
Women in Ministry

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴット教団

女性教職・牧師夫人のサポート情報誌

　ハレルヤ！主の御名を崇めます。女性教職、牧師夫人の皆様にご挨拶を申し上げます。
　２０２０年の教団方針案により「女性活躍推進準備室」が新設されました。活動内容と目的を
「①女性教職が教団及び教区運営に関われるように啓発する　②各自の担う働きのスキルアッ
プとビジョンの再確認　③女性教職・牧師夫人同士の分かち合いのための場を企画する」とし
て準備をして参りました。
　今年の懇親会は残念ながら中止となりましたが、代わりに全ての女性にアンケートを送って
回答を頂けたことは、皆様の状況を知る思いがけない収穫となりました。返信を頂けなかった皆
様のご事情も思いながら、アンケート結果から「情報共有、学び、投稿」を内容とする女性ニュー
スを発行することに致しました。教団総会を前に第一号をお届けできることを感謝致します。年
２回の発行を目指しておりますので今後とも御愛読また御参加をよろしくお願い致します。

女性活躍推進準備室室長  元加治キリスト教会牧師  中里恵美
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アンケートまでの経緯

　今年の4月、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の女性教職と牧師夫人の皆様にアンケートをお送りし、２１９名中、１３６名の方からご返答
を戴きました。お忙しい中、返信していただき本当にありがとうございました。その内容は、いずれも真摯なもので、初めて伺うことや、改めて気づか
されたこともあり、室員一同気が引き締まる思いで読ませて戴きました。
　すべてを網羅することができませんが、ここにアンケートの結果報告をさせて戴きます。

女性教職・牧師夫人アンケートの結果報告

日頃休息を十分に取れない女性の先生方にゆっくりできる綺麗な
スペースと、無料の茶菓を提供し、リラックスして戴けるように。
教団の研修会に参加しても、CBC卒でない女性教職の方々や、
CBC時代の友人が研修会に参加しない為再会と交流が続けられ
なかったり、また牧師夫人であるため研修会参加者の知人が少な
かったり、研修会の奉仕をしているため交わりの時間が持てない等
の理由で孤立しないように。
他教会の先生方の証を聞いたり、新しい情報交換し、良い交わりを
持てるように。
「教団の未来を考える」という思いを持っておられる女性教職の
方々がどれ程おられるかを知れるように、でした。

①

②

③

④

　2018年11月、２名の女性教職が教団の企画室員になり、2019年
の教職研修会で、女性教職・牧師夫人の懇親会が企画されました。

　懇親会の目的は、

　それにより「伝道牧会のシェアグループ」と「教団の現状を知り考え
るグループ」という２つのグループを設定し、先生方に希望のグループ
に参加して戴きました。
　実施後、「伝道牧会のシェアグループ」に参加してくださった先生方
からは、大変良い交わりを持つことができ、有意義だったという感想を
多く戴きました。また「教団の現状を知り考えるグループ」に参加して
くださった先生方も思っていた以上に多く、２８名の先生方が参加く
ださり、３グループに分かれて建設的な意見交換を行うこともできま
した。ただ反省点としては、懇親会の企画発表とその目的が周知され
ていなかったことが挙げられます。それは２名の女性教職が企画室員
になったのが教団総会後であり、準備着手が時期的に遅くなってし
まったからでした。

　2019年2月の女性教職・牧師夫人懇親会によって得られたことと、
当日行ったアンケートを基に、企画室で以下のことが話し合われまし
た。

交わり中心の気軽な時間の提供を今後も続ける。
女性の先生方を対象とした励ましと学びの時を持つ。（この件に対
しては性別で分けなくても良いという意見もありましたが少数でし
た）
先生方の持っている賜物が、それぞれの教会だけでなく、教団や他
教会でもっと用いられるのではないか。
教団の組織運営に、もっと関心を持ってもらい、総会議員としても
働きに加わって戴きたい。
これらの為に女性も男性も変革されていかなければならない。

　教団方針にも女性教職の登用を推進するということもあり、昨年、
女性活躍推進準備室が誕生致しました。そして、理事会により、今年２
月の教職研修会には再び女性教職・牧師夫人懇親会（夕食会）が企画
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され、シンガポールのナオミ・ダウディ師をお招きする予定でした。同
時に持たれる男性教職の先生方の夕食会には、配偶者の働きを好意
的に支援しておられる男性の先生方に、夫の立場から証をして戴く予
定となっていました。
　大変残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大懸念のため今年の
研修会は中止となってしまいましたが、このアンケートは実施し、より
深く女性教職と牧師夫人の皆様の状況を把握する機会となりました。
以下、戴いた皆様のご意見を受け止め、現状の問題の改善と将来の
可能性を考察していきたいと思います。

アンケート結果
日常の教会の働きと共に、育児、子育て、介護、家族やご自身の健康
上の問題を背負っている方々がおられる。
女性教職・牧師夫人には情報が入ってこないことがある。
祈り合う人、語れる人が欲しい。交わりが欲しい。
女性教職、牧師夫人としてもっと学びたい。
霊的なメンターが欲しい。
多忙である。
有資格者（特別な領域の学びと経験がある方）がおられる。
すでにその資格や賜物を地域で生かしている方々もおられる。
育児や介護などで長い時間、家から離れられない。
託児をして戴ければ教団や教区のため活動出来る。
女性活躍推進準備室が設立されたことに好感と期待を持つ。
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考察
　アンケートを通して非常に強く感じたのは、先生方が「孤独な戦い」
をされているということでした。教会を支えながら、ある先生は夫であ
る牧師を支え、ある先生は単身で教会の全ての責任を抱え、家事を行
うと共に、さらにその上、家族の問題やご自身の健康の問題に苦しん
でいる方がおられるのです。その為、長く家（教会）を空けられず、ある
いはご自身の身体を休めなければならない状況にある先生が複数名
おられました。
　夫である牧師は対外的な働きをされ（そのことによって責任も負い
ますが）、新しい情報を得ることが出来、語る場、聞く場など、ある意味
発散の場がある反面、女性は内を守っている感があり、閉塞感を生み
出しているようです。
人との交わりも少なく、情報も入らないで孤立し、抱えている問題がゴ
ールの見えないエンドレスなことに感じ、漠然とした不安感を持たれ
ている方もおられるかもしれません。
これらの背景には日本独特の女性観がまだ根強く支配しているので
はないか、と考えさせられました。女性は家庭内（或いは教会内）をし
っかり守ることが仕事で、不平を言わず、人に漏らさず、我慢し、乗り越
えていくのが日本女性の美徳であるという特有の意識が、女性にも男
性の中にもあり、今だ、無意識の中に影響を与えているのではないで
しょうか。
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　学びながら、新しい現状に対して適応しつつ、活躍されている女性
の先生方もおられると思います。しかし適切な機会と場所があまり無
く、賜物が生かされていない方々もおられるのではないでしょうか。教
会の牧会と宣教の働きも、行えば行うほど「仕事」は湧いてきて、終わ
りがありません。休暇を取るのに罪悪感を覚えてしまう方や、「もう充
分仕えているのでこれ以上の働きは無理だ」と思っておられる先生方
も少なくないのではないかと思わされました。

　その様なギリギリの状況を生み出す理由として《スチュワードシッ
プ》が関わっているのではないかと考えます。神から預かっている時間
や身体を、私達は自分の視点だけではなく、神の視点から見て管理す
る必要があるでしょう。適切な休息を取る、気分転換をすることも、自
分の仕事の一つと思うことです。教会の奉仕や仕事と、自分自身の必
要性をマネージメントすることや、現在と将来に対して、今、行うべきこ
と、休息すべきことを選択することも大切なのです。 
　さらに広い視野で自分の働きの場を考えると、神から与えられた賜
物をもっと活かせるかもしれません。神が何を望んでおられるのか、今
のままで良いのかも祈ってみる価値はあります。先生方の中の信仰、
知識、知恵、気づき、配慮、将来を見据えた目、情熱、献身、それらを土
に埋めないで、用いられる機会を提供すること、提供する方法を知ら
せることが、この準備室の役割ではないかと思わされました。
　今日コロナ禍で大変な打撃を教会も受けました。ただ良かったこと
もないわけではありません。オンライン（zoom等）を通して会議やセ
ミナーができる、聖会も可能だ、と分かったのです。そこにも聖霊が働
き、救いが起き、献身者が与えられています。これからは自宅や教会に
居ながら、交わりもでき、祈り合うこともでき、研修も受けられ、集会に
も出席できます。オンラインを通して講師として無牧の教会で説教、奏

提案

楽の奉仕も可能なのです。女性活躍推進準備室でも、同じ悩みで戦っ
ている先生方や、それらを乗り越えた先生方の集会や、テーマごとの
学びの機会や、気楽な交わりの場などを提供することができるかもし
れません。

　少子高齢化もあって引退される先生方は多くなり、若い献身者は少
なくなっている傾向にあります。教団や神学校は定年後の献身や信徒
の登用を考え、今後に備えようとしています。でももう既に神学校で学
び訓練を受けている女性教職の先生方がこの教団の全教職の半分も
おられるのです。牧師夫人として経験を積んできた先生方と共に、さら
に広い視野をもって、活動し始めたらどんなに素晴らしいことが起こる
でしょうか。　
　教団の総会議員が果たす役割や責任を考えるとき、女性の先生方
の見識や経験が、教団の意思決定の場に男性の先生方と共に必要で
あることを、今の時代、特に感じさせられます。過去においては、心ない
対応を受けてきた女性の先生方もおられるかもしれません。でも時代
は変わり、新しい考え方の先生方が増えてきました。教団は確実に変
化しています。今後、女性も男性も意識変革をしなければならないで
しょう。そして女性は新たな役割や働きに関して学ぶ機会が必要とさ
れるでしょう。でもそれらを行っていったならば、教団全体が今まで以
上に祝福されていくのではないでしょうか。
　今回のアンケートを通して、女性教職・牧師夫人がこれからいよい
よ用いられ、主が導いてくださったこのＡＧ教団を男性教職と共に支
え、各自の献身を豊かに全うさせていくことができると、感じさせられ
たことを、ご報告いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性活躍推進準備室　室員　野川悦子

最後に

　総会議員は51名選ばれていますが、過去には女性議員がたった1
名の時もあったのです。現在は４名の議員が在籍していますが、選ば
れた男性教職の辞退に次ぐ辞退で繰り上がった女性議員もいます。
現在4名いたとしても、どうして女性の意見が教団に反映されている
と言えるでしょう。本来なら半数が女性でも良いはずではないでしょ
うか。
　でも、まずは全体の20%、10名の女性議員が誕生するように願い
ましょう。女性教団理事が生まれることを祈りましょう。これまで議員
になった者に対する細かな勉強会などはあまりされていないようです
が、女性活躍推進準備室が出来る限り、女性総会議員に選ばれた先
生方をサポートすることを考えていますし、学びと研鑽の機会を作る
ことを検討しています。今年の教団総会で女性枠の議案が承認されま
すことをどうぞお祈りください。
　世の中はニューノーマル（新しい生活様式）に懸命に順応し、「持続
可能な社会を！」と意識を向けています。その様な社会にあって、キリ
ストの体として神の国を拡大していくため、男性も女性も共にこれか
らの教団のあり方と方向性を考え、行動していくときだと感じます。そ
の一歩として、女性教職の教団の働きへの参画の扉が開かれる様に、
ぜひお祈りください!
　　　　　　　　　　

infomation総会議員の女性枠審議について
お知らせ

　２０２１年５月３日（月）～５日（水）に第４２回全国聖会が行われま
す。詳細はこれからですが、全員が同じ会場に集まることが難しい状
況が続いています。いつもと異なる開催となりますが、オンラインも含
めて女性教職・牧師夫人懇親会を企画・検討しております。先生方と
お会いできるのを楽しみにしておりますのでご期待くださいませ。

全国聖会のお知らせ

　　女性教職の皆さん、11月は教団総会が開かれます。昨年、「総会
議員に女性枠を新たに３名設ける」という議案がなされ、承認されず
に継続審議になったことをご存じでしょうか？

愛する女性教職、牧師夫人のみなさん
『Women in Ministry』に投稿してみませんか？

内容　 ●女性活躍推進準備室に期待すること(100文字以内)
　　　 ●女性教職として教団に希望すること(100文字以内)
　　　 ●自身の活動　　　●オススメ書籍や映画
　　　 ●時短レシピ　　　●四コマ漫画　
など、是非シェアしてください。
みなさんの投稿を、室員一同心よりお待ちしています。
（投稿が多い場合、掲載できない場合があります）
　　　　　　　　　　

フリー投稿募集案内

3



　2018年11月、２名の女性教職が教団の企画室員になり、2019年
の教職研修会で、女性教職・牧師夫人の懇親会が企画されました。

　懇親会の目的は、

　それにより「伝道牧会のシェアグループ」と「教団の現状を知り考え
るグループ」という２つのグループを設定し、先生方に希望のグループ
に参加して戴きました。
　実施後、「伝道牧会のシェアグループ」に参加してくださった先生方
からは、大変良い交わりを持つことができ、有意義だったという感想を
多く戴きました。また「教団の現状を知り考えるグループ」に参加して
くださった先生方も思っていた以上に多く、２８名の先生方が参加く
ださり、３グループに分かれて建設的な意見交換を行うこともできま
した。ただ反省点としては、懇親会の企画発表とその目的が周知され
ていなかったことが挙げられます。それは２名の女性教職が企画室員
になったのが教団総会後であり、準備着手が時期的に遅くなってし
まったからでした。

　2019年2月の女性教職・牧師夫人懇親会によって得られたことと、
当日行ったアンケートを基に、企画室で以下のことが話し合われまし
た。

　教団方針にも女性教職の登用を推進するということもあり、昨年、
女性活躍推進準備室が誕生致しました。そして、理事会により、今年２
月の教職研修会には再び女性教職・牧師夫人懇親会（夕食会）が企画

　アンケートを通して非常に強く感じたのは、先生方が「孤独な戦い」
をされているということでした。教会を支えながら、ある先生は夫であ
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ますが）、新しい情報を得ることが出来、語る場、聞く場など、ある意味
発散の場がある反面、女性は内を守っている感があり、閉塞感を生み
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人との交わりも少なく、情報も入らないで孤立し、抱えている問題がゴ
ールの見えないエンドレスなことに感じ、漠然とした不安感を持たれ
ている方もおられるかもしれません。
これらの背景には日本独特の女性観がまだ根強く支配しているので
はないか、と考えさせられました。女性は家庭内（或いは教会内）をし
っかり守ることが仕事で、不平を言わず、人に漏らさず、我慢し、乗り越
えていくのが日本女性の美徳であるという特有の意識が、女性にも男
性の中にもあり、今だ、無意識の中に影響を与えているのではないで
しょうか。

　『フェミニスト神学』をご存じでしょうか?
　「フェミニスト神学とは、キリスト教における解放の神学を特に女性の経験と視点から提唱したものと言うことができる。しかし単
に女性の視点からの光を既存の神学に照らすというだけではなく、古代から現代に至る諸文献（聖書含む）に内在する、いわゆる父
権制的発想とその影響を明らかにすることによって、最初期キリスト教の姿とメッセージをより豊かに、かつ正確に再構築、復元しよ
うとしている。」 1) とあり、これだけ読むと、新しい視点で聖書を読むきっかけを提供してくれるように感じます。
　例えば創世記1:18.に出て来る「助け手」ですが、ヘブライ語では神を言い表すために用いられている言葉であり、決してアダムよ
り、劣っている者という意味はないのです。2) にもかかわらず、「最初にアダムが造られ、エバはその助け手として造られた」というこ
とに、人々が持つ父権制の影響によって、「エバ(女性)は、アダム(男性)に単に従属する者である」というイメージが作られました。
フェミニスト神学によって今までの解釈側が間違っていたかもしれないということを教えられ、本当は聖書はどのように語っている
かを考えさせられた一つの箇所でした。
　けれどもフェミニスト神学は正統な教義ではありません。父権制の強い影響を受けていた主イエスや弟子の言動や行為も、間違
いだったと解釈しているからです。それは主イエスが神であられることを否定することであり、「聖書は、逐語的に神に霊感されてい
るもので、人間に対する神の啓示であり、信仰と行為の誤りのない権威ある規範である」3） という私たちの信仰規範に反します。
　その他にも問題があって、フェミニスト神学に私たちは同調しませんが、「女性の視点で聖書を読むこと」や「女性の語る聖書(説
教)」ということで、アッセンブリー教団の女性教職・牧師夫人の方々がどんどんメッセンジャーとして用いられたら、本当に素晴らし
いと思います。

『女性の視点から聖書を見る』 室員  野川

　このコーナーでは投稿を募集しています。ぜひエッセイ
やショートメッセージ、女性の視点から聖書を見ることに
関する感想をお寄せください。　　　　　　　　　　

　今年の6月より、リニューアルした教職専用ホームページが稼働しました。アカウント登録はお済でしょうか。アカウント登録には、教職であるこ
とを証明する「認証コード」が必要です。認証コードを紛失したという方はお気軽に教団事務所までお問い合わせください。すぐに再発行すること
ができます。登録方法は以下のQRコードのチュートリアル動画をご参照ください。

とても便利！教職専用ホームページ 境港キリスト教会  長谷川 忠幸師

　私は、恥ずかしながら教職になって教団からの弘報やその他のメールを読んだことがほとんどありませんでした。理由は、弘報は、教団住所録で
登録されているメールアドレスにのみ送られるため、そのアドレスを管理している夫のところで止まってしまいます。紙の弘報も、夫の書斎のところ
で止まり、よほどの理由がない限り私が見ることはありません。教職になってすぐに子供が生まれたこともあり、教団のことは夫から必要なことだ
け聞けば良いという感じで、今まで教団の働きについて把握しないままでいました。
　

　　　　　　　　　　

教職専用ホームページを使ってみて

　今回新しくなった教職者専用ホームページはスマートフォンでも閲覧でき、また自分のメールアドレスでアカウント登録ができるようになったお
かげで、簡単に弘報や教団の様々な動きを確認することができるようになりました。さらに、電子版の住所録が使えるので、教区会など外出先でも
住所録を開くことができるようになりました。また、教会報告書や教会会議議事録などの管理もすべてこのホームページで出来るので「後からとり
かかろう」という事が少なくなりました。
　このホームページを用いて、今後は積極的に教団の働きを把握し、まずは教団と諸教会の働きの祝福のために祈っていこうと思いました。
　　　　　　　　　　

　このホームページでは、弘報を始め、教団から送られるすべての情報が掲載されています。医療費補助申請や、承認
申請書などのテンプレートもすべてダウンロードすることが出来ます。また、教団住所録の宛名をシールプリントするこ
とができ、さらに、ホームページ内で毎月の教会報告書などを送付することもできます。また、教団の新しいロゴや、教会
報告書や教会総会の議事録を自動作成するエクセルデータがホームページ内の「ダウンロード」という項目からダウン
ロードすることが出来ます。
　パソコンだけでなく、タブレット端末やスマートフォンからも閲覧することが出来ます。是非、アカウント登録がまだの
方は是非、登録をお済ませになり、教職専用ホームページをお使いいただけましたら幸いです。先生方のお働きの上に
主の豊かな祝福がありますよう心よりお祈り申し上げます。
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境港キリスト教会  長谷川 律子師

参考文献　     ウィキペディア
　　　　　     フェミニスト視点による聖書読解入門
                    フィリス・トリブル
                    基本的真理に関する宣言　伊藤顯榮
　　　　　　　　　　

女性活躍推進準備室  　　室長：中里恵美　　室員：野川悦子　　趙 善江　　三箇豊実
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