
わたしが経てきた教会・礼拝堂と
聖書の言葉

2021年6月2日
井田 泉

聖公会神学院 正面・礼拝堂 右・学生寮 この神学校で計20年を過ごす
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１.日本キリスト教団膳所（ぜぜ）教会

滋賀県大津市中庄（なかのしょう）

1950.4 幼児洗礼
4歳のとき、併設の聖愛幼稚園入園
（その後、湖東に転居。）

小学6年のときに戻り、日曜学校に
通う。1968年まで在籍。

「わたしはぶどうの木、あなたがた
はその枝である。」ヨハネ15:52



教会・幼稚園は京阪電車石坂線中庄
（なかのしょう）駅に隣接

日本キリスト教団膳所教会は最初
1915年「膳所基督教講義所」とし
て発足

• 「日本キリスト教団」は1941（昭和16）年に成立した合同教会。

戦時下においてプロテスタント教会はすべてこの教団に統合された。

日本聖公会は存続を認められず、一部が日本キリスト教団に参加、

他は単立となった。
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膳所教会 現在の礼拝堂の正面
左から司会者壇、聖書台、説教壇か。
聖書が中央に置かれている。
聖餐のための聖卓は見られない。
こうした配置は聖公会とは異なる教
会の特徴を示す。

右端は3歳のときの井田か
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２.日本聖公会
大津聖マリア教会

• 滋賀県大津市

• 1931年落成

• 聖公会信徒・宮川庄助による
設計・建築

• 1968転入 堅信 教名ヨハネ

• 青年会盛ん

• 教会革新運動
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• 信仰的経験「復活」1972

「また聖書を説き明かしてくだ

さったとき、お互の心が内に燃

えたではないか」

ルカ24:32（口語訳）

大津聖マリア教会

右に「漕ぎ出そう 湖国から」の標語
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３.同志社大学
神学館礼拝堂

• 京都市上京区今出川通
烏丸東入

• 1963年完成

• 天井からは茨の冠が

吊るされている
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同志社大学神学館礼拝堂

1972～1975 在籍
大学院神学研究科歴史神学専攻

聖職志願について迷う

「わたしは地上から上げられるとき、す

べての人を自分のもとへ引き寄せよう」

ヨハネ 12:32

1975春 聖公会神学院入学
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４.聖公会神学院
諸聖徒礼拝堂

• 1911年創立

• 英語名称は

The Central
Theological College

• 1953 世田谷用賀へ
移転
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聖公会神学院

• 1975～1977 神学生時代2年間
をここで過ごす。

「わたしは限りなき愛をもって
あなたを愛している。」

エレミヤ書 31:3（口語訳）

1977年3月卒業
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５.下鴨キリスト
教会

• 京都市左京区下鴨中川原町

• 1926年創立

• 1977～1982在任

• 最初の任地
下鴨幼稚園主事を兼ねる

• 1978 執事

• 1979 司祭

聖餐式の重要さを新しく認識
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下鴨キリスト教会
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「彼らは朝ごとにそれぞれ必
要な分（マナ）を集めた。」

出エジプト記16:21

聖卓正面。左はギリシア文字のＡ（アルファ）、右はΩ（オ
メガ）。中央は十字架、同時にＩ（イオタ）、Ｈ（エータ）、
Ｓ（シグマ）の組み合せ。ギリシア語のIHSOYS（イエス）か
ら３文字を取り出したデザイン。

フロンタル This Do In Remembrance OF Me.
（わたしの記念としてこのように行いなさい。）

主イエスの聖餐制定の言葉



６.立教学院
諸聖徒礼拝堂

• 東京都豊島区池袋

• 1919年落成

• 1982～1985

文学部キリスト教学科
助手
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「26 同様に、“霊”も弱いわたしたちを助けてくださいます。わたしたちはどう

祈るべきかを知りませんが、“霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り

成してくださるからです。

27 人の心を見抜く方は、“霊”の思いが何であるかを知っておられます。“霊”は、

神の御心に従って、聖なる者たちのために執り成してくださるからです」

ローマ 8:26-27



７.聖公会神学院
諸聖徒礼拝堂

• タウ（Ｔ）クロスが印象的

均整のとれていない十字架に

キリストの苦難を思う。

「一人の人の不従順によって多く

の人が罪人とされたように、一人

の従順によって多くの人が正しい

者とされるのです。」

ローマ 5:19 
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聖公会神学院

• 1982～2000

• 立教大学助手時代3年

聖公会神学院専任時代15年

計18年をここで過ごす

「わたしはお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に

新しい霊を置く。わたしはお前たちの体から石の心を取

り除き、肉の心を与える。」エゼキエル書 36:26
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８.大津聖マリア教会

• 2000～2001
1年間大津で静養。

• 主日は毎週ここで聖餐式を司式。

「わたしはあなたをいやす主である。」

出エジプト記 15:26
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９.京都復活教会

• 京都市北区紫野（北大路堀川）

• 1936年落成

• ゴシック様式の意匠

• ヴォーリズの設計

• 2001～2006

• 復活幼稚園園長兼任

• 北小松研修所（キャンプ場）
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京都復活教会

• 「神の国」

• Thy Kingdom Come. 

• 「祝福されよ、主に信頼する人は。主が

その人のよりどころとなられる。」

エレミヤ書 17:7
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10.京都聖三一教会

・1898 京都聖三一教会発足

（京都教区主教座）

京都市上京区烏丸通下立売角

• 1930 現在地（中京区聚楽廻）に移転

現礼拝堂落成
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京都聖三一教会

• 2006～2012 在任

聖三一幼稚園園長兼任

• 礼拝堂の朝の光から三位一体が理屈
ではなく「神への賛美」であること
を認識

• 聖別されたぶどう酒の美しさ

• アニュス・デイ（神の小羊）

「その翌日、ヨハネは、自分の方へイ

エスが来られるのを見て言った。

『見よ、世の罪を取り除く神の小羊

だ。』」 ヨハネ 1:29
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11.奈良基督教会

• 1930 落成

宮大工 大木吉太郎

• 2015 重要文化財指定
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奈良基督教会
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2012～2020

親愛幼稚園園長兼任

「この僕に聞き分ける心をお与え
ください。」列王記上 3:9 

「主よ、お話しください。僕は聞
いております。」

サムエル記上3:9



聖歌 302
１ 神の住まいの 喜びは

世の楽しみに まさるなり

２ 心 一つに より集う

祈りの家の 慕わしき

３ 新たに生きる 洗礼の

恵みの水は 清らなる

４ 主も近くまし 天の糧

祝す みつくえ（聖卓） とうとしや

５ 尽きぬ命の 慰めを

示す み言葉 喜ばし

６ み顔を仰ぎ 聖徒らと

いざ たたえなん 主の み名を
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聖アグネス教会


