
百人町教会 「ろば」目次　（201-300）

号 年 月 執筆者 題
201 2014 6 金井・小池常 緊張のアドベント「ろば」読者のみなさまへ

編集委員会 200号記念アンケート集計結果報告
榎本・空閑幸 横田れい子　インタビュー
関田寛雄 百人町教会の皆様
佐藤忠彦 2013年度定期総会報告
賈　晶淳 剣のない者は買いなさい・ルカ22:35-38
新谷照子 図書紹介『長い道』宮崎かつゑ著
新谷照子 ろばのせなか

202 2014 9 高島敦子 私の目線(62)親孝行と子孝行
賈　晶淳 共食・境界＝共界・マタイ9:9-13
太田直子 六九年目の夏に思うこと
西森　潤 うめきの中から
菅谷　博 蚕室禧年教会を訪問して
泉谷五十鈴 図書紹介『名栗川少年記』今西祐行著
榎本・空閑幸 ろばのせなか

203 2014 12 居林美智子 私の目線(63)見えざる御手に導かれて
賈　晶淳 皇帝への税金と律法・ルカ20:20-20
小池恵子 「東アジアの平和とキリスト教」集会報告
空閑厚樹 私たちが託したこと、私たちに託されたこと
金井美彦 砧教会に赴任して
木村真理子 ソーシャルワーカーと国際専門職組織
空閑　幸 図書紹介『弱いつながり―検索ワードを探す旅』東浩起著
小池常・小池恵 ろばのせなか

204 2015 3 町田龍次 私の目線(64)精神科入院の体験談
賈　晶淳 貧困と正義・アモス8:4-9
虎川清子 主が成し遂げられる・詩編37:1-6
小林　明 ラップ調「シュプレヒコールの波」
高島敦子 図書紹介『イエスの言葉』山浦玄嗣著
裵・古野 ろばのせなか

205 2015 6 増田　滋 私の目線(65)怒りを取り消す
荒井　献 苦しみから解かれて・マルコ5:25-34
ｼｬﾎﾞｯﾄあかね ヨブとオランダ安楽死事情・ヨブ1:20-21他
菅谷　博 家庭集会の旅行に参加して
雨宮道子 近江八幡へ行きたい
小川ひとみ 百人町教会遠足に参加させて頂いて
千葉道代 教会の旅行
佐藤忠彦 中嶌哲演氏から学んだこと
新谷照子 2014年度百人町教会定期総会報告
泉谷五十鈴 図書紹介『動かすな、原発。大飯原発地裁判決･･･』小出裕章他
小池常/小池恵 ろばのせなか

206 2015 9 今井敬隆 私の目線(66)いのい・ことば・あい
賈　晶淳 共同体の記憶・ルカ:8:9-10
川原謙三 キリスト教への入信のきっかけ・マルコ4:35-41
権田倫子 日比宣教委員会活動の4年

カフィンとアガリン
空閑厚樹 カフィンの活動に参加すること
朴　美卿 ＣＳ夏のキャンプ
空閑　幸 図書紹介『大人のひきこもりー』池上正樹著
榎本・新谷 ろばのせなか

207 2015 12 平野晶男 私の目線(67)信仰
賈　晶淳 戦争と難民・出エジプト22:20-26
上村　静 「永遠の生命」とはなにか・創世記3:22-24
百人町 この秋のいろいろ
坂　敬夫 沖縄への旅
古野明美 信州・韓国・牛久
泉谷五十鈴 ソウル周辺の四日間
小池常隆 図書紹介『杜子春』『西方の人』芥川龍之介著
裵　宣恵 ろばのせなか
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百人町教会 「ろば」目次　（201-300）

号 年 月 執筆者 題
208 2016 3 俊野陽子 私の目線(68)老いと病

賈　晶淳 「議員」と「徴税人の頭」・ルカ18:18-23,19:1-10
金　凡洙 韓国でのひと時とその後ー平和と安全とは何か
金　明洙 あっと言う間でした
渡邊　恵 すべてのことには時がある
雨宮道子 図書紹介『深い河』と嘉永集会
裵　宣恵 ろばのせなか

209 2016 6 千葉道代 私の目線(69)『チェルノブイリの祈り』を読んで
賈　晶淳 「主の祈り」飢えと分配・ルカ12:13-21
太田直子 共に食事をすること　イエス時代のユダヤ人社会
榎本・新谷 タスキンさん家族を通して考えること
榎本征子 2015年度百人町教会定期総会報告
ろば委員会 「ろば」読者の皆様へ
長谷川まつ子 図書紹介『あのころはフリードリヒがいた』ﾊﾝｽ.P.ﾘﾋﾀｰ著
榎本・新谷 ろばのせなか

210 2016 9 木場　香 私の目線(70)地域に活動に参加して
廣石　望 秘められた計画・ローマ11:26-36
今井敬隆 ヨブ記の構造・ヨブ42:2-6　ルカ17:20-21
笹渕昭平 百人町教会と主体性
金井美彦 参議院選挙の結果を受けて思うこと
牧師日誌 ＣＳキャンプ
恵藤熊野 地震・マザーの家・エトセトラ
賈　晶淳 休暇とアメリカの旅
雨宮潤子 図書紹介『ボールのようなことば』糸井重里著
雨宮・小池恵 ろばのせなか

211 2016 12 坂百合子 私の目線(71)新しい物への挑戦
賈　晶淳 良き知らせの目撃者・列王記下7:1-20
太田道子 聖書のエピソードを読むときのために
佐藤忠彦　 泉谷五十鈴秋の集会報告
小川和男 秋の集会に参加して
　 「ろば」読者より2通・虎川清子、成島信夫
佐藤・小島 ろばのせなか

212 2017 3 空閑厚樹 私の目線(72)「壁」とどう向き合うか
賈　晶淳 安住への誘惑・出エジプト記17:1-7
高島敦子 何人にも悪意を抱かずエイブラハム・リンカンという人
池田春善 出身教職だより　近況報告
鄭　救恩 真冬の蝋燭集会に立って
泉谷五十鈴 図書紹介『日本にとって沖縄とは何か』新崎盛暉著
榎本征子 ろばのせなか

213 2017 6 松浦真理子 私の目線(73)優しい気持ちでいられるように
賈　晶淳 I am a Man・出エジプト記3:13-22
高瀬礼子 難問解決ー只今暖簾を譲る準備中
自然農の会 品田純也、白戸けい子、小屋亮、中澤響、菅谷、いしはら あそ
受難週家集 坂敬夫　居林美智子　権田一正　榎本征子
高島紗綾 図書紹介『国のために死ぬのはすばらしい？』ﾀﾞﾆｰ・ﾈﾌｾﾀｲ著
雨宮・新谷 ろばのせなか

214 2017 9 小川ひとみ 私の目線(74)目線・立ち位置・消失点
久保祐輔 ウガンダ復興支援
賈　晶淳 南半球の旅
田中和三郎 出身教職だより　歩みのただ中に
坂　敬夫 部落解放全国会議に参加
霜田多恵 投稿　頼もしい若者たち
堀口由奈 第14回日韓少年合同修養会に参加して
吉田直美 図書紹介『アルケミスト』パウロ・コエーリョ著
関田寛雄 雨宮隆さんへの手紙
佐藤忠彦 ろばのせなか

215 2017 12 霜田多恵 私の目線(75)詩に励まされ　癒されて　今
賈　晶淳 サマリアとガリラヤの間・ルカ17:11-19
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百人町教会 「ろば」目次　（201-300）

号 年 月 執筆者 題
朴　承烈 私たちが用意するものは？・マタイ25:1-13
小林祥人 出身教職だより　取手幼稚園のこのごろ　
新谷照子 韓国大邱訪問記
雨宮道子 『国のために死ぬのはすばらしい？』著者ダニー氏を訪ねて
泉谷五十鈴 ろばのせなか

216 2018 3 今村嗣夫 私の目線(76)「人権の感覚」
賈　晶淳 権威について・ルカ20:1-8
小林　明　　　　　　　出身教職だより　雲の柱、火の柱を目印にして
笹渕いづみ 白髪になるまで背負っていこう
笹渕昭平
小島悦子 石垣島訪問記　ずっと繋がっている
菅野俊美 　　　　　　　出会いの旅
ひろさわまなみ 　　　　　　　オキナワリョコウノタノシカッタコト
高島紗綾 　　　　　　　石垣記念旅行
榎本征子 DVD「Born Again-画家正子.R.サマーズの人生」
榎本征子 ろばのせなか

217 2018 6 神鷹徳治 私の目線(77)文集は(もんじゅう)か(ぶんしゅう)か
賈　晶淳 わたしには夢がある・使徒言行録2:14-21
趙　容来 韓半島の平和構築はもうあや夢ではない
坂　敬夫 百人町教会50周年に寄せて
金井美彦 出身教職だより　耕すことについて
小野寺寿々恵 図書紹介『君たちはどう生きるか』吉野源三郎著
雨宮道子 ろばのせなか

218 2018 9 廣澤満之 私の目線(78)“家”と向き合う
賈　晶淳 ダンからベエル・シェバまで・サムエル上31:1-13
穂積夏子 木田献一先生との出会い
小池佐枝子 百人町教会50年に寄せて　信朋塾と私

読者だより/土岐司・溝部昂・高島
小池恵子 図書紹介『亡命者の古書店』佐藤優著
新谷照子 ろばのせなか

219 2018 12 尾池　幸 私の目線(79)苗字を考える
金井美彦 文化も文明も超えた楽園ー旧約聖書の平和思想
菅谷　博 百人町教会50年に寄せて　靖国問題と私
土岐健治　　　　　　私は平和ではなく剣を投げ込むためにやって来た
河部　薫 希有な日本のキリスト教の負の遺産とその血を受け･･･について
泉谷五十鈴 ろばのせなか

220 2019 3 空閑　幸 私の目線(80)児童福祉の現場から
賈　晶淳 「分裂」と｢平和｣・ルカによる福音書12:49-53
片岡輝美 主に喜ばれることを吟味する
松浦真理子 「沖縄発　新しい提案｣について
高瀬浩之 50周に寄せて・ろばの家の誕生と変遷について
泉谷五十鈴 図書紹介『原発問題の深層』内藤新吾著
榎本征子 ろばのせなか

221 2019 6 池田啓基 私の目線(81)野菜づくりの楽しみ
賈　晶淳 パンをさくこと　使徒言行録20:7-12
古野明美 50年に寄せて　「まことの礼拝」を求めて
今村加奈子 「ろば」誕生の頃
成島信夫 読者だより
賈　熙俊 近況報告
山崎麻里子 軽井沢百人町教会2019
小池恵子 『原発事故と被爆労働』『除染労働』被ばく労働を考える編
雨宮道子 ろばのせなか

222 2019 9 朴　美卿 私の目線(82)夏祭りの帰り道
金　性済 レホボトの井戸掘り・創世記26:15-25
賈　晶淳 イタリアの旅で学んだこと
菅谷　博 韓国　洛東江の岸を歩く
小池健治 50年に寄せて　教会の50年とＯさんの思い出
榎本征子 図書紹介『太陽の棘』原田マハ著
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百人町教会 「ろば」目次　（201-300）

号 年 月 執筆者 題
小島悦子 ろばのせなか

223 2019 12 北　博 私の目線(83)健康と寿命と延命とー突然の疑問
賈　晶淳 神の主権の場・ルカによる福音書4:42-44
松浦真理子 はじめての請願について
阿蘇七海 日韓青少年合同修養会に参加して
小川ひとみ 第十回日韓合同修養会に参加して
趙容来 50年に寄せて/姉妹教会関係の始まりから終わりまで
石田美智代 韓国映画『タクシー運転手』
榎本征子 ろばのせなか

224 2020 3 阿蘇道子 私の目線(84)キョロキョロ　のろのろ
賈　晶淳 続けられる時まで・使徒言行録28:23-31
佐藤忠彦 私の出会った中村哲医師
町田龍次 百人町教会50年に寄せて　聖書研究会について
泉谷五十鈴 宗教者核燃裁判
松浦信平 図書紹介『マイノリティの人権を護る』今村嗣夫著
泉谷五十鈴 ろばのせなか

225 2020 6 佐藤かよ子 私の目線(85)出向く・つなぐ・寄り添う
賈　晶淳 イエスが愛した家族　ヨハネ11:17-27
阿蘇旅人・輝子 阿蘇道子さんを想う　道子さんの生活
赤尾泰子 阿蘇道子さんを想う　独り言
白戸けい子 阿蘇道子さんを想う あゝ あゝ 道子さん 道子さん
石田美智代 韓国語と教会と私
菅野俊美 傘寿のつぶやき
千葉道代 図書紹介『ペスト』アルベール・カミユ著
小島悦子 ろばのせなか

226 2020 9 新谷照子 私の目線(86)歩けるということ
賈　晶淳 聖書の旅・マタイ11:20-24
小池恵子 ネットを利用しての礼拝と教会活動
山崎麻里子 Zoom聖書研究会
坂百合子 百人町教会50年に寄せて　家庭集会について
榎本征子 図書紹介『知の旅は終わらない』立花隆著
小池恵子 ろばのせなか
お知らせ 百人町教会創立50周年記念小冊子　11月1日発行予定

227 2020 12 恵藤熊野 私の目線(87)徒然に、祈りながら。
賈　晶淳 種をまく人・マルコ4:1-9

お別れ会の報告
池田啓基 50年に寄せて　集会に参加した日を振り返って
空閑厚樹 Ccovid－19の中で学ぶこと、変わること、集うこと
高島紗綾 　　　　　　　　　　　　コロナ禍雑感
宮崎亮子 　　　　　　　　　　　　ネット礼拝について
尾池　幸 図書紹介『日本語の起源』新版　大野晋著
泉谷五十鈴 ろばのせなか

228 2021 3 小川和男 私の目線(88)コロナ肺炎に罹患して
賈　晶淳 慰めの預言・エレミヤ45:1-5
赤尾泰子 奇跡のような瞬間
坂百合子 夫の思い出
小池健冶 坂敬夫さんを想う
高瀬礼子 2020年11月の集会報告
泉谷五十鈴 宗教者核燃裁判　第1回口頭弁論
石田美智代 「ろばを読む会」について
小川ひとみ 図書紹介『ルース・ベイダー・ギンズバーグー信念は社会を･･･』
榎本征子 ろばのせなか

229 2021 6 宮崎亮子 私の目線(89)旅
賈　晶淳 初なりの良いいちじく・エレミヤ24:1-10
小島悦子 Zoom礼拝そして初めてのZoom総会
小池恵子 ローマ字讃美歌と阿蘇道子さん
前中栄子 コロナ禍の中　最後のリサイタルを終えて
高島紗綾 選択的夫婦別姓の議論から見えること
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百人町教会 「ろば」目次　（201-300）

号 年 月 執筆者 題
泉谷五十鈴 図書紹介『私が原発を止めた理由』樋口秀明著
小島悦子 ろばのせなか

230 2021 9 坂真理子 私の目線(90)踏みとどまること、考えること
趙　容来 「八・一五」が意味するもの
古野明美 新型コロナの大流行で思い出したこと
木村真理子 愛恵福祉支援財団のしごと
池田聖智子 コロナ禍、若いエネルギーの力に支えられて
小川耕一 図書紹介『トマス・アクイナス』山本芳久著
小池恵子 ろばのせなか

231 2021 12 上田悌嗣 私の目線(91)母とドライブ
賈　晶淳 政治と宗教・歴代誌下28:28-29:11
裵　宣恵 全ての人が食べて満腹した
小林祥人 当たり前を見直すと教会もこども園ももっとよくなる？
神鷹徳治 漢文を読む
小池常隆 笹渕さん　さようなら！
尾池　幸 笹渕昭平さんの思い出
空閑厚樹 図書紹介『生きるための安楽死』シャボット・あかね著
榎本征子 ろばのせなか
ろば編集委員会 230号訂正

232 2022 3 高瀬浩之 私の目線(92)「ろばの家」は再度歩き始める
賈　晶淳 完全な愛は恐れを締め出す・ヨハネの手紙Ⅰ4:7-21
池田春善 コロナ禍における教会
小林　明 石垣へ移住しました
宮崎亮子 図書紹介『忘れられた殉教者』奈良本達也・高野澄著
泉谷五十鈴 ろばのせなか

233 2022 6 岩井真美 私の目線(93)両親亡き後の日々
賈　晶淳 偽りの平和と安定・列王記上5:1-14
金井美彦 コロナ禍と教会の未来
井谷　淳 罪あるものとは
古野明美 ワレモノにつき取扱い注意
尾池　幸 平和を求める意義
斎藤留美子 私の願い
小野寺寿々恵 図書紹介『ディディの傘』ファン・ジョンウン著・斎藤真理子訳
新谷照子 ろばのせなか

234 2022 9 田島のぶ子 私の目線(94)父を想う日々
賈　晶淳 魚の腹の中で・ヨナ書2:1-11
未来委員会幹事会 第一回「未来委員会」報告
増田　滋 心を癒す
佐藤かよ子 だれでも食堂　ゆらり
高島紗綾 選択的夫婦別姓の現在地
泉谷五十鈴 図書紹介『叛逆老人は死なず』鎌田慧著・岩波書店
小島悦子 ろばのせなか

235 2022 12 阿蘇旅人 私の目線(95)おもいで
賈　晶淳 インマヌエル預言
未来委員会幹事会 第二回「未来委員会」報告
山崎麻里子 教会といやし
アガリン長瀬 コロナ禍におけるフィリピン人移住者の窮状
雨宮道子 常隆さん訪問記
坂真理子 図書紹介『LGBTとキリスト教』監修・平良愛香
小池恵子 ろばのせなか

236 2023 3 長島弘江 私の目線(96)海で考える
賈　晶淳 あなたもそこにいたのか
臼井一美 はるかな希望を共に見つめて
未来委員会幹事会 第三回「未来委員会」報告
世話人会 コロナ禍での主日礼拝
高瀬礼子/榎本征子 新しい試み　巡回礼拝
空閑厚樹 図書紹介『何人にも悪意を抱かず』高島敦子訳・新評論
泉谷五十鈴 ろばのせなか
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