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すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこに
は何の差別もありません。（ローマの信徒への手紙 3 章 22 節）

「君たちは、九州学院の看板ば背負っとっとゾ」
九州学院の生徒だった頃、何度か耳にした記憶があります。伝統ある九州学院の生徒とし
て誇りをもって過ごしなさいという意味と、学院の名誉をおとしめるようなことはせんでくれよとい
う意味もあるのだろうな、と思いながら聞いていました。
熊本には教派を超えて、障がいを負う方々とその仲間が集う小羊会があります。もう50年以
上の歴史を積み重ねて来た群れです。そこにM先生という方がおられます。この方はメッセー
ジをなさるとき、毎回ルカ15章を開かれ、放蕩息子のお話をなさいます。私なんかは、この個所
は前回やったから次はどこにしようか、といつも迷ってしまうのですが、M先生は毎回、毎回、放
蕩息子のお話です。今ではM先生とお会いするだけで、「放蕩息子」と瞬時に思い出されてし
まいます。もう完全にトレードマークです。立派な看板です。そんなM先生を見ていて、私には
これといった看板はないな、なんてことを思います。
でも、そんな私にも誇るべき看板があります。今回、宗教改
革500年を前にして、九州教区では素敵なポスターが掲げら
れています。私のいる神水では、同じ敷地内にある神水幼稚
園、そして慈愛園の各施設のどこにでも同じポスターが貼ら
れています。もちろんこれを読んでおられるあなたの教会や
施設、学校、幼稚園、保育園などでも同じポスターが掲げら
れており、ルターくんのちょっと誇らしげな横顔が今日も微笑
んでいることでしょう。
看板です。いっしょに掲げている看板です。同じ信仰によ
って結ばれた家族の看板です。あなたの看板であり、私の看
板です。ルターくんと同じように、私たちもちょっと誇らしげに
その看板を見上げたいものです。
中国語圏では、「信義宗」という三文字がルーテル教会を表すそうです。お分かりいただける
と思いますが、信仰義認です。これもいい看板ですね。神の恵みによって救われるという、この
同じ信仰を持つ私たちを、神は義としてくださいます。
私たちは、この救われた喜びという看板を背負って歩いています。これからもこの看板を掲
げて、顔を上げて歩いて行きましょう。そして、この喜びを隣人に伝えて行きましょう。
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退任挨拶
八代・水俣教会前牧師

吉谷正典

皆様方には在任中、いろいろお世話になりました。 心より感謝申し上げます。今、私の
「仕事」と云えば、旧小学校跡地の草刈り作業です。今年十一月
まで、早蕨幼稚園の仮園舎として使いますので。
敷地が広い上に、草は一度刈り終えてもすぐに生え出るので簡
単ではありません。草刈り道具も鎌から電池モーター式、そして今
では二十五ｃｃエンジン付き機械です。結構疲れるのですが、この
草刈り作業が特別に幼稚園のためになるのかと云えば、そうでも
ないでしょう。
でも私は、刈りあげられた園庭を見た人から「さっぱりとなった」
と思って頂ければ、もう十分です。第二の人生もこれと同じで、自
分の置かれた状況の中、何がしかの「さわやかな風」であればと願っています。

着任挨拶
八代・水俣教会牧師

関満能

牧師とされていく日々を歩んでいます。はじめまして。水俣教
会・八代教会・早蕨幼稚園の牧師として遣わされました関満能
（せき みつちか）です。牧師の働きの右も左も分からない私では
ありますが、教会の方々、幼稚園の先生方に支えられ、この時ま
で守られていますこと感謝いたします。牧師となってから６ヶ月が
過ぎようとしていますが、教会や幼稚園で働くことの喜びを与えら
れつつ、自分の不甲斐なさを噛み締める日々でもあります。水俣
教会も八代教会も少人数の教会で、私が両教会に遣わされてい
ることの重みを受けとめつつ、主の宣教の働きに参与できている
だろうかと自問することがあるからです。しかし、まだスタートした
ばかり。じっくりと着実に歩みを進めていきたいと思います。具体的には、教会が福音を告
げ知らせることはもちろんですが、地域に寄り添う教会としての姿を教会に連なる方々と祈
り求め、模索していきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

2017年 宗教改革500周年記念キャラクター 「ルターくん」
巻頭言や今月の「宗教改革５００年 九州教区 マンスリーリレーメ
ッセージ」の小泉牧師のメッセージでも触れられていますが、宗教
改革500周年を盛り上げるべく、かわいい「ルターくん」のイラストが
作成されました。これから様々なところで用いられて行くことでしょ
う。「私も使いたい！」という方は、九州教区事務所までお気軽に御
連絡ください。
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各報告
役員研修会「改訂式文ってなんね？」

教区長

小泉基

去る７月１１日と１２日、神水教会と博多教会において改訂式文の学びが行われました。
これは、現在作業がすすめられている改訂式文についての理解を深めるために、教区の
役員研修会としておこなわれた勉強会です。特に熊本には、式文委員会委員長の平岡仁
子先生と委員の石居基夫先生がお二人でおいでくださり、式文改訂の意図と背景から、改
訂案の具体的説明まで、限られた時間ではありましたが丁寧にお話しくださいました。質疑
応答においても、洗礼想起の強調が非受洗者に心理的負担を強いるのではないかという
問題、今回は提示されなかった新しい音楽(メロディー)の問題、「生まれながらに罪深く」が
割愛された問題、奉献を「派遣」の部に移すことの問題など次々に質問され、講師陣からの
丁寧な説明がなされました。委員会からは、今回ふたつの案が提示されている意図、また
ルーテル教会においては各教会においてある程度式文を自由に用いる伝統があることな
ども説明され、この研修会で出された意見も汲み取りつつ、ひきつづき委員会で検討して
いく、と報告されました。
各教会には、改訂案の原文が送付されています。来年
の全国総会において一定の形が示されることになるでし
ょうから、わたしたちも注目していきましょう。
※ これは７月１１日に神水教会で行われた学びをもとにし
た報告です。

中高生キャンプ

キャンプ長

永吉穂高

2015年九州教区中高生キャンプは、8月4日(火)
～6日(木)にルーテル阿蘇山荘にて行われました。
テーマは「主の山に『おかえりなさい』！」。参加者
は、中高生参加者16名、教職スタッフ5名、講師1
名、青年スタッフ2名、教区女性会3名、熊本地区9
名、総勢36名でした。 今回のチャプレンは、今年
赴任された関満能牧師。3月の春のTEENSキャン
プのテーマが礼拝だったこともあり、今回のキャンプでも礼拝を中心に、祈り、讃美、ざんげ
を学びました。牧師ROCKS（市原牧師と関牧師）の演奏や、和田牧師によるテゼの祈りの
体験など、賛美や祈り、信仰の多様性について考えさせられました。皆様のお祈りに感謝
いたします。自然の中で友と笑い合い、共に祈り、御言葉を聞く時である九州教区中高生
キャンプは、信仰継承の器として、非常に大切な働きであると思います。間もなく感想文が
皆さんの所に届く予定です。これからも、どうぞ、宜しくお願い致します。
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松崎保育園 「新しい園舎とともに」

園長

梶原潔

６３年の間、宗教法人として保育園を
運営してきましたが、老朽化した園舎は
悲鳴を上げていました。園舎を建て替え
るためにも社会福祉法人へ移行しこれ
からもルーテル教会につながった保育
園として運営したいと思っていました。２
０１４年に社会福祉法人化することがで
きました。社福になるにあたっては甘木
教会のみなさんや九州教区、本教会の
ご理解があったことも大変重要でした。
国の補助金が下りることになり祈りは現実のものとなっていきました。２０１５年７月、ついに
新園舎は完成し喜びと共にその存在は大変大きなものと感じています。ルーテル教会で生
まれた保育園がこれからもつながり、キリスト教保育続けていけることを感謝し、同じような境
遇にある施設があれば微力ですが力になればと思っています。竣工式を無事に終えた真
新しい園舎の壁には夕刻になると美しい十字架が浮かび上がります。

小城幼稚園から小城ルーテルこども園へ

園長

矢野章子

小城幼稚園は、小城ルーテル教会の礼拝堂の一部と厨房を改築して２０１１年に幼保連
携型認定こども園として歩み始めました。２０１５年の新制度に向けて移行していく中で、
「耐震工事の不可能な国の登録文化財の礼拝堂の建物の中で保育をするのは、厳しくな
るだろう。」との県からの助言を受け、悩んでおりましたところ、隣接地２３０坪が与えられ、保
育園舎の増築に踏み切ることができたのです。名称も小城ルーテルこども園と改め、歩き
始めております。
１０５年間、変わらぬ当園の幼児教育
の中心は、キリスト教の教えにも基づい
た｢愛の一貫教育｣でした。｢子どもたちの
幸せのため｣に教会･幼稚園が神様に熱
心に祈り続け、多くの人々が心をひとつ
にしたとき、希望は必ずかなえられるとい
う体験をいたしました。
これからのこどもの園の歩み、教会の
働きを支えてくださる神様に感謝して、誠
心誠意努力をしていく覚悟でおります。
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ひかり工芸舎新築・移転

理事長

岩切雄太

社会福祉法人光の子会ひかり工芸舎は、この春（６月）、新舎にお引っ越ししました。現在、
３５名の利用者さんたちが、毎日通い、お仕事に励み、また余暇活動を楽しんでいます。
さて、新舎の玄関脇に定礎石があるのですが、そこには次のように刻まれています。「あな
たがたはみな光の子」（1 テサロニケ 5:5）。
ところで、パウロは、「教会」を「体」に例えて、「体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえ
って必要なのです」（1 コリント 12:22）と言っています。私たちは、「社会」もそうあるべきだと考
えます。この社会の中で、（知的）障がい者は、弱い存在かもしれません。しかし、力や強さと
いうものが、人々を分裂させてしまうの
に対して、周りの助けを必要とする彼
（彼女）たちは、人々を集めて一つにし
ます。そして、助け合うこと、心を開くこ
との大切さを呼び起こしてくれるのです。
だからこそ、「あなたがたはみな光の子」
なんだと。
是非お訪ねください。

日善幼稚園 100 周年

チャプレン

宮川幸祐

９月１３日（日）、日善幼稚園１００周年記念感謝礼拝が行なわれました。日善幼稚園は、１
９１５年、教会敷地内にあった宣教師館において、ネルセン宣教師夫妻・米村常吉牧師を中
心にその働きが始められました。当時はまだ珍しかった積み木や絵本、外国製のピアノや園
庭の遊具を前に子ども達はさぞ目を輝かせたことでしょう。聖書のお話しを聞き、讃美歌を歌
い、お祈りをし……神様と共なる歩みが、この日善幼稚園を通してたくさんの子どもたちに伝
えられてきました。戦争中に一時休園となりましたが１９５１（昭和２６）年にネービー宣教師夫
妻によって再開され、以来今日に至るまでその歩みは続けられています。９月１３日の記念
礼拝では、在園児・保護者はもちろん、卒園児やかつての先生方などたくさんの方がご出席
くださり、２５０名を越える方と共にこの時を祝うことが出来ました。説教はかつての牧師・園長
でもある長岡立一郎牧師。久しぶりの再会を皆とても喜んでいました。午後の式典では卒園
生らによる謡曲・クラリネ
ット演奏・合唱などが行な
われ 、最 後は 出席者 全
員でこどもさんびかを歌
いました。神様の御恵み
を豊かに感じる喜びに満
ちた時となりました。これ
からの園の歩みの上にも、
祝福がありますように。
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九州セミナリオ
温故知新
――CA（『アウグスブルク信仰告白』）探訪
たえず改革される教会であるために
ルーテル学院大学学長

江藤直純

「えっ、五百年も昔の本を？」と驚きますが、考えてみれば、わたしたちは村上春樹も楽しめば、
古事記も読みます（現代語訳ですが）。AKBも耳にすれば、バッハもじっくり味わいます。『聖書』
なんて二千年以上も昔の書物です。それが今ココデ、二一世紀の日本に生きているわたしの魂
に触れ、ときに揺さぶり奮い立たせ、ときにしみじみと慰めてくれます。五百年前、マルティン・ル
ターが命がけで聴き取った福音の神髄のメッセージは、チューニングできさえすれば、ポスト・モ
ダンを彷徨っているわたしたちに語りかける何かがあります。彼の同時代人、宗教改革の同労者、
メランヒトンが起草した「アウグスブルク信仰告白」（一五三〇年）にもまた、黴臭い古文書どころか、
これからのキリスト教と教会を考える貴重な手がかりがいっぱいあるのです。
独特のものの言い回し、まるで異なる時代背景、当時焦点になっている事柄、現代人ならでは
の問題意識等々をうまく調節したり、照明の角度を変えたり、耳をそばだてたりしながら――ちょ
っと「レキジョ」気分で――、遠いご先祖の精神的な闘いを見直してみると、今日とこれからのキリ
スト教信仰と教会の在り方へのヒントがたくさん見つかります。かつてはそうだったかもしれないが、
今はどうかなと思うことも中にはあります。それが「古典」と呼ばれるものの特徴でしょう。
いよいよ宗教改革五百年記念の年を二年後に迎えます。あの闘いの真只中で、プロテスタント
教会の主張を詳らかに述べてみよと求められて、ルター派の人々が、これこそがわれわれの信仰
だ！と簡潔に、かつ熱く語ったものです。しかし、論争のさなかに著されたものなのに、相手への
攻撃ではなく、それがどれほど本来のキリスト教と一致していることかということを、穏やかに、しか
し、確固とした信念に立って主張し、分裂のある事柄については自分たちの見解を添えています。
党派的というよりも実にエキュメニカルです。ですから、『ルーテル教会信条集＜一致信条書＞』
に収められているのです。
使徒信条やニケア信条のように礼拝の中で唱和したり、受洗準備などの機会に学んだりすること
がないので、馴染みが薄い方が大半でしょう。さわりの部分を、つまり、ルーテル教会の（実は、キ
リスト教会の）信仰のエッセンスを二時間で学んでみましょう。

九州セミナリオ 2015
①
②

テーマ「アウグスブルク信仰告白」

１１月１４日（土） １４：００～１６：００
１１月１５日（日） １４：００～１６：００

熊本教会
箱崎教会

※出席を希望される方は、教会もしくは教区事務所へお申込みください。
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連載 教会物語
大江教会物語

「教会イノベーション（変革）」

牧師

立野泰博

「大江教会の目標は、平均１００人礼拝、１００人洗礼、１０００人礼拝とします。」そのように宣
言したのは３年前のことでした。「本気で言っているの？」「根拠はあるの？」と思われたでしょう。
しかしその目標にむけて確実に一歩ずつ近づいています。大江教会信徒はそれを実感してい
ます。これまで最高658名のクリスマス礼拝まではできました。
さて、大江教会の変革はどこから始まったのか、礼拝堂を
聖なる空間にすることでした。多くの教会を訪問して思ったこ
とは、礼拝堂を物置にしている教会が多いと言う事でした。礼
拝堂はいろいろな物を置くには絶好のスペースがあります。し
かし礼拝堂は物置ではないのです。そこで礼拝堂を整える
「聖なる空間プロジェクト」をはじめました。大江教会では聖卓
の整備とシンボルとなる十字架の設置でした。イスラエル聖書
博物館で見た、イエス様が実際にかかったであろう十字架を
再現することからでした。そこに天草富岡海岸の石を積みまし
た。キリシタン殉教と、その信仰を覚えるためです。まず教会
の中心となるものを設置したのです。そこに意味づけをすることによって、世界中に大江教会に
しかない十字架ができあがりました。
十字架の設置で礼拝堂全体の雰囲気はかわりました。この中心さえできれば、あとはそれに
従って変わっていくのです。教会の鐘も設置され、ますます聖なる空間となります。聖なる空間
に入る扉を交換し、ロビーを整え、窓枠にステンドを設置、トイレを改修、礼拝堂椅子を整備し、
次々に聖なる空間は出来上がっていきました。今年はパイプオルガンも設置されます。
このように礼拝堂が聖なる空間になるにつれて、礼拝堂で祈る方々が増えてきました。それ
が教会外の方々なのです。たとえば九州学院の生徒、みどり幼児園の園児と保護者、地域の
方々。そして徐々に礼拝出席も増加してきました。礼拝堂を利用した特別礼拝を毎月行い、
「喜びプロジェクト」として昼食も毎週開始。現在礼拝は平均60名～70名になり、3年前の35名
からすると平均で倍になりました。特に毎
週の礼拝に20名の中高生が来てくれるよ
うになりました。この結果は、もちろん礼拝
堂の整備をしたからだけではありません。
今年は2名の九州学院の生徒が洗礼の恵
みに与りました。
大江教会の変革はまだはじまったばか
りです。紙面が足りないので「教会カフェ・
癒しの空間づくり」はまた次回に。
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日本福音ルーテル教会 九州教区

壮年連盟報告
「第４７回日本福音ルーテル九州教区壮年連盟修養会・総会を終えて」
さる９月２２日・２３日に、「第４７回九州教区壮年連盟修養会・総会」を
昨年に引き続き福岡の地で開催しました。今年は昨年の参加者を上回
る参加があり、２２日は冷泉閣ホテル川端にて総会と懇親会を、２３日に
は博多教会にて講演会を行いました。総会では、今後の担当順番につ
いて再度確認を行いましたが、詳しいことは来年の総会にて決定する予
定です。懇親会では年１回の会のため久しぶりに会う兄弟との話や各教
会の近況報告で盛り上がりました。また，講演会では、NPO法人抱樸
(旧:NPO法人北九州ホームレス支援機構)理事長であり日本バプテスト
連盟東八幡キリスト教会牧師である奥田知志先生をお招きし、「“もう、ひ
とりにさせない”わが父の家にはすみか多し」と題して「ホームレス支援」
についてのご講演をいただきました。最後に次期担当地区である筑後地
区の会長である光延一博兄より挨拶をいただき盛況のうちに閉会となり
ました。

壮年連盟会長
深町 健太郎

女性会報告
今期、九州教区女性会の会長となりました、久留米教会の原真理と申
します。これから３年間、よろしくお願いいたします。皆さまのお声をいた
だきながら、青年会、壮年会とも協力しつつ神様の御国がなりますよう
に、歩んでまいります。
8月22日には、筑後地区女性会の平和礼拝が甘木教会で行われまし
た。大刀洗平和記念館に行き、平和教育の難しさを感じるとともに、主に
あって隣人のいのちの大切さを知ること、伝えることを考えさせられまし
た。9月12日には拡大会長会が室園教会で行われ、諸報告や意見交
換、各教会の祈りの課題について分かち合いました。10月12日には熊本
教会にて女性会修養会が行われ、ジェンダーの視点に基づいた聖書の
学びが行われました。離れたところに住んでいても、主にあって心を一つ
にし、熱く祈っていきたいと強く感じました。

女性会会長
原 真理

青年会報告
今年度の最初は4/25（土）に、健軍教会で聖書研究と新青年歓迎バー
ベキュー、6/21(日)には博多教会で聖書研究のあと、車でラウンド1(スポ
ーツやゲームができる施設)に移動し、バッティング、ソフトバレーボー
ル、グランドゴルフなどを楽しみました。また9/20～22に千葉・稔台教会
で行われた全国青年修養会には九州の青年が4名参加し、ルターにつ
いて学んで来ました。
本年度も素麺販売へのご協力をいただき、感謝いたします。売上は教
区青年の活動のために大切に使わせていただきます。ありがとうござい
ました。
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青年会会長
因 てい子

