
 

全日本にキリストの光を 

Christ's Light to All of Japan 

  ２０１３年６月２６日 

日本バプテスト連盟に加盟する教会・伝道所の皆様 

日本バプテスト連盟関連諸団体の皆様 

日本バプテスト連盟 

東日本大震災被災地支援委員会 

委員長  吉髙 叶 

 

教会はなお聞く「聖書に現実
い ま

に経験に」 

 ―東日本大震災と原発事故が問いかける宣教・神学フォーラムⅡ― 

開催のご案内 

 主の御名を賛美し、主の平和を祈ります。 

 東日本大震災から、二年と三ヶ月が経ちました。 

あまりにも被災の度合いが深すぎて、被災地の範囲も広すぎて、そして原発事故と放射能汚染という痛ましい要因

がかぶさっていて、復興の槌音は、まだ端緒にも着いていないと言っても過言では無い、それが多くの被災現地の

現実です。仮設住宅に暮らす人々の、暮らしがつながり、交わりがつながり、希望がつながるようにと、私たち自

身も、まだまだつながりと祈りの業をやめることはできません。 

 今年度も「東日本大震災と原発事故が問いかける宣教・神学フォーラムⅡ」（後援：西南学院大学神学部、以下、

震災フォーラムⅡ）を開催致します。昨年は、～教会は何を聞き、何を語ってきたか～という副題のもと、とにか

く「被災現地で何が起こってきたのか」「教会は、その中で、どう歩ませられてきたのか」、その事実と現実に耳

を傾けていくフォーラムとなりました。簡単に語れない、そんな実感の中で、みんなで「現場」の出来事に耳を傾

けました。 

 もちろん、私たちは、なおも聞くしかないのだと思います。支援しながら、祈りながら、ボランティアをしなが

ら、語り合いながら、聞き続けるのです。しかもその全ては、同時に、キリストに聴こうとし、み言葉に聴こうと

している業なのだと思います。 

 今回の主題は、～ 教会はなお聞く「聖書に現実
い ま

に経験に」～としました。今も続けられている東北連合の

諸教会による被災地支援の取り組みに、今年も耳を傾け、出会いと課題を共有したいと思います。同時に、これか

らの歩みを模索していくためにも、１８年前の阪神淡路大震災の中で、私たち協力伝道が経験した支援の豊かさや、

逆に欠けていた面の検証、そして時を経てあらためて問われている事がらを振り返りつつ、今回の経験と対話させ

てみたいと思います。さらに、二人の聖書学者を通して、「苦難」や「不条理」についての理解への手がかりを示

されたり、私たち一人ひとりが聖書に向き合っていく時の、視点や聴き方への示唆をいただきたいと願っています。 

 そして、いわゆる「被災地」の教会であるかないかに関係なく、今回の東日本大震災の出来事が、私たち全ての

教会に問いかけている課題について共に示されていく、そんなフォーラムにしていきたいと思います。 

 震災フォーラムⅡは、会場を関東圏に移し、日本バプテスト浦和キリスト教会にて開催いたします。東日本大震

災から問われるテーマは、「被災地」だけのものではない。このことを共に理解していくためでもあります。趣旨

をご理解いただき、たくさんの方々にご出席を呼びかけさせていただきます。 

主にありて 
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記 

【開催日時】 2013年9月9日（月）13:00受付開始、13:30開会礼拝 ～ 9月11日(水)12:30 

【会場場所】 日本バプテスト浦和キリスト教会 〒330-0061さいたま市浦和区常盤7－2－14 

【参加費】 □ 被災地教会（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、山形県、茨城県）からの参加 

参加費  1名につき 2,000円（食事、宿泊費用は含まず） 

 

□ 一般の参加  

        参加費  1名につき 3,000円（食費、宿泊費用は含まず） 

        

 参加費は当日、会場受付にてお支払いください。 

 期間中の食事及び宿泊は各自でご手配ください。 

 参加者には以下の「旅費補助規定」に従って補助をいたします。 

 期間中、会場教会の駐車場は使用できませんので車での来場にはご注意ください。 

尚、福祉車両用に駐車スペースを１台分確保致します。申込時にその旨お書きください。 

【申込み締切】 2013年 8月 9日（金） １７：００ 

【申込先】 東日本大震災被災地支援委員会事務局 

jbcsaigai@bapren.jp  ☎048-883-1091  fax048-883-1092 

以 上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【旅費補助規定】 

日本バプテスト連盟加盟教会・伝道所からの参加者には以下の基準で旅費を補助いたします。 

 

 

 

 

 

※ 補助の対象は、公共交通機関利用の場合は参加者単位とさせていただきます。この場合は参加者の最寄駅か

らＪＲ京浜東北線北浦和駅を基準とさせていただきます。 

※ 車で来場される方は、極力乗り合わせるなどご協力をお願いいたします。この場合の補助の対象は燃料代と高

速（有料）道路料金とさせていただきます。（駐車料金は補助の対象外） 

お問い合わせは 

東日本大震災被災地支援委員会  jbcsaigai@bapren.jp  ☎048-883-1091  fax048-883-1092 

までお願いいたします。 
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参加者地域 等 補助範囲※ 

被災地域にある教会・伝道所（東北地方連合、茨城県内） 5,000を超える分 

上記外の地域 15,000を超える分 

経常会計500万円以下の教会からの参加者 １名（or１台）に限り 5,000円を超える分 



教会はなお聞く「聖書に現実
い ま

に経験に」 

― 東日本大震災と原発事故が問いかける宣教・神学フォーラム Ⅱ ― 

2013年 9月 9日～11日 会場 日本バプテスト浦和キリスト教会 

プログラム 

９月９日（月） １０日（火） １１日（水） 

 １０：００－１２：３０ 

 

経験に 
 

東日本大震災被災地支援の 

明日を考える 

－阪神・淡路大震災への関わりを振返って－ 

 

加藤誠 
（大井バプテスト教会） 

 

司会：金子千嘉世 
（東日本大震災被災地支援委員会） 

１０：００－１０：３０ 

朝の祈りのとき 
司会：村上千代 

（東日本大震災被災地支援委員会） 

１０：３０－１２：００ 

全体討議 
司会：濱野道雄 

（西南学院大学神学部） 

１２：００－１２：３０ 

閉会礼拝 

・説教：朴 思郁（宣教研究所所長） 

・司会：金丸 真（現地支援委員会） 

 １２：３０－１４：００ 

 

昼 食 

 

１３：００ 
 

受 付 

１３：３０－１５：００ 

 

開会礼拝 
・説教 吉髙 叶 

（東日本大震災被災地支援委員会） 

・司会 柴田良行 
（日本バプテスト浦和キリスト教会） 

 

オリエンテーション 

来賓挨拶 

１４：００－１６：００ 

 

全国アゴラ 
 

〝アゴラ〟とは 

～アなたとわたしの相ゴで語ラう 
震災・支援・信仰・聖書～ 

 

１５：００－１９：００ 
 

現状
い ま

に 
 

＜活動の分かち合い＞ 

① 現地支援委員会 
 岩手チーム 

 宮城チーム 

 福島チーム    からの報告と発題 

②東日本大震災被災地支援委員会 
 海外からの支援 

 原発課題班活動 

 遠野ボランティアセンター活動 

 全国教会のつながり 

についての報告と発題 

③フロアーとの対話 
司会：大城戸一彦 

（東日本大震災被災地支援委員会） 

 

ＢＷＡid Chhangte総主事挨拶 

１６：００－１６：３０ 
 

休 憩 

１６：３０－１９：００ 

 

聖書に 
 

＜パネラー＞ 

 青野太潮氏 
（西南学院大学名誉教授） 

 日原広志氏 
（西南学院大学神学部講師） 

 

司会：松見享子 
（宣教研究所） 

 

 


