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その所で神を喜ぶ

青山昭一郎 （センター理事長、改革派犬山教会長老）

2015 年が始まり、もう３カ月が過ぎようとし

ではありません。イスラエルの民にとっての

ています。時の経過の速いこと、光陰矢のご

当然の所とは、エジプトであったでしょう。

としです。皆様いかがお過ごしでしょうか。

エジプト脱出は、イスラエルの民にとっ

２１世紀になりますが、
中東、
ウクライナ、

ては当然の生活ではありませんでした。エジ

アフリカにおいて戦争が絶えません。人間の

プトの軍隊が追ってきました。けれども、そ

エゴ、罪深さを思わされます。また、日本で

れが神の言葉であったがゆえに、彼らはエジ

は 4 月から統一地方選挙が始まりますが、原

プトを出ることができたのです。

発が争点になることを新聞が書いています。

その時に、神は海を変えて、乾いた地にし

私たちは、冷静に判断し行動しなければなり

て下さいました。
そこではじめて私たちが
「神

ません。私の思いを選挙という形で表明しな

を喜ぶ」という生活が生まれてきます。
「その

ければなりません。

所でわれらは神を喜んだ」という世界、それ

出エジプトの時代、
今から 3600 年も前のこ

は神が御業をなさった所であり、人間の側か

とですが、この時代のイスラエルの民も決断

ら言うならば、神の御言葉に従って、当然と

の時を迫られました。彼らはエジプト人に仕

思われる生活から出ることです。

えていたら、こんな恐ろしい目には合わなか

イスラエルの民がエジプトから出たように、

ったかもしれません。しかし、実はこの時こ

聞いただけに留まっている信仰から、従って

そ、彼らが神の御業を見る絶好の機会であっ

ゆく信仰に出るときに、私たちの前に「神を

たのです。このように、行く手を阻む障害を

喜ぶ」という世界が開けてくるのです。そこ

取り除きたもう神の御業に触れることができ

に人が話してくれたから、
“そうだ！”という

ました。その場所こそ「神を喜ぶ」
「その所」

借り物の信仰ではなく、本当に私のためにな

だったのです。詩編６６編は、そのことを詠

された、人の子らに向かってなされたキリス

ったものだと言われています。

トの十字架の贖い、その神の御業を恐れなが

6 節『神は海を変えて、かわいた地とされ
た。人々は徒歩で川を渡った。その所でわれ
らは神を喜んだ。
』
「その所でわれらは神を喜んだ」とありま
す。
「その所」とは、当然のことをしている所

ら喜ぶという生活が始まるのです。
福音書を読むと、主イエスがいかに祈りの
時を大切にされたかがよく分かります。祈る
ことに熱心であられたかを知ることが出来ま
す。

「祈り」は「御言葉で聴く」時です。
「御

昨年、通信点訳講座を修了された方がボ

言葉を聴く」ことなしに「御言葉への聴従」

ランティアとして活躍されています。また、

はあり得ません。
「御言葉への聴従」のない者

初級音訳講座を修了された方９名も、セン

には、
「その所」は存在しません。

ターのボランティアとして活躍していただ

私たちは、激動する現実の社会から目を

いており心から感謝致します。今年は、音

避けてはなりません。そこに、遣わされてい

訳通信講座、初級音訳講座も開設したいと

る使命を忘れてはなりません。と同時に、そ
れゆえにこそ、何よりも「神を喜ぶ」所に立
つ者でありたいと思います。
静岡キリスト教盲人伝道センターは主を喜
び、仕えることを学びつつ、皆様の祈りに支
えられてこの 1 年も歩んで行きたいと願って
おります。

考えております。引き続き点訳・音訳の指
導員、ボランティアの方々、デイジー編集
者の継承が必要不可欠です。
昨年も、鉄道弘済会朗読奉仕者の奨励賞
を伊縫智子さん、吉本淑子さんが受賞され
ました。今年はセンターからグループ表彰、
個人受賞者を輩出したいと願っております。
昨年度献金は、８６０万円を献げていた
だき心から感謝致します。点字図書館を喜
んで運営することができております。職員
が一名体制ですが、二名体制を目指してい
ます。献金状況を踏まえながら検討して行
きたいと考えております。引き続き一口１

理事会報告について
理事長 青山昭一郎

今年はセンターが開設されて４７年目を迎
えます。今年も１月２６日、月曜日に理事
会を開催しました。田中敏信牧師に「今か
ら後、あなたは」
（ルカ 5：1～11）と題し
て説教していただきました。センターも主

００円／月からのセンター維持会員を募集
しています。よろしくお願い致します。
皆様に支えられ、今日まで歩んで来られ
ました。心から感謝を致します。本を待っ
ていて下さる皆様に喜んでいただけるように、
心をこめて点訳・音訳に取り組んで行きます。
皆様と共に祈り、信仰をはぐくみ、歩んで行
きたいと願っております。

に示されたことを「その通り」に行うこと
が求められていることを実感しております。
今年、新理事として川島伊作長老（日本
キリスト改革派春日井教会）が加わって下
さいました。理事は現在 12 名です。超教
派による事業運営を推進して行きます。伝

センター事業は全て献金で支えられています。維

道第一、御言葉第一をモットーに、与えら

持会員として、ご支援いただければ幸いです。

れている力を最大限発揮して行きたいと願
っています。

201４年度決算報告および 2015 年度予算表
(決算：201４年 1 月～12 月、予算：2015 年 1 月～12 月)
費
収

入

支

出

目

予算

決算

％

2015 予算

献金：諸教派

1,250,000

1,561,138

125

600,000

献金：改革派

6,200,000

5,892,473

95

900,000

献金：静岡教会

1,020,000

1,129,733

111

930,000

50,000

77,515

50,000

繰り越し

950,709

950,709

828,132

収入合計

9,470,709

9,611,568

102

9,308,132

事業費

5,045,000

4,186,384

83

3,930,000

対外協力費

230,000

128,690

56

200,000

一般管理費

3,980,000

3,968,362

99

5,080,000

0

828,132

215,709

500,000

9,470,709

9,611,568

雑収入

繰越
予備費(含基金）
支出合計

２０１４年度

98,132
102

9,308,132

貸借対照表 （201４.12／31 現在）

資産の部
【流動資産】

負債基金の部
16,276,681

現金

4,759

郵便振替

869,450

普通預金（静岡銀行）

5,017,152

【流動資産】
預かり金
一般基本金
退職給与引当金

337,606
13,974,288
930,000

普通預金（ゆうちょ銀行） 10,317,060

【基

普通預金（大垣共立銀行）

事業運営基金

2,744,822

68,260

金】

15,241,894

15,110,943

【固定資産】

13,974,288

建物基金

9,829,273

建物

13,744,197

障碍者基金

1,036,848

器具・備品

230,091

ｾﾝﾀｰ準備金

1,500,000

【その他の資産】

930,000

剰余金（次年度繰越）

中退共掛金

930,000

基金等合計

15,939,075

負債・基金合計

31,180,969

資産合計

31,180,969

828,132

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

❀多くの尊いご支援献金を心より感謝を申し上げます❀

201４年度

ボランティア感謝報告 ボランティア ありがとうございます！
今年度、製作完成図書に関わって下さった方々です。
（敬称は省略させていただきます。休止中また製作中の方は後の記載となります。）

【点訳】金子道弘、上原菊子、小出陽子、後藤忠治郎、沢谷千代子、篠原めぐみ、赤代安子、
南里松、浜崎明、松山和子、春日部点字サークル（リジョイス)、
鎌倉雪ノ下教会点訳グループ、グループ点筆（千葉・オリーブライフ）、木曜会（愛知岡崎・信徒の友、
いのちのことば、幸いな人）

【点写】牧田紀子

【テキスト取り込み】倉田十五

【音訳・音訳校正】浅田信子、石川和子、伊藤節子、伊藤妙、伊縫智子、井上都希子、岩野由
美子、大栗幸子、川野辺一江（ちから）、岸貴志江、櫛木章子、工藤美佐子、国吉栄、国吉望美、
倉田保子、向後理恵、小谷洋子、小林芙美子（リフォルマンダ）、斎藤迪子（信徒の友）、島田光輝、
鈴木紀子（四国伝道）、高橋みち子（エクレシア）、田中克子（改革派中部）、千葉田鶴子、永澤芳恵、
永田陽子、新美すえ子（改革派中部）、東田咲樹、福井松枝、村山純子（つのぶえ）、馬上貴美子、森
喜三子、山内満智子、山崎久子、山田ふみ子、吉田京子、吉本淑子、犬山音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ虹の会（百
万人の福音）、東京恩寵教会ｸﾞﾙｰﾌﾟ（キリスト新聞）、
「舟の右側」音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ、静岡音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ（クレ
イ）

【ﾃﾞｲｼﾞｰ編集】荒谷昌代、青山昭一郎、稲垣弘、宇野典子、大橋徹、川辺博子、倉田十五、小
出陽子、坂井シズエ、塩坂多美子、島袋正直、神野絢子、高岡茂子、谷脇力、土屋善子、外岡
多美枝、服部時久、福世共栄、古川敏子、前田茂己、宮地多穂子、山田憲正
【音訳指導】松本芙美、三田村苗美、小幡美智子
【点訳指導】森平邦子

【点訳通信講座】金子道弘

【その他のボランティア】静岡ＹＷＣＡ

✾皆様の変わらぬお働きとご協力を心より感謝いたします✾

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

物品のご寄贈、ありがとうございました。
・音点訳用図書
・官製はがき

・ＣＤ－Ｒ

・切手（未使用・使用済み）

・点字タイプライター

・点字製本機

・点字図書
など

201４年度

(2014 年 1 月～12 月)

献金感謝報告

維持献金・ご支援献金を感謝いたします！
（敬称・回数は省略させていただきます。）

【個人】
青山輝徳・鶴江、青山昭一郎、赤瀬和子、秋月淑子、秋山由記子、足立正範、荒木孝夫・洋子、
雨宮茂夫・かず子、荒井徳雄、有馬孝子、生亀俊一・美代子、石丸新・重子、市原邦造・紀恵
子、市村ケイ子、稲垣宣子、稲垣正男、稲田喜水、井上克世、井上都希子、岩崎容子、岩瀬智
子、岩谷紀子、岩本たみ、植田喜三郎・みよ、内田和彦、内田登、内海和子、宇野繁博、江口
真理、榎本嘉津代、太田秀子、大橋徹、大森とし子、大藪善次郎、岡村智子、長田満、長村芳
子、小幡美智子、勝山志づえ、加藤照子、金子千鶴、金子道弘、神尾千鶴、上妻昭江、上原菊
子、川上静子、川口康子、川野辺一江、貫洞賢次、北谷あき子、北村勝三郎、木村庸吾、金修
貞、経塚武、久保裕司、熊谷定男、桑原健次、小菅博美・博子、小谷和海・洋子、小谷友治、
後藤和子、後藤忠治郎、小林猛、小林芙美子、西條献児、坂井シズエ、坂部福次・福代、佐々
木ふみ子、佐々木迪淳、佐藤公義、佐藤恵子、佐藤任、沢谷千代子、三瓶忠克、塩坂多美子、
汐沢はま、塩田隆良、島田悦子、島田充子、島袋正直、赤代安子、白岡庸子、白砂誠一、新庄
田鶴子、杉山清美、鈴木あつし、鈴木経子、鈴木紀子、鈴木雅樹・瑞江、添田信江、関敏郎・
昌美、高岡茂子、竹内すみ、多々良友彦、田中栄子、田中文江、田村和代、月岡米子、月岡佳
久、津崎昭子、辻泰男、遠山哲美、遠山信和、トーマス＆順子・ペリマン、富山さおり、鳥飼
富士夫、永井満、中泉栄次、中尾慎宏、長崎秀子、永田正江、長渡研史、中根汎信、中山仰・
啓子、中山れい、南里松、西堀則男、西村永湖、西森統子、西山牧子、野中稔史、芳我秀一、
橋原ふみ子、長谷川正一、長谷川昇、長谷川正志、服部たえ子、服部時久、服部真理子、羽野
環、羽野浩雪、浜崎明、濱野直子、林真理子、原宏、伴裕子、東田咲樹、一ツ山涼子、平野翠、
福原末男、藤井哲夫、藤井好子、藤野咲子、細井ヤス子、前田茂己・洋子、槇山信篤、松居勲、
松本芙美、松山和子、三浦昭子、三神善樹、美田嘉信・早苗、三田村苗美、宮本博文、宮本三
千代、村瀬光枝、村田寿和・純子、村山純子、望月明・鈴子、森平邦子、八木久江、柳沼敏子、
安田正之・愛子、矢野幸子、矢作正道、矢部美佐子、山内満智子、山際喜佐夫、山口俊郎、山
口扶佐子、山崎久子、山崎保男、山下タカ子、山科俊子、山田ふみ子、山梨和江、山本弘史、
山本節子、横田隆・みのり、横田岳人・雅美、横山米子、吉田京子、吉田一一、渡井秀雄、渡
辺のり子、匿名 2 名、犬山教会維持会員、江古田教会維持会員、岡山西教会維持会員、尾張旭
教会維持会員、高蔵寺教会維持会員、湖北台教会維持会員、静岡教会維持会員、西神教会維持
会員、宝塚教会維持会員、千城台教会維持会員、豊明教会維持会員、名古屋教会維持会員、瑞
浪教会維持会員、南浦和教会維持会員、吉原富士見教会維持会員
【教会・団体】
（ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ）嘉手納アッセンブリー教会、鳴尾キリスト福音教会、（ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄ）高松田村町教
会、八幡福音教会、（沖縄ﾊﾞﾌﾟ連）ルア教会、（改革長老）東須磨教会、（ｶﾄﾘｯｸ）島田カトリッ
ク教会、名瀬誠心教会、呼子教会、（神の教会）萩山神の教会、（九州ｷﾘｽﾄ）対馬キリスト福音

教会、
（兄弟団）一宮教会、
（聖イエス会）セシリヤ教会、
（聖契ｷﾘｽﾄ）グレース・ミッション・
チャーチ、
（SDA）小金井キリスト教会、
（単立）静岡その枝キリスト教会、須賀川めぐみキリ
スト教会、多治見聖書キリスト教会、（単立ﾍﾟﾝﾃｺｽﾃ）北広島自由キリスト教会・岐阜純福音大
森チャーチ、（同盟基督）下馬福音教会、（ﾅｻﾞﾚﾝ）浦添ナザレン教会、・熊本教会、（日ｷ教会）
大阪姫松教会、小樽シオン教会、札幌桑園教会、聖園教会婦人会＆日曜学校、西経堂伝道所、
函館相生教会、福岡城南教会、福島伝道所、横須賀教会、米子伝道所、（日ｷ教団）隠岐教会、
鎌倉雪ノ下教会、香里教会、坂出大浜教会、佐渡教会、静岡教会、静岡一番町教会＆こどもの
教会、静岡草深教会＆婦人会、島田教会、清水ケ丘教会、砂町教会、田園調布教会、東京信愛
教会、長崎教会、東村山教会、ひばりが丘教会、松代教会、松本教会、松山教会、箕面教会、
山田教会、大和キリスト教会、横浜本郷台教会、東海教区中静分区婦人会、
（ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙ）
浜松聖書バプテスト教会、（福音ｷﾘｽﾄ教会連合）高松シオン教会、前橋キリスト教会（ﾌﾙｺﾞｽﾍﾟ
ﾙ）敦賀教会、名古屋教会（ﾎｰﾘﾈｽ）黒羽キリスト教会、（無教会）浜松聖書集会、（団体）関西
学院宗教活動委員会、関西盲人宣教会、国際福音宣教会、シオン幼稚園（田辺市）、静岡市内
キリスト教連絡会、静岡県盲信徒会、超教派キリスト教視覚障碍者友の会、日本聖書神学校学
生自治会、和歌山ゴスペルライトセンター、
（改革派）青葉台キリスト教会、厚木教会＆ＣＳ、
伊丹教会＆男子会、板宿教会、稲毛海岸教会、犬山教会＆姉妹会、江古田教会＆婦人会、大垣
教会、大阪教会執事会、太田教会、大宮教会＆教会学校、大屋教会、岡山教会＆婦人会、岡山
西教会、男山教会、尾張旭教会＆姉妹会、春日井教会、勝田台教会＆婦人会、金沢教会、上諏
訪湖畔教会、上福岡教会、川越教会＆婦人会、北中山教会、北沼津キリスト教会、岐阜加納教
会＆婦人会、国立聖書教会婦人会、桑名教会、恵泉教会＆婦人会、甲子園教会、高蔵寺教会＆
姉妹会、高知教会＆婦人会、神戸長田教会、湖北台教会＆教会学校、坂出飯山教会婦人会、堺
みくに教会、坂戸教会、佐久教会、札幌教会、滋賀摂理教会、静岡教会＆婦人会、清水教会、
湘南恩寵教会＆日曜学校、新浦安教会女性の会＆日曜学校、神港教会＆婦人会＆聖書学校、新
所沢教会、宿毛教会婦人会、鈴蘭台教会＆婦人会、西神教会、関キリスト教会＆姉妹会、せん
げん台教会、仙台教会、仙台栄光教会、仙台カナン教会、善通寺教会＆男性会＆女性会、千里
摂理教会執事会、千里山教会＆婦人会、草加松原教会、園田教会、高島平キリスト教会、高松
教会、高松東教会、宝塚教会聖書学校、多治見教会＆婦人会、千城台教会、秩父教会、銚子栄
光教会、津島教会、綱島教会＆男子会＆婦人会＆日曜学校、東京教会、東京恩寵教会執事会＆
日曜学校、徳島教会、徳島西部教会、所沢ニューライフ教会、豊明教会、那加教会＆婦人会＆
教会学校、長丘教会教会学校、長野教会、灘教会＆婦人会、新座志木教会、西鎌倉教会、西谷
教会、八戸教会、花小金井教会＆婦人会、花見川キリスト教会、羽生栄光教会＆CS、浜松教
会、東川口教会シャロームチャペル、東仙台教会＆CS、ひたちなか教会、広島教会＆婦人会、
船橋高根教会＆男子会＆女性の会、松戸小金原教会、松山教会＆婦人会、三郷教会、瑞浪教会、
南越谷コイノニア教会、南与力町教会、盛岡教会、八事教会、山形教会、山梨栄光教会＆教会
学校、山本教会婦人会、横浜教会＆ＣＳ、横浜中央教会、四日市教会＆婦人会、六戸教会、和
歌山教会、亘理教会＆のぞみ幼稚園、ＯＰＣ日本ミッション、改革派神戸神学校学生会、執事

活動委員会、中部中会連合婦人会、中部中会信徒研修会、静岡盲婦人ホーム

多くの皆様の尊いご献金により、2014 年度の活動が支えられました。

以上、感謝をもってご報告させていただきます。

静岡キリスト教盲人伝道センター
〒４２２－８０４１

静岡市駿河区中田１－５－２１

℡０５４－２８５－０４９６

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

fax０５４－２８５－０７４６

shizumouden@mail.wbs.ne.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ボランティア募集中！
点訳・・・初心者のための通信講座があります。
音訳・・・現在、初心者のための通信講座を準備中です。
いずれもご自宅のパソコンを使っての作業となります。
活字を読むことが困難な方のために、点字化・音声化する作業です。
信仰書の恵みの分かち合いをいたしませんか。
皆様のご参加をお待ちしております！

