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役員会だより 
日本聖公会東北教区婦人会    

特集 特別寄稿「自然災害といのち」 寄稿者 島田明夫（仙台基督教会信徒） 

 

P．１～２「夏の日の思い出 ～一致と協働のために～」  司祭 八木正言 

P．２～3「第２６（定期）総会後 第２回会長会を終えて」  会長 梅津庸子 

P．３  会員の声 

P．4～5 特別寄稿「自然災害といのち」            島田明夫 

     第２回「東日本大震災、令和元年台風１９号災害 

P．6  敬老基金運営委員会より  会計からのお願い 

P．７  お知らせ 

 

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、あなたがたを希望に満ち溢 

れさせてくださいますように。 

           ローマの信徒への手紙 15：13 
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夏の日の想い出 ～一致と協働のために～    司祭 ヨハネ 八木正言 

   

 幼い日の夏の想い出…。 

 私の父も、京都教区の聖職で和歌山市で牧師をしていました。そして教会付属の幼稚園

園長も兼任していました。 

 和歌山という地は、ご存知のように夏はいくつもの台風が通り過ぎてゆく、言わば台風

銀座です。私が小さい頃の園舎は木造建てでしたので、台風が来るとなると、園舎のすべ

ての窓に雨戸を釘で打ち付けたり、ウサギ小屋や鳥籠を園舎の中にしまったりと、その

「備え」が大変でした。 

 と言いつつも、そしてこんな物言いは台風の被害に遭われた方には申し訳ないのですが

実は私はその台風の襲来が楽しくもあり、嬉しくもありました。もちろん被害に遭うこと

を心待ちにしていたわけではありませんが…。 

 台風が来ると、八木家は文字どおり一家総出でその対応に当たってました。父は園舎に

雨戸を打ち付けるために、雨戸を裏庭の物置から出し、それを園舎まで運び、大工さんよ

ろしく手際よく窓枠に打ち付けていきます。私はその手伝い（と言っても、幼かった私の

力はほとんど役に立たないのですが）を、汗をかきながらします。母は台風が来て停電に

なる前に（今では信じられませんが、当時はよく停電しました）家事をこなします。非常

食用におにぎりをいくつも握ったりもしました。姉は母を手伝ったり、私と二人で父の横

をうろうろしながら地面に落ちた釘や細々したものを片付けたりします。 

 準備万端整って、夕方、テレビの天気予報を観ながら、父の「直撃だ」とか「この進路

で行くと逸れそうだ」とかいうのを頷きながら聞きます。そして、停電や万一の場合に備

え、家族が川の字になって居間に揃って寝るのです。 

 この、夕方から就寝に至る時間がたまらなく好きだったのです。つまり…大袈裟に聞こ

えるかも知れませんが、「家族一丸」となって一つのことをやり遂げた達成感と充実感を 

感じることができたのです。父にとっては園舎を守るという使命感があったのだと思いま

すが、正直に告白すると、私には台風によって何が起こるか（園舎が破損するかしない

か、家の瓦が飛ぶか飛ばないか）は、ある意味関心はなく、とにかく、自分も含めて家族

の一人ひとりが、自分にできる範囲のことを為し、助けあいながら一つのことを達成した

喜びがそこにはあったのです。 

 そのときの父の姿に、私はリーダーとしての姿を見出していたような気がします。それ

は一家の主であるとか、世帯主としての責任とかを越えての姿です。母はともかくも、幼

かった私や姉のできることは限られています。物を運ぶにしても、決して「役に立った」

とは言えず、むしろ、足手まといだったのでは？とさえ思います。しかし、そんな私では

ありましたが、私は確かにこの家族の一員として数えられている、必要とされている、と

いう実感があったのです。 

 どれだけ貢献しているか、どんな実績を残したか、とかくそれによってその人の必要性

が計られる時代です。しかし、家族であれ何であれ、グループの構成員に対して、あなた

はこのグループに必要なかけがえのない一人なんだ、そう感じてもらえるようにすること

これがリーダーではないだろうかと思うのです。立場も価値観も越えてグループが一つに

なることを実現させるためのリーダーシップは、その人をかけがえのない一人であると信

じること、そしてそう信じることが大事であると考える自分を信じることではないでしょ

うか。互いに愛し合うとはそういうことだと思います。 

 貢献度や果たした実績のみではなく、どんなに小さな力でもこれを献げ出すこと、受け

とめ合うこと、そこにグループがグループとして協働していく術があるように思います。 
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第２６回（定期）総会後 第２回会長会を終えて      会 長 梅津庸子 

 

 大阪の「緊急事態宣言」が６月２０日に延長され、６月１５，１６日に予定されていた会長会は６月２２日、２３日

に１週間延期して大阪聖ヨハネ教会で開催されました。「緊急事態宣言」は解除されましたが、人数をかなり

制限した集まりでした。 

 ２２日午後１時からの開会聖餐式はライブ配信されました。武藤謙一主座主教の臨席のもと、磯 晴久大

阪教区主教の司式により、感謝箱献金事務局チャプレン 木村直樹司祭（北関東教区）、日聖婦チャプレン 

内田 望司祭、林 正樹司祭（大阪聖ヨハネ教会）、ウィリアム ヒューム ユーワン執事（堺聖テモテ教会牧師

補）の聖職者の方々により礼拝が執り行われ、聖餐式の中で各教区からの代祷、逝去者の名が読まれました。 

また、礼拝の中で感謝箱献金事務局委員の任命式があり、新しいコアのメンバ

ーが武藤首座主教より祝福を受け任命されました。委員長を１０年間務められ

た永井眞由美さん（横浜教区）は井田涼子
す ず こ

さん（京都教区）に、日暮直子さんが

持ち上がりの他は７月から新しいメンバーになります。チャプレンは出口 崇司祭

（京都教区）となりました。昨年６月の第１回会長会で委員の交代のはずでした

が、コロナ禍の中で引継ぎが出来ず１年間延期されました。 

 聖餐式の信施金は認定 NPO 法人こどもの里（大阪西成区）に献げられました。 

 

午後３時からの会長会は聖職者の方々、役員、新旧のコア委員、大阪教区と京都教区は傍聴人の方が直

接参加し、９教区の婦人会会長と九州教区女性の課題担当者が陪席してリモートによる会議となりました。東

北教区は中村みどりさんが傍聴人として参加しました。 

各会報告（役員会、感謝箱献金事務局運営委員会、アジア教会婦人会議日本委員会<ACWCJ＞,ACWCJ

関西支部、会計報告、会計検査報告）の後、下記の提出議案の審議が行われ、すべて承認されました。 

議 案 第 1～8号感謝箱献金お献げ先（2021年 1 年間） お献げ額 提出者＊コア（感謝箱献金事務局） 

第１号 エルサレム教区「聖地ろうあ子どもの里」 ２０万円 役員会、コア運営委員会 

第２号 リグリマ・ジャパン ２５万円      〃 

第３号 サイディアフラハ ２５万円      〃 

第４号 アルディナウペポ（東アフリカの子供を救う会） ２０万円      〃 

第５号 地域支援団体 釜石支援センター 望 １０万円 役員会、東北教区婦人会 

第６号 認定 NPO 法人 生活困窮・ホームレス自立支援 ガンバの会 ２０万円 横浜教区婦人会 

第７号 中部教区「国際子ども学校(ELCC)」 ２０万円 中部教区婦人会 

第８号 中部教区「ＮＰＯ法人 ルカ子ども発達支援ルーム」 １０万円 中部教区婦人会 

第９号 ２０２１年度感謝箱献金事務局（コア）運営費補正予算  役員会、コア運営委員会 

第 10号 ２０２１年度一般会計補正予算  役員会 

 議案第５号の「釜石支援センター望」については、２０１７年から「災害被災地・東日本大震災被災者支援積

立金」より毎年随時申請で１０万円の支援を受けてきました。役員会から「大震災から１０年を経て、各地で自

然災害が頻発する中、今後はより多くの方に活動内容を周知してもらうために」との要請があり東北教区婦

人会と役員会が議案提出しました。 

席上、被献日献金「神学生枠」の申請についての課題が上りました。★ 

  

開会聖餐式 
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関
せき

 洋美
ひ ろ み

さん（小名浜聖テモテ教会）・・・ ４月１日より林 国秀司祭が管理牧師と

なられ、中部教区を退職された松本正俊司祭が牧師館に定住され、嘱託牧師と

して小名浜においでになられました。４月、５月はコロナ禍のため小名浜でも

クラスターが発生したため、集会が中止になり、６月から毎主日聖餐に預かる

ことが出来るようになりました。信徒の方々も,未信徒の方々も集い、共に祈

ることができることに心より感謝の日々です。 

鹿又
かのまた

澄子
す み こ

さん（福島聖ステパノ教会）・・・ 主の平和 お心にかけて頂いております

事に感謝申し上げます。婦人会員として連ならせて頂きましてから早 50 年、

教区の婦人会はそれ以前に活動されており、歴史のある婦人会に感謝。ステパ

ノ教会に４月 11 日（日）から、一人の女性の方が教会を訪ねられて、その後

から礼拝に出席されております。また、教会附属聖愛幼稚園の卒園生とのこと、

嬉しい事です。個人会員として、早５年が過ぎました今日です。 

赤谷
あかたに

契子
け い こ

さん（若松諸聖徒教会）・・・ 新型コロナウイルスで日常が当たり前ではな

いという生活があまりに長く続き、今更ですがある意味止まってしまった間、

自分の内面を見つめ直す時間を持てたと思います。当教会信徒の数が減り続

け、自他の様々な現実に直面し，今こそ神様の恵みが必要だと強く信じ、未来

の心配をせずお与えくださる喜びを平和のうちに歩みたいと思います。東北

教区婦人会のお働きをお引き受け下さりありがとうございます。ご健康をお

祈り申し上げます。 

 

★（前項からの続きです。） 

 ２３日９：４５～から、各教区からのアンケート回答をもとに「分かち合い」の時がもたれました。「男女共同参画」

の流れや、役員会の引き受けが困難のなか、解散する婦人会が多く当然会員数が減少する傾向はどの教

区も同じです。すべての婦人会が解散し個人会員だけになった九州教区女性の会担当の柴田康子さんのお

話しは大変参考になりました。ある司祭様の「どんなに小さな組織でもあるとないとでは大きな違いであり、な

くしてしまえば初めから作るのは大変な事」の言葉が印象に残りました。日本聖公会婦人会のこれまでのよき

働きを将来に持続していくために、何らかの変革が求められていること、私たち東北教区婦人会もこの課題を

共有して模索していく必要があると感じました。 

 コロナ禍の中、集会も縮小や中止が続き十分な活動も出来ず「ただの事務局のようやった」と、井上会長が

述べましたが、困難な中での役員会のお働きに感謝します。 家に居ながらの会議でしたが北海道から沖

縄教区まで全国の教区婦人会会長の話を聞き、改めて全国規模の組織の一員であることを認識し、時代の

流れの中でも変わらない婦人会の視点は何か、また将来への展望を考える有意義な時間でした。 

 個人会員の方は現在、福島県の４つの教会に５人の方がおられま

す。今回は３名の方をご紹介いたします。 
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特別寄稿「自然災害といのち」第２回 
パトリック 島田明夫 

 

1．東日本大震災と阪神淡路大震災 

 日本列島は災害のデパートとでもいうべきで、災害が多発して大きな被害が生じやすい

という宿命を背負っています。東日本大震災と阪神淡路大震災とを比べてみましょう。 

 

（１）東日本大震災 

 「東北地方太平洋沖地震」は、2011 年 3 月 11 日に日本の太平洋三陸沖を震源として発

生した地震です。これが連動して、東北・関東の太平洋沿岸を中心として、大きな地震・

津波被害をもたらしました。太平洋プレートと北米プレートの境界の海溝型の大規模地震

で、マグニチュードは 9.0、日本の観測史上最大規模です。この地震によって引き起こさ

れた災害を「東日本大震災」と呼びます。 

 東日本大震災の特徴は、6 つの震源域が同時連動したこと、観測史上最大の地殻変動が

生じたこと、日本の災害史上最大規模の大津波となったこと、死者・不明者 18,430 人、

死因は水死が多くの割合を占め、負傷者は 6,230 人と死者・不明者数より 1 桁少なかった

こと（生きるか死ぬかのどちらかだったこと）、被害総額は推定 25 兆円に上り、戦後最大

の被害をもたらす結果となったことなどです。 

 

（２）阪神淡路大震災 

 「兵庫県南部地震」は、1995 年 1 月 17 日に兵庫県南部を震源とする大都市直下の地震

でした。マグニチュードは 7.3 でしたが、大都市神戸市を中心として、この震度 7 の地震

によって大きな被害と多くの死者を出しました。この災害が、「阪神淡路大震災」です。 

阪神淡路大震災の特徴は、神戸市の都市中心部と住宅の集中したエリアで多くの建物が

倒壊したことで、人的被害としても、死者・不明者は 6,437 人、負傷者は 43,792 人で、住

宅の倒壊による圧死が大部分の死者数を占め、火事が同時多発して、延焼もいたる所で発

生したことです。東日本大震災と阪神淡路大震災とを比べると次の表のようになります。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8811%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8811%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8811%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8811%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%99%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD


5 

 

2．洪水・土砂災害 

（１）西日本豪災害（平成 30 年 7 月豪雨） 

 2018 年 7 月 5 日～8 日にかけて、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨が降って、岡

山県倉敷市真備地区、広島県安芸郡坂町小屋浦地区、愛媛県宇和島市他、広域的・同時多

発的に河川の氾濫、がけ崩れ、土砂災害が発生して死者・不明者が 230 人に達しました。 

 この災害では、①「自らの命は自らが守る」意識の徹底や災害リスクと住民のとるべき

避難行動の理解促進 ②地域における防災力の強化 ③高齢者等の要配慮者の避難の実効性

の確保 ④防災気象情報等の情報と地方公共団体が発令する避難勧告等の避難情報の連携 

⑤防災情報の確実な伝達 等が災害対応の課題として指摘されました。 

 

（２）令和元年台風 19 号災害 

台風 19 号は 2019 年 10 月 12 日 19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、

関東地方を通過し、13 日未明に東北地方の東海上に抜けました。台風本体の発達した雨雲

や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広

い範囲で記録的な大雨となったものです。10 日からの総雨量は神奈川県箱根町で 1000 

ミリに達しました。死者・不明者は全国で 100 人でした。 

 

   
西日本豪雨 出典：tenki.jp                    台風１９号 出典：tenki.jp 

 

 それでも、台風の強さ・大きさの割には、前年の西日本豪災害に比べれば、犠牲者の数

は相対的に少なかったと思われます。その要因としては、過去の災害の教訓を生かして、

かなりの方々が事前に避難されていたことが挙げられます。逃げて助かった方も実は大勢

おられたのです。これは過去の災害から学んだ教訓の賜物です。 

 

（３）避難指示 

 2021 年「災害対策基本法」改正によって、従来の「避難勧告」と「避難指示」が「避難

指示」に統一されました。行政は早めの避難指示で住民の避難を促すとともに、地域防災

組織も共助による避難の手助けを行って、皆で安全を確保してくださいませ。 

 

「思慮深い人は災難が来ると見れば身を隠す。浅はかな者は通り抜けようとして痛い目

に遭う」（箴言 22章 3節） 

 

 

                                       

    次回予定 第３回(終稿)「地球温暖化と日本近海の海面水温の推移」 





７ 
 

 

☆日本聖公会婦人会第２６回（定期）総会後 第２回会長会（６/１５～１６）は６/２２～２３に延期して大阪

聖ヨハネ教会で行われました。直接参加とリモートによる会議で行われ、２２日の開会聖餐式はライブ配

信されました。 
 

☆秋田聖救主教会婦人会から各種献金が届きました。 
 

☆影山博美司祭様（２０２０年５月２０日ご逝去）の逝去１周年記念聖餐式が６月２３日、教区教役者会主催

で仙台基督教会聖堂にて行われました。 
 

☆越山健蔵司祭様（仙台基督教会嘱託）・泉さんご夫妻は、１０月に北海道に戻られ終の棲家にお住まいにな

ります。 
 

☆２０２１年の感謝箱献金お献げ先についてご提案ください。（９月中旬頃に提出書類を送ります。） 

参考までに２０１９、２０２０年のお献げ先は次の通りです。 

         ２０１９年                 ２０２０年 

台風１９号被災地支援（釜石市社会福祉協議会）  東日本大震災被災者支援プロジェクト  

青森チャイルドライン            ※平和のきずな献金 

カナンの園                カナンの園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北教区婦人会役員名 

【2021，１/１～2022，１２/３１】 

会 長  梅津
う め つ

 庸子
よ う こ

 

副会長  大槻
おおつき

 静子
し ず こ

 

書 記  太田
お お た

 紀子
の り こ

     

西
にし

  正子
ま さ こ

 

会 計  小松原
こまつ ばら

栄子
え い こ

 

お詫びと訂正                                  中村
なかむら

みどり   

『役員会だより』第１号「お知らせ」のページの小松原栄子さん      チャプレン 司祭 八木
や ぎ

 正言
まさこと

    

のお名前の表記が誤っておりました。正しくは右記の通りです。  

 

 東北教区婦人会 980-0803 仙台市青葉区国分町 2-13-15（仙台基督教会内）📞022-225-2818 

  

個人会員を募集しています！  
 

 教区婦人会から離れた教会で、婦人会の

働きに繋がっていたい方、どなたでも個人会

員になれます。下記連絡先までお知らせ下さ

い。 

編集後記 

 新型コロナときびしい暑さで外出も億劫になり

がちなこの頃です。 このような中、皆様のご協力

によりお陰様で役員会だよりを発行することが出

来ました。 

 普通に社会生活を送ることが出来ますようにと

願うばかりです。 

※平和のきずな献金（NCC日本キリスト教協議会教育部） 

外国にルーツを持つ福島の子どもたちの 

教育支援のため 

その他…インドの子どもたちの教育支援 

パレスチナの病院の支援 

アイヌ奨学金 

 


