,500

96%

〒195-0063 東京都町田市野津田町2024

63

1,172,345

62

1,023,608

115%

TEL 042-735-5775˴FAX 042-735-5711

（個人） 113

896,500

86

721,500

124%

Ｅ-メール：noden@pony.ocn.ne.jp

30

728,645

21

702,750

101%

ホームページ：http://www11.ocn.ne.jp/˜noden/

125,650

99%

361

4,459,640

313

3,978,008

112%

記念日他献金（団体）
˴

前年度同期

〃˴

ひとつぶ献金（団体）
˴˴˴グッズ
˴合˴˴˴˴˴ 計

124,450

─ ４
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振替番号˴00120-6-24418

