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魂の配慮の務め

遠山信和

（改革派静岡教会牧師、センター理事）

「どうか、御父が、
その豊かな栄光に従い、

係なく、本当に慰めを必要としている人が

その霊により、力をもってあなたがたの内

おられるのです。その人々と同伴する信徒

なる人を強めて、信仰によってあなたがた

の共同体にどうやったらなれるか。そこが

の心の内にキリストを住まわせ、あなたが

今、教会に問われているのではないでしょ

たを愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者と

うか。』（加藤常昭・ＦＥＢＣラジオ放送

してくださるように。」（エフェソ３：１

２０１６年１月２９日放送より）

６～１７）
私もそのとおりだと思いますが、そのた
私たちが「愛に根ざし、愛にしっかり立

めには、自分自身のうちにキリストに住ん

つ者」となるためには、
「あなた方の心のう

でいただくこと、キリストがわがうちにあ

ちにキリストを住まわせる」ことが必要だ

って働いてくださることが不可欠であると

といわれています。

感じています。
「慰めを必要としている人々

「愛する者」になるということは、誰で

と同伴する信徒の共同体にどうやったらな

あれ、そういう者になりたいと願っている

れるか。」この問いはそのまま教会の存在

ことです。自分自身をも愛することができ

意義に関わるような大切な問いであるに違

ず、親や子供でさえ愛することができない

いありません。

で悩むこともよくあるのが私たちの姿なの
ではないでしょうか。

今この世に遣わされている教会、そして

ＦＥＢＣというキリスト教ラジオ放送局

クリスチャンたちはこの問いにどう答えて

の番組において、加藤常昭氏が、
「教会、そ

いくのかが問われているといえます。

の存在意義」というテーマで、今日の教会

天の父なる神様、私たちが、慰めを必要

に求められていることは、魂の配慮の務め

としている人々と同伴する共同体として立

を担うことだと述べておられます。

てられていきますように。生きてともに働

『トゥルンアインゼンは「魂への配慮」

いてくださる神様が、お一人お一人のうち

ということについて、「万人祭司の理念を

に働いて、この働きを果たすことができる

実現するのは、魂への配慮に生きる教会で

者としてくださいますように。
「あなたたち

ある」と言っています。・・・教会に属し

は、わたしにとって、祭司の王国、聖なる

ているとか関わりがあるかということと関

国民となる」
（出エジプト記１９：６）との
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み言葉が私たちのうちに実現し、福音に生

昨年、皆様から８１８万円の献金を献げて

きる喜びを多くの方々と分かち合うことが

いただき、点字図書館を運営させていただき

できますように。イエス・キリストのみ名

ました。心から感謝致します。引き続き一口

によってお祈りいたします。アーメン。

100 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。
今年は４月から高卒の新職員を迎えます。
「楳田めぐみさん」です。ピアノやパーカッ

理事会報告について

ションができ、現在、点字に取り組んでい
ます。期待の新人です。応援よろしくお願

理事長 青山昭一郎

い致します。

今年の理事会は１月２５日（月）に開催しま

ＦＥＢＣから貸出用ＭＰ３ディスクを提

した。遠山信和牧師に「キリストにならいて」
（フィリピ２－１～１１）と題して説教して

供いただいております。東後勝明先生（早

いただきました。センターは多くのボランテ

稲田大学名誉教授）
、徳善義和先生（ルーテ

ィアの方々に支えられ、主の善き導きのもと

ル学院大学名誉教授）
、加藤常昭先生（神学

に現在の働きがあることを強く思わされてお

者）村上伸先生（日本キリスト教団引退

ります。理事は 1２名で、伝道第一、御言葉

教師）
、４名の先生方のＭＰ３ディスクが２

第一をモットーに、今与えられている力を最

セットあります。また、多々良友彦理事(Ｎ

大限発揮して行きたいと願っています。

ＰＯ静岡光の家理事長)の「この人生に光あ
れ」を提供していただいておりますので、

昨年は、インターネットを活用した通信音

併せてご利用ください。

訳講座を開始しました。センターは読み手を
待っている本が沢山あります。受講していた

著作権法の改正により、視覚障がい者以

だき、素敵なボランティアを始めて下さい。

外の方も利用できるようになりました。文

また、点訳通信講座も引き続き開講してお

字が読みづらくなった方（視覚の表現の認

ります。センターは、点訳・音訳の指導員、

識に障害のある方）等も利用できます。ど

校正者、デイジー編集者、点訳・音訳ボラン

うぞご利用ください。
いつも共にいて下さる神様のみ言葉、愛

ティアの方々の継承が不可欠となっておりま

をお届けできるように、そして、本を待っ

す。ご奉仕、よろしくお願い致します。

ていて下さる皆様に喜んでいただけるよう、

昨年９月、鉄道弘済会朗読奉仕者の地区表
彰（デイジー編集）を沼津シオン教会．服部

心をこめて点訳・音訳に取り組んで行きた

時久さんが受賞されました。今年もセンター

いと思います。神様のご計画が大きく花開
くことを期待しております。

から受賞者を輩出したいと願っています。
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201５年度
費

決算報告
目

(2015 年 1 月～12 月)

予算

決算

％

収 献金：諸教派

1,500,000

1,587,227

106

献金：改革派

6,000,000

5,600,516

93

930,000

988,614

50,000

851,757

繰り越し

828,132

828,132

収入合計

9,308,132

9,856,246

106

事業費

3,930,000

3,204,419

82

支 対外協力費

200,000

169,940

85

一般管理費

5,080,000

4,849,403

95

0

1,632,484

献金：静岡教会
入 雑収入

出 繰越
予備費(含基金）
支出合計

98,132

106

0

9,308,132

9,856,246

106

＊雑収入には選挙公報製作費が入ったため、決算額が大きくなっています。

２０１５年度

貸借対照表（2015.12／31 現在）
資産の部

【流動資産】

負債基金の部
18,864,670

現金

11,471

郵便振替

1,248,134

普通預金（静岡銀行）

4,479,644

普通預金（ゆうちょ銀行）

12,946,839

普通預金（大垣共立銀行）

178,582

【一般基本金】
【流動負債】預り金
【固定負債】
退職給与引当金

【基

金】

事業運営基金
建物基金

13,271,459
543,627

1,050,000
16,688,559
3,744,822
10,406,889

【固定資産】

13,271,459

障碍者基金

1,036,848

建物

13,041,368

センター準備金

1,500,000

230,091

繰越利益剰余金

1,632,484

器具・備品
【その他の資産】

1,050,000

(経常会計・次年度繰越）

中退共掛金

1,050,000

基金等合計

18,321,043

負債・基金合計

33,186,129

資産合計

33,186,129

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

❀多くの尊いご支援献金を心より感謝を申し上げます❀
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201５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した。休止中また製作中の方は再開後に記載させていただきます。
グループ活動のみの方は個人名を省略させていただきました。

【点訳】金子道弘、上原菊子、小出陽子、後藤忠治郎、沢谷千代子、赤代安子、浜崎
明、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、浜崎明

【音訳・音訳校正】浅田信子、石川和子、伊豆倉明美、伊藤節子、伊藤妙、伊縫智
子、井上都希子、岩野由美子（舟の右側）、小川洋子、川野辺一江、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、島田光輝（クレイ）、鈴木紀子（舟の右側・四国伝道）、高橋みち子 （エ
クレシア）、田島左由里、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、藤澤季予、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、吉田みち子、吉本淑子（大会時報）、
犬山音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ虹の会（百万人の福音・ちから）、東京恩寵教会ｸﾞﾙｰﾌﾟ（キリスト新聞）、静岡
音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ（クレイ）、ミルトス音訳グループ（信徒の友）
【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、新庄田鶴子、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、
増田伸子、宮地多穂子、望月淑子、山田憲正

【音訳指導・（通信）講座】松本芙美、三田村苗美、小幡美智子、井上都希子
【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、青木恵子
✾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

・ＣＤ－Ｒ

・切手（未使用・使用済み） ・カセットデッキ

・官製はがき

・点字図書

・パソコン
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ほか

201５年度

(2015 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！
（大変申し訳ございませんが敬称・回数は省略させていただきます。）

【個人】
青山鶴江、青山昭一郎、秋月淑子、秋山由記子、足立正範、阿部晋也、雨宮茂夫、荒井徳
雄、荒木孝夫＆洋子、有馬孝子、安食修、飯塚光喜、家山和夫・恵子、家山光雄・節子、
石丸新・重子、一條シン、市原邦造・紀恵子、市村ケイ子、糸魚川和英、稲垣正男、稲垣
宣子、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、上田幸雄、内
田和彦、内田千波、内田みさを、内海和子、梅田純一、江口真理、榎本嘉津代、大石富子、
大下富士男、大杉秋子、太田秀子、太田円三・禎子、大西弘子、大橋徹、大森とし子、岡
トモ子、岡田岩男、岡田孝子、岡村智子、小川洋子、奥村史枝、奥山嗣夫・正江、長康弘、
長田満、長村芳子、小薗井恭仁子、尾上真奈美、梶原剛、勝山志づえ、加藤常昭、加藤照
子、金子千鶴、金子道弘、神尾千鶴、上原菊子、亀田功治、川上静子、川上麻里、川野辺
一江、川澄君子、川口康子、貫洞賢次、木崎フサ子、北谷あき子、北村勝三郎、金修貞、
木村庸五、経塚武、國安順子、九里謙一、桑原健次、小島芳子、小谷和海・洋子、小谷友
治、後藤忠治郎、小林幸子、小林芙美子、小松幸子、小山邦介・翠子、西條献児、坂井シ
ズエ、酒井敬子、坂部福次・福世、佐々木真希、佐藤恵子、佐藤公義、佐藤孝夫、沢谷千
代子、三瓶忠克、塩坂多美子、汐沢はま、重丸京子、柴田美代子、島田悦子、島田充子、
島野洋子、島袋正直、赤代安子、白岡庸子、杉澤貴美代、杉山清美、鈴木あつし、鈴木経
子、鈴木紀子、鈴木雅樹・瑞江、相馬伸郎、添田信江、高岡結丹・茂子、高田徹・照美、
竹林美千代、多々良友彦、舘節子、田中文江、田中文宏、田中雄二、谷川謙、谷川君平、
谷脇力、田村和代、壇原久由、月岡米子、月岡佳久、辻泰男、津田美知子、綱野悦子、堂
松恵子、遠山哲美、遠山信和・百合子、鳥飼富士夫、内藤洋子、永井彰子、永井直、中尾
慎宏、中川真理子、長崎秀子、長渡研史、永田正江、中根文江、中林撰・チヨ、中山仰、
中山れい、梨木和子、新美すえ子、西岡猛、西堀則男、ニ村厚司、西森統子、西山牧子、
根本伸一、野村純ニ、橋原ふみ子、橋本進二・雅子、長谷川正一、長谷川正志、長谷部裕
子、服部時久、服部たえ子、服部真理子、羽野浩雪、羽野環、濱野直子、林真理子、原宏、
伴裕子、東中喜彦、一ツ山涼子、平野翠、広瀬信一、福原末男、藤野咲子、二木良子、細
井ヤス子、桝本寿一、松浦正恵、松永今日子、松本典子、松本芙美、松本真佐子、松山和
子、三上三香、三神善樹、水野玲子、美田嘉信・早苗、宮田咲子、宮本博文、宮本三千代、
村上暁子、村瀬光枝、村山清江、望月明・鈴子、本橋恭代、森平邦子、森光美文、八木久
江、柳沼敏子、安田正之・愛子、矢野幸子、矢部美佐子、矢作正道、山内満智子、山口俊
郎、山口信枝、山口扶佐子、山口由紀子、山崎光吾ﾞ、山崎公三、山崎久子、山崎保男、山
下タカ子、山下朋彦、山科俊子、山田君子、山田ふみ子、山梨和江、山村佳子、山本奈緒・
侑輝、横田隆・みのり、横山成鈴、横山米子、吉川正子、吉川マサノ、吉川禮子、吉田晃
啓、吉田一一、吉田京子、吉田良行、渡井秀雄、渡辺のり子、匿名 2 名、犬山教会維持会
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員、江古田教会維持会員、岡山西教会維持会員、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、千里山教会維持会員、宝塚教会維持会員、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）シャロームキリスト教会、南紀キリスト教会、
（ｲｴｽ・ｷﾘｽﾄ）高松田村町教会、
（改革長老）東須磨教会、
（ｶﾄﾘｯｸ）徳之島カトリック教会、碑文谷教会、
（神の教会）萩山神の

教会、（兄弟団）一宮教会、（在日大韓）神戸教会、（聖書ｷﾘｽﾄ）のぞみ教会、（単立）須賀川めぐ
みキリスト教会、静岡その枝キリスト教会、神愛キリスト教会、和歌山ゴスペルライトセ
ンター、（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、(伝道福音)六日町キリスト教会、（ﾅｻﾞﾚﾝ）浦添ナザレン教会、（日ｷ教会）大阪姫
松教会、小樽シオン教会、香里教会、夙川教会＆日曜学校、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、米子伝道所、（日ｷ教団）隠岐教会、鎌倉雪ノ
下教会、埼玉新生教会、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、首里教会、田園調布教会、長崎
教会、勿来教会、東村山教会、ひばりが丘教会、箕面教会、安岡教会、大和キリスト教会、
中静分区婦人部、日本福音基督教団、（ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ・ﾊﾞｲﾌﾞﾙ）浜松聖書バプテスト教会、（ﾊﾞﾌﾟ連
盟）日野神明キリスト教会、
（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、
（保守
ﾊﾞﾌﾟ）いわき希望教会、
（ﾎｰﾘﾈｽ）大阪栄光キリスト教会、
（無教会）浜松聖書集会、
（ﾖﾊﾝ連合）

ヨハン静岡キリスト教会、（ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ同盟）姫路シロアムチャーチ、（団体）関西盲人宣教会、
関西学院宗教活動委員会、グループ点筆、静岡県盲信徒会、静岡市内キリスト教連絡会、
超教派キリスト教視覚障碍者友の会、とちぎ愛信会、日本聖書神学校学生自治会、
（改革派）
青葉台キリスト教会、青森教会、芦屋教会、厚木教会＆CS、伊丹教会、板宿教会、稲毛海
岸教会、犬山教会＆兄弟会＆姉妹会、宇都宮教会、江古田教会＆女性会、大垣教会、大阪
教会執事会、太田教会、大宮教会＆CS、大屋教会、岡山教会＆婦人会、岡山西教会＆家長
会＆婦人会、男山教会、尾張旭教会、春日井教会サフラン会、勝田台教会＆女性会、金沢
教会、上諏訪湖畔教会、上福岡教会、川越教会、北中山教会、北沼津キリスト教会、岐阜
加納教会＆婦人会、桑名教会、恵泉教会＆婦人会、甲子園教会、高蔵寺教会、高知教会、
神戸長田教会、湖北台教会＆日曜学校、堺みくに教会、坂出飯山教会婦人会、坂戸教会＆
有志、佐久教会、札幌教会、滋賀摂理教会、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、新所沢教会、神港教会＆婦人会＆聖書学校、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、仙台教会、仙台栄光教会、仙
台カナン教会、仙台めぐみ教会、善通寺教会＆男子会＆女性会、千里山教会＆婦人会、千
里摂理教会執事会、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、秩父教会、千城台教会＆女性の会、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＆日曜学校、
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所沢ニューライフ教会、徳島教会、徳島西部教会、豊明教会、那加教会＆婦人会、長野教
会、名古屋教会婦人会、名古屋岩の上教会、灘教会＆婦人会、新潟教会、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、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、福島教会、船橋高根教会＆女性の会、松戸小金原教会＆アネモネ会、松
山教会＆婦人会、三郷教会、瑞浪教会＆婦人会、南浦和教会、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、
四日市教会、横浜教会＆CS、横浜中央教会、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、神戸改革派神学校学生会、関西地区伝道協議会神戸地区分
科会、北四国連合婦人会、静岡盲婦人ホーム、中部中会信徒研修会、中部中会連合婦人会、
中部中会長老会、中部中会執事活動委員会、
多くの皆様の尊いご献金により、2015 年度の活動が支えられました。

ニューフェイス！

新職員です

こんにちは。私の名前は楳田めぐみと申します。

この春、静岡市立清水桜が丘高校を卒業し社会人となりました。中・高と吹奏楽部に所属
しておりパーカッション（打楽器）を担当していました。パーカッションの中でも主に担
当していた楽器はバスドラ（大太鼓）です。あまり目立たない楽器ではありますが、とて
も奥が深い楽器です。
「高校の思い出はなんですか？」と聞かれると「部活です！」と真っ
先に答えるくらい、毎日部活をしていました。印象深い思い出は、部活の春合宿ではみん
なが残したおかずをたくさん食べ、帰ってくると体重が３キロも増えていました。
吹奏楽部では主にクラッシクやポップスを演奏していましたが、自分が好きでよく聴く音
楽の系統は日本の若いバンドマンたちの音楽です。
音楽と同じくらい食べることも大好きです。回転寿司のお店に行って食べたお寿司のお皿
の過去最高枚数は、２０皿＋デザート１皿です。バイキングなどに行って元を取ることを
モットーに食事をしています。
初めはセンターの仕事に慣れないかもしれませんが、少しずつ慣れて勢力になれるように
頑張ります。これからよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、感謝をもってご報告させていただきます。

2016 年 4 月
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
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fax０５４－２８５－０７４６

shizumouden@dct7.net

