日本ルーテル教団 関東地区一致祈祷日《 2021 年 9 月 12 日(日) 》
共通主題：
『福音のために』聖書日課：イザヤ 50:4-9a、ヤコブ 3:1-12、マルコ 8:27-38
教会紹介パンフレット （ 1 ）

教会の祈り 共通祈祷文
司式）天地の創り主、全能の神さま。あなたが日々新しく私たちに与えてくださる限りない恵みに心から感謝し、
あなたの御名を賛美します。主よ、あなたの深い憐れみと慈しみのうちに、日ごとにあなたの民をかえりみ、
御子イエス・キリストのゆえに、民の祈りに耳を傾けてください。
会衆）主よ、私たちの祈りを聞いてください。
＜関東地区の一致、連帯を覚えて＞

司式）関東地区には、17 の教会と 1 つの伝道所があります。それらの歩みの上に、あなたからの恵みが豊かに
注がれていたことを覚えて感謝いたします。関東地区では、昨年に引き続き、「共同招聘・共同牧会・チ
ームミニストリー」の学びをおこなっています。学びを深める中で、地区内の諸教会の現状と様々な課題を
共有し、学んだことを礼拝支援に生かしたいと願い、関東地区主導で取り組んでいます。あなたの愛の絆
のもとで、それぞれの教会が相互に支え合い、活動することができますように。これからもあなたが共にいて
お導きくださいますようにお願いいたします。キリストの御名によって。
会衆）主よ、私たちの祈りを聞いてください。
＜コロナ禍、災害の中にある私たちと社会のために＞

司式）今、新型コロナウイルスの影響によって、さまざまな制約の内にある私たちを顧みてください。あなたは万物
の造り主、一切をご支配なさるお方です。力強い御手を差し伸べ、守りと癒しをお与えくださいますように。
また、豪雨などの災害に見舞われ、悲しみと痛みの中にある方々を御心にとめてください。上よりの慰めが
注がれ、あなたを見上げて立ち上がる信仰と勇気が与えられますように。キリストの御名によって。
会衆）主よ、私たちの祈りを聞いてください。
＜次世代を育む働きのために＞

司式）放蕩息子の父親が、息子に駆け寄り、抱きしめたように、あなたは私たち一人ひとりを愛しておられることを
覚えて感謝いたします。私たちもまた、あなたの愛の器として用いられたいと願います。どうか子どもたち、そ
して青少年たちをあなたが愛しておられるように、愛することができますように。あなたから賜った限りない愛と
慈しみとを子どもたちのために惜しみなく使うことのできる者としてください。また、献身者も各教会から起こ
されることを切に祈り求めます。そのために必要な取り組みをお示しくださり、聖霊の導きと、知恵と、力とを
お与えくださいますように。キリストの御名によって。
会衆）主よ、私たちの祈りを聞いてください。
＜キッズケアパークふくしまの働きのために＞

司式）子どもたちが安心して遊べる場が必要です。そのために、福島における「こどもあそび場」の活動を御心に
留めてください。昨年 2 月以降、新型コロナウイルスの影響により、実施できずにおりました。10 月の再開
へ向けて、今、準備をはじめています。必要な人的、財的、物的支援が滞りなくおこなわれますように。コ
ロナ禍の収束がみられない中ですから、不安を抱えた中にあります。あなたが共にいて、活動をお支えくださ
い。関係者一人ひとりの健康が守られ、子どもたちが、健やかに育まれますように、豊かな祝福を注いでく
ださい。キリストの御名によって。
会衆）主よ、私たちの祈りを聞いてください。
＃ここで、各教会での祈りの課題等を加えてもよい。

司式）主なる神さま。私たちの祈りを聞きとどけてください。私たちの思いと願いを超えた御心によって、憐れみと愛
のうちに私たちを守り、日ごとに御旨を明らかに示してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈
ります。
会衆）アーメン
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（神奈川分区）
川崎元木ルーテル教会

（神奈川分区）
横浜泉ルーテル教会

（神奈川分区）
戸塚ルーテル教会

横浜市神奈川区青木町 4-11

横浜市戸塚区戸塚町 157

○教職者名：山口卓也
○責任教職：松川和義
○教会の紹介：。
新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策として、いくつか
取り組んでいることがありま
す。礼拝を 30 分ほどのコンパ
クトな形に変更しました。非接
触型体温計での検温、消毒に加
え、説教壇の周囲に飛沫防止シ
ートを張るなど、できる限りの
感染防止策も講じています。
YouTube には、メッセージ
動画をアップしています。内容
は、礼拝説教とは少し違う語り
口のものです。
ご覧になる方々が、生ける真
の神さまと出会ってくださる
よう、また、み言葉を通して慰
めと励ましを受け取ってくだ
さるよう祈っています。

○教職者名：樫木芳昭
○教会の紹介：横浜泉ルーテル教会は
1950 年 6 月献堂、今年は創立 71 周
年を迎えました。横浜駅から徒歩 10 分、
京浜急行東神奈川駅からは徒歩 5 分と
大変便利な所です。これまでに多くの牧
師が育った教会としても有名です。最近は
会員の方の高齢化や居住地が遠隔の方
も多く、日曜礼拝の出席者は以前に比べ
て大変少なくなっていますが、出席できなく
ても信仰を共にする絆を大切にしていま
す。そんな中で森本一平・絵美夫妻の長
女凪ちゃん(２歳半)が元気に会堂を走り
回る姿に、元気を貰う思いです。
また近くに住む小学生のＫA さんも礼拝
後樫木牧師から説教の内容を聞き熱心
にメモするなど、変化の兆しが見られます。
樫木牧師も礼拝、聖書輪読会、いずみ
会の継続など信者への霊的働きに尽くさ
れております。また森本一平氏は、養護
施設で働きながらも、日曜礼拝の奉事者
として樫木牧師を支え、毎月第三日曜日
には分かり易く力強い説教をして頂いてお
ります。

○教職者名：清水臣
○教会の紹介：
依然として、コロナによる
様々な影響が出ている状況で
すが、私共の教会は何とか主日
礼拝は続けられている状況で
す。
相変わらずマスク着用と手
消毒を励行しておりますが、礼
拝後は話し合いの場もなく又
第 1 日曜日に行っておりまし
た勉強会も無しの状態が続い
ています。
この様な状況がこれからも
続くと考えられますので、本当
は互いに顔を見ながら話し合
いをするのが良いのですが、そ
れも出来ませんので「キリスト
教を学ぶ会」「聖書研究会」を
zoom を使って行っています。

（神奈川分区）
大船ルーテル教会

（神奈川分区）
鵠沼めぐみルーテル教会

（東京分区）
東京ルーテルセンター教会

川崎市川崎区元木 1-10-6

１階

横浜市栄区小菅ケ谷 2-26-3

藤沢市鵠沼松が岡 1-1-6

千代田区富士見 1-2-32

○教職者名：松川和義
○教会の紹介：
大船ルーテル教会という名
前ではありますが、横浜市にあ
ります。最寄り駅も JR 根岸線
の本郷台駅となります。保育園
を併設しており、教会員だけで
なく保育園職員も主日礼拝に
出席しています。また学童保育
を行っているので、その子ども
達が教会学校を盛りたててく
れています。
礼拝堂に入り、正面の聖壇に
は、５メートルくらいある十字
架が立っています。素敵です。
課題としては、やはり教会員
の高齢化は進んでおり、若い力
が加えられますことを願って
いるところです。

○教職者名：梁熙梅
○教会の紹介：鵠沼教会は昨年、梁熙
梅牧師が着任されて以来、無牧時代
には叶わなかった地域への発信に力
を入れるようになりました。ホーム
ページを更新し、教会の活動内容の
紹介、信徒の個別訪問が行われてい
ます。コロナ感染の増大により主日
礼拝の出 席率の 減少を 招 いていま
す。昨年 10 月より欠席会員のため説
教のオンライン配信をしています。
また月一回のウエブ聖書研究会が行
われています。 5 月には梁牧師に招
聘状を差し上げ、正式の牧師として
お迎えしました。梁牧師は幼稚園の
チャプレンとして幼稚園行事にも大
きく関わり、教師たちのため 「 聖書
の分かち合い」
を行っています。8 月
中は教会での礼拝、集会は取り止め、
代わりに礼拝のオンライン配信と式
文・説教を配信または郵送を行い、自
宅での礼拝を薦めています。そのた
めには梁先生を始め、
奏楽者を含め 3
人の会員の方々がご奉仕くださって
います。

〇教職者名：齋藤衛
〇教会の紹介： センター教会
にとって今年は宣教開始 70 周
年を迎える年です。新型コロナ
ウイルスの猛威に苦悩する年
にこの節目を迎えたのも、主の
お考えがここにあると受け止
めています。年間聖句は「イエ
ス御自身が近づいて来て、一緒
に歩き始められた。」
（ルカ福音
書 24 章 15 節）としました。
エマオ途上の弟子たちのよう
にトボトボと歩く私たちです
が、いつのまにか共に歩んでく
ださる主をこそ見いだしたい
と願っています。70 周年を記
念して皆で聖書通読を始めま
した。また「みことばカルタ」
を制作し、やがて皆で集まって
大カルタ大会を催す希望を持
っています。70 年間の主の導
きに感謝します。
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（東京分区）
聖パウロ・インターナショナル・
ルーテル教会 千代田区富士見 1-2-32

（東京分区）
六本木ルーテル教会

（東京分区）
池上ルーテル教会

港区六本木 6-16-44

大田区池上 6-21-18

〇責任教職：齋藤衛
〇教会の紹介：
昨年の復活祭の前にオンライ
ンによる礼拝を開始し一年以
上が過ぎました。斎藤衛先生の
御指導を受けながら毎日曜日
礼拝を続けております。本年度
は復活祭のみ教会に集い、同時
に洗礼式をも行いました。礼拝
前に子どもたちの勉強の時間
を設け、また礼拝後には大人の
勉強会を行っております。出席
数も多く朗読、祈り等、各々が
積極的に参加することにより
臨在感を維持するように心掛
けております。専属のオルガン
奏者二人の協力により事前に
用意された音楽をも礼拝に取
り入れております。毎週木曜日
にはオンラインによる聖書勉
強会、そして月に一回、日曜日
の夕刻に祈りの時間をも設け、
オンラインにおいてとは言え
ども充実した教会活動を続け
ております。

〇教職者名：藤木智広
〇教会の紹介：
昨年からコロナが続き、他教
会同様に感染対策を講じなが
ら教会活動に取り組んでいま
す。非常事態宣言が発令中は、
主日礼拝をライブ配信による
オンライン礼拝に切り替えて、
礼拝に与っています。
また、この 4 月より 2 年間
（予定）は、藤木牧師が大学院
（東京神学大学大学院）に通い
始めたので、平日の集会を休会
にするなど、教会活動も縮小し
ております。
コロナの一日も早い収束を
祈りつつ、主から与えられた賜
物を一人ひとりがフルに活か
して、教会をこれからも豊かに
盛り立てていきたいと願って
おります。

〇責任教職：北川逸英
〇教会の紹介：
池上教会は大田区池上にあ
る、天井の高い美しい音が響く
教会です。
池上は国道一号と環状八号
の交わる場所に近く、程近い多
摩川大橋を渡れば神奈川県川
崎市です。池上本門寺で知られ
る歴史ある場所です。
教会員はお近くの方が多く
おられ、毎月第二日曜日に集ま
って、礼拝を守っています。
2021 年５月より李先生が異動
を完了され、杉並教会と協力関
係を結んでおります。

（東京分区）
杉並聖真ルーテル教会

（東京分区）
西東京ルーテル教会

（東京分区）
竹の塚ルーテル教会

杉並区上井草 2-9-17

日野市多摩平 3-20-9

〇教職者名：北川逸英
〇教会の紹介：
杉並教会は、東京２３区の中
で最も西北にあります。
すぐ近くに森や林があり、空気
の綺麗な場所です。
近くに小学校が二つあり、朝夕
に子どもたちの元気な声が聞
こえてきます。
しかし遠方から通う教会の
メンバーが多いので、Covid19 が流行する中、共に集まっ
て礼拝する事が出来ないのが、
一番の悩みです。
現在は池上教会と協力しな
がら教会活動を行っています。

〇教職者名：高野公雄
〇教会の紹介：立川駅北口にあ
った教会が 25 年前に日野市に
移転してこの教会名に替わり
ました。中央線の豊田駅から徒
歩 12 分の閑静な住宅地に建
つ、1 階が教会、2 階が牧師住
宅の二階建ての教会です。小さ
な集まりですが、ホームページ
の運営、YouTube での礼拝の
生中継などを通して、コロナ下
の交わりの維持に努めていま
す。日ごろ地区・分区のご協力
に感謝いたしますと共に、皆さ
まのお祈りの中にこの小教会
の営みを覚えていただけます
ようお願いいたします。

足立区伊興 3-18-7

〇教職者名：江本真理
〇教会の紹介：コロナ禍にあっ
て今まで当たり前と思ってい
たこともままならない状況が
続きますが、今できること、与
えられていることの大切さ、尊
さを改めて思います。「わたし
の恵みはあなたに十分であ
る」。その豊かな恵みがいつも
注がれていることを忘れずに、
希望をもって生かされたいで
す。教会学校や聖書会を Zoom
で行う取り組みも始めていま
す。「希望の源である神が、信
仰によって得られるあらゆる
喜びと平和とであなたがたを
満たし、聖霊の力によって希望
に満ちあふれさせてくださる
ように」（ローマ 15:13）。
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(埼玉分区)
館林聖ルカルーテル教会

(埼玉分区)
大宮シオンルーテル教会

(埼玉分区)
浦和ルーテル教会

館林市大街道 1-9-5

さいたま市北区東大成町 1-229

○責任教職：江本真理
○教会の紹介：
なお続くコロナ禍の中、でき
るだけ月一回教会に集っての
礼拝を持ちつつ、他の主日は礼
拝メッセージや動画の配信等
による家庭礼拝を守っていま
す。困難さの中にも主の恵みと
導きが豊かに与えられ、私たち
の歩みが守られ支えられてい
ることを覚えます。
聖ルカ保育園の働きが宣教
の器として豊かに用いられる
こと、また教会の歩みに新たな
展開が与えられることを祈り
求めています。今置かれている
状況も神さまがその御業を豊
かにあらわしてくださる「時」
と受け止めて歩みます。

○責任教職：笠原光見
○教会の紹介：
浦和教会、飯能教会、関東地
区の支援を得て活動していま
す。
コロナ禍の中で牧師先生が
移動出来ない場合は、説教動画
を事前に作製していただきプ
ロジェクター活用による礼拝、
緊急事態宣言期間中は毎週、笠
原先生、李先生の奉仕による埼
玉分区からの動画配信で家庭
礼拝の恵みに与っています。
土曜開催の「書道教室」は地
域の方々から好評で、宣言期間
中は添削指導をしました。
専任教職は不在ですが、イエ
ス・キリストに連なる枝として
互いに愛し合い、歩んでいきた
いと思います。

○教職者名：笠原光見
○教会の紹介：
浦和ルーテル教会は今年宣
教 70 周年を迎えました。
神さまの尽きることのない
愛と、恵みと、祝福とに心から
感謝しています。
コロナ禍にあって思うよう
に行かないこともありますが、
「神と共にあってわたしの家
は確かに立つ（サムエル下
23:5）」ことを信じて、浦和教
会に与えられている賜物を十
分に活かし、地の塩、世の光と
して神さまの福音宣教の働き
に大胆に積極的に仕えていき
ます。

(埼玉分区)
飯能ルーテル教会

(福島分区)
福島いずみルーテル教会

(福島分区)
郡山ルーテルキリスト伝道所

飯能市八幡町 20-9

福島市野田町 1-2-10

郡山市鶴見坦 3-3-5

○教職者：李 正雨
○教会の紹介：
都会の喧騒から離れ自然豊
かな地に立つ飯能ルーテル教
会は、今年で創立 70 周年を迎
えます。
穏やかだが芯の強く信仰厚
い信徒の支え、加えて李先生の
説教・指導により日ごとに豊か
な学びを得ています。
コロナの影響で礼拝堂での
礼拝は難しくなりましたが、
YouTube や ZOOM を使っての
説教や分かち合いなど、多くの
工夫を行ってきました。
今年は長年親しんできた式
文を改定し、次の世代のための
より親しみやすく信仰の支え
となる新式文を作ります。来年
度からの移行を目指しており
ます。

○教職者名：野村 治
○教会の紹介：
昨年からのコロナ禍の重圧
の中で、幸い今年は礼拝を一回
も休まず、しかし礼拝出席者の
減少や多くの活動が中止状態
になりました。その分としては
小さいのですが、週報の中にそ
の日の「説き証し（=説教）」も
入れ、出席できない人に配布す
るようにしています。また英語
学校の活動も継続できたこと
は感謝です。しかし子供遊び場
や海外との交流計画は中止状
態となりました。しかし昨年は
できなかった会堂建築を、今年
は前進させたいと願っていま
す。やっと具体的な図面と金額
が出ましたので、教会員の考え
が結び付きあって大きな力に
なっていくように祈って頂き
たいと願っています。

○教職者名:野村 治
○教会の紹介：
今年も月 2 回の主日礼拝を
守っています。そのほか毎週木
曜日に英語教室を開いていま
す。今年は昨年よりコロナの重
圧があるためか、礼拝出席者が
小さくなりました。昨年のクリ
スマスには前年に続き、受洗者
が一人与えられ、12 年前は 1
人まで減少した礼拝が、今年は
4 名の教会員が参加するよう
になり感謝です。現在は 1 人の
方が体調を崩され欠席で、この
方がお元気になるよう祈りあ
っています。
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