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この夏から始めた教会資料の整聾作業も多くの奉仕者のもと、順調に

進められています。まず、種類ごとに分類された資料の目録を作成し、それ

に沿つてスキヤン (保存複写)作業を行つています。時折、難題にぶつかり

ます。分類の決め方、筆文字の読解き、年数の判別等々苦労します。明治 19年

頃の草創期から戦争中の教会合同時期のものまで、貴重な資料が多数保存されて

います。

作業の様子、苦労話し、新発見の文書 ?、 資料を基にしたお話し等、

この「資料委員会便り」で皆さまに随時お伝えしてまいります。

資料保管のノウハウを

学ぶため、 9月 に「教会アーカ

イブス入門」の勉強会を実施しまし

た。いのちのことば社刊「教会アー

カイブス入門」の著者、新井浩文氏

(埼玉県文書館学芸主幹)を講師にお迎え

し、 15名の参加のもと開催されまし

た。講師の先生も当教会のめずらしい

資料には驚愕されておりました。

上記の書籍は教会図書に

蔵書されています。

明治 38年頃より川越教会

には 5名 の女性宣教師が着任し

この地に住まわれ、教会、幼稚薗に

奉職されました。そのお一人、米国人

ミス・ヘーウッド師は、その当時の川越

の様子を多くの文章に残されています。・

この度、資料保管委員の森信幸兄はこれら

の文書類を翻訳し冊子にまとめられました。

写真も多く載せられた貴重な資料集と

なりました。閲覧ご希望の方は

お申出ください。

明治 28年から2年間、田井正一司祭は渡米されました。その折り

在米アジア人のために「サンフランシスコ・クライス ト・チャーチ」を

設立されました。現存するこの教会の信徒、Kナガイ氏が先程、川越教会

を訪間、主日礼拝に出席されました。主日の諸行事の後、ナガイ氏から

お話しを聞く機会が持たれました。その時の講話の要旨を資料保管委員の

玉木純子姉がまとめられました。ご一読ください。         :



④ ジ1日::まl二Jミリ「1トイ果筆銀 全報ら

く長寿とう秘ぅ/かしケイ・ナガイさんの来日>

ア又リカのサン・フランシスコよ|)ケイ・ナガイ氏 が 10月 4日 (C言ちFolさ れ た 。この日(さ 畢寿の方

をおおしt河る会ザィ薦これら のて` 、80パ のすガイさんザ舞如 すること(こなつた 。開会 Fatよ 機

2T腎の回考室で,歴史資拳И子嗜奉長会が

'Iじ

しなl)、 今口のなの主Ьtこ つヽてのお議をf司
,ん 。

まず、)1曜ゴキリスト者盛Ю歴史=特 に田キ正一司舞の饉力きtご ついてのお記が山本元飩よりあうん

(みな印計〔よ本気不寺祐ジ曇蒙留午成 )。 取 (こ すガイさんがど
｀
動 の歩んだ直をクライスト・チ十一チ

の足喫し合わtて語られ、纏ふりPttat見握ぇた手講ttれた。この子象田村みを見学.

`ケイ・ナガイさルのお誌

サン'フランシスEl生まれの日外2世 。テ亀 するクライスト'4キー

'tよ

120 年tttLており,自分
尭 .

はレ始 ゼヒ意れたようなもの(海れ)であう」ししヽう。父親 td■案の町」と,争 ばkも 河午(相

生市)ぜ者つた人、4調 tま たり11で
｀
感じあての日本聖集会のt菫師の■侵だ た`。米D(本 当D寺 復民

権返愛力が盛んで・.父 tよ 米国だICコす絞をイ午ろうと考t,計闘しなしたりしていたとぃう。

米日ぜ|ょ ヮ°レスビテリアン(長え者使な)の スターケ量l主 などこ中tざ [こ 布孝矢がなこれ乙ヽ たヽo

日魚人の出像ぎがあ く。日本ょりもサン・フランシスコヘあ全セまわして発勧tよ 。とにうことぜ

田帯師か
｀
送 ら́れ (え 、日月発28(け95)年 ～ 30年 )。 クライスト'チヤーチをf午

つたのた卜たo

みくの双マトが`3隔進てのフパートゼ寄宿合をして、日条人L珀まらt(10セ ント),■語乞を隻ん

てネLI手 に力Dわら七た。中に1ま 史学へ入れるくらい0鐸tの人もし1たものだつ`た。モうぃつた布な虻

'告

奎力しXリ ジk卜など
｀
が10年くらい行つている悶 、ぞ後 だt)がしていなかつたのだ

｀
、米国のニコ

'舅
嗜な使が日本のうイリアムス主考にtt言 って田井師かマ障 されたのである。

まbめ 寄宿令t単り虫ゼ
｀
はできこうになか。たのだ

｀
、日条矯蒔ソトのグ)レ ープと一観気こやづたがt

l～ 2年して、人慮くなつたのだ
｀
聖a魯だlすのものと運虐 じζ

=ス
人さtこし、つた。出移rぎが発え

て場い人は写真ぜ綻封らして」(瞑拾しヽ実物と髭ら、とぃうことかす<あザじようだが
｀
)、 子供が生

まれろし米国発 こttう ことぞァ又l)ヵ 人じして育たぎちti尋なぃとぃぅF・賭数もあつた。そうしヽ

うゎけだ
ド`

=肇

‰撃」て
｀
[ょ 若名めためにグンス・パーディーを開催 した溝

=6気
にあるヽれてtiた 。

しかし、彼らののくt志 な会 ハ Lt運動tボなかつた。

幣浄が始感ろし、日外人tよ 躊ャンデ」(3亀やll‖ブヽ商「)へ「3ごちもまれ■.り
｀
ヤ、ジザ・ゴー。ァゥェイJ
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しののしられた。キヤンずtこ イ及に入つていなかつたししてもイ物t売 ,こ もられないような1ズ〕ただつ`

たので入フてぃうのと同じ
｀
たちん。1945年に中さ争ざ会わうし、単ゼ前に業き

=け

｀
た もの('主 ,

乞馳やし物など
｀
の財た)1よ全て失われこいて,滞る|↓ り帝れなttような珈在だ

・つたか1考矢会が船 計

ti建 てて累ちか tて きた。これ〔ぶ1964年までヒ売ttた 。

この強 。)|1趣卜のな矢会|ふ どうだつ`たのか?様嘉の薇金て1よ 、日本基塔考生回から長うのに大希な

(軒試)を 暑したと聞くが‐―。(,i`)llがの人たらの議 c)'1趣りの考女冷資よ。己隼D17(r942)卑 (■ 本碑 岡J

司嫌の元で「聖愛孝;吟ぃ として日本基籠教ロヘカD入 して-0寺靖療tぎ
｀
るL(写なかつた。3年′麦

聖クA/金、様 つた)

1970年ィtになうと考i勢 {よ イ守
.が・欲←なつてしまつた。米国で

｀
|よ 釜 もか 自`由tご 就町 だ

｀
きたよ

うな0寺イゼで、日条の子イ英たちb学穐べ■つてそのよう|ミ なつた。しん`し、こじだ
｀
しまた 日魚物覧tよ強も

良く米BだLくても日本ぎや,と ぃけるから(」茂乞う|ような )。 と閉めなtれうよう杖ことがぁフ乙.

な金も人かヽ なヽくな'そ tつたのだ た`。

米国聖'ハ
tこよう束澤集の人々 へJ7DづしムJは 1967年 よリサ6ま )た 。しかし、今だ

｀
|ょ ロスも

シアトルのなントも2～ 3人 しかいなt(じ t`う 4だ ,たになつてしまつた o日 焦のZ矢会tよ 言饉れ包相氣 c

すらのかo日 終蛯をヽ [ま宣考itt力を入れ乙こなわ`つた。人絶年の考矢/ヽはフじ〕ドリーゆえにこうなつ

てしまうイ鍛mがある。嗜ク朱な人たも、こかttネ てもらうのわ`。そうにヽつた人たちんIすの教会という

のし7又リカ12tよ あるけれど
｀
.覧れ こヽこうL ltかtJと ネ中は言つ乙ぁ

｀
られらのだい`

｀
.日本語 乞ら吾せ

る人がひな しヽのを ど
｀
うすものか 。30年 前 からそうぃうらも〔よぬ ていた ものだ

｀
。な ごィも

`こ

か力 孝にt

雌咸群与らないのた
'ろ

うめ`。しん`し、牛ケ
`鷲

た彙方む姉薇′も勧包していても無理ん
｀
ぅう、とぃう

こともある。ど
｀
うか=ここClll辺め ん`ちな欠区へ言つてもらえなぃだ

｀
ぅうか、日魚き忙奈へ日本

託と誌也ぅ牧師
｀
し,lR立 して、と。日持陽叱こぅゎヽらイtへもを矢会 [ょ ぃくつか`出来たず

い
、今 に

務 うたつた早つめ考欠会は 、嗜さはじあに日#師か
｀
倉嗜つたこのクライスト・準キーチだ。た。サン

フランシスコ〔よ日魚枠 Rハ 出入リロざしあるのだ、そういぅ土↓t林 だあつたぃこtう ことも

大きなみ困で
｀
あろう。

イ腐級オに|よ炒 卜にも,茂つてぃると|ま しヽえ、また
｀
bヽな り人 |よたん 。ヽ2～300人の人に力Dれ的

人もをスぃる。クライスト'4キーケ|ま 30人中ネしヰ幸tこ 忠鳥可ろ̂
tざ

5～ fO人 、13人来才tば
｀

"し
芳ゝだ

｀
。

昔|ふ ィ屋,色舞■こ100人くらい末た。今、日条の人1ま 挙生人で
｀
ある。もし、日本わ`も牛ヤι)が孝たら、匙著研
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電会とか、またtよ宗考にt3閣ィ魚のないコミユニティーの′〒事tl毅口じてもらうなどして、申考,と すバリ

もまtてもらい、イ言イ走tt愴やしてもらじ,た い、力tイちりたいo(2015年 |。 月4B)

・ 田青宏 へ言おF.l

夕ちより.田丼司寿tか・昔寝つたとぃう1屯響負ゼ
｀
(花こ不1んの案内の元)孝蛤 から田丼象 A・ 司

なかle中略 つたしtこ うモιぎた (よハ|さ 田薦か能となつ乙tヽる(ヒ tざヒの融影し瘍り)。 歩いて

5分程ゼ
tllj名

.柿や銀杏、キンLクセイなど
｀
の大きく繁つた討をへおじヽ ますも.サ増i改築され

ているとぃうことだが、今もTtt tこ告のものを残れてイこ執われていう。物イ員0のある突き当たり

か‐田丼長たの神乙だつ`たとこう。六量の天丼のイらいこじヽ まりとした未D色 。スの間のたに1ヽ こな

格子入りの峰子i主 [こ 富士L切り:隆 いた射卵奇iそ の上に磁 の肖イ易島が■許けられ乙いる。ご二人

の見守う中ヽ
'起

子もし(田甘ヨ斧曾子無DヒナガイさんIよ島0下 ざ梶各セされた。

輝き書き・言3領く:二、本級ル


