
第 46 回宣教協力委員会  |  1  

総　会　神　学　校

THEOLOGICAL SEMINARY OF KCCJ

第４６回　在日大韓基督教会と日本基督教団との宣教協力委員会

日　時 ： ２０１２年６月４日 ( 月 ) ～５日 ( 火 )
場　所 ： ニューウェルシティ湯河原

〒 413-0001  静岡県熱海市 泉 107　TEL 0465-63-3721
テーマ ： 「両教会の宣教課題と宣教協力―日本における伝道を巡って―｣

プログラム
４日 ( 月 )

１６ ： ００～１６ ： ３０　開会礼拝
　　　　　　　　　　　司会者 ：張田眞宣教委員長

説教者 ：石橋秀雄 ( ＵＣＣＪ議長 )
１６ ： ３０～１８ ： ００　講　師
　　　　　　　　　　　　　　 司会者 ：雲然俊美書記

講演者 ：近藤勝彦東京神学大学学長
「両教会の宣教課題と宣教協力

―日本における伝道を巡って―｣
　　１８ ： ００～１９ ： ００　夕　食
　　１９ ： ００～２０ ： ００　紹　介
　　　　　　　　　　　　　　　　司会者 ：内藤留幸総幹事

・出席者紹介 ( １５分 )
・ 前回記録 ( 第４５回 ) 確認 ( ５分 )
・ 両教会の紹介 ( 各書記 ・各１０分 )
・ 両教会の東日本大震災の支援活動報告

( 各１５分 )
５日 ( 火 )
　　７ ： ００～　８ ： ００　朝　食
 　 ８ ： ００～　９ ： ００　自　由
　　９ ： ００～１０ ： ００　発　題
　　　　　　　　　　　　　　　司会者 ：許伯基幹事
　　　　　　　　　　 　　 　　発題者 ：金鐘賢 （浪速教会牧師／愛の家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ホームレス宣教に関するケーススタディ」

１０ ： ００～１１ ： ３０　協　議
　　　　　　　　　　　　　司会者 ：内藤留幸総幹事　洪性完総幹事

・講演と発題をうけて
・平和メッセージについて
・両教会の具体的な伝道協力について
・歴史の共同研究について

１１ ： ３０～１２ ： ００　閉会礼拝
　司会者 ：崔栄信宣教委員長

　　　　　　　　　　　　  　説教者 ：金武士 ( ＫＣＣＪ総会長 )
１２ ： ００　　　　　　　昼　食

　 １３ ： ００　　　　　　　解　散
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第 45 回  在日大韓基督教会と日本基督教団との宣教協力委員会　記録（案）

日　時：２０１１年６月１３日（月）午後 4 時～ 1 ４日（火）午後 1 時

場　所：小松家 八の坊（伊豆長岡温泉）

テーマ：「両教会の宣教課題と宣教協力　－両教会の教役者（教師）制度の現状と課題－」

出席者：在日大韓基督教会　８名
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第一日目　6 月 13 日（月）

１．開会礼拝　　司会者：金武士副総会長・宣教委員長代行

　聖　書　　ヨハネによる福音書　１章４３～５０節

メッセージ「これより、もっと大きなことを」　説教者：崔栄信総会長

賛　美　　韓日讃頌歌　２４２、１７７

　２．出席者紹介　　　　　　　　　

　　　　出席者が各自自己紹介をした。

　３．前回記録確認

　　　　許伯基海外担当幹事が前回記録を朗読し、これを承認した。

　４．両教会の紹介

　　＜在日大韓基督教会＞

 　洪性完総幹事が資料を提示し、報告した。主な内容は以下の通り。

 　・合同教会としての教団形成の困難さがあり、在日大韓基督教会からの離脱（各

個教会の決議により被包括関係を解消する）という課題がある。各地方会にお

いて、個教会の力になり得なかったという反省もあるが、なんとかとどまり続

けるようにということでかなりの時間を費やしたこともあった。日本における

在日同胞への伝道に励みながら、私たちが見つめ直すところをきちんととらえ

ていかなければならないと考えている。
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 　・献身者を育て、教職として献身できるようにと願っているが、途中で挫折する

こともあり、青年伝道への献身者があまり生まれてこないという現実がある。

 　・一年間を振り返って特に気になっているのは、在日大韓基督教会の特色である

エキュメニカル的な働きということについて、例えば大震災における支援にお

いても、なぜ今自分は日本に来ているのかということを神の主権のもとで見つ

め直し、伝道に用いられるものとしての在日大韓基督教会のあり方についても

っと希望とビジョンをもって、一人でも多くの方たちへの聖書のみ言葉の実践

をしていかなければならないと思っている。　　

　＜日本基督教団＞　

　　内藤留幸教団総幹事が、別紙日本基督教団報告（2010 年６月～ 2011 年５月）を、

若干の説明を加えつつ朗読した。

　５．両教会の東日本大震災の被災状況

　　＜在日大韓基督教会＞

　　　　許伯基海外担当幹事が別紙資料に基づき、被災した 8 教会の状況、ボランティア

募集・派遣活動等について報告した。

　　　　また、韓聖炫関東地方会長が、震災以後、東京の教会において留学生や駐在員が

ほとんど帰国してしまい、その後戻って来た人もいるが、戻っていない人もいて、

そのため礼拝出席者数の減少などの影響があることを述べた。関連して、洪性完総

幹事が、在日大韓基督教会がどうして日本に存在しているのかといったことを考え、

その伝道のあり方を反省しなければならないと思っていること、および、日本基督

教団の被災教会のために献金をお渡ししたことを述べた。

　　＜日本基督教団＞

　　　　内藤留幸教団総幹事が、この度の震災の被害が大きかったのが奥羽・東北・関東

の三教区であること、被災教会数は、大きな被害は 7 教会ほど、中程度の被害は 20

教会ほど、小規模の被害は 25 ～ 30 教会ほどであること、各教区において救援・支

援活動がなされていること、教団には救援対策本部を設置して対応していることな

どを報告した。続いて、石橋秀雄教団総会議長が教団としての初動対応の取り組み

について、および岡本知之教団総会副議長が、原町教会・原町聖愛保育園のことなど、

福島第一原発事故による被災状況等について報告した。

６．発　題　　司会者：全聖三総会副書記

　　発題者：洪性完総幹事・歴史共同研究委員

　　洪性完総幹事が、資料「在日大韓基督教会における教職制度」により発題した。主

な内容は以下の通り。

　　・ＫＣＣＪでは、憲法において「牧師」の次に「長老」のことが規定されているが、

これは、長老もまた按手を受けるからである。「伝道師」はさらにその後に記載さ

れている。かつては「講道師」が牧師を目指す伝道師であり、「伝道師」は牧師の

補佐役であったが、憲法においては、「伝道師」は「伝道師」にとどまるのではなく、

「牧師」を目指すということである。
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 ・韓国では、神学生の時代から「伝道師」呼ばわりされたり、「教育伝道師」と呼ば

れる教会があるなど、それぞれの教会によって呼び方がまちまちということがあ

る。それぞれ按手を受けた教団の背景によって違いがあるということである。そ

のような中で、総会の議員としての資格（例えば、負担金を完納した教会の牧師

や長老に限るということ）について、憲法や規則を変えないまま常任委員会など

で総代権を与えるということができるのかどうかということの問題がある。なお、

ＫＣＣＪだけでなく、韓国の教会においても、例えば伝道師が主任担任教師にな

っても、憲法によれば、伝道師は聖餐式を執行したり、祝祷をすることはできない。

 ・戦前、教団に合併することを余儀なくされた時に条件があり、教師試験を受け直す

こと、説教は国語（日本語）しか使えないことなどがあった。戦後教団を離脱し、

教師は日本の神学校を出て、ＫＣＣＪ内部の研修を受けて、按手を受け、伝道師

になり牧師になった。しかし、韓国で按手を受けて日本に派遣されて来ている牧

師の中には、いずれは韓国に帰りたいという思いを持っている人がいる。それに

今回の震災（地震、原発事故）で、韓国に呼び戻された牧師がいる。そのような

中で、ＫＣＣＪが、日本で伝道をするという原点に立ち帰り、伝道と牧会のため

に日本に居続けるということである。在日韓国・朝鮮人の 2％以上がクリスチャ

ンではないかと思うが、我々がここ（日本）に立つということである。東日本大

震災を経験して、我々の伝道の目指すべきことはどこにあるのかということを強

く考えさせられた。

 ・韓国から派遣されて来た牧師の中には、公の場で「自分の教団」と言った場合、Ｋ

ＣＣJのことではなく、韓国の教団であることを堂々と発言する牧師もいる。なお、

今、離脱の問題の中にある教会があるが、その牧師は、偶然であるかもしれないが、

韓国で按手を受けて日本に派遣されている牧師である。それと、どうしてその教

会の長老が離脱に賛成したのかという問題がある。そのことをどう受け止めれば

よいのか、答えが出ない思いでいる。

 ・また、東京神学大学で学んで、日本において、伝道師そして牧師として迎えられな

い場合、韓国の宣教協約を結んでいる教団の神学校で学ぼうとする場合、簡単に

入学が認められるかと言うと、そうではない。いろいろな意味で、相手（韓国の

教団）側からは厳しい目で見られるのに対して、こちら（ＫＣＣＪ）側ではあま

りにもゆるやかなのではないかとの思いもさせられている。その意味で、近いう

ちに、お互いの協議の場をもち、日本における伝道のためにきちんと話し合うこ

とが必要ではないかと思っている。

 ・人事に関しては、かつては人事局があったが、委員会制度になり、憲法や規則に

おける背景が無くなったため、教団の背景が異なる教師の把握（按手など）等が

なされていないということがある。やはり、人事委員会と総会で、教師のことや、

どの教会で長老が何人立てられているかといったことも把握しなければならない

と思う。包括団体として、個教会の責任役員の把握のことなどにどれだけ関わる

ことができるのかということである。これもきちんと法整備しなければならない
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ことなのかということも、ＫＣＣＪにおける現在の大きな課題である。

第二日目　6 月 15 日（火）

７．発　題　　司会者：小橋孝一在日韓国朝鮮人連帯特設委員長・歴史共同研究委員

　発題者：岡本知之教団総会副議長

岡本知之教団総会副議長が、資料「教団教師論」により発題した。主な内容は以下

の通り。

・在日大韓基督教会では「牧師」が呼称の基本となっているが、教団では「牧師」は

職務の一つであって、基本的には「教師」が、その資格を示す名称である。

　　　・教団の神学的未熟さについての例として、未受洗者への配餐問題について、聖書

神学の観点から聖書神学者がその是か非かを話すということがなされることがあ

る。しかし、そのことについて本来問うべきなのは教義学なのである。教会のわ

ざである聖餐の意味は、教会教義学的に問わなければならない事柄である。聖書

は正典であるということの一体性の上に教会教義学が形成され、そこにサクラメ

ントの意義が確定してきたという歴史があるのである。

　　　・教団の教師論と言う時に、「教師観」（教師としての自己理解）、「教師論」（教師と

しての本質論）、「教師像」（教師としての未来への期待と展望）の三つのことがあ

る。教団においてはその三つが一致していない（例　会衆派、長老主義、メソヂ

ストなど）。これは、教団の教憲教規と相容れないことである。いずれの旧教派も、

教職制に関する大事なことを犠牲にし、一つの信仰告白と一つの教憲教規によっ

て合同したのである。しかし、それらの旧教派的な教会観を完全に捨てて一つに

なるということにはかなりの困難があると言える。

　　　・しかし、それぞれの教会に仕える牧師の務めにおいて一致しているものとして、

伝統的な「三職（預言者的職務、祭司的職務、牧者的職務）」がある。

　　　・牧者的職務においてスピリチュアルケア（霊的指導）があるが、日本のキリスト

教界においてスピリチュアルケアとターミナルケア（死に臨む人へのケア）の混

同が起こった。本来スピリチュアル（霊性）とは、「超越性と永遠性への開け（神

にわたしたちの心が開かれていること）」であるが、人間の霊性が一番危機に瀕し

ている（霊性が枯渇している）のは、その人の人生が順風満帆の時である。なぜなら、

そのような時に人は神を必要としないからである。牧師は、そのような人に対して、

「あなたの霊性は危機に瀕している」ということを指摘し、指導するのが牧師の牧

会の根本である。そのことが、牧師が信徒に対して行うスピリチュアルケアであり、

それは信徒が生まれてから死ぬまで、どの時期においても行われなければならな

いことである。

　　　・今日、キリストの福音とニューエイジ思想の混同という問題がある。ニューエイ

ジ思想とは、宇宙全体が神そのものであって、宇宙とわたしは一体であり、わた

しも神であるとする。そこで、自分も神であるということに気づくことによって、

自分の霊性がより高度な位置に高まり、他人と自分とも一体となり、お互いにゆ
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るし合い、宇宙全体を愛が包んでおり、すべてが肯定されるという思想である。

そして、「今のあなたのままでよいのだ」とのメッセージが語られることになる。

つまり、罪や裁きの概念がないのである。今の若い牧師たちの間で、このニュー

エイジ思想とキリストの福音との区別がつかない牧師たちが増えているという問

題がある。愛については語るが、人間の罪や神の裁きのことが語られないという

問題がある。

　　　・教師をどのように育てて行くかという時の問題として、ミッシオ・デイの宣教論

のことがある。その宣教論はある意味で一つの役割を果たした時代もあった。と

ころが、その結果起こったことは、キリスト論が無くなってしまったということ

である。そして、ヒューマニズム（人間中心主義）が教会に横行することとなった。

これからの教会の再生、教団の明日を開く宣教論は“ミッシオ・クリスティ”で

あると考えるものである。

８．協　議　　司会者：内藤留幸教団総幹事、洪性完総幹事

　最初に発題を受けての協議をした。その後、「平和メッセージ（案）」について協議をし、

最終的な文章の確定については両教団の事務局に一任することとした。最後に内藤留

幸教団総幹事の祈祷をもって閉会した。それぞれの主な発言は以下の通り。

＜発題を受けて＞

・ＫＣＣＪは、1945 年 12 月 30 日、日本基督教団の教会でもなく、韓国の教団の教

会でもなく、独立独歩の新しい教派として、在日の教会として歩もうということ

で一致していた。1980年代に至って、韓国の主だった教団との宣教協約が始まり、

県庁所在地には在日大韓基督教会の教会を建てようということになった。そして、

最終的に韓国 8 教団との宣教協力を行ったが、その結果、韓国との教団とのかか

わりをもっている教会がこれまでと違う動きをすることも考えられるようになっ

た。今後の課題としては、被包括法人関係解消による脱退をいかに防ぐかという

ことがある。

・ＫＣＣＪの教会において、3 月 11 日の大震災後、教会員が減り、献金が減りとい

う中で、脱退に向けた動きも見られる。

・韓国出身で、韓国で按手を受け、韓国でサポートを受けて日本に来た宣教師は、

軸足が韓国にあるという問題もある。

・宣教師だけの問題だというのではなく、様々な教団の背景をもっていても、我々

の一員であるからには、ＫＣＣＪの憲法と規則を守ってもらうということが必要

だということである。

・宣教においては、人（牧師）と戦略（伝道と教会形成）がかみ合えば、それなり

の成果が上がっていき、そこをベースとして、周辺の教会を支えて行くというこ

とであると思う。

・呼び方として「地方会」としたのは、メソヂストの背景から地方会とし、内容と

しては長老派の伝統からとった。教職は地方会所属となっている。20 年前と違

っているのは、地方会中心となっているが、ＫＣＣＪが本来目指すことよりも、
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それぞれの地方会の構成員や役職が変わるたびにその役割が変ってきてしまって

いるということがあるように思う。

・社会は多元化社会に向かい、格差社会を迎えている。そういう中で、教会が他の

教会に対して責任を負わないということが生まれて来るとすれば、このグローバ

ルな時代に教会は教会の使命を果たしていないと思う。グローバルな社会の中で

神の国を証しなければならない。教会が互いに関心を持ち合って、神の国を指し

示す教会にならなくてはならない。そういう意味でＫＣＣＪは壮大な実験をして

いるのではないかと思った。なお、その点で、岡本副議長の発題で、霊性という

ことを話されたが、他の教会に関心を持ちながら、神の国を待ち望むということ

において、待つ力を与えられなければならないと思う。それがその霊性と深く結

びついていると思うが、その霊性の定義をもう少しきちんとした方がよいと思う。

岡本副議長の、「超越性と永遠性への開け」ではキリスト論や歴史というものが

入らないのではないか。そのような霊性を養うということがとても重要なことで

あると思う。

・その霊性の定義は、大学で一般の学生たちに対してスピリチュアルケアというこ

とを教える際の入門的な提示である。その霊性について語った後で人格論を話す

が、その中でキリスト論的な視点が出てくることになる。

・ＫＣＣＪでは、牧師の就任式は委任式と言う。副牧師の場合は就任式、長老の場

合は将立式と言う。牧師と長老は地方会において立てられる。個教会で勝手には

できない。それは、長老の職の重要性ということである。しかし、長老の資質の

無い方が長老となることで問題を起こすということがある。

・朴壽吉先生が教団の正教師として迎えられたことは画期的な事であった。例えば、

日本基督教団に無牧の教会がけっこうあると聞いているが、こういう形で、在日

大韓基督教会の牧師が招聘される可能性があるのかを聞きたい。

・ＫＣＣＪにおいて、牧師の赴任先を見出せないことがある。そのような中でなお

韓国から宣教師が来るということを考えた時に、日本基督教団の教会が、朴先生

のような形で働きの場を与えてくれることができないのかどうか。力を合わせて、

両教団が生き残るということも検討する必要があるのではないかと思う。

・朴牧師のことについては山北牧師から相談があり、朴牧師の場合は日本基督教団

に教師として転入をして、教団の教師となった上で教会の主任担任教師として赴

任するという手続きをとった。今後、ＫＣＣＪとＵＣＣＪの良い交流の糸口とな

るかなと思う。教師の人事交流はゆっくりではあるかもしれないが、進んで行く

のではないかと思っている。

・ＵＣＣＪとの会議を楽しみにして来た。今、ＫＣＣＪはどうしたら一つになれる

かということが大きなテーマである。今回二人の発題を聞いて、まさにキリスト

にあって、キリストによって罪が赦されたキリストの民であることを思った。震

災があり、今こそ私たちが一つになって、外を見て何か一緒にできないかなとい

うことを願っている。
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＜平和メッセージについて＞

・平和メッセージ（案）1 頁の「被災地における被害弱者（障がい者、高齢者、子ども、

外国人）」を、「被災地における被害弱者（子ども、障がい者、高齢者、外国籍者）」

としてほしい。

・「被爆」は「被曝」が正しい（1 頁下から 7 行目、2 頁下から 4 行目）。

・2 頁下から 4 行目を、「その合理的な根拠を明示すべきであり、もしそれが不適正

であるならば、その値を適正値にもどすこと。」としてはどうか。

・2 頁上から 8 行目の「精神的ケア」は、「精神的・霊的ケア」、あるいは「スピリ

チュアルケア」としてはどうか。

・その行の冒頭に「公共の」とあるので、「精神的なケア」のままでよいと思う。

・1 頁の下から 5 行目の「その事実を部分的に隠蔽し」は、「その事実を多くの部分

において隠蔽し」とすべきであると思う。

・1 頁下から 8 行目の「その陰には」以下の文章で、いろいろな政策上の問題点を

指摘しているが、そのことに対する判断は多様にあり得ると思う。だから、こ

のように書いてしまうと内容を共有しにくくなってしまうのではないかと思うの

で、1 頁の「その陰には」から、2 頁の 5 行目までは削除してもよいのではない

かと思う。

・削除する箇所は、「その陰には」から「現実があります。」と、「また原発事故に

よって起こった」から「一般の人々に負わせるばかりか、むしろ」の二箇所でよ

いのではないか。

・自分たちは具体的にこのようにするというような決意表明のようなものがあると

よいのではないかと思う。一番の問題としては救援募金のことがある。その呼び

かけが最後にあった方がよいのではないか。

・今出された意見を取り入れ、誤字の訂正も加えて文章を作成することを事務局に

任せてほしい。

９．閉会礼拝　　司会者：張田眞宣教委員長・歴史共同研究委員

　聖　書　　エレミヤ書　２９章４～７節

メッセージ「私たちの平安」説教者：石橋秀雄教団総会議長

賛　美　　韓日讃頌歌　７８、５２１
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在日大韓基督教会、 年間報告 2011.7 〜 2012.5.30

報告 ：総幹事　洪性完

１． 定期総会

第 51 回定期総会　2011 年 10 月１０日〜 12 日 （水）　福岡教会

第 51 回総会期 組織 （2011.10 〜 2013.10）

任員 ；

　総会長 ：金武士　副総会長 ：牧師 趙重來 ・長老 林英宰

　書記 ：権寧国 ・副書記 ：朴太元

　会計 ：金石水

監査 ；

　高　博 （代）、 許壬会、 高在道、 白承豪、 李相根

常設委員会 ；

　宣教 ：崔榮信 （長） 李炳墉　金東洙　金鐘賢　金仁果　李重載

　教育 ：李聖雨 （長） 崔和植　全聖三　曺泳石　金明均　（準） 呉寿恵

　社会 ： 朱文洪 （長） 許伯基　李根秀　崔春子　中江洋一　金成元　佐藤信行　（準） 女　性会 青

年会

　神学考試 ：李根秀 （長） 千相鉉　金性済　趙永哲　金聖孝　金承煕　朴栄子

　憲法 ：鄭然元 （長） 金　健　金聖孝　李大宗　牟大盛　白承豪　黄貞順

　信徒 ：中江洋一 （長） 金貞姫　李炫知　尹聖哲　朱美恵　 ( 長老会 )　 ( 青年会 )

　年金 ：全三郎 （長） 金容贊　金貞子　 韓澤柱　金秀生　金柄鎬

　財政 ：総会会計 （長） 鄭敬根　朴洋子　姜斗連　金哲鎬　李圭哲

特別委員会 ；

　讃頌歌 ：金必順 （長） 李聖雨 朴栄子 韓澤柱 崔亨喆 （準） 呉寿恵

　歴史編纂 ：金健 （長） 金成元 李相勁 李省展 金承煕

人事部 ；

　総会長 （長） 第 51 回総会期任員＋各地方会長

地方会 ；

　関東 ：韓聖炫 （長） 金　  健 林柏生 張慶泰 黄貞順 鄭敬根

　中部 ：金性済 （長） 金仁果 李大宗 朴太元 洪領晃 朴洋子

　関西 ：趙永哲 （長） 朴龍洙 金容贊 朴栄子 朴成均 姜斗連

　西部 ：梁栄友 （長） 金鍾権 尹聖哲 金承熙 李相勁 金哲鎬

　西南 ：鄭守煥 （長） 金明均 金貞子 李圭哲

全国教会女性連合会 ；

　会長 ：金貞姫 （東京） 副会長 ：金貞子 （小倉）

　書記：金恵玉 （川崎） 副書記：宋福姫 （名古屋） 会計：許清子 （京都） 副会計：沈貞児 （神戸）

　宣教局長：金錦順 （布施） 教育局長：崔美恵子 （武庫川） 社会局長：朴栄子 （豊中第一復興）

青年局長：李永愛 （京都南部） 後援局長：朴恵慶 （名古屋） 財政局長：金英淑 （大阪） 会計監査：

姜順明 （名古屋） 文仙伊 （大阪）　総務 ：金必順

全国青年連合会 ；

　代表議員 ：朱美恵　総務 ：金在源

　関東会長 ：守屋彗健　中部会長 ：熊谷明美　関西会長 ：白勝和　西部会長 ：鄭芝雄　　

　西南会長 ：

＊総幹事 ： 洪性完 
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２． 任員会

・第 50 回総会期　第 12 回任員会　2011 年 7 月 7 日　神戸

　神戸東部教会責任役員会との懇談会に備えて

・第 50 回総会期　第 13 回任員会　2011 年 9 月 20 日　大阪 KCC

　第 51 回総会期任員、 被災地教会訪問　2011 年 12 月 1 日 （木） 〜 2 日 （金）

・ 第 51 回総会期　第 1回任員会　2011 年 12 月 4 日　

・ 第 51 回総会期　第 2回任員会　2011 年 12 月 19 日 （月） 19 ： 30 〜 21 ： 30　大阪

・第 51 回総会期　第 3回任員会　2012 年 1 月 17 日 （火）

・ 第 51 回総会期　第 4回任員会　2012 年 4 月 10 日 （火） 09 時—10 時 30 分

３． 常任委員会

・第 50 回総会期　第 5回常任委員会　2011 年 9 月 20 日 （火） 11—19 時

・ 第 5 １回総会期　第 1回常任委員会　2011 年 12 月 5 日 （火） 11 〜 20 時

・ 第 51 回総会期　臨時第 1回常任委員会　2012 年 1 月 17 日 （火） 11—16 時

・ 第 5 １回総会期　第 2回常任委員会　2012 年 04 月 10 日 （火） 11 〜 17 時

　宣教 100 周年記念事業、 「マイノリティーセンター建立」、 その継続を再確信する

４． 宣教協約関係

・日本キリスト教会と宣教協力実務委員会　2011 年 7 月 12 日 ( 火 )11 時 30 分　柏木教会

・ 神戸東部教会問題で、 基督教大韓聖潔教会　副総会長に会う。 　2011 年 07 月 25 日 15 時　京

王プラザホテルにて文書を手渡した。

・ 基督教大韓教聖潔教会に 「派遣宣教師宣教業務遂行上の問題解決のため、 報告及び提案」 を

書面にて送る。 　2011 年 10 月 28 日 （金）

・ 日本キリスト教会と宣教協力委員会　2011 年 11 月 1 日 （火）　名古屋名東教会にて

・本国宣教協約七教団訪問　20 １１年１１月 21 日〜２４日　ソウルにおいて

　11 月 22 日 （火）　統合 ・合同

　11 月 23 日 ( 水 )　基長 ・基聖 ・大神

・日本キリスト教会と宣教協力第 15 周年記念集会　2011 年 11 月 23 日　名古屋教会

・日本基督教団と宣教協力実務会　2012 年 1 月 30 日 （月）　13 ： 30 〜 14 ： 55

・ 日本キリスト教会と宣教協力実務委員会　2012 年 2 月 14 日 （月）　14 ： 00 〜 16 ： 30

・ 基督教大韓聖潔教会との宣教協議会　2012 年 3 月 6—7 日　名古屋教会

　派遣宣教師の逸脱した行動を巡って

・日本基督教団と宣教協力実務会　2012 年 4 月 16 日 （月）　13 ： 30 〜 15

５． 会議など

・全国長老研修会　2011 年 07 月 17 日 （日） ～ 18 日 （月）　大阪　

・ 外キ協第 15 回国際シンポジウム

主題 ： 「東日本大震災と外国人ー日 ・韓 ・在日教会の宣教課題」

日程 ： 2011 年 7 月 25 日 （月） 17 時〜 26 日 （火）

場所 ：在日本韓国 YMCA （東京都千代田区猿楽町 2 − 5 − 5）

主催 ： （日本） 外登法問題と取り組むキリスト教連絡協議会

日本キリスト教協議会正義と平和委員会

（韓国） 韓国基督教教会協議会正義と平和委員会

韓国教会在日同胞人権宣教協議会

韓国カトリック司教会正義と平和委員会

目的 ： １． 東日本大震災の被災者 ・ 被災教会への支援、 とりわけ被災外国人への支援の現状
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と今後の課題について協議する。

２． ｢ 韓国併合 ｣ から 101 年を迎えて ､在日韓国 ・ 朝鮮人の一世紀にわたる歩みが ｢ 現在 ｣ に

問いかける意味を共有すると共に、 いまだなされていない日本の歴史責任の課題を確認する。

３． 社会において周縁化され、 脆弱な生活基盤から金融危機と大震災によって奪われようとして

いる旧植民地出身者、 移住労働者、 移住者の困難な現状を直視し、 日本と韓国における外国

人の法的地位と権利を保障する課題を ､日 ・韓 ・在日教会の宣教課題として協議する。

・ GBGM 総幹事 Thomas Kamper 訪問　2011 年 11 月 18 日 （金）

　a round table meeting　with GBGM mission partners: KCCJ/UCCJ/NCCJ/JEDRO の後、 ﾏｲﾉﾘﾃｨ

ｾﾝﾀｰ建立を巡り、 支援に伴う意見交換

６． その他、

・ 東日本大震災 KCCJ4 者協議第三回　2011 年 07 月 14 日 （木） 13 時 30 分

・ 神戸東部教会の問題で、 兵庫県庁公益法人担当に会う　2011 年 07 月 15 日 （水） （金） 14 時

　神戸東部教会が法人規則通り、 手続きに違反が認められることを文書にて通知

・神戸東部教会の問題で、 文部科学省に審査請求申請　2011 年 07 月 27 日 （水）

・ 神戸東部教会　2011 年 09 月 11 日 （日） 12 時 30 分　臨時公同議会

　被包括関係の廃止に伴う、 規則変更について賛否を問う。 規則変更の賛成者が過半数にも及ば

ず、 否決される。 規則変更を中止すると、 裵明徳牧師が報告

　127 名出席 /170 名中、 投票時には、 121 人。

・ 東日本大震災 KCCJ4 者協議第四回　2011 年 09 月 13 日 （火） 13 時 30 分

・ 神戸教会創立 90 周年記念集会　2011 年 10 月 30 日 （日）　神戸

・水戸伝道所、 教会昇格式 ・入堂式　2011 年 11 月 03 日 （金）

・ つくば東京教会　長老將立　2011 年 11 月 06 日 （日）

・ 新讃頌歌の翻訳に伴う 『聖歌』 『新聖歌』 よりの歌詞使用、 全７６曲の承認の要請　2011 年 11

月 11 日 （金）

・ 牧師 ・伝道師の説教考試 （関東）　2011 年１１月２８日 （月）　西新井教会

・ 新讃頌歌の翻訳に伴う 『讃美歌』 『讃美歌 21』 よりの歌詞使用、 承認の要請　2012 年 2 月 20

日　

　日本基督教団　出版局長より管理元の違いや許諾の返事　（2012 年 4 月 17 日）

・2012年度総会神学生及び加入宣教師研修会　2012年03月12日（月）〜16日（金）　関西地方会。

・ 『教会讃美歌』 よりの歌詞使用、 承認の再要請　2012 年 3 月 23 日

・ 沖縄教会　金泰元さんに最終通告を出す。 　２０１２年３月２９日 （木）　渡邊弁護士

・姫路薬水教会、 １階任意売却の契約　淡陽信用組合姫路支店にて　２０１２年４月６日 （金）

・ 神学考試委員会と在日総会神学校との連関会議　２０１２年４月９日午後７時　大阪教会

・ 大韓基督教書会、 常務理事と面談　2012 年 4 月 19 日 （木）　新讃頌歌翻訳出版について意見

交換

・大韓聖書公会　事務総長と面談　2012 年 4 月 20 日

・ 第 8 次 海外韓人教会 教育と牧会協議会　2012 年 4 月 24 日〜 27 日　パリ

　韓国人ディアスポラ 700 万人といわれる、 その信仰継承について取り組んでいる

・海外韓人長老教会第 37 回定期総会　2012 年 5 月 22 日〜 25 日　シアトル

・

＜ NCC＞

第 38 回定期総会　2012 年 3 月 26 日—27 日 （火）　聖公会聖アンデレ教会
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日本基督教団 教師検定試験

■　受験者数（合格者数）

正教師 補教師
受 験
者

合 格
者

受 験
者

合 格
者

2011 年
秋

58 名 47 名 19 名 9 名

2012 年
春

9 名 4 名 57 名 44 名

■　新任教師オリエンテーション出席者数　（2 泊 3 日　於 天城山荘）

2010 年　52 名
2011 年　52 名
2012 年　44 名（予定者数）　6 月下旬実施
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在日大韓基督教会　震災対策報告

第 46 回 UCCJ/KCCJ 宣教協力委員会

報告者 ：許伯基牧師 （総会幹事， 関東地方会社会部長）

１． 震災対策各委員会の立ち上げ

◆２０１１年３月１７日　総会震災対策委員会の立ち上げが総会役員会にて決定

◆２０１１年３月２９日　常任委員会にて、 震災４者対策協議会 （総会社会委員会、 関東地方会、

全国教会女性連合会、青年会全国協議会） の立ち上げを決議。 震災対策の方向性については、

以後この協議会の決定によることになった。

◆２０１１年４月１４日　第１回震災４者対策協議会を開催し、 震災対策、 被災地支援、 および支援

金分配の基本方針を決定。

２． 被災地支援 （第１期）

◆２０１１年４月２５日～１０月１日の期間、 総会震災対策委員会が被災地支援ボランティア活動を展

開

◆仙台チームは日本キリスト改革派東仙台教会ボランティアセンターが統括する東松島市東名 ・野

蒜地域にて計９回のボランティア派遣を行う。 （総作業日数 ： 36 日， 延べ参加人数 ： 58 人）

◆いわきチームはいわき市社協を通じ、 いわき市勿来など各地にて計３回のボランティア派遣を行

う。 （総作業日数 ： 8 日， 延べ参加人数 ： 17 人）

３． 被災地支援 （第２期）

◆常任委員会の決定により、 ４者対策協議会は終結、 震災対策事業は総会社会委員会に移管さ

れる。

◆ 2012 年 2 月、 関東地方会社会部が主催する郡山仮設住宅支援プロジェクトが立ち上がる。 総

会社会委員会はこのプロジェクトに資金援助をすることを決定する。

◆以下の日程でプロジェクトを実行した。対象は郡山市内および付近（三春町など）の仮設住宅（福

島県富岡町など、 警戒区域に指定された町村からの避難者の居住地。 活動内容は、 韓国料理

の炊き出し、 ミニコンサートの実施、 プレゼントの配布など

2012 年 2 月 19( 日 )~20 日 ( 月 )　富田町若宮前仮設　480 世帯

2012 年 3 月 23( 金 )~24 日 ( 土 )　富田町若宮前仮設　480 世帯

2012 年 4 月 13( 金 )~14 日 ( 土 )　三春町沢石仮設　30 世帯

2012 年 5 月 11( 金 )~12 日 ( 土 )　三春町柴原荻久保仮設　30 世帯

（以下、 来年１月まで支援を継続する予定）
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日本基督教団　東日本大震災救援

2011 年 3 月 11 日、未曽有の被害をもたらした東日本大地震が起ってから、すでに 1 年が

過ぎた。今この 1 年に教団が取り組んできた救援活動をふりかえり教団の諸教会の皆様に凡

その活動を報告する。（すでに教団新報や「信徒の友」そして救援対策本部ニュース等によっ

て報道されていることと重なるが）

日本基督教団は大地震の翌日に「東日本大震災救援対策委員会」を総幹事のもとに立ち上

げて、直ちに救援活動を開始した。

l	まず、被災地域の状況を把握するために被災教区に調査チームを派遣した。実情が解り

次第、各教区に初動活動の資金として「救援対策基金」より 1000 万円ずつを送金した。

また、初動緊急救援募金として社会委員長名で教団全教会に募金協力を呼びかけた。広

報活動は教団新報、信徒の友、ウェブサイトを立ち上げて正確な情報を発することにし

た。

l	 3 月 22 日、第 1回常任常議員会において「救援対策本部」設置を決め、4月 18 日の臨時

常議員会で承認され、教団、教区、教会が一丸となって救援に当たる体制を整えた。本

部会議メンバーは 10 名。本部長は石橋秀雄 教団総会議長、それに副議長、書記及び常

議員 5名とキリスト教社会事業同盟とキリスト教学校関係者から 1 名ずつが加わった。

本部会議には被災教区の奥羽・東北・関東の各議長と総幹事と担当幹事、幹事が常時陪席。

さらに適宜関係者も陪席して多岐にわたる事案を取扱い決議し、すでに設けられていた

「救援対策室」（11 号室）で受け止めて実施していった。まず、救援対策本部会議で確定

されたことは、教団が東日本大震災救援活動に取り組む基本的姿勢として『被災した地

域の救いに仕える教会の再建を目指して』ということであった。被災教区との密接な連

絡を特に重視した。

l	それに基づいて、主たる事項を決めた。

被災教会の会堂再建・補修支援

被災地域のための社会福祉事業、キリスト教学校への支援

被災地の教会が行う地域への支援活動

被災地域への支援活動

被災された信徒及び外国籍の方への支援

以上これらを実施することにした。

l	具体的に実施されてきた事柄を記すと次のようになる。

「被災者支援センター」仙台・石巻・遠野でのボランティア活動

≪仙台≫

専従者をおいて、初動から若林区、荒浜地区での救援活動を精力的に行ってきた。（教

団が派遣した専従者は、野田沢牧師をはじめ続いて、桑満欣牧師、小川洋二牧師、斉

藤篤牧師、そして 2012 年 4 月より佐藤真史牧師）

≪石巻エマオ≫

アメリカ合同メソジスト教会 (UMC) からの支援献金を受けて、津波被害の大きかっ

た地域でのボランティア救援活動を継続中。現在の専従者はボブ藤村咸治氏 (UMC 所属

)

≪ハートフル遠野≫

「自殺防止センター」の協力を得て被災者たちのメンタルケアを行ってきたが状況の

変化によって自殺防止センターの動きが中止となり、現在教団のメンバーが、釜石社

協の要請を受けて、メンタルケア活動を行っている。

短期保養プログラム

会津放射能情報センターや YMCA の協力をえて、放射能汚染から子どもの生命を守

る活動の一環として「こひつじキャンプ」を実施している。このプログラムは会を

重ねて実施される。
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被災教区内にある社会福祉施設への支援

福島県内にある「堀川愛生園」の子どもたちをディズニーランドへ招待した。また

地震でダメージを受けた建物の再建のため 1000 万円を援助した。また、同じ福島

県内にある「社会福祉法人 牧人会・あだたら育成園」にも東北教区よりの申請に

基づいて地震被害を受けた建物再建のために 1000 万円の資金援助を行った。

教会付属幼稚園・保育園への援助

被災地域東北教区にある幼稚園・保育園児童を放射能汚染から守るため、施設の空調

設備の補助（約 880万円）を行い、また原町聖愛保育園の保育士職員の緊急支援とし

て 1000 万円を支出した。

被災教区内の牧師夫妻に（希望者には）人間ドック受診料を全額補助すること、臨床牧

会訓練を学ぶ講座（東北大学に設けられる）に 3 年間で 3000 万円を支援すること、

さまざまな地域でのクリスマス諸行事にも祈りを込めて支援した。

その他、現在申請中のプロジェクトを検討し、やがて実施する段取りになっている。

緊急シンポジウム実施

2011 年 8 月 29 日～ 30 日、銀座教会を会場にして緊急シンポジウムを実施した。主

題は「東日本大震災を通じて問われたこと　――　現代日本の危機とキリスト教」。

（すでに一冊の本として出版されている。）「苦難の意味」を神学的に問うた講演を

はじめ、4 名（牧師、神学者、学校教師、社会事業者）の発題講演が収録されてい

て大地震の被災の中で私たちは何を聞き、何を語るべきかについて示唆を与えられ

た。

教団救援対策本部が最も力を入れて取り組むべき被災教会の再建は、実施要項を定め

2012 年度からいよいよ本格的に取り組むことになっている。

募金について報告すると 2012 年 3 月末での国内募金は 336,392,700 円、海外募金は

210,440,705 円、合計 546,833,405 円となっている。会堂再建には、さらに数億円

の資金が必要となると思われるので息長く、ひき続き全国諸教会からの献金が求め

られている。

最後になったが、2012 年 3 月 27 日、石橋秀雄教団総会議長名で「福島第一原子力発電所事

故に関する議長声明」が発表されたことを記しておく。（すでに諸教会に送付されている。）
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第４６回日本基督教団と在日大韓基督教会との宣教協力委員会 （2012 年 6 月 4 日）

現代の日本における伝道をめぐって

近藤勝彦

はじめに

　第４６回日本基督教団と在日大韓基督教会の宣教協力委員会に招かれ、 現代の日本における伝

道をめぐって考えておりますことをお話しする機会を与えられ、 感謝いたします。 東京神学大学は

その成立の経緯からして唯一の日本基督教団立神学校ですが、 同時にまたこれもその経緯からし

て福音主義に基づくエキュメニカルな使命をもって、 日本基督教団以外の福音主義の諸教団 ・ 諸

教会からの献身者を歓迎しています。 それら諸教団 ・ 諸教会に仕えて伝道する伝道者 ・ 牧師を神

学教育によって育成するのが、 東京神学大学の使命です。 日本基督教団以外では、 とりわけ在日

大韓基督教会で奉仕する卒業生を多く送り出してきていることは東京神学大学の大きな喜びであり、

また誇りとしていることです。 小さな神学校ではありますが、 希望としては、 さらにルーツを同じくす

る韓国、 台湾の福音主義諸教会のためにも伝道者養成の使命を果していきたいと願っております。

それにしても東京神学大学の代表者である学長としては、 まだ日本基督教団の会議には正式に

は出席しにくい状態にあります。 それは３８年前、第１８回日本基督教団総会 （1974 年） において、

いわゆる東京神学大学非難決議がなされ、 それは私の理解では神学的な内容においても、 法的な

形式においても誤った決議であったのですが、 今に至っても修正されないまま残っていて、 それ以

来東京神学大学の学長は、 日本基督教団の正式な会合に出席することを辞退し続けて今日にいた

っています。 私としては、 今日焦眉の問題である伝道のため、 その戦いのために日本基督教団と

東京神学大学との協力や連携が強化されるように願っておりますが、 この問題が 「なし崩し的」 に

でなく、 明確な信仰告白的意志と法的な態度表明をもって解決されることを切望しております。

今日は日本基督教団の招きを受けてこの会に出席したのですが、 それはこの会が日本基督教団

だけの会でなく、 在日大韓基督教会との協力委員会であるからであり、 また今日何にも優って優先

されるべき伝道という緊急課題に関わる会でもあるからです。 以下、本論に入らせていただきますが、

今日の日本における伝道の課題と戦いについて、 考えておりますことの一端をお話して責任を果た

せれば幸いと思っております。 話の内容は神学的、 あるいは教義学的な観点からのものが主であっ

て、 実用的あるいは実践的な提言ではありません。 しかし根本的な問題の指摘として、 多少なりとも

参考になれば幸いであると考えております。

1、  現在の日本の精神状況―不安な時代の中で 「縮小する社会」 と 「萎縮する精神」

　現代の日本における伝道を考えるとき、 多少とも日本の精神状況を顧みる必要性は無視できない

でしょう。 日本社会はどのような精神状況にあるでしょうか。 金融や経済のグローバル化と関連し、

日本はバブル崩壊以後２０年に及ぶ経済低迷の中にあり、 それに世界でももっとも急激と言われる

少子 ・ 高齢化現象を経験しています。 年金問題の不安など将来に対する深刻な社会問題の中に

置かれ、 「不安な時代」 にあると言わなければなりません。 この状況の中で昨年の東日本大震災 ・

大津波による破壊と、 原子力発電所の甚大な事故に見舞われました。 不安は経済社会の問題だけ

でなく、 自然災害のさあざまな予測からも湧きあがっています。

　これに対する日本人の対応と言えば、 メディアを通して流れてくる 「絆」 とか 「寄り添う」 といった

合言葉が表すように、人間仲間、それもナショナルで地域共同体的な人間仲間を強調するものです。

これは若者の流出した過疎化地域などでは実体を欠いた言葉だけの対応になってしまうでしょう。 日

本はこれまでも危機に直面すると民族主義や地域主義が強調され、 その実体は仏教や神道による

地域的人間集団の結束・強化を図るものでした。危機ごとにキリスト教伝道は排除されてきました。今、

再び伝道は 「人々の絆」 を破るものとして困難な状況に立たされます。 被災地の公立学校で被災

者合同追悼会が仏教によって行われ、 教育者もジャーナリズムもそれに対して 「信教の自由」 を語

れなくなっています。

　こうした日本の危機対応の状況を 「ナショナリズム」 「ヒューマニズム」 「セキュラリズム」 といった

用語で表現すると、 正確さを害うかも知れません。 しかし 「日本的なナショナリズム」 「日本的なヒュ

ーマニズム」 そして 「日本的な擬似宗教的セキュラリズム」 にあるということは言い得るでしょう。 そ
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れによって果たして危機に臨んでの健全な、 逞しい精神が維持されるかと言えば、 とてもそうは思え

ません。 今や日本は若者たちを含めて 「萎縮」 と 「閉じこもり」 の中に入っています。 外に出るこ

とも、 競争に打って出ることも、 新しい可能性に挑戦することもしたがらない精神状態にいます。 危

険を冒し、 冒険に乗り出す気力が湧かないのが、 今の日本の精神状況です。

キリスト教伝道はこうした状態の中で自己本来のあり方を貫くのでなければならないでしょう。 それ

によって、 結果的には日本の社会状況、 精神状況の 「突破」 を図らなければならないと思います。

それだけに 「福音」 を深く、 また新鮮に理解し、 地道に粘り強さをもって伝道していかなければな

らないと思います。 例えば、 自らヒューマニズムに化したキリスト教や、 セキュラリズムに巻き込まれ

た教会 ・ 牧師 ・ 信徒のありようでは、 とても今日の日本社会における伝道は覚束ないと言わなけれ

ばならないのではなでしょうか。 ナショナルな文化や社会を突き抜けたところから、 日本の課題や進

路を洞察する、 一言で言えば 「預言者的で使徒的な精神」 の探求が求められます。

2、  日本的人間主義を超える 「救い」 の使信―贖罪信仰の新鮮な発言

　経済的、 社会的、 また文明上の危機にあって、 キリスト教会は文明も社会をも越えた 「神からの

救済」 を伝えます。 金や銀を求める人々や社会に 「わたしには金や銀はない」 と言い、 「イエス ・

キリストの名によって立ち上がり、 歩きなさい」 と伝えます。 これには人間の救いには、 個人のレベ

ルでも集団の文脈でも、 「文明以上のもの」 が必要で、人間仲間やヒューマニズムを越えた 「救い」

がなければならないということです。 そうでなければ、 人類の救済も、 将来の不安からの脱出も不可

能ではないでしょうか。 不可能であることを主張しなければならないでしょう。 文化の質は、 それを

越えた次元に窓を開いていることによってこそ保証されるものですが、 特に危機に際して繰り返し民

族 ・ 地域 ・ 集団に閉じこもる日本社会では 「自己を越えた次元への窓」 が閉ざされますので、 そ

の突破が重大な課題、 伝道の課題です。

　キリスト教会は、 人間主義、 人間仲間、 ヒューマニズムでは解決しない 「救いの問題」 を鮮明に

しています。 キリスト教はいわゆる兄弟愛とか人間愛とか人間仲間といったものに救いの問題を託し

てはいません。 「絆」 とか 「互いに助け合う」 とか 「寄り添う」 などということで成り立っているもので

はありません。 本当の意味での 「絆」 も 「寄り添い」 「助け合い」 も人間からは不可能なことです。

どこまでいっても自己中心で、 他者を利用しようとする人間の 「罪」 があるからです。 「罪に死んで、

神に生きる」 ことから繰り返しやり直すほかはないはずです。

　今の時代、 キリスト教はヒューマニズムなどと言うものではないということを、 自らに鮮明に理解し、

力強く表明すべきと思います。 キリスト教は 「イエス ・ キリストの出来事に働く神」 とその 「圧倒的な

恵みの力」 を知らされ、 その勝利と憐れみの中で人間の罪を痛切に思い、 方向の転換の必要を認

識します。 「復活の主キリストの臨在」 の恵みのもとで 「キリストによる贖いの御業」 が、 世の終りま

で凌駕されない偉大な神の御業としてあって、 神との和解 ・ 新しい契約に入れられたことをしっかり

と、 また決定的なこととして信じ、 伝えるべきです。 そのためには 「十字架に血を流し犠牲となって

勝利したキリスト」 が 「復活された主」 として、 今日も私たちと共におられるとの信仰を生き生きと保

持すべきです。 とりわけ礼拝の中で、 それだけでなく日々の祈りのたびごとに 「生ける十字架の主」

が眼前に、 また傍らに臨在しておられるとの信仰の経験に生きることが重大です。 キリスト信仰はヒュ

ーマニズムなどというものではありません。 このことは、 主イエス ・ キリストの贖罪論的な御業につい

ての信仰と、 今日臨在する復活のキリストの信仰によってはっきりさせられなければならないでしょう。

考えてみますと、 ２０世紀の神学は贖罪論を軽視してきました。 しかし 「目の前に、 イエス ・ キリ

ストが十字架につけられた姿ではっきり示された」 （ガラテヤ３ ・ １） のに、 それを軽視して、 伝道に

なるはずはありません。 ２０世紀神学が 「伝道の神学」 として無力であり、 事実において２０世紀の

伝道を活性化し、 それ支えることができなかったことには、 大きな神学的理由があって、 その一つ

は贖罪論の軽視・無視にあったと言うべきでしょう。 確かに終末論が強調されました。 しかしそれは、

贖罪論との必須の結びつきのない終末論ではなかったでしょうか。 主の十字架の贖いなしに語られ

る神の国の希望は、 キリスト教的終末論ではないと言うべきでしょう。 これにはもう少しあとでもう一度

言及したいと思いますが、 十字架のない神の国は、 キリストとは無関係な神の国です。

３、 伝道協力における信仰告白的一致の意味



第 46 回宣教協力委員会  |  19  

総　会　神　学　校

THEOLOGICAL SEMINARY OF KCCJ

　伝道協力において重大なのは、 信仰の生命的、 中心的な事柄において一致していることです。

それによって互いに伝道に協力し、 またお互いに伝道を託し合うことができます。 贖罪論で一致を

見るためには、 当然、 三位一体の信仰、 キリスト論的信仰においても一致を見るでしょう。 そうでな

ければ贖罪論的一致を維持することはできません。 ナザレの人イエスが 「御子である神」 でなけれ

ば、 その十字架の死の中に神の業を信じ、 その御業を人類救済の終末論的出来事として信じ、 そ

れは世の終りまで何ものによっても凌駕されない、 いかなる災害にも揺るがない救済の出来事である

と信じ、 伝え続けることはできないでしょう。 贖罪論を真剣に受け取るならば、 それなりの 「サクラメ

ント論」 にもなるはずと思われます。 キリストの死の贖罪論的な理解がサクラメント論を基礎づけるわ

けで、 そのことは福音書に見られる最後の晩餐の制定語の中に 「多くの人のために流されるわたし

の血、 契約の血である」 （マルコ１４ ・ ２４） というイエスの 「自己の死の贖罪論的理解」 が含まれ

ていることでも分かります。 このように一方で御自分の死の意味について語り、 他方で聖餐の意味を

語る制定語の主イエスの言葉は、 歴史のイエスご自身に遡ると私には思われます。 この点で、 私は

ブルトマンとその学派の解釈ではなく、 ヨアヒム ・ エレミアスや、 現代ではペーター ・ シュトゥールマ

ッハーやマルティン ・ ヘンゲルの研究に親近感を持っています。 現在の日本基督教団における聖

餐の混乱現象は、 聖礼典の意味を希薄化させるもので、 その根本にはやはり贖罪信仰の曖昧さが

あり、 キリスト教のヒューマニズム化があると言わなければならないと思います。 信仰を異にする人に

も Gastfreundschaft （ホスピタリティ） として聖餐を配るといったズンダーマイヤーの発言はその典型

と言うべきでしょう。 キリストによる贖罪の信仰とともに、 三位一体の信仰、 キリスト論的信仰、 そして

聖礼典の基本的理解を共有することが、 それを共有することで共に伝道し、 また伝道を相互に託し

合える信仰の共通基盤をなすと思います。

　この問題はさらに終末論や神の国の理解とも関係します。 そしてこれが 「伝道」 と 「宣教」 の関

係にも関係するでしょう。

４、 伝道なしに宣教はない

　この第４６回宣教協力委員会が、 どういう意味で 「宣教」 と言い、 「伝道」 と言わないのか私は知

りません。 しかし通常、 「伝道」 と言えば福音を宣べ伝える evangelism のことを言い、 「宣教」 とい

うのは 「教育や医療や社会事業」 さらには 「人権問題や平和や社会正義に関わる政治」 をも含ん

だ教会活動を意味する仕方で使用されます。 後者は mission の用語を当てて、 呼び慣わされてき

ましたが、 それは適切な用語の使用とは私は考えていません。 重大なことは、 むしろ伝道と宣教は

同一の事態であり、 伝道を離れて宣教はないということです。 そもそも伝道と区別して宣教を語るこ

となど聖書にも、 古代の異邦人伝道にもなかったことですし、 １９世紀のアジアの伝道にもありませ

んでした。 この区別自体が、 セキュラリズムを表しているとも言い得るでしょう。 もう一度伝道が不可

欠であるとともに、 伝道が第一であり、 その優位した課題であることを明確にして、 むしろ 「伝道の

世界政策」 として教育や他の文化活動、 社会活動を位置づけたほうがよいと私には思われます。 こ

のことは神学的には、 キリストの贖罪の御業との結びつきなしに神の国到来の希望は根拠を持たな

いことと関係します。 十字架なしに神の国の待望はなく、 贖罪論なしの終末論はキリスト教的終末論

ではないという事態と関係します。 神の国は教育や医療の直接的目標ではありません。 社会正義に

関わる人間の倫理や社会政策の直接的課題でもありません。 それを直接的課題のように考えるとし

たら、 それは熱狂主義的な誤りと言わなければならないでしょう。 神学史的には啓蒙主義以来の神

の国や終末論の非神話化の道であり、 とりわけ１９世紀の倫理主義的終末論の誤りです。 それより

もむしろ、 伝道こそが人間の倫理活動にまさって終末論的であり、 伝道なしには神の国の到来に対

する準備にならないと言うべきです。 まず 「福音があらゆる民への証しとして、 全世界に宣べ伝えら

れる。 それから終わりが来る」 （マタイ２４ ・ １４） と言われます。 また贖罪論的終末論は、 神の国の

玉座は 「神と小羊の玉座」 （ヨハネ黙示録２２ ・ １） と言われていることからも明らかです。

　礼拝と共に 「伝道」 が第一であり、 教団と教会の活動の中で終末論的に優位しています。 この伝

道の優位はまた、 信徒と牧師の生活やパイエティの中でも鮮明にされるべきでしょう。 教育は伝道を

目標とし、 医療は真の命を求めて伝道に手を差し伸べ、 人権や平和や社会正義やデモクラシーの

問題もキリスト教の世界政策として伝道との不可欠な関連の中でこそ考えられるべきです。 日本にお

ける教育や医療、 あるいは介護の働きが、 キリスト教学校やキリスト教病院 ・ 施設においてさえ非キ
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リスト教化されているのは、 教会の伝道の停滞や無力のせいですが、 それぞれの担当者の戦いもま

たセキュラリズムに対抗できず、 不十分なものに止まっていると言わなければならないでしょう。 教育

も医療も介護も本当は 「祈り」 なしにはできない働きです。 祈る学校、 祈る病院、 祈る施設は、 福

音とその伝道によって立つ以外にないでしょう。 政治的な忍耐と希望を持っての活動もまた、 祈りに

支えられなくてはならないと思います。 「伝道と区別された宣教」 などというわけの分からない用語よ

り、 むしろ 「福音による社会政策」 「福音に基づき、 福音を伝える伝道の優位のもとにある世界政

策」 と言った方がよいのではないでしょうか。 この筋道に立って日本基督教団と在日大韓基督教会

は、 基本的に一致した教会的活動ができるのではないかと思われます。

5、  縮小する社会にある魂に語る―召命によるエートスの喚起

日本の若者の心が他の国々の同世代の人々と比較して、 甚だしく内向きになり、 例えば海外留

学の熱意なども大幅に希薄になって、 激しい競争を嫌い、 可能性への挑戦よりも安全や安楽を願う

といったことが、 日本における教育の話題になっています。 経済や社会の中でも成長や発展を断念

した 「諦念のムード」 が強くなりつつあります。 「減原発」 や 「脱原発」 の主張が、 「再生エネルギ

ーの開発」 への意欲ではなく、 ひたすら成長や発展の断念とともに主張される傾向にあります。 し

かしキリスト教的視点から言えば、「諦念」 を声高に評価することはできません。 忍耐は必要ですが、

諦念でなく、 希望と勇気がキリスト教的な徳です。 キリスト教はもちろん闇雲に労働や仕事を強調す

るわけではありません。 一方では、 憩いや休息の意味を高く評価するものです。 しかし魂の委縮を

肯定することはできません。 神への信頼による魂の飛翔、 天に国籍を持つものの旅ゆく勇気がキリ

スト教的な賜物としての徳の姿でしょう。 キリスト教は神の御子の到来 （advent） の信仰ですが、 そ

れは神の御子の命をかけた冒険 （adventure） に基づく信仰であって、 信仰者の生き方もまた御国

の到来を待望しつつの冒険の人生です。

　現代の日本社会を見て、 神の召し、 つまりコーリングを失った人生問題を見る思いがいたします。

犠牲を払うことや冒険を冒す意欲を失っているのは、 「神の召し」 に捉えられていないからではない

でしょうか。 犠牲を払い、冒険を冒す神によって知られ、選ばれ、召されていることを知らないのです。

日本社会が縮小する社会となり、 その中で委縮する魂の状態に陥る傾向にあることは、 深く 「精神

の宗教的根源のありよう」 に理由があると思われます。 日本の神々が、 縮小した社会の中の委縮し

た神々であるからで、 仏教もまたそれを打破できないからではないでしょうか。 これらの宗教は、 神

話的で反復的なパターンに憧れを持ち、 歴史的な変化に対して萎縮する非歴史的な宗教です。 そ

のため社会的な変動や文明の転換に対して、 そもそも臆病なのです。

　これに対し、 「召命によるエートス」 があることを伝えることができれば素晴らしいと思います。 「後

ろのものを忘れ、 前のものに全身をむけつつ、・ ・ ・ 目標を目指してひたすら走る」 （フィリピ３ ・

１３以下）、 それが主イエスに知られ、 捉えられた者のエートスです。 これを伝えなければならない

でしょう。 現代社会におけるコーリングの喪失が、 目標を失った精神の委縮を結果しているのです。

「神喪失」 が、 精神の委縮の深い原因です。 偉大な神の大いなる召しによってエートスの転換を企

画しなければなりません。 召された目標のために他のことを犠牲にしてエネルギーの集中を図って

取り組む、 そうしたアスケーゼの回復も、 生ける神との関係、 その神の目標のために召される、 そう

したコーリングの回復なしには不可能であると言うべきでしょう。

6、  不安な時代のパイエティ―世界と人生の中に働いてくださる神

　不安な時代に消極的な生き方に委縮していく傾向があると観察するとき、 私たちの周囲の社会だ

けでなく、 キリスト教会もそれに巻き込まれていないかという危惧が生じます。 教会はまさに教会らし

い信仰に生きて、 キリスト者は信仰者としての証しの日々を過ごせているでしょうか。 教会の伝道の

ためには、 牧師と信徒の生活が生き生きした信仰による証しの生活でなければならないでしょう。 教

会、 牧師、 信徒たちのパイエティの活性化が必要とされています。 不安な時代であればこそ、 その

中に生きるキリスト者の信仰の元気、 活力、 喜び、 張りが必要です。 そのためには何が求められる

でしょうか。 礼拝や祈祷会や伝道集会といった具体的な実践活動の改善も考えられなければならな

いと思いますが、 この問題も信仰や神学の問題の観点からお話したいと思います。

ケンブリッジ大学の近代史家として著名であったハーバート ・ バターフィールドは 「キリスト教と歴
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史」 について幾つかの味わい深い文章を書いています。 彼の有名な論文 「歴史における神」 の

中で彼は次のように語っています。 「私たちは神の摂理の感覚と意識を回復すべきです。 今日の宗

教の問題でこれ以上重要なことは何一つありません」 （C.T. McIntire(ed.by); Herbert Butterfield. 

Writings on Christianity and History, Oxford Univ. Press 1979, p.4）。 バターフィールドほど断固た

る書き方ではありませんが、 同趣旨のことをマールブルクの教義学者ヴィルフリート ・ ヘルレがその

教科書的著作 『教義学』 （Dogmatik, 3. Aufl., Waltetr de Greyter 2007） の中でも語っています。

摂理の問題にまさって 「より緊急な問題はほとんどない」、 それは 「神が活動、 もしくは働かれるの

か、 そしてそれはどのようにしてか」 「この神の活動、 もしくは働きは、 自然現象の過程や、 歴史的

な出来事、 さらに人間の活動や態度のあり方といかなる関係にあるか」 という問題といいます。 つま

り一言で言えば 「神の世界関与」 もしくは 「世界統治」 の問題です。

　近代社会に滔々たる世俗化の波が押し寄せたのは１８世紀でした。 産業革命以後の社会の問題

として、 今日の高度技術による産業社会も、 基本的に関心の此岸化、 大衆消費社会、 欲望社会と

して世俗主義の中におかれています。 世俗主義社会はそれなりにその原因をキリスト教会の外に持

っています。 しかしこれにキリスト教会が果敢に対向してきたか、 それともやすやすと飲み込まれて

きたかという問題が別にあります。 そして飲み込まれてきたと言わなければならないのは、 世俗主義

の強烈な伸展に伴い、 教会は神の働きを語る場を次第に狭め、 やがて人間の主観的決断や個人

的内面生活の中に押し込められてきたということです。 この問題の責任が一方では理神論に帰せら

れ、 他方では個人的内面性や心情生活を重視した敬虔主義に帰せられたりします。 しかしそれに

対抗し、 自由主義神学とは別の道を選んだ神の言葉の神学がこの問題でどこまで有効に取り組ん

できたかと問い返せば、なお大いに疑問があり、それがその後の 「自然の神学」 や 「歴史の神学」

の取り組みに余地を残したということにもなるでしょう。 個人の内面に撤退した敬虔主義、 自由主義

神学、 実存主義的神学と、 神の主体性に撤退した神学 （カール ・ バルト） とでは大きく違うように

も言えますが、 しかしそれで自然界も歴史的世界も、 あるいは社会も国家も、 さらに学問も芸術も、

非宗教化された現象に対して有効な手を打てたかとなると、そうはいかなかったと思います。 カール・

バルトによれば、 神を知るのはただ神だけで、 神について語れる文脈は、 ただ神ご自身の文脈とい

うことになりました。 自然の中の神、 歴史の中の神、 人生の中の神について語れず、 神は自然から

も歴史からも人間からも追放されました。 神以外はみな世俗的領域と化し、 神の働きの語れない分

野になり、 神の世界関与、 世界支配、 世界統治が、 ただ神の側から 「形式的」 に語られるに止ま

りました。

しかし十全な摂理の信仰を失って豊かな信仰生活やパイエティを保持することはできません。 もう

一度、 摂理の信仰を取り戻し、 自然にも歴史にも働く神、 そして私たちの身近な人生に、 そして遠

い社会にも働く神を新しく再発見する必要があります。

古代イスラエルの時代、 バビロン捕囚という民族的な膨大な不幸は、 イスラエル宗教をかえって

深化させ、 審判を知ると共に、 それによって破棄されない約束を新しい契約の中に見出させました。

大悲劇の時は創造的な時に変じたのです。 東日本大震災が日本に伝道するキリスト者の信仰を深

めることも決してないことではありません。 摂理の信仰を回復し、 あの中にも十字架の主はおられた

と信じ、 巨大な不幸の中にも審判と約束を見ることができれば、 莫大な損傷もまたくの無意味ではな

かったことになるでしょう。

　周知のように古プロテスタンティズムの正統主義における教義学は、 摂理 （providentia） の内容

を細分化して、 保持 （conservatio）、 協働 （concursus）、 統治 （gubernatio） に分け、 さらには許

可 （permissio）、防御 （impeditio）、限定 （determinatio）、指導 （directio） などについて語りました。

こまかな用語にこだわる必要はないと思います。 しかし歴史的な出来事や人生のことは何が起きても

同じだというなら、 それはどんなに愛を語っても冷ややかな信仰で、 世界と人生に無関心にならせ

ることになり、 その態度はこの世界に受肉して到来し、 十字架にかかり、 復活者として臨在しておら

れるイエス ・ キリストの神から遠いと言わなければならないでしょう。 世界と人生に起きた出来事ゆえ

に神をほめ讃え、 感謝すると共に、 世界と歴史と人生の中の出来事ゆえに神に嘆き、 問い、 祈り、

嘆願するのがキリスト教信仰です。 神義論の問題があるだけではありません。 神の摂理を信じ、 そ

の中で問い、 祈り、 努力を傾ける摂理の信仰の生活があるはずです。 包括的に言って摂理の信仰

を回復しなければならないでしょう。
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　その際、 「歴史的啓示」 から神とその御旨を認識し、 その決定的構成要素である歴史のイエス御

自身の信仰と言葉から学び、 そして身近な私たちの生活の中で神の摂理を信じて経験し、 その上

で人類史の中に神が働かれること、 さらには自然世界の中に神が働かれることを信じて、 祈り、 感

謝する者でありたいと思います。 「一羽の雀さえ父の許しなしには地に落ちることはない」 （マタイ

１０ ・ ２９） のです。 そのように恵み深い配慮をもって統治してくださる神が、 日本における福音伝道

のために、 奇跡を持って、 信じる者を起こし、 伝道に献身する者を起してくださらないはずはないと

信頼しています。 神はかならずや伝道と教会を用いて、 ご自身の救いの御計画を進めてくださるに

違いありません。 神御自身が働き、 かつ私たちの働きを用いてくださることに信頼をおいて、 伝道

の業に励みたいと思います。

　日本基督教団と在日大韓基督教会の宣教協力の話になったかどうか分かりませんが、 お互いの

共通基盤と共通目的について多少とも語ったことになれば幸いに存じます。 ご清聴有り難うございま

した。
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野宿生活者 ( ホームレス ) と共に歩んだ浪速教会の宣教活動

金鐘賢牧師 （KCCJ 浪速教会）

今年 7 月で浪速教会 「愛の家」 創立１５周年を迎えている。 今も私達は明日の備えがないまま

炊出しを続けているのが現状である。 最近財政が厳しくなって正直不安と心配がある。 しかし、 15

年間も主の御手によって守られて来た私達の活動は、 これからも守られると思う。 今まで 15 年間莫

大な費用がかかる炊出しを１回も休むことなく行って来たことを考える時、 神が奇跡を誠実に行って

下さったことについて感謝の思いで胸が一杯になる。 先が見えないが主の助けを信じて前に向かっ

て進んで行きたい。

１． 浪速教会 ｢愛の家 ｣ の歴史

私が最初に日本に来たのは１９９６年５月のことであり、浪速教会「愛の家」は１９９７年７月に始まった。

私が、 釜が崎で路上生活者宣教に足を踏み入れたのは、 自分の意志ではなく神の導きであったと

思う。

最初自分が招かれた在日韓国人教会から捨てられ、 １ヶ月間の断食祈りを通して心が癒され、 自分

のように捨てられ疎外されている人と共に生きることを願うようになった。

１） 訓練と学習期 （１９９６～９９年）

最初釜が崎で始めたのは韓国人労働者伝道である。 １９９７年７月、 教会の開拓のため始めたのが、

「愛の家」 の働きである。 強盗に遭った者のように、 誰かの助けがなければ死ぬしかない日本の社

会の中で、 捨てられた人々に仕える牧会が始まった。 一番、 最初に、 中風で倒れ死の淵にありな

がらも、 治療を受けられない不法滞在の韓国人労働者と出会った。 その他にも、 事故や病気、 高

齢の韓国人労働者たちがいた。私たちは彼らに３年間仕え、韓国人労働者たちと共に生きる共同体、

「愛の家」 を続けた。 そして、 韓国人労働者に福音を伝えながら、 同時に日本人野宿生活者のた

めの奉仕も始めた。 韓国人労働者に対する働きは簡単なものではなかった。 いや、 私の人生にお

いて、 最も困難な牧会活動であったかもしれない。 私の牧会者としての人格と霊性が不足している

ためだと私は考える。 行くあてもなく、 路傍 （ろぼう） に横たわる韓国人労働者たちに、 愛をもって

お世話しながら、 彼らがその恵みに感謝し、 イエスを信じることを私は期待していた。 しかしその期

待はいともた易く裏切られた。 死に際 （ぎわ） から健康を回復し、 衣食住が解決すると、 彼らは酒

を飲み、 争いを始め、 教会と牧会者を非難する言動が日常となった。 私はあまりに悲しく、 悔しく、

耐えられない思いの中で、 涙にくれ、 眠ることもできない日が続いた。

私は試練を通して値なく与え続けるイエスの愛を悟り、 彼らのそのままの姿を受け入れ、 愛と忍耐

をもって彼らに仕えることを学んだ。 私は、非難と不平、侮辱と裏切りに遭うことは慣れた。 裏切られ、

文句を浴びせられても、 彼らを赦し、 愛する訓練を通して、 彼らをすべて受け入れることができるよ

うになったのである。

３年の訓練期間は荒野の年月であった。 何もないところから始め、 韓国人労働者と共に共同生活

をしながら、 日本人の野宿生活者たちのための愛の給食を続けていった。 私が持っているすべて

のものをかけて、 貧しい者を助け、 共に生きる訓練、 何もないところから神に祈り、 神が与えてくだ

さるうずらとマナで生きていく訓練を受けたのである。 ３年の時間は私の信仰をより育む時間であり、

生ける神を体験する時間でもあった。

２） 日本人野宿生活者中心の活動 （２０００～０７年）

当時私たちの教会は韓国人労働者中心の牧会をしながら、 日本人野宿生活者のための伝道と炊

出しも行っていた。 私たちの働きが続けられる中で、 ひとつの変化が生まれた。 日本人野宿生活者

が教会に来るようになったのだが、 同時に教会の中で争いが起こるようになったのである。 伝道のマ

インドがない韓国人労働者たちが日本人を嫌い、 日本語で説教することに反対するのである。 その

ような反対があっても、 私は韓国人と日本人を同じように思い、 仕える働きを続けたため、 韓国人た

ちはすべて教会を去り、 日本人と日本人野宿生活者たちだけが残った。 私たちは本格的に日本人

野宿生活者に仕える専門的な働きをすることとし、 教会を野宿生活者がテントを張って、 集団居住

できる地域に移ることを決心した。 私は、 牧会を一般の人々が住む地域 （浪速区桜川） から西成

地域に移るため、 イスラエルがヨルダン川を越えたような冒険と決断をしなければならなかった。 そ
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れまでの貧しい者に仕える働きは、ウォーミングアップだった。 野宿生活者が住む地域に行くことは、

戻ることのできない川を越えることである。 一生の間、 野宿生活者に仕える牧会者として生きなけれ

ばならないという負担が、 私の心に重くのしかかってきた。

自分の欲と利己心を変えたのは、 野宿生活者のあるおじいさんとの出会いであった。 食べてい

くために新聞紙を集めリアカーに積んで、 そのリアカーを自転車で引っ張り、 一生懸命にペダルを

漕ぐそのおじいさんに、 車で通りながら見かけたのである。 彼は芍薬 （しゃくやく） の花のような明

るい笑顔で 「こんにちは」 と挨拶した。 彼の笑顔と挨拶の中に私は神の声を聞いた。 「この人は一

日中がんばって、 一食にありつけるかどうかなのに笑顔を忘れない。 お前はお金もあり家もあり、 食

べるものも家族もいるのに、 自らが貧しいと不平を持つのか？」　私はいかに自分が偽善者であるか

ということがわかった。 貧しい人たちの貧困と痛みを、 共に分かち合えない牧会者だということを思

い知らされた。 そのことから、 私は野宿生活者と共に、 貧困も痛みも共に分かち合う牧会者となるこ

とを決心し、 野宿生活者たちが住む地域に入っていった。 私たちは西成地域に移転し、 野宿生活

者に仕える本格的な働きを始めた。 私たちの働きが大きくなり、 専門的で総合的な働きとなるため、

絶えず勉強し、 持てるすべての力を注ぐようになった。

３） 地域社会と共にする使役期 （２００８年～現在）

野宿生活者のための働きが、 年を重ねるに連れ、 多くの野宿生活者が野宿をやめ、 教会周辺に

自分の家を得て、 堂々と住民として地域住民と共に生活するようになった。 私たちの教会に出席し、

教会に仕える約５０名が洗礼を受け、 教会の周辺に住んでいる。 また私たちの教会は創立１０周年

の記念事業として、 教会堂と 「愛の家」 センターを建築し、 ２００７年１２月に新しい聖堂に移り、 入

堂礼拝を献げた。 私たちは地域社会に定着するようになった。 私たちは地域社会の住民に仕え、

同時に野宿生活者に仕えるｋとになった。

しかし地域住民たちは、 ここに教会を建て、 入堂することに恐れ、 拒否感を現したのである。 私

たちは、 地域の代表と住民たちとの対話を通して、 野宿生活者と共に生きていくことを頼み、 この教

会も地域社会に仕えるための働きを担うことを約束した。 野宿生活者たちも地域住民と共に生きてい

くために、 礼節と規範を守らなければならないことを呼びかけ、 地域社会と共にする野宿生活者宣

教をしている。 野宿生活者たちに希望を与え、 彼らが自立し、 健全な地域社会の一員として、 地

の塩と世の光としての働きができれば、 地域社会を救い、 地域社会に根づく教会となっていくと私

は考える。

２． 野宿生活者と共にする教会の形成

日本は先進国である。 この先進国日本において、 宣教師として福音を伝え、 教会を開拓すること

は多くのものと努力が必要である。 日本で教会を開拓し、 教会堂を建て、 自立することは容易なこ

とではない。 特に、 私たちの教会のような野宿生活者中心の教会が、 教会を開拓し、 会堂を建て、

ひとつの教会として自立し成長していくことは、それにも増して困難なことである。 私たちは初めから、

マスタープラン、 またはロードマップを持って始めたのではない。 そのときそのとき、 神さまに従順す

る思いで、 一歩一歩歩んで来たことが今日に至っている。 しかしこれまでの教会形成の過程を整理

してみることとする。

１） 野宿生活者に仕える働きの実践

今、 私たちの教会と 「愛の家」 の働きがある程度知られ、 支援する後援者グループもできてきた。

私たちは１９９７年７月に教会を始めて以来、 自分が持っているものや財産を自分のものと思わず、

野宿生活者と貧しい人たちと共に分かち合ってきた。 どんなことがあっても、 無料給食をやめず続

けてきた。 私たちの教会は、 教会を開拓してから今まで、 野宿生活者のための奉仕を絶えず続け

てきた。

２） 支援者の募集と 「愛の家」 運営委員会の組織

私たちの教会が 「愛の家」 の働き （韓国人労働者と共にする共同生活） を始めたときも、 支援者

を募集することは何もしなかった。 ただ祈り、 祈りの応えとして物質を与えられたら、 与えられたもの

を分かち合うということの繰り返しであった。 しかし私たちが西成地区に移り、 本格的に野宿生活者

への専門的な働きを始めたら、 多くのものが必要となった。 米代がなくなり、 家賃も払えない状態だ
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った。 私たちは野宿生活者宣教のため、 一ヶ月に米１０キロ、 ３０００円を支援する支援者を募集す

る運動を始めた。 私たちの教会に奉仕活動に来るすべての人に、 支援を要請した。 在日大韓基督

教会に属する各教会と、 日本の教会に支援を呼びかけた。 私たちの支援者募集の活動に、 在日

大韓基督教会の教会と日本キリスト教会が協力を始めてくれた。 個人の支援者もできてきた。 私た

ちは後援会員や後援金が集まるようになったため、すぐに「愛の家」運営委員会を組織した。 （２００２

年３月） 「愛の家」 運営委員会は支援者の募集、 「愛の家」 の運営、 財政の運営と監査のため組

織された。 運営委員会の構成は、 日本の各教団と団体、 各教会の支援者の中から人選され、 韓

国教会代表と日本教会代表が共同委員長を担うこととした。 運営委員会が組織されることにより、 私

たちは透明な財政運営をし、 支援者たちから信頼を得られる。 また 「愛の家」 ニュースを定期的

に発行し、 支援者たちに 「愛の家」 事業を広報し、 財政状況も定期的に報告している。 「愛の家」

運営委員会を組織したことによって、 「愛の家」 の働きはいくつかの教会と教団の協力を得ることが

でき、 委員が直接働きに関わり、 共に運営を支援することができるようになった。

３） 創立１０周年記念事業、 教会堂と 「愛の家」 センターの建築

私たちの教会は、 これまで劣悪な条件の元で野宿生活者に仕える働きをしてきた。 ２０坪の狭い礼

拝堂で集会をし、 食事を配給してきた。 礼拝堂は２階にあり、 それには険しい階段を昇り降りしなけ

ればならなかった。 ２０坪に１２０人が集まり、 礼拝を奉げ、 食事する様子に、 はがゆい思いをして

きた女性の信徒奉仕者たちを中心として教会建築のための祈りと募金活動が自然発生的に始まっ

た。 私はこの事実を運営委員会に報告し、 運営委員会は教会創立１０周年の記念事業として教会

堂と 「愛の家」 センターの建築を決定した。 （２００３年） 建築献金の募金のため、 女性の支援者た

ちは貯金箱を作り貯蓄をし、 野宿生活者たちはアルミニウム缶を集めて持って来た。 私たちはニュ

ースレターを通して建築献金の募金を、 絶えず広報した。 ニュースレターを通して、 ２００人以上が

入る礼拝堂、 理髪室、 無料浴場、 広いトイレ、 職員宿泊室、 ゲストルーム、 食堂、 駐車場が備え

た 「愛の家」 センターを建築することが、 私たちのビジョンであることを訴えた。

２００７年春、 今の土地の建物の紹介を受け、 会議を重ねて検討した結果、 私たちの今の状

況に最も適した物件と判断し、 契約をした。 私たちは、 ６００万円の資金で建築を進めなければ

ならなかった。 総会の決議を待って売買契約をしたが、 そのときは融資を受けることができなか

った。 私たちはまた心を合わせて祈った。 融資を申請して４０日後についに融資が受けられるこ

とになり、 建物と土地を購入することになった。 しかし２千万円規模の大がかりなリフォームをし

なければならず、 半分を自分たちで工事し、 半分を業者に任せる条件でリフォームが始まった。 

　教会員の中に、 大工、 電気設備士、 塗装、 設計などの技術を持つ者がたくさんいたのである。

２００７年７月から１１月まで、 休む間もなく作業を進め、 すべての信徒とボランティアの助けを受け、

教会堂を建築した。 すべての信徒が心と思いをひとつにして、 聖堂を建築したのである。 私たちが

祈り続け、 求めていた通りの、 土地９７坪に１５０人以上が入る教会堂、 野宿生活者に安息を提供

する理髪室、 無料浴場、 食堂、 休憩室を備えた教会堂と 「愛の家」 センターがついに完成した。

私たちは建築予算６千万円のうち、 自己資金は１千万円しかなかった。 残りの５千万円は借入れに

よって建築した。

３． 浪速教会、 「愛の家」 の宣教活動

１） 野宿生活者の伝道集会

毎週木曜日、 正午より伝道集会を開き、 礼拝後に食事を提供する。 毎週、 平均１２０人以上が木

曜集会に参席している。 　（午前８ ： ３０入場、 ９ ： ００－１１ ： ３０温かいコーヒーやお茶を提供、 テ

レビ視聴、 シャワー、 休息、 11 ： 3 ０－１ ： ００集会）

２） 主日に野宿生活者と共に奉げる礼拝

毎主日、 午後１時３０分より、 失業者中心の主日礼拝を奉げ、 礼拝後に食事を提供する。 毎週、

１２０人くらいの参席がある。

３） 金曜炊出し

毎週金曜日、 正午より近くの西成公園で金曜炊出し。 現在２５０人ほどの人々に、 食事を提供して

いる。

４） 無料理髪、 シャワー提供

無料理髪 ：毎週金曜日、 午前９時から１１時まで
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シャワーサービス ： を毎週木曜、 金曜日午前９時から１１時まで

５） 洗礼者教育、 聖書勉強の運営

１年に２回、 復活節と聖誕節の前に、 洗礼者教育をし、 洗礼を授けている。 毎年６人以上が洗礼

を受けている。 また毎週木曜日、 午後６時３０分より聖書勉強をしている。 聖書勉強を通して、 参加

者が救いの確信を持ち、 信仰が成長し、 使命者として献身できるようになることを目指す。

６） 福祉館の運営

１０年から２０年、 野宿していたため病気になり、 歳もとって生死の問題にある者たちが、 日本政府

の生活保護が受けられるよう相談を受け、 手続きのお手伝いをしながら、 死に際にあっても、 あた

たかな生活ができるよう支援している。 現在４８人が野宿から抜け出し、 生活保護を受け、 教会の福

祉館に住んでいる。

７） 野宿現場夜回り

毎週金曜日、 午後９時から野宿現場を訪問し、 あたたかいおにぎりとみそ汁を配給し、 毛布やジャ

ンバーなどを配布している。

８） 衣類、 生活用品の収集と分配

全国の教会と支援者から集められた衣類や生活用品を定期的に分配している。

４． 浪速教会野宿生活者宣教の回顧と展望

１５年前に何もないところから始まった私たちの野宿生活者宣教は、 今では毎週 4回に炊出しを行う

くらいに成長した。 野宿生活者宣教を始めたときより働きが増え、 大きくなってきた。 しかし私はまだ

野宿生活者の痛みを知っているとは思っていない。 彼らをイエスがしたように愛することはできない。

私は危機を感じることがある。 働きが組織化され、 大きくなるにつれ、 ひとりひとりために全力を傾け

てきた初めの思いが冷め、 形式的な働きになってきているのではないかと思うことがある。 私たちの

働きの中心は貧しい者たちに、 主の愛をもって愛し、 彼らの隣人となることである。 今日も初心を忘

れることなく、 イエスのように野宿生活者と共に糧を分かち合えることを祈るのみである。

私たちの教会の信徒の大部分は野宿を経験した人たちだ。 そして、 この教会で洗礼を受けた人

たちである。 今は彼らが執事となり、 教会の働き人となり、 様々な場において活動している。 野宿

生活者宣教１０周年を記念する２００７年には教会堂と 「愛の家」 センターを建築した。 私たちの祈

りと労苦にお応えくださった神さまに感謝を奉げる。 これからもやらなければならないことは多く、 経

済的には貧弱である。 しかし確かに言えることは、 日本の地においても福音を伝えようと祈り、 種を

まくと、 神さまは実を結ばせてくださるという事実だ。

展望

1．  財政問題を乗り越えるための提案

１） 我が教団の組織的な関心と支援、　２） 広報活動、　

３） 教会成長　　４） 社会的企業として 「愛の家」 福祉館事業や福祉事業の育成

2．  人材育成 ： 主の僕として働く人、 貧しい人を愛し、 「愛の家」 の事業を理解し招命感を持つ

人

3．  救済と伝道の両立

4．  信仰と霊性を清め、 深めていくための訓練 2012 年　平和メッセージ

日本基督教団　総会議長　石橋秀雄／在日大韓基督教会　総会長　金武士

「地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは、主のもの。」（詩編 24 編 1 節）

東日本大震災の発生から１年 4 か月が経過しました。2012 年 3 月 11 日現在で、死者
15,854 名、行方不明者 3,155 名という厳しい現実を前に、主なる神の憐れみを願い求め
ます。
　被災し、今なお大変な困難の中で生活しておられる方たち、福島第一原子力発電所の
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2012 年　平和メッセージ

日本基督教団　総会議長　石橋秀雄／在日大韓基督教会　総会長　金武士

「地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは、主のもの。」（詩編 24 編 1 節）

東日本大震災の発生から１年 4 か月が経過しました。2012 年 3 月 11 日現在で、死者

15,854 名、行方不明者 3,155 名という厳しい現実を前に、主なる神の憐れみを願い求めます。

　被災し、今なお大変な困難の中で生活しておられる方たち、福島第一原子力発電所の事故

による放射能汚染により、将来の不安を抱える中で、その生活の場から避難することを余儀

なくされている方たちを覚え、主の支えと導きを心よりお祈りいたします。

　日本基督教団並びに在日大韓基督教会では、震災後直ちに被災者・被災地の救援と支援活

動を開始し、今日に至るまでその活動を展開しておりますが、このことのために両教会の諸

教会のみならず、海外の多くの教会において祈りがなされ、支援が継続されておりますこと

を感謝いたします。

　さらに、原子力発電所事故による放射能の拡散を防ぎ、放射能の被曝の危険の中で懸命に

働いておられる方々の努力と痛みを覚えます。

　さて、この度の震災による被害の中で、私たちがとりわけ関心を持ち続けて行かなければ

ならないのは放射能汚染の問題であり、その原因となった原子力による発電の問題性です。

　すでに昨年の「平和聖日」に両教会合同で「平和メッセージ」を発表しました（『教団新報』

第 4728 号、『福音新聞』第 699 号）。その中で原子力発電の問題性を指摘し、「全ての原発の

稼働を停止し、廃炉を前提とした処置が取られること」を求めました。

　福島第一原子力発電所事故は、原子力発電というものが、神に祝福された世界、神の創造

の秩序を破壊し、命あるものの関係を断ち切る人類滅亡の危機の始まりとなりうることを警

告しています。日本は被爆国です。原爆の恐怖は投下された時の凄まじい破壊の恐怖にとど

まらず、その時助かった方々にも一生放射能の恐怖に怯える生活をもたらしました。わたし

たちは国家の原子力政策の被害者でもあります。福島第一原子力発電所の事故による放射能

汚染の被害により、軍事のみならず民事においても被害者となりました。しかし、同時に今

や日本は原発事故によって大量の放射能を大気に、海に放出し、世界に対する加害者になっ

てしまいました。

　新たな地震によって、福島第一原発4号機の1535本の核燃料棒に対する冷却手段を失えば、

再臨界を招き、大気中に果てしなく放射能を放出し、かつて人類が経験することのなかった

世界の滅亡の始まりとなることが指摘されております。

　被曝に由来する癌が発見されるまで 5 年、10 年と長い年月がかかると共に、放射能は遺伝

子を破壊し、その影響は次の世代にまで及ぶと言われています。

　人間のつくった原子力発電のシステムは、神の創造の秩序の破壊をもたらすものと言わざ

るを得ません。人間の命よりも経済が優先される社会の中で生きるわたしたちの悔い改めが

求められています。

　震災から１年 4 か月が経過し、原子力発電所の事故による影響が極めて広範囲に及んでお

り、またその内容も深刻さを増している現在の状況の中で、すべての原子力発電所の稼働を

停止し、廃炉を前提とした処置が取られることを求めつつ、両教会に属するすべての教会に

おいて祈りを合わせていただきたいと願います。
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<2012 년 평화메시지 >

재일대한기독교회 총회장 김무사 / 일본기독교단 총회의장 이비시바히데오

 

[ 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데에 사는 자들은 다 여호와의 것이로다 ]( 시편 24:1)

 

동일본대진재 발생으로부터 1 년 4 개월이 경과하였습니다 . 2012 년 3 월 11 일 현재 사망자는 

15,854 명 , 행방불명자는 3,155 명이라는 가혹한 현실 앞에 우리 주 하나님의 긍휼을 간구합니다 .

피 재 를 당 하 고 아 직 까 지 도 대 단 한 곤 란 속 에 생 활 하 시 고 계 시 는 분 들 과 후 쿠 시 마 

제 1 원자력발전소 사고로 인한 방사능 오염으로 장래의 불안을 안고 생활의 터전에서 피난할 수 밖에 

없는 모든 분들의 기억하며 주님의 보호주심과 인도를 진심으로 기도합니다 .

일본기독교단과 재일대한기독교회에서는 진재 후에 즉시로 피재자와 피재지 구원과 지원활동을 

시작하여 오늘까지 활동을 전개해 오고 있습니다 . 이를 위하여 양교단의 여러 교회들 뿐만 아니라 

해외의 많은 교회에서도 기도하고 지원도 계속되고 있음에 대하여 진심으로 감사드립니다 .

이와 더불어 원자력발전소 사고로 인한 방사능 확산을 막기 위하여 방사능 피폭 위기 속에서도 

열심히 일하고 있는 분들의 노력과 아픔을 기억합니다 .

 이제 이러한 진재에 의한 피해 속에서 우리들이 계속적으로 특별한 관심을 가져야 하는 것은 방사능 

오염문제와 그 원인이 되었던 원자력에 의한 발전성의 문제입니다 .

 작년 < 평화주일 > 에는 양교회가 합동으로 이미 < 평화 메시지 > 를 발표하였습니다　([ 교단신보 ] 

제 4728 호 , [ 복음신문 ] 제 699 호 ). 거기서 원자력 발전의 문제성을 지적하면서 [ 모든 원자력발전의 

가동을 중지하고 폐로를 전제로 한 조치가 취해져야 할 것 ] 이라고 표명하였습니다 .

 후쿠시마 제 1 원자력발전소 사고는 원자력 발전이라는 것이 하나님의 축복된 세계와 하나님의 

창조질서를 파괴하며 생명을 가지고 있는 것들의 관계를 단절하는 인류 멸망의 위기의 시작이 될 수도 

있다는 것을 경고하고 있습니다 . 일본은 피폭국입니다 . 원자탄의 공포는 투하되었을 때의 비참한 파괴 

공포에 그치지 아니하고 , 그 때에 살아 남은 분들에게도 일생동안 방사능의 공포에 떨면서 생활하게 

하였습니다 . 우리들은 국가의 원자력 정책의 피해자이기도 합니다 . 후쿠시마 제 1 원자력발전소 

사고로 인한 방사능 오염의 피해로 군사적 뿐만 아니라 민사적으로도 피해자가 되었습니다 . 이와 

동시에 지금 일본은 원전 사고로 인하여 대량의 방사능을 대기권과 바다로 방출하여 세계에 대한 

가해자가 되어 버렸습니다 .

새 로 운 지 진 으 로 후 쿠 시 마 제 1 원 전 4 호 기 의 1535 개 의 핵 연 료 봉 에 대 한 냉 각 수 단 을 

잃어버린다면 재임해을 초래하여 대기 중으로 끝없이 방사능을 방출하여 지금까지 인류가 경험해 

보지 못했던 세계 멸망의 시작이 될 것이라고 지적하고 있습니다 .

 피폭으로 인한 암이 발견되기까지 5 년 , 10 년이라는 긴 세월이 걸림과 동시에 방사능은 유전자를 

파괴하여 그 영향은 다음 세대에까지 미친다고 전해하고 있습니다 .

 인간이 만든 원자력 발전 시스템은 하나님의 창조 질서의 파괴를 초래하는 것이라고 밖에 말할 수 

없습니다 . 인간의 생명보다도 경제가 우선시되는 사회 속에서 살아가는 우리들에게 절실한 회개가 

요구되고 있습니다 .

진재로부터 1 년 4 개월이 경과하여 원자력발전소 사고로 인한 영향은 심히 광대한 범위로 미치고 

있으며 , 또한 그 내용도 심각함을 더하고 있는 현재의 상황 속에서 모든 원자력 발전소의 가동을 

중지하고 , 폐로를 전제로 한 조치가 취해지기를 요구함과 동시에 양교단에 속한 모든 교회에서도 함께 

기도해 나가기를 소원합니다 .
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ＫＣＣＪとＵＣＣＪとの実務会　記録 （案）

　　日　時　２０１２年１月３０日 ( 月 ) １３ ： ４０～１４ ： ５５
　　場　所　日本基督教団総幹事室
　　出席者　内藤留幸、 洪性完、 大三島義孝、 宮本恩恵

　　Ⅰ　開会祈祷　内藤留幸

　　Ⅱ　協議
　　　　　第４６回宣教協力委員会について

（１） 日程
２０１２年６月４日 ( 月 ) ～５日 ( 火 )

或いは６月１１日 ( 月 ) ～１２日 ( 火 )
（２） 会場

神奈川県または静岡県
（３） テーマ

｢両教会の宣教課題と宣教協力
　―日本における伝道を巡って―｣

（４） 講師候補
近藤勝彦東京神学大学学長

（５） プログラム、 発題者等について
　　　次回実務会で決める

　　　Ⅲ　閉会祈祷　洪性完

文責　大三島義孝
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UCCJ/KCCJ 宣教協力委員会実務者会　記録 （案）

日時 ： 2012 年 4 月 16 日　午後 1時 30 分 ~3 時
出席者 ：内藤留幸　大三島義孝　宮本恩恵
　　　　洪性完　　許伯基

１． 前回記録案の承認
大三島による別紙記録案を朗読の後、 承認した。

２． 第４６回宣教協力委員会の開催について
講師は近藤勝彦 （東京神学大学学長）　学校の講義の関係で６月４日のみ出席可能
出席予定者は、 UCCJ は変動なしだが、 世界宣教部スタッフが参加するかどうかは未定。 KCCJ
は変動あり。 確定の上、 許が名簿を大三島にメール送付する。
日時 ： ６月４〜５日　16 時
会場 ： ニューウェルシティ湯河原
（UCCJ 側参加者は JR 湯河原駅に集合の後、 宿所のバスで移動。 KCCJ 側は車で乗り合わせ
の上、 現地集合）

３． 宣教協力委員会プログラムについて
プログラム
４日 （月）
開会礼拝 （16:00 〜 16:30）　司会 ：張田眞　説教 ：石橋秀雄
講演 （16:30 〜 18:00）　司会 ：雲然俊美　講演 ：近藤勝彦 「日本における伝道を巡って」
夕食 （18:00 〜 19:00）
紹介 （19:00 〜 20:00）
司会 ：内藤留幸
出席者紹介 （１５分）
前回記録 （第４５回） 確認 （５分）
両教会の紹介 （各書記 ・各１５分）
両教会の東日本大震災への取り組みの状況 （４０分）

５日 （火）
朝食 （7:00 〜 8:00）
自由 （8:00 〜 9:00）
発題 （9:00 〜 10:00）
司会 ：許伯基　
発題 ：金鐘賢 （浪速教会／愛の家） 「ホームレス宣教に関するケーススタディ」
協議 （10:00 〜 11:30）
司会者 ：内藤留幸 ・洪性完
・ 「両教会の具体的な伝道協力について」
・ 平和メッセージ
　すでに発表された原発に関する議長声明を骨子として、 大三島が素案を作成する。
・ 歴史の共同研究について
閉会礼拝 （11:30 〜 12:00）
司会 ：崔栄信　説教 ：金武士

４． その他
予算 ：￥13,050 （一人あたり）

歴史共同研究委員会のメンバーの参加費用はUCCJ が負担する。
講演者， 発題者の交通費と謝礼は UCCJ が負担する。


