
田 �9・8 9・15 10・6 1012 �全体協議会：安行教会創立記念日の再検討 役員会：春日部墓苑の管理費支払い、契約書再発行の件、承認。 臨時役員会：①井崎貞子さん（84歳、来会1年未満）の受洗志願の件、②関谷 孝輝さんの病床洗礼の件を協議、それぞれの事情を鑑みて承認。 臨時教会総会：教会史は、①1950・3・7矢部登代子姉宅にて「聖書の集い」始 まる、②1951・4越谷教会・安行集会開始、・31964・4安行伝道所設立、と記 載し、教会としては設立記念日を祝うことを決議。 （安行教会初の）病床洗礼・聖餐式（川口誠和病院）受洗者：関谷孝輝兄。 司式：田中かおる牧師出席：役員3名、会員6名。以後、毎月病床聖餐式。 アジア学院収穫感謝際参加（西那須野）：ナシマさんと再会。7名参加 � � � 

11・3 �聖徒の日：礼拝後に墓地の点検も兼ねて墓前祈祷会（春日部墓苑）9名参加。 

12・13 �県南四市「クリスマスの夕べ」、連合聖歌隊4名、その他に6名参加。 

20031・26 　3・9 �信仰告白式準備会：信仰告白志願者（田中守：未陪餐会員）、保護者、伝道委 �針田節子 �村本精一 �半田利枝 

委員、田中牧師の4名。合計5回（1・26、2・9、2・16、2・23、3・9） 信仰告白式特別試問会（3・9、4・13） �◆田中守 �村本真里子 �（客員：伊藤多恵子） 

3・9 �役員会：田中牧師任期継続（2003～2007年度）を承認。定期総会に上程を決議。 

3・16 4・20 �臨時教会総会：日本基督教団安行数会規則の変更（第33条）、加筆（第34条） を協議し、役員会提案を承認。 イースター礼拝：洗礼式、（教会初の）信仰告白式、聖餐式執行。 

4・27 8・3 �定期教会総会：①2004年教会設立年に記念礼拝（イースター礼拝）と記念誌作 成（写真と年表限定）を役員会が提案、承認。2004年クリスマスに記念誌 

中 ��発行予定。②田中牧師任期更新、承認。③教会規則変更（34粂）に伴い、役 員の選出は6名で執行。④研修会の学びを経て、礼拝順序を若干変更する 

牧 師 ��ことを承認。⑤中高科は第3日曜日に変更提案、承認。 平和聖日：第1回戦争体験談を聞く会開催。語り部：井崎貞子姉、18名出嵐 

11・2 12・5 �聖徒の日：礼拝後、墓前祈祷会の予定であったが、現地で草加教会と重なっ た為、合同の墓前礼拝をした。今後も合同でしていく意向を確認。 県南四市「クリスマスの夕べ」連合聖歌隊4名参加、他に10名。 

時 �12・14 �全体協議会：隣接地の件の経過報告と、購入する方向を承認。 
12・21 �クリスマス祝会：壮年＆青年会がページェントを演じる。 

代 �12・28 �島隆三先生説教・送別感謝愛餐会：仙台へ転任なさる先生に感謝して。 説教「主イエスの祈り」礼拝出席31名、感謝会出席15名。 

2004・4・11 �設立40周年記念イースター礼拝（洗礼式、聖餐式）・感謝会：前史10年の写真 �村上晋一 � �（客員：谷本重己） 

（H16） �公開。不足している情報や写真収集の協力を呼びかける。 （今回の写真掲載は、イースターまでとする） 

5・23 8・1 �ロング小枝会開始：毎月第4日曜日の小枝会は、少し長い時間で開催（礼拝 後30分）、田中牧師担当。 平和聖日：第2回戦争体験談を聞く会：村本真里子姉。24名出嵐 � � � 

8・18～ �教会外壁塗装工事　施行者：砂原組，コンサルタント：ヴォーリス社 

9・14 �教会外壁塗装及び内装（業者サービス）工事引き渡し 

9・19 �上諏訪教会と合同研修会　於：八ヶ岳原村ペンション『ムジカ』 

～20 �参加者　安行教会：16名、上諏訪教会：16名 

11・7 �聖徒の日礼拝。墓前礼拝（草加教会）。墓前礼拝出席者 

12・3 �県南四市「クリスマス音楽の夕べ」連合聖歌隊3名、他5名出席。 

12・24 �『安行教会教会創立40周年記念誌』発行300部 



40周年記念誌

日本キリスト教団　安行教会

特別伝道礼拝■記念礼拝暮記念集会
会堂献堂（1980・2・10）以後

年 �項　目 �月　　日 �講師・説教著名（括弧内は当時の所属名） �講演題・説教題 �人数（子供） 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 �会堂献堂式（赤井） �2・10（日） �司式：向山自助牧師 �『なぜキリストを信じるか』 �33（6） 

特別伝道集会（19時～） �3・30（日） �島村亀鶴牧師（富士見町教会） ��79（14） 

献堂記念特別集会 �4・12（土） �高木幹太牧師（北千住教会） 　〝 勇智勝牧師（館林教会） �『裸を恥じない人間』 �51（19） 

〝　　礼拝 �4・13（日） ��『イエスはどういう方か』 �38（9） 

特別伝道礼拝 �1・25（日） ��『新しい家族』 �28（14） 

献堂記念特別集会（1周年） �2・14（土） �青木敏和牧師（鹿島教会） 　〝 高木幹太牧師（北千住教会） �『あなた自身の発見』 �38（9） 

〝　　伝導礼拝（〝） �2・15（日） ��『友と出会う日』 �37（17） 

特別伝道礼拝 �3・22（日） ��『神の真実』 �26（13） 

秋の特別伝道集会 �9・5（土） �加藤正義先生 〝 石川和夫先生 〝 上川嬰児宣教師（元安行教会） �『我に来れ』 �50（18） 

特別伝道礼拝 �9・6（日） ��『我に従え』 �29（23） 

献堂記念特別集会（2周年） �2・13（土） ��『どんでん返し人生』 �40（11） 

〝　　礼拝（〝） �2・14（日） ��『未知への出発』 �30（12） 

特別伝道礼拝 �4・25（日） ��『愛をもって行いなさい』 �22（18） 

特別伝道礼拝 �5・23（日） �石橋秀雄牧師（越谷教会） �『絶望を越えて』 �18（13） 

特別伝道礼拝 �9・19（日） �満丸　茂牧師（大宮前教会） �アシュラム �21（8） 

特別伝道礼拝 �10・17（日） �鈴木一義牧師（春日部教会） �『空の鳥・野の花に学ぶ』 �34（16） 

献堂記念特別礼拝（3周年） �2・6（日） �向山自助牧師 �『祈りの勝利』 �29（20） 

春の特別伝道集会 �4・9（土） �林田秀彦牧師（聖学院校長） 〝 島崎光正先生（詩人） 〝 石橋秀雄牧師（越谷教会） �『三角の愛』 �42（15） 

〝　　礼拝 �4・10（日） ��『喜びを数える人生』 �43（14） 

秋の特別伝道集会 �9・10（土） ��『弱さを誇る』 �65（25） 

〝　　礼拝 �9・11（日） ��『イエスキリストの名によって歩きなさい』 �36（19） 

献堂記念特別礼拝（4周年） �2・26（日） ��『今本当のことがわかった』 �17（12） 

春の特別伝道集会① �4・28（土） �林田秀彦牧師（聖学院校長） �『主キリストに知られて』 �36（11） 

秋の特別伝道集会② 〝礼拝 第二種教会設立記念礼拝 �9・8（土） 9・9（日） 10・14（日） �W・Gクレーラ先生（女子聖学院短大学長） 　〝 島村亀鶴牧師（富士見町教会） �『人生のプリズム』 『キリストの体なる教会』 �40（11） 25（9） 29（17） 

献堂記念特別礼拝（5周年） �2・24（日） �松本頼仁牧師（鶴川教会・さふらん幼稚園） �『もはや僕でなく子である』 �21（16） 

春の特別伝道集会 �4・6（土） �後藤牧人牧師（町田教会） 　〝 江川永牧師（西池袋教会） �『神様のやり方』 �21（11） 

〝　　礼拝 �4・7（日） ��『とり残されない生涯』 �30（16） 

献堂記念特別集会（6周年） �2・16（日） ��『神の帯』 �31（18） 

春の特別伝道集会 �4・26（土） �菊池いう牧師（深谷教会） 〝 後藤牧人牧師（町田教会） 〝 松本頼仁牧師（鶴川教会・さふらん幼稚園） �『人生の優先順序』 �39（0） 

′′　　礼拝 �4・27（日） ��『愛の働き』 �21（7） 

秋の特別伝道集会 �9・7（土） ��『お金のない人もできる財産形成』 �38（5） 

〝礼拝 献堂記念特別礼拝（7周年） �9・8（日） 2・8（日） ��『思いわずらいが止められる』 『キリスト知り給う故に』 �26（10） 26（9） 

春の特別伝道集会 �4・11（土） �林田秀彦牧師（聖学院校長） 　〝 『映画の夕べ』 ��41（10） 

〝　礼拝 秋の特別伝道集会 �4・12（日） 10・17（土） ��『明日を信じて』 『ハンドベル音楽の集い』 �19（4） 34 

秋の音楽特別集会 �11・1（日） �日本ハンドベル連盟 ��51 

特別伝道集会 �2・7（日） l �入江　博牧師 �『私について来なさい』 �25（4） 

入江　琴姉 �『天の窓』 



献堂記念特別礼拝（8周年）

特別伝道集会

特別伝道礼拝

献堂記念特別集会（9周年）

秋の特別伝道集会

献堂記念特別集会（10周年）

特別伝道集会

秋の特別伝道集会

献堂記念特別礼拝（11周年）

秋の特別伝道礼拝

夏の特別伝道礼拝

秋の特別伝道礼拝

特別伝道礼拝

2・21（日）

9・24（土）

10・16（日）

2・19（日）

11・12（日）

2・4（土）

2・25（日）

10・6（土）

2・17（日）

10・27（日）

7・5（日）

12・6（日）

11・28（日）

《1994・4・20（水）安行教会礼拝堂・牧師舘焼失》

会堂献堂式（安行原）

献堂感謝礼拝

献堂感謝講演

クリスマス礼拝

クリスマス燭火礼拝

クリスマス・イゲ音楽礼拝（19時半～

5・19（日）

6・23（日）

6・23（日）

12・21（日）

12・24（水）

12・24（木）

熊野清子牧師（武蔵野教会）

石橋秀雄牧師（越谷教会）

入江　博牧師

木村知己牧師（衣笠病院チげレン）

有馬歳弘牧師

向山自助牧師（安行教会）

西谷幸介先生（聖学院大学宗教主任）

杉原助牧師（安行教会）

木村知己牧師（衣笠病院チげレン）

石橋秀雄牧師（越谷教会）

杉原助牧師（安行教会）

宍戸　寛氏（信徒伝道師）

石丸俊彦氏（富士見町教会長老・裁判所裁判官）

司式：岡本不二夫牧師（埼玉地区長）

佐竹明牧師（フェリス女学院大学学長）

杉原助牧師（安行教会）

演奏：ハンドベル連盟クアイヤー

『魂のやすらぎ』

『神は愛なり』

『弱い私達を助ける方』

『生きて輝く』

『葡萄園の響』

『お言葉を下さい』

『不安の報酬』

『思い煩いをゆだねて』

『人を輝かす力』

『持って入れない荷物』

『備えたもう主の道を』

『現代における大義と小義』

演奏：東洋英和高等部ハンドベル部

『新しい出発』

『父としての神』

『救いのしるし』

演奏：東洋英和高等部ハンドベル部

杉原助牧師（隠退教師）、ピアノ：伊藤多恵子、フルート目黒裕子、デァイオリン：目黒雅子

説教：田中かおる伝道師（安行教会）　　　『暗闇の中の光』

オルがン：伊藤多恵子、フルート：目黒裕子、歌：島田結実

1999　　　《田中かおる伝道師時代・1999年に、毎月の聖餐礼拝を伝道礼拝と位置付けた（～2000・11）下記の外部説教者が聖餐式執行》

①秋山徹牧師（上尾合同教会）②石橋秀雄牧師（越谷教会）③井本克二牧師（平和学園）　④伊藤地塩牧師（隠退）

⑤近藤勝彦牧師（東神大）　⑥島隆三牧師（西川口教会）⑦高橋悦子牧師（桶川伝道所）⑧棚村重行牧師（東神大）

⑨朴患部牧師（東神大）　　⑲T．J．へイスティングス宣教師（東神大）　⑪松永希久夫牧師（東神大）

⑫様方信彦牧師（無任所）

へ○ンテコステ特別伝道礼拝

クリスマスげ音楽礼拝（19時半～）

音楽とトークのひととき

クリスマス音楽伝道礼拝（14時～）

クリスマス音楽伝道礼拝（14時～）

クリスマス音楽伝道礼拝（19時半～）

クリスマス音楽伝道礼拝（14時～）

教会設立40周年記念イースター礼拝

⑬李秋雲牧師（緑聖教会／中国語礼拝）　　⑭G．レーマン宣教師（東神大）

5・23（日）

12・24（金）

3・5（日）

12・23（土）

12・24（月）

12・24（火）

12・23（火）

4・11（日）

李秀雲牧師（緑聖教会）

説教：田中かおる牧師（安行教会）

『後で、わかる』

『神は愛』

オルがン／ピアノ西原千裕、フル小：目黒裕子、歌：島田結実

ゲァイ刑ンと証：久保田巧氏14：00～16：00

説教：田中かおる牧師（安行教会） 『世界で初めのクリスマス』

ゲァイオル：久保田巧、フル小：目黒裕子、オルがン／ピアノ：西原千裕

説教：田中かおる牧師　　　　l『切株から若枝が育つ』

オルがン：伊藤多恵子、フルート目黒裕子、ピアノ：西原千裕

メッセージと音楽：トター藤正信牧師・和子夫人

説教：田中かおる牧師（安行教会）

『地には平和』

『地には平和』

ハントヽ恥東洋英和中高ハンドベル部＆めだかふあみりいハンドベル部

田中かおる牧師（安行教会） 『私を呼んで下さる方』

31（3）

52（3）
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40周年記念誌

日本キリスト教団　安行教会

会全体修養会・研修会記録
回数 �年　月　日 �場　所 �講　　師 �主　　　題 �聖書箇所 �人数（子供） 

1 �1971・8／16～18 �山中湖 �上川嬰児 �教会前進 � �19 

2 �1972・8／18～20 �東洋英和追分寮 �勇　智勝 �神に喜ばれる生きた聖なる供え者 �ローマ12：1～2 �23 

3 �1973・8／17～19 �東洋英和追分寮 �藤井炉草 �主イエスのいますところ・そこに � �22（8） 

4 �1974・8／24～26 �東洋英和追分寮 �印南真人 �主を求めよ、されば生くべし �マタイ6：25～34 �15（8） 

5 �1975・8／24～26 �東洋英和追分寮 �鈴木一義 �祈り一祈りの精神－ �マタイ7：7～8 �18（11） 

6 �1976・8／21～23 �日本信販山中寮 �有沢僚悦 �信仰と生活 �ルカ6：46～49 �20（15） 

7 �1977・8／20～22 �日本信販山中寮 �有沢僚悦 �信仰と行い �ルカ18 �26（15） 

8 �1978・8／5～7 �日本信販山中寮 �藤井炉草 �大枚者なる主イエス �ローマ12：1～6 �16（3） 

9 �1979・8／4～6 �日本信販山中寮 �向山自助 �聖書を読もう �ペテロ第一2：18－25 �16（4） 

10 �1980・8／3～5 �日本信販山中寮 �向山自助 �伝道一主なるキリストを宜べ伝える－ �マルコ1：35－45 �19（24） 

11 �1981・8／2～4 �日本信販山中寮 �向山自助 �礼拝 �コリント第一14：25 �14（16） 

12 �1982・7／25～27 �日本信販山中寮 �向山自助 �キリストの体である教会 �エペソ1：23 �15（20） 

13 �1983・8／7～9 �日本信販山中寮 �向山自助 �聖霊による一致 �ピリピ1：27 �15（19） 

14 �1984・8／5～7 �日本信販山中寮 �向山自助 �主にある交わり �テサロニケ第一5：16～18 �12（14） 

15 �1985・7／31～8／2 �下田ハレルヤ館 �向山自助 �ヨプに学ぶ �ヤコブ5：11 �18（19） 

16 �1986・8／3～5 �日本信販山中寮 �向山自助 �自然の中の賛美と交わり �ヨハネ10：16 �13（14） 

17 �1987・8／30 �安行教会 �小海貴之助 �安行教会と私たち � �26（9） 

18 �1988・10／9 �安行教会 �中村　真 �信仰の交わり � �18（9） 

19 �1990・10／28 �安行教会 �杉原　助 �自由をめざして一説教について－ � �16 

20 �1991・7／28～29 �丘の上記念会堂 �杉原　助 �信仰告白の再検討 � �15（2） 

21 �1992・7／26～27 �丘の上記念会堂 �杉原　助 �礼拝とわたし �ローマ12：1～2 �14 

22 �1993・7／25～26 �丘の上記念会堂 �杉原　助 �私の隣人とはだれですか �ルカ10：25～29 �21 

23 �1994・7／24～25 �丘の上記念会堂 �杉原　助 �聖書をどう読むか �マルコ4：23～25 �17 

24 �1995・7／29～30 �丘の上記念会堂 �杉原　助 �新しい会堂・新しい教会 �エフェソ4：12～16 �18 

25 �1996・8／4 �安行教会 �杉原　助 �ヒロシマから学ぶべきこと �マタイ5：9 �21 

9／14～17 �宿泊：廿日市高齢者ケアーセンター ��広島学習の旅 ��16 

26 �1996・10／20 �安行教会 �杉原　助 �原子力発電について � � 

27 �1997・9／14～15 �東洋英和追分寮 �（無牧時代） �コイノニア（交わり） � �17 

28 �1998・7／19 �安行教会 �田中かおる �教団の名称変更について � �8 

29 �1998・11／22～23 �ルイエトブコロ（伊豆） �田中かおる �伝道とは � �15（1） 

30 �1999・6／6 �安行教会 �具志堅篤（読谷教会牧師） �第一回沖縄学習会 �沖縄の教会の現場から �19 

8／8 �安行教会 �棚村重行（東神大助教授） 研修委員会 �第二回　　〝 �沖縄と私達 �20 

11／19～22 �宿泊：析ル西武オリオン（那覇市） ��沖縄研修旅行『沖縄を見る、聞く、歩く＆考える』 �読谷教会礼拝： �17（1） 

12／5 �安行教会 ��沖縄研修旅行報告会 �エフエソ6．1～4 �18 

31 �1999・7／7 �安行教会 �TJ．へイステイげス（東神大助教授） �第一回教会教育学習会 � �23 

10／3 �安行教会 �TJ．へイステイげス（東神大助教授） �第二回教会教育学習会 ��20 

32 �1999・9／5 �安行教会 �朴　意郁（東神大助教授） �在日韓国・朝鮮問題学習会 � �25 

33 �2000・11／19～29 �県民活動センター �秋山　徹（上尾合同教会） �礼拝について（礼拝の歴史と構造） � �13 

12／4 �安行教会 �田中かおる �『礼拝について』の研修会報告会 ��18 

34 �2001・7／15 �安行教会 �秋山　徹（上尾合同教会） �礼拝について（ア紺改革教会ビデが礼拝」によって） � �19 

2002・2／24 �安行教会 �大住雄一（東神大教授） �旧約聖書における礼拝 � � 

35 �2002・7／7 �安行教会 �田中かおる �礼拝一安行教会礼拝順序の点検 � �19 

2002・9／15～16 �和泉教会北軽井沢研修所 �S．シ○ユティーン宣教師 �証：宣教師となって 話し合い：礼拝の学びを通して � �16（1） 

36 �2003・8／5～7 �軽井沢南ケ丘クラブ �キスト岡崎宣教師夫妻 �『神が与えるバリヤフリー』 �ヨハネ4：23 �8（1） 

9／28 �安行教会 �田中かおる �地区修養会報告と安行教会礼拝の点検 ��16 

37 �2004・9／19～20 �八ヶ岳へ○ンション・ムジカ �上諏訪教会と合同研修会 西川博彬（上諏訪教会） 田中かおる �主題『祈りと礼拝』 『小さな群れの祈り』 『礼拝』と実践報告 �出3：12、ガラテヤ5：1 �16 



編纂覚書

『安行教会40周年記念誌』の編纂に関して、いくつかの覚書を記すことにした。資料収集に関し

て、収集の状況、必ずしも十分でなかった点、積み残した課題などを記しておくことによって、次

回の編纂の参考になることを願う。

①教会前史については、教会としての資料は、ほとんど無きに等しい。まだ、家庭集会の段階であ

ったこと、親教会との関係も初めから組織的であったわけではないことなどがその理由であろ

う。幸い、たくさんの写真が提供されたので、今回はそこから歴史をたどった。

②そういう状況の中で、『日本基督教団越谷教会七十年史』に、安行集会に関する初期の頃の記

述があり、大変参考になった。貴重な資料を快くご提供下さった越谷教会会員の中村真砂子姉

に、誌面をお借りして心からの感謝を申し上げる次第である。

③伝道所設立後も、しばらくは、役員会記録、教会総会記録が必ずしも十分な形で作成されている

わけではなく、残された情報が少なかった。以下はその覚書である。

・第一回役員会記録は、1965年1月10日と記録されている。議長は伊藤秀美牧師。

・第一回教会総会（1965年4月25日）の記録は週報のみに記載されていた。別途に総会記録とし

て残っているのは第二回総会記録（1966年3月20日）から。

④会員の移動については、逝去者の項を誌面の都合上割愛した。逝去時に現住陪賓会員であった2

名については、受洗者名及び転入者名の項に括弧で逝去年を付記した。別帳会員の逝去に関し

ては、情報が不十分の為、今回は記載を見送った。

⑤用語の統一に関しては、努力したつもりであるが、尚、不備があったかもしれない。ご指摘を頂

ければ幸いである。以下の点を心掛けた。

・講師や説教者の呼称は、当時の肩書を記載した。

・講師や説教者が教務教師であっても、教会を兼任していることがわかっていた場合（協力牧

師など）や牧会経験がある場合は「○○牧師」とさせて頂いた。

・田中牧師の場合は、就任時は伝道師であったわけだが、当初から教会では通称「田中牧師」と

していたため、写真記録は「田中牧師時代」で統一した。伝道師時代は、サブ・タイトルで「伝道

師時代」と記載した。

・講師や説教者、来賓が信徒の場合は、「○○先生」、もしくは「○○氏」とさせて頂いた。ただし、

音楽関係の演奏者についてはこの限りではなく、通常の音楽会などの表記に倣った。

⑥洗礼（病床洗礼）式、信仰告白式に関しては、教会として今後の範囲になると考えられるケース

のみ、該当者の名前を記載した。ご了承頂きたい。

⑦以下の内容に関して情報収集、記録することが、今後の課題である。
・教会学校史　　・役員会の変遷　　・各部会活動史

・教勢史（現住陪賓・未陪賓会員数、礼拝出席者数の変遷）
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