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　余命一カ月
　教会の近所に住むクリスチャン女性のＩさんと出会ったのは9年前。お母様が危篤の時に出会い、それから依頼されると
様々に助けて来ました。最後に教会に来られたのが1月２２日。食欲がないと言います。歩けないと言うので歩いて数分の家
に車で送りました。次の火曜日、頼まれた用事に併せて妙なゲップが気になり、お節介を発揮して病院にお連れしました。腹
水がたまっていると言われ紹介された病院を受診。緊急性はないとの診断で一週間後に検査結果を聞きに行く事になりま
した。身寄りのない彼女に翌日届け物をし、金曜に伺った時は玄関先で動けなくなっていました。彼女を抱えて車に乗せ救
急外来に行き、翌日受け容れて下さった大学病院では複数の癌があると言われ、10日目には余命一カ月宣告、全身に癌が
転移していました。彼女が関りを絶っていたお姉様と奇跡的に連絡が取れ、遺品が聖書の言葉に溢れていたことから葬儀
を頼まれました。天に帰ったのは病院を受診してから一カ月後でした。

「愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも
 幸いを得、また健康であるように祈ります。」（Ⅲヨハネ１：２）

巻 頭 言
心も体もお元気でありますように！

　健康診断
　忙しい！その一言で月日はあっという間に過ぎて行きます。礼拝、委員会、教団総会、聖会等が終わるとホッとしますが
待っていても食事は出て来ません。一人の時は疲れてバタンと休めても、家族がいればそうはいかない。多少無理しなけれ
ば牧会、家事、家族のこともこなせません。しかし！元気でいてこそ主の働きが出来ます。皆さん健康診断を受けていますか。
Ｉさんは一度も受診したことがありませんでした。
会社勤めの頃は社員の義務で受診、伝道者になってからは忙しくて後回しにしていた私も、健康管理は牧師の務めと考え
を変えました。最低でも市民の権利として無料で受けられる特定検診、月千円ほどを一年貯めれば市の補助を受けて人間
ドックも受けられます。厚生部では生涯に5回検診補助して下さるので人生の節目にはしっかり健康チェックしませんか。

　良い関係
　弱い所を見せたくないし、元気な時は何でも出来るし、一人は気楽です。それでも困った時、悲しい時、
動けない時、一人ではどうしようもない時に助けを呼べる人はいますか。今は大丈夫でもいつかは誰かの
助けが必要な日が来ます。祈り合い、助け合える良い関係を築き、決して孤独にならないで下さい。
 I さんを天に送って、心からそう願っています。
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『見つけた子育ての喜び』

　「私は20年以上も前に、当たり前のように一人
で子育てをしていた母親たちの光景に心が痛み、
一人でやり切れずに命を絶つ程の母親たちの葛藤
を見るにつけ、なんとかしなければという思いが次
第に強くなってきました。」・・・バーバラ・バウマン
師の言葉です。
　著者であるバーバラ・バウマン師夫妻は、アジア
ンアクセスの宣教師であり、東京メトロチャーチの
開拓当初から、大変お世話になりました。

　林 恵美子

　今年、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の各委員会で活躍する女性教職の方々をご紹介します。
そのお働きと、ご健康のため覚えてお祈りください。

※ 重複している奉仕もありますが、２９名

著者  バーバラ・バウマン
発行  ファミリーフォーラムジャパン

本人にもぴったりとくる子育ての教えが、日本語と
英語で書かれていることです。またテーマごとにス
モールグループで話し合うためのヒントが豊富で
あることです。

　

　私自身、この本を使って娘たちの学校や教会で
多くの学びをしてきました。学びを通して、参加者
の目が開かれ、悔い改めや安心感、子育ての方向
性が与えられました。聖霊が豊かに働かれ、参加
者が涙して話合う光景は、感動的なものでした。
この本を、心から推薦いたします。　この本がすばらしいのは、聖書を土台とした日

2022年教団人事表より女性教職のみ一覧でご紹介

新規教団加入者研修PT 中里恵美

信徒教育プログラムPT 中原信恵

企画室 野川悦子・神山美由紀

月間アッセンブリー 岡山志伸

総務局  総務部 中里恵美

祈祷推進委員会（長）増田篤子・阿部栄子

財務局  財務部 岡山志伸

伝道局  国内伝道部 中原信恵・天野百合香

海外伝道部 チュアめぐみ・（北野ジョイス）

ろう者伝道部 五島靖子・郡 美矢・布施和恵

青少年伝道部 森下真理子・（北野ジョイス）

教育局  教会教育部 綾部クリスチーヌ万里子

教職局  厚生部 杉浦明子・重本百合子

教職ケア室 柿谷孝子・生武のぞみ・中里恵美

女性活躍推進室（長）中里恵美・野川悦子・
三箇豊実・趙 善江・林 恵美子

コンプライアンス準備委員会 田中絹子・野口友代

教区長 北海道：細川るり　　　　 東北教区：三箇豊実
関東北東教区：中里恵美　東海教区：内村尚子

厚生審議会 中里恵美・生武のぞみ

全国聖会実務委員会 中里恵美・土屋真愛

創立75周年記念誌編纂委員会 ラウジー満世

教師検定委員会 ラウジー満世

中央聖書神学校  理事 田中絹子

ろう者主任 郡 美矢

書籍紹介
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　今年度も新たに、各教区から１名ずつ協力委員の先生方が立ち上がって
くださいました。女性活躍推進室と教区の女性教職・牧師夫人をつなぐパ
イプ役を担ってくださる先生方を感謝を込めてご紹介します！

皆さんを知りたい！と
３つの質問をしました
①特技
②最近はまっていること
③おすすめのお菓子

関東北東教区
色川 悦子

①音で（ピアノ）祈ること
　リスク回避の算定管理・料理・傾聴
②愛犬ラブラドールとの散歩
　キャンプやバーベキュー
③ポケットコーヒーエスプレッソチョコ

北海道教区
日吉 洋子

①－20℃を超える中で生きていくための
　生活環境適応能力。日常の凍結対策
　や、状況を判断する中での最低気温の
　予想と室温や体調の管理。
②昨年から同居している母の認知症改
　善への取り組。
③毎年秋発売の「カルビーポテトチップ
　ス」津別産じゃがいも使用。紋別の喜
　信堂・北燦菓の「流氷」。ケーキ生地に
　ドライフルーツが入っており、その上に
　ホワイトチョコ。その形が美しく流氷を
　表現していて甘さ控えめで美味しい。
　懐かしい昭和な包装。

関東南西教区
林 恵美子

①何でも笑いに変えてしまうこと
②フィットネス
③ルタオ　チーズケーキ

東海教区
西宮 美樹

①数字パズル
②レッサーパンダ鑑賞
③マルセイのバターサンド関西教区

趙 善江

①韓国語通訳とピアノ伴奏
②週一10000歩散策
③アンリ・シャルパンティエの
　フィナンシェ

北陸教区
込尾 あや

①焚き火をしてこんがりとマシュマロ
　を焼くこと
②最近ドールハウスキットを買って
　ドールハウス作り
③「パルム」冬限定ダブルチョコという　
　アイス

沖縄教区
小渡 よしあ

①幼児の見守り
②息子と一緒にナイトdeライト応援する
　こと
③しまドーナッツ(しま豆腐とおからの焼
　ドーナッツ)

九州教区
上田 恵美子

①神学校（関西分校）時代に覚えた
　ギリシャ語の賛美
②温泉に浸かること
　日常を忘れてリラックス
③ブルボン”チョコ＆コーヒービスケット”

四国教区
井桁 幸枝

①なんちゃって外国語の真似
②モールス信号を覚えること
③クッキーアンドクリーム・プレミアム　
　ポップコーン（冬季限定商品）

中国教区
川西 映子

①猫や犬と短時間で仲良くなること
②庭木の剪定作業
　お気に入りの剪定用ハサミとノコギリ
　は必需品！
③じゃがりこ九州しょうゆ味

①特にナシ
②最近、顔のスキンケア
③UHA味覚糖おさつどきっプレーン味

東北教区
布施 和恵

2022年 教区協力委員のご紹介



アンコンシャスバイアスの解決
室員  野川悦子

　Women in Ministry vol.3 の「学びのコラム」でアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)について触れました。少し
長い元原稿は教団HPの女性活躍推進室のコーナーに保存されており、Ⅰ）アンコンシャスバイアスとは何か、Ⅱ）その種
類、Ⅲ）それが起こる理由、Ⅳ）影響、Ⅴ）教会、教団にとって大切なこと、を記載しています。
　アンコンシャスバイアスは多岐に亘って存在し、こどもから大人までが持ち得るものです。今回はアンコンシャスバイア
スの解決策を考えてみましょう。

　「無意識バイアスが日本の女性活躍を妨げている」1）の中で著者は、ビル・ゲイツの妻、メリンダ・ゲイツの論文を上げ
ていますが、彼女は女性支援活動を通じて自分の無意識バイアスを自覚するようになり、夫との関係が良くなったと記述
しました。でもそうなる前にメリンダが夫の3か所で行っていた経営の論文の一か所を自分が担当したいと言ったとき
は、夫婦関係が壊れるかもしれないと思うほどの大喧嘩をしたそうです。妨げとなっていたのは「男は外、女は内」「男は仕
事、女は家庭」という社会通念でした。メリンダは論文を通し、米国で女性がもっと権限と影響力を持つことで、真の男女
のパートナーシップを実現しようと呼びかけています。そしてそのために、①女性を押し留めてしまっているさまざまな社
会慣行をやめる、②社会に影響力の大きい重点産業で、女性の人数と影響力を高める、③政府や企業など、既存の仕組
みに対し、外部からプレッシャーを与え続けることの重要性を上げました。

　著書「7つの習慣」で有名な「フランクリン・コヴィージャパン」の「アンコンシャスバイアス」を改善するプログラムに
は、①バイアスを特定し、行動、意思決定、パフォーマンスに対する影響を認識する。
　 ②個人的な交流によって共感と好奇心を高め、バイアスを明るみにし、検証していく。
　 ③勇気を持ってバイアスに立ち向かう方法を探求し、誰もが尊重され、チームの一員として受け容れられ、大切に思
      い合う空間を作る。 個人のパフォーマンスや他者のパフォーマンスを抑制するバイアスに対処するための行動に   
      最大限努力をしていく。
とあります。組織的、積極的、体験的にアンコンシャスバイアスに立ち向かっていくには良い研修となるでしょう。

　「あなたにもある無意識の偏見アンコンシャスバイアス」にはアンコンシャスバイアスに気づいて、これから脱する為の
7つのステップが記述されています。２） 
　①相手と自分を置き換える　②自分を振り返る　③対話してみる　④多様性を認める
　⑤自分の得を考える　⑥自分も変われると信じる　⑦誰も自分の未来は分からない(未来の安心のために)

　アンコンシャスバイアスにとらわれるのではなくこれらを参考にし、社会の変化や多様性にも対応して、神様が喜ばれ、
人も自分も気持ちよく賜物を活かせる場を作っていけたら幸いです。

（このコラムの内容は、教団HP女性活躍推進室に更に詳しく掲載されます。）

室長
中里恵美

教職局
女性活躍推進室
室員紹介

室員
野川悦子

室員
三箇豊実

室員
趙 善江

室員
林 恵美子

１ 制度だけでは変えられない「無意識バイアス」が日本の女性活躍を妨げている　篠田真貴子　
   2020年11月号論文電子版　ダイヤモンド社
２ あなたにもある無意識の偏見アンコンシャスバイアス参考　北村英哉　2021年　KAADE夢新書
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学びのコラム

女性活躍推進室という名称について

　理事会より命名された「女性活躍推進室」に関して、女性は十分活躍しているのでこの名称は不適切ではないかというご意
見を戴き、室内で検討致しました。その結果、これは女性が活躍していないということではなく、内閣府が政策として出し、現代
社会に浸透している「女性活躍推進」をイメージしているものと捉えることが出来るので、あえて変更せず、継続して使用するこ
とに致しました。ご理解戴けましたら幸いです。　



2022年

プログラム
１. 全体の分かち合いタイム
２. グループに分かれての学びタイム

グループAグループA 女性のリーダーシップ ～教会における女性リーダーの苦悩と可能性～

オンライン
女性教職・牧師夫人の集い

主催　日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 女性活躍推進室

グループBグループB 牧会と子育て ～胎児期から成人期のケア～

1989年CBC卒。港南開拓を命じられ今日に至る。認定心理士。ルーサーライス神学
大学院卒、牧会学博士。2001年よりCBCで授業を担当、現在は牧会リーダーシップ
論、個人伝道法、女性の牧会。

５月13日
午前10時～11時半  ［ Zoom ］

總神大学大学院キリスト教教育学科MA修了『キリスト教胎児教育の可能性に関す
る研究』（韓国）『キリスト教カウンセリング 理論と実際』（鄭正淑著、趙善江訳 いのち
のことば社)

A・Bの2グループに分かれて、学びと分かち合いの時を持ちます。

講師 ： 野川 悦子

講師 ： 趙 善江

申し込みは、後日送信される「Googleフォーム」にてお願いします。

港南シオンキリスト教会牧師

西宮アガペー教会 伝道師


