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標　語
共に生きる
いのちの天幕を
広げよう

『貧苦と重い苦役の末にユダは捕囚となって行き異国の
民の中に座り、憩いは得られず苦難のはざまに追い詰めら
れてしまった。』

歌は、エルサレム神殿がバビロニアとローマによって崩壊
させられたことを覚えて、アブの月　第９日「ティシャ・ベ
アブ」に朗読される。哀歌はヘブライ語で「エーカー」と呼ばれ、

「どうして」「なぜ」という疑問詞で始まっている。この「エー
カー」は「キーナー」（特殊なリズムを伴う哀悼の意）の出
だしに置かれ、嘆きの間投詞としても用いられる。ヘブライ
語の表題となっている「エーカー」は、この書が嘆きと哀し
みの書であることを物語っている。だが哀歌は国が亡びエル
サレム神殿が崩壊を嘆く詩集ではあるが民族主義的な色合い
は薄い。さらに「国家」や「民族」といった観点よりも、エ
ルサレムに住む人々、とくに子どもや女性たちが争いによっ
て、いかに傷つけられ、どのような状態にあるのかを描写す
る。それは政治的・宗教的な指導者たちの思惑によって反目
と対立がエスカレートし、戦火の中に多くの社会的弱者たち
が飲み込まれていったことの悲惨さと、その責任が為政者た
ちにあると告発するのである。

韓日関係は最も悪化していると言われている。韓国内にお
ける徴用工賠償判決、また愛知県トリエンナーレに開催され
ていた「表現の不自由」展における「平和の少女像」や昭和
天皇と思われる人物をモチーフとした作品展示に対しては、
抗議とは名ばかりの脅迫のメールやファックスの殺到で展示

会は中止となった。更には韓日両国の特殊な輸出品目に対す
る優遇措置の見直しの応酬は、国家間での対話や外交といっ
たことを放棄したものと言わざるを得ない。これらに加えて
両国のマスメディアも自国の政府を擁護し相手国を非難する
といった国民感情・ナショナリズムを煽るような内容のもの
が多く、本来媒体のもつ権力を監視するという大きな役割を
見失っていると言っても過言ではないだろう。

今、韓日両国は関係悪化のひとつの要因として考えられる
徴用工や慰安婦の方々の問題に真摯に耳を傾け最大限の努力
をすることが関係改善の大きな一歩となることに気付くべき
ではないだろうか。

最近でこそようやくマスメディアを通じて両国の市民が街
頭インタビューで“韓日関係悪化が深刻化かつ長期化するこ
とを望んでいない”という声を耳にすることができるように
なってきた。韓日両国の人々の中には隣国を敵対視すること
を望んではおらず、友として互いに支え合う関係を望んでい
る人々が決して少なくはないと感じる。苦しみ嘆きの中にい
る人々の声に聴くとき、民族や国家といった枠で捉えてきた
論理から脱し、新たな関係を築くことができるのではないか
と考える。

ＫＣＣＪは韓日のはざまで生きる在日同胞６５万人の苦難
と嘆きの声を聴き、共に軛を負うことが宣教の柱のひとつで
あったと理解している。これからも苦難と嘆きのはざまで生
きる人々のそばにＫＣＣＪはあり続けなければならない。

苦難と嘆きのはざまで
＜哀歌１章３節＞

　　　　　　　　　　　　　　　鄭 守 煥 牧師（社会委員長）

人権主日
説　教

全国長老研修会が開催
「祝福された神の民」主題に意見交換
2019年全国長老会研修会が去る７月14日（主日）午後から15日

（月）にかけてホテルクラントン新大阪で、全国の教会から56名
が参席し、「祝福された神の民」という主題のもと礼拝、証し、
発題、討議などを持ちながら在日大韓基督教会の発展のために
良い意見を分かち合い、恵みのうちに終えた。

李珍容牧師（豊田めぐみ伝道所）による基調講演、韓国留学
から帰った李相勲牧師の発題、マイノリティー宣教センター共同
主事のマッキントッシュ宣教師の発題、年金委員長の金秀生長老
による総会年金制度の問題点などの発題を聞いて分団討議、全
体討議を通していくつかの意見をまとめた。
長老会から総会に建議案を提出できる構造的な装置が必要であ

るとの意見、福音新聞を活用して年金運用に関する公示と個教会
の小さな便りも伝えてほしいとの意見、福音伝道のために長老た

ちの霊的な本質に沿った訓練や勉強が必要であるとの意見、ま
た今回の研修会に講師から「献金生活」に対する話を聞いたが、
来年の牧師・長老研修会には同じ主題をもって再度献金生活に

関する課題を考える機会がほしいとの意見などが出された。そし
て話が充分にできなかった事案は全国長老連席会議で続けて行
うことにした。　　　　　　　　　　　　　（報告：申大永長老）
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主の恵みと導きによって総会長 金鐘賢牧師・ 宣教委員長 鄭
然元牧師・ 全国教会女性連合会長 李炫知勧士・ 総幹事 金柄鎬
牧師が、中国北京経由で７月26日から８月２日まで朝鮮民主主
義人民共和国（北朝鮮）を訪問した。

1981年本総会は 「民族統一小委員会」を設置し、以後朝鮮キ
リスト教連盟との交流を通して、４回の訪問と「祖国平和統一
と宣教に関する基督者東京会議」を８回開催するなど何度も交
際を継続してきたが、第８回 2002年 御殿場東山荘会議以後日
本での交流が持てない状態であった。特に北朝鮮への経済制裁
と民間人交流制限措置により北朝鮮指導者の日本入国が拒否さ
れる状態にあり、結局第３国にて開かれる国際会議を通しての
み朝鮮キリスト教連盟に対する本総会信徒の愛を伝えてきた。
このような状況からこの度の第５次代表団訪問は、朝鮮キリス
ト教連盟を訪問して韓半島の平和統一の為のキリスト者として
の役割を担う、具体的な交流方案を検討する為の訪問であった。 

この訪問旅行において日本キリスト教協議会（ＮＣＣＪ）総幹
事の金性済牧師をはじめ、東アジア和解と平和委員会委員長の
飯塚拓也牧師、 委員の佐野通夫教授、 ＮＣＣＪ教育部総主事である
比企敦子先生が同行した。日本キリスト教協議会は、この度の
訪問を通して日帝植民地下における権力に同調した日本教会の

過ちに対して朝鮮キリスト教連盟
に謝罪する事を目的に訪北する事
となった。 

７月28日 平壌ボンス教会にて朝
鮮キリスト教連盟の委員長である
康明哲牧師をはじめとする代表者
らと協議会を持ち、来年の2020年
８月25日～ 28日に第９回〈祖国の
平和統一と宣教に関する基督者東
京会議〉を東京にて開催する事と
し、連盟代表者の日本入国に関し
て最大限に力を注ぐ事にした。

また訪問団はボンス教会の信徒
200余名と共に主日礼拝を捧げた。
宋哲民担任牧師の説教と聖歌隊員

による賛美及び特別賛美は感動と恩惠に溢れた。礼拝に続き、
総会長金鐘賢牧師の挨拶とＮＣＣＪ代表者による過去の歴史に対
する謝罪文を朗読した。

礼拝を終えて出て行く訪問団の手を握る信徒を後にし、平壌
市内にある七谷（チルゴル）教会を訪問した。主日礼拝を終え
た直後だったが呉景雨担任牧師・ 副牧師・ 長老・聖歌隊員が私
たちを歓迎し出迎えてくれた。 

朝鮮キリスト教連盟との第二次の会合は訪問団が泊まってい
る平壌ホテルにて行われ、委員長の康明哲牧師と尹美国際部担
当と共に懸案に対して討議と交流会を持った。特に康明哲委員
長は在日大韓基督教会と朝鮮キリスト教連盟との今までの交際
に対して感謝の意を示し、これからも祖国平和の為に共に努力
する事を約束し、相互を激励する時を持った。 

そして訪問団は、民族分断の痛みを最も深く感じられる板門
店を訪問し、南北の対治状況を観ながら祖国の和解と平和統一
の為に懇切なる祈祷を捧げた。平壌を中心にいくつかの名所を
訪れながら分断の痛みを実感し、一日も早く平和統一のその日
を期待しながら帰りの途に就いた。

この度の訪問旅行の手続のために「祖国平和統一協会」から
多くの助けを得、協会の李栄勲副会長の同行による、あらゆる
面での協力に感謝したい。

（報告：鄭然元牧師〈宣教委員長・大阪教会〉）

在日大韓基督教会代表団、第５次朝鮮キリスト教連盟訪問

在日大韓基督教会 第55回定期総会を総会憲法第13章（総会）、第60条（定期総会組織）、第61条（定期総会召集）と総会規則
第２章（定期総会）、第３章（総代）第３条（総代及び準総代）、に基づいて次のように召集します。
（1）主題：「믿음을 키워 이 세상의 빛으로」（요 8：12）
　　　　　「信仰をはぐくみ、この世の光に」（ヨハネ８：12）

（2）日程：2019年10 月13日（主日）19：00 ～ 10日（火）17：00
（3）会場：在日大韓基督教会 名古屋教会　名古屋市中村区名駅2−39−11（☎052−541−1980）
※ 「総代・準総代の交通費・宿泊費は各地方会が負担し、女性会・青年会代表はその機関が負担する」
　 （総会規則 第３章第３条４項）
　　　　2019年８月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在日大韓基督教会　総会長 金鐘賢　 書 記　趙永哲

公告　在日大韓基督教会 第55回 定期総会 召集

ボンス教会礼拝

金鐘賢総会長挨拶 七谷教会

ボンス教会

2020年に「祖国の平和統一と宣教に関する基督者東京会議」を開くことに
ボ
ン
ス
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会
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今年の教役者研修会は、今まで参加したなかで最も意義深
いものだった。その素晴らしさはこの短い紙面では到底言い
尽くせない。もし私にその力があるなら、今回と全く同じプ
ログラムで、しかも飛行機代のサポート付きで、すべての同
僚教役者を是非連れていきたいと熱望するほどだ。現地の韓
人教会訪問や、ヘンリー・ナウエンが最期に過ごした知的障
がい者との共生施設であるデイ・ブレイクの見学、カナダ長
老教会本部やノックスカレッジの訪問など、どのプログラム
も素晴らしい体験だったが、圧巻であったのはトロント韓人
長老教会で行われた、元宣教師たちとの交流プログラムと在
日同胞カナダ宣教師資料室の訪問であった。

交流会には、ご健在であられる元宣教師の方々が、わざ
わざこのためにカナダのあちこちから集まってくださり、そ
れぞれ在日大韓に対する熱い思いを語られた。その中でも圧
倒的だったのは、元福岡教会担任牧師のグレン・デイビス牧
師による講演だった。「『なぜ私たちは日本で生まれたのです
か？　なぜこの社会は私たちを受け入れないのですか？　な
ぜ教会はこの状況に対して何もしないのですか？』　その青
年たちの問いに、私は沈黙するしかありませんでした。それ
から、私は新しい目で聖書を読み始めました」と、流ちょう
な韓国語で語るデイビス牧師の言葉は、私たちが忘れかけて
いた「在日大韓基督教会の固有のミッション」に再び目を開
かせてくれた。そして「一方的な宣教などあり得ない。私は
あなたたちから祈りの大事さを学んだ。私たちカナダ長老教
会が在日大韓にとって祝福であったように、あなたたちは私
たちにとって祝福であった。」という力強い言葉に、感動な
のか、それとも悔恨なのか分からない感情が、私の中から涙
になってあふれ出た。他にも涙を流している牧師たちがいた
ので、同じ思いだったのだと思う。

在日同胞カナダ宣教師資料室は驚きであった。宣教師たち
の経歴や働きと共に、私たち在日大韓基督教会の歴史が一目
で把握できるように展示してあった。これは本来私たちがし
なければならない仕事であり、日本の総会事務所や二つのＫ
ＣＣになされなければならない展示であるのに、ここトロン
トにそれがなされている。自分自身の怠惰さ、不努力を諭さ
れているような気になり、感嘆と共にいたたまれない思いに
なった。個人的には、Ｌ・Ｌ・ヤング宣教師とウィリアム・
マッケンジー宣教師が、自分がカナダで通った神学校の先輩
であったこと知って驚いた。偶然を装った神の導きを実感し
た瞬間であった。

トロント韓人長老教会前にあるジョン・マッキントッシュ
牧師の墓碑の前に建ったとき、私たち在日同胞のために一生
を捧げてくださった麦牧師任と、この研修会に参加すること
を望みながら果たせなかった故金健牧師任の面影が同時に思
い出されて、泣けてしかたがなかった。悲しく辛いが、私た
ちは使命を負って進まなければならない。この研修会を企画
された総幹事および教育委員会に心から感謝したい。

カナダ研修会に参加して
京都南部教会　許 伯 基 牧師

全国教会女性連合会会長　李 炫 知

特別
寄稿

訪問
手記

主の恵みと導きによって去る７月26日～８月2日、無事に訪
北出来た事を感謝します。

全国教会女性連会は2010年３月に練炭５万個を基長女信徒
会と分担して「愛の練炭」として北朝鮮開城に委員たちが搬
入したこともありました。それ以降も脱北女性と子どもの支
援をしています。この度は2020年第９回「祖国の平和統一と
宣教に関わる基督者東京会議」の準備のために朝鮮キリスト
教連盟との協議会に全国女性会会長として参加しました。平

壌に入る前までは少し緊張しましたが、気さくで人情味のあ
る案内員のおかげで緊張感はすぐにほぐれました。平壌はき
れいに整備され現代化されていました。

７月28日（主日）にはボンス（鳳岫）教会で礼拝し、その
後チルコル（七谷）教会を訪問しました。北朝鮮では伝道は
出来ないそうです。先代からの基督教者の子孫だけが教会で
の礼拝が認められています。現実に信仰継承が難しく信徒は
減って行く一方であると副牧師が言っていたのが印象的でし
た。韓国のＰＣＫ男伝道会が建てたボンス教会は大変立派な建
物でした。私は北朝鮮体制の中にある基督者の信仰に疑いを
持ったまま礼拝堂に入りました。礼拝順に従って祈りと讃美
が流れるにつれて疑いから素直に礼拝を捧げるようになりま
した。思想が違っても同じ聖書を読み讃美を捧げ、主を称え
る恵みは宗教の自由な国での礼拝とは比べることができない
くらい聖霊に満たされ感動そのものでした。

また板門店では世界で唯一の分断国家としての痛みと神さ
まの御旨に委ねる望みの祈りを捧げました。人類の歴史を司
る神さまの御旨を悟る在日大韓基督教会になりますよう願い
ました。そしてこの時代に用いられる使命を神さまから与え
られたと強く感じて帰りました。

平壌を訪問して

在
日
カ
ナ
ダ
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第12回日韓ＮＣＣ−ＵＲＭ協議会が、去る７月22 ～ 24日、大阪
の在日韓国基督教会館（KCC会館）で「東アジアの平和共同体
―現代の日韓関係」というテーマで開かれた。 韓国と日本の教
会から出席した40人余りの参加者は、急激に悪化している両国
関係と不安な東アジア情勢の中で、都市・農村の宣教のための
教会の役割を模索するため白熱した議論を行った。

協議会は主題講演と移住労働者関連の発題、聖書研究、討論
を行った後、全体討論を通して日韓URM共同声明書を採択した。

共同声明書には「現在の両国の葛藤状況を打開していくため
に、両国の教会間の連帯をさらに緊密にしていく」という内容
とともに、「労働者、都市貧民、性的少数者の人権と権利の保
護と、これらの人々が直面している状況の根本的原因の解決の
ために、教会がその声に耳を傾け、神の国を実現していこう」
という誓いを盛り込んだ。

第13回韓日ＮＣＣ−ＵＲＭ協議会を2021年韓国で開催することと
し、幕を閉じた。　　　　　　　　　　　　（報告：申容燮牧師）

全国女性会連合会では８月５日（月）から８日（木）まで、
韓国ソウルで行なわれた大韓イエス教長老会女伝道会の夏期短
期教育プログラムに11名が参加した。

講義は午前９時から始まり、終了は午後８時とハードスケ
ジュールではあるが、毎回感じることは各講義のジャンルが幅
広いことである。「女性が読む旧約聖書」「教会暦と礼拝」「新
しい教育」「創造と信仰」「健康な教会」「女伝道会指導者論」

「Art therapy workshop」計7つの講義を各３時間受講する。つ
いでに今回の訪韓を聞いた韓国基督教長老会女信徒会全国連合
会は、「平和統一月曜祈祷会」に招いてくれた。

８月５日に行なわれた祈祷会は200回目を迎える日であり、
全国女性会と韓国教会女性連合会で特別賛美をささげ、平和統
一のために共に祈りをささげた。

（報告：石橋真理恵女性会総務）

日韓NCC−URM協議会開催
「現代の日韓関係」テーマで白熱論議

韓国夏期教育プログラム
11名が参加して７つの講義を受講

全
国
女
性
会

７月20日(土)京都教会の金昌日名誉長
老が天に召された（享年94歳）。

故金昌日名誉長老は1925年韓国で生ま
れ15歳で渡日、1967年に京都教会の長老
に将立され、関西地方会副会長（1987年
～1988年）と在日大韓基督教会総会憲法
委員（1990年～1993年）を歴任した。

７月14日の主日午後、総会青年主日を迎え、京都南部教会に
て関西青年連合会の讃美集会として集い、各教会からの青年た
ち51名が参席し、讃美をとおして神様に栄光をささげ楽しい時
を過ごした。

１部の礼拝には青年部長の崔亨喆牧師による「神の子ですか」
（ヨハネ1：９～13）の説教、２部には各教会別に讃美をし、ま
た讃美を学ぶ時をもうけ「君は愛されるため生まれた」「山と
海を越えて」などを金度原執事、辻有紗さんから学び、ともに
讃美をした。

青年主日讃美集会開く
51名が参加し讃美について学ぶ

関
西
青
年
連

金昌日名誉長老が召天
関西地方会副会長などを歴任

京
都
教
会

韓日対照讃頌歌販売
韓国の新讃頌歌版です。交読文も韓日対照
で掲載されています。
●B6版変型・1483ページ
●価格：2,500円（消費税・送料込み）
  ※お求めは総会事務所へ

韓日対照聖書販売
各ページ左に韓国語（改革改版）、 右に日
本語（新共同訳）が掲載されています。
●A5版変型・1772ページ
●価格：3,000円（消費税・送料込み）

※お求めは総会事務所へ


