
 十日市場めぐみキリスト教会 2015年 7月～11月の動き 

諸教会の皆様の支援を感謝しています。 
 7月は、守部喜雅先生をお招きして、特別礼拝と講演会を行いました。午前も午後も 28人の参加でした。黒田
官兵衛や新島八重にまつわるお話しは興味深い内容でした。求道者の方やお誘いした方の中に歴史好きな方がい

て、熱心に聞いてくださいました。 
 8月は、今年も伊豆でリトリートをしました。19人の参加で、松山姉の証しを聞きました。天気が悪く、海には
行けなかったのですが、毎年、子どもを連れて海にいく私としては、ステンドグラス館やちょっとリッチな昼食を

いただき、たまにはこちらもいいなと思いました。バーベキュー、温泉、マッサージ機は大人気でした。 
9月は、中山教会のかき氷大会に参加しました。子どもが、なんと 56人、さらに大人もいて 100人の会になり

ました。山中直義先生の素晴らしいメッセージで、しかもゲームも楽しく、会堂が狭い十日市場にとって、とて

もありがたいプログラムでした。 
10月は、具体的な土地会堂の物件が出てきましたので、にわかに慌ただしくなってきて、11月 7日の土曜日に

初めての正式な相談会が持たれました。委員長の野村卓一先生や建築士の阪本兄弟にもご参加いただき、 
皆さんで討論した結果、土地会堂取得に向けた教会としてのゴーサインが正式に出ました。 
11月 23日には、中山・かもい・十日市場教会の合同研修会が持たれ、同盟徳丸町教会の朝岡勝先生か 
ら「信仰告白に立つ教会」と題して、教会と国家の関係について学びました。また、29日にはかもい教会 
の熊久保先生による特別礼拝を持ちました。昔、中山の日曜学校に来ていた近隣に住む姉妹が来てくれて 
とても嬉しく思いました。まもなく 4回目のクリスマスです。お祈りください。      鯉渕信也 

会計 十日市場開拓伝道支援会 祈りの課題 ～トマス・ベック師による 

１．土地会堂が与えられたことを感謝しつ

つ、今後の改築のために祈りましょう。 

２．地域伝道のために、クリスマス諸集会が

祝福され、多くの方々が教会に導かれ、主

に出会うことが出来ますように。 

３．求道中の方のために、健康の試みにあ

る方のために。 

４．2016年度の年間計画と教会の歩みのために。 

５．宣教師と教会員の霊性と成長のために。 

６．宗教法人中山キリスト教会と支援会の

諸教会の協力を感謝しています。経済的

な必要が満たされ、お互いを祈り合うこ

とができますように。 

 

 

尊いおささげものを感謝します。2015 年 11 月末で、献金
の残高は感謝なことに約 2540万円となりました。支援会債に
ついては、現在 2720万円の残高となっています。また、リー
ベンゼラから 1000 万円の借入を予定しています。合計で約
6260万円となりました。感謝します。土地会堂の取得のため
の総予算は 7000万円を見込んでいます。引き続き、献金と支
援会債のことを覚えていただけたら幸いです。 

 
2015年度 7～11月会計報告 

<収入>                   7~11月      
    献金・謝礼等    03,954,210円     
     利子        00,001,908円   
    合計 A          03,956,118円      

<支出> 
    会堂賃貸料      00,572,400円 
    事務費、通信費等    00,056,949円 
    合計 B       00,629,349円 

<預金残高>     
    6月末残高      22,072,763円 
    今期差し引きA－B     03,326,769円 
    合計         25,399,532円  
 
<2015年 7～11月に献金や謝礼をいただいた教会等 50音順> 
麻溝台、生田丘の上、永福南、大磯、上作延、かもい聖書、

相模原福音、鷺沼、湘南のぞみ、湘南ライフタウン、菅生、

菅、逗子福音、たまプラーザ、長津田、中野島、西荻南、 
花の木、浜田山、東村山、本郷台、松見ヶ丘、南関東地区聖会、

横浜キリスト福音、横浜さちが丘、横浜永谷、横浜緑園、 
リーベンゼラ(ドイツ)、中山、十日市場めぐみ、個人 8件 

 
<支援会債発行額> 
 2015年 6月末発行残高    23,900,000円 
 2015年 7～11月引受額    03,300,000円 
 合計           27,200,000円 

連絡先：十日市場開拓伝道支援会事務局  
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巻頭言  測り綱は、 私の好む所に落ち … … た。 
十日市場開拓伝道支援委員 本多公久(こどもの国キリスト教会牧師) 

 この原稿を書こうとしていたとき、「十日市場めぐみ教会の会堂と土地のためのよい物件が出
た」との知らせが舞い込んできた。十日市場駅周辺、しかも長津田駅の方に寄れば長津田みなみ
キリスト教会が、中山駅側に寄れば中山キリスト教会があるために、非常に限られた地域、「そ
んな地域に物件が出るだろうか？」そんな、恐れに似た不安がずっと心の中にあった。だから、
前回物件が出たときには、「これぞ導き！」と思ったが、いろいろ調べて行く間に別の買い手に攫

さら

われてしまった。さらに前後して、綾野兄がその地域の不動産の動きについて調べてくださった
が、その結果は「過去二十年近く 遡

さかのぼ
っても、教会向きの物件は出ていません」とのことだった。

そんなこともあってか、十日市場教会の兄姉の中にも早い時期から「その物件をぜひ」という声
もあった。 
 十日市場の開拓支援委員も実際に見に行って見た。判断に迷う要素もないではなかったし、委
員会が考えていた価格では「話にならない」というような売主の声もあった。しかし、それらは
外堀が埋められて行くように解消していった。熟慮と祈りの末に購入する方向に導かれて行った。
南関東地区の教職者会が開かれる前の月曜日午前９時—―牧師にしてみれば朝一番—―から、開
拓支援委員は再び集まって、「重大な瑕疵

か し
がなければ購入する」というめぐみ教会の信徒相談会

の決断を聞き、委員会もその方向を承認した。 
 そして奇しくも、小生が岩手開拓伝道委員会で釜石に出張中して会議を行っていた最中に、櫛
田先生から件

くだん
の物件の購入についての最終確認の電話があった。唾をごくりと飲み込んでから

「本多は賛成します。よろしくお願いします」と応えた。小生の中でぶら下がっていた「測り綱」
が落ちた瞬間だった。 
 主の宣教の働きのためには主ご自身がすべての必要を備えてくださることを、改めて目の当た
りにした。まだ始まったばかりのこの宣教の働きに、主は大きなクリスマス・プレゼントを用意
してくださった。主はさらにこの会堂を拠点にして展開される宣教の働きのためにも、多くの稔

みの
り

を与えてくださるだろう。 
 共に祈り、その恵みに与

あずか
る者とされたい。 

 

NEWS‼ 土地と建物が与えられました。 

諸教会の皆様に祈っていただいて来た開拓伝道のための会堂ですが、このニュースが皆様のお手元に届
く頃には売買契約が結ばれていると思われます。次頁以降に紹介しておりますのでご覧ください。現在、
総予算 7000万円のうち、献金と支援会債・借入金で 6260万円与えられており、購入が可能となりまし
た。感謝しています。改修工事を行うためにはなお 740万円の必要があります。会堂として使用できるよ
うにする今後の工事・必要・計画のためにもぜひお祈りください。 櫛田信（支援委員・中山キリスト教会） 

 

 
 

 



購入しようとしている会堂をご案内いたします。 

　 ①１階入口　教会前に車を４台駐車できます。 
 目の前にバス停あり。段差なく礼拝室に入れます。 

                                                 　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

     　　　　　 　　　　 　 
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

私たちの教会のメンバーの特徴としては、（実際の年齢は
様々ですが）若さと勢いがあげられます。新しい物件の候補
が上がってくると、目をキラキラと輝かせ、皆でせっせと足
を運んで見に行きます。また、他教会の献堂式にも積極的に
参加して「私たちもこんな会堂を建てたい」「次は私たちの
番よ。」などと胸を膨らませて帰ってきます。夢と神様への
期待を胸に、皆で祈ってきました。 
　しかし、今回の土地購入の決定に至るまでの期間を通して、
「若さと勢い」だけではない教会員の姿を見ることができま
した。地域柄、なかなか候補物件が出てこず行き詰まる中、

全く完全な条件でなくても「ゆだねて進む」という信仰が求
められる一方で、主の礼拝のための場所ということで妥協は
したくないという思いもありました。祈祷会では、今回の物
件への感謝や期待の祈りとともに、「しかし、みこころでな
いなら閉ざしてください。」という祈りも捧げられていまし
た。今回の土地購入は勢いで決まったものではなく、静かに、
主が道を開いてくださったのだと感じています。　　             

鯉渕恵

購入する会堂をご紹介します。 
 
　　　　 

 
　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
 
 

 

地下１階付二階建て中古 
（２LDK＋店舗＋作業所＋倉庫） 
建物構造　鉄骨・木・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　 

建物面積　198.86㎡ 
土地面積　約213㎡

　地下１階付二階建て中古 
（２LDK＋店舗＋作業所＋倉庫） 
　構造　鉄骨・木・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　 
　　　建物面積　198.86㎡ 
　　　土地面積　約213㎡
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　　　　　　 ②礼拝室の 
　　　　　左後方には、 
　　　お茶を飲みながら 
 ゆっくり交わる空間も。 

リフォーム工事後には
50名収容可能。 

まず内壁を壊し内装を
整え、エアコン設置、
トイレ増設、さらには
キッチン設置まで予算
内でできるといいなぁ
という希望があります。 

リフォームの内容は、
十日市場めぐみキリス
ト教会メンバーでこれ
から話し合い決定しま
す。この図は、あくまで
参考程度にお考えくだ
さい。

③
　　③キッチンを抜けて、勝手口を 
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２階は２LDKの住居。招聘の際には、 
牧師住居として使用可能。

地下も十分な広さが
あります。可能なら
ここもリフォームし
て有効活用したい！

物件引き渡し後には、屋根の
塗装、外壁一部張替えと外壁
塗装をおこないます。 
どんな色になるでしょうか。
十字架はどこに、教会看板は
どのようになるのか、目立つ
場所なのでとても楽しみです。

地下１階

　今回の物件の知らせを受けた時は既に夜８時過ぎでしたが、
まさに祈りは聞かれたとの思いで即座に下見に飛び出してしま
いました。物件を探しだして約３年、教会員全員で連鎖祈祷を
始めて丸一年、限られた予算枠の中で、十日市場・新治町内で、
既存周辺４教会から距離が保て、建坪最低２５坪が取れ、周囲
への気兼ねが少ない立地で、大きな道路に面し、駅から１５分
内程度、そしてなによりもキリスト教会と契約してくださる地
主さん、これだけの要求条件を満たす物件は、綾野兄が過去１
７年間の不動産成約データベースを検索して下さって１件も無
かったほど出物の少ないこの地域で、今回の物件の出現はまさ
に奇跡を体験するような喜びでした。もちろん中古物件ですか
ら欲を言えば切りがないと思いますが、まずは一人でも多くの
地域の方々にお越しいただけるよう、全員で心を合わせて祈り
つつ、礼拝堂優先で改修が進められ一日も早く献堂式が迎えら
れたらと願っています。　　　 

芝田寛二　　　 

「求めなさい。そうすれば与えられます。 
捜しなさい。そうすれば見つかります。 
　たたきなさい。そうすれば開かれます。」 

（マタイ7：7） 
 ハレルヤ！主の御名を賛美いたします。十日市場めぐみキリス
ト教会の開拓を支えてくださっている皆様、尊いお祈りを感謝い
たします。私たち家族は第一回目の礼拝から参加させていただい
ています。２歳の娘は５歳になり、教会の成長と娘の成長が神様
の祝福のうちにあることを感謝する毎日です。このたびは御言葉
の通り、とてもすばらしい場所に会堂が与えられました。現在の
会堂は人がいっぱいで、私たち家族が礼拝の始まる直前に行くと
三人そろって座れる場所の確保が難しかったので、広い場所が与
えられてとても感謝しています！主人は求道中ですが、この十日
市場めぐみキリスト教会の雰囲気が好きなようで、毎週礼拝に参
加させていただいています。「主イエスを信じなさい。そうすれ
ば、あなたもあなたの家族も救われます」（使徒16：31）今は
その御言葉を信じて、聖霊の働きを待ち望みつつ、主人が信仰告
白できる日を神様に期待しています。これからもこの教会のため
にお祈りいただければと思います。 

今岡基恵 

十日市場めぐみキリスト教会 
メンバーからの声 

十日市場駅 中山駅
JR横浜線

ここです！現 集会所 片側二車線の大通り
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菅、逗子福音、たまプラーザ、長津田、中野島、西荻南、 
花の木、浜田山、東村山、本郷台、松見ヶ丘、南関東地区聖会、

横浜キリスト福音、横浜さちが丘、横浜永谷、横浜緑園、 
リーベンゼラ(ドイツ)、中山、十日市場めぐみ、個人 8件 
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巻頭言  測り綱は、 私の好む所に落ち … … た。 
十日市場開拓伝道支援委員 本多公久(こどもの国キリスト教会牧師) 

 この原稿を書こうとしていたとき、「十日市場めぐみ教会の会堂と土地のためのよい物件が出
た」との知らせが舞い込んできた。十日市場駅周辺、しかも長津田駅の方に寄れば長津田みなみ
キリスト教会が、中山駅側に寄れば中山キリスト教会があるために、非常に限られた地域、「そ
んな地域に物件が出るだろうか？」そんな、恐れに似た不安がずっと心の中にあった。だから、
前回物件が出たときには、「これぞ導き！」と思ったが、いろいろ調べて行く間に別の買い手に攫

さら

われてしまった。さらに前後して、綾野兄がその地域の不動産の動きについて調べてくださった
が、その結果は「過去二十年近く 遡

さかのぼ
っても、教会向きの物件は出ていません」とのことだった。

そんなこともあってか、十日市場教会の兄姉の中にも早い時期から「その物件をぜひ」という声
もあった。 
 十日市場の開拓支援委員も実際に見に行って見た。判断に迷う要素もないではなかったし、委
員会が考えていた価格では「話にならない」というような売主の声もあった。しかし、それらは
外堀が埋められて行くように解消していった。熟慮と祈りの末に購入する方向に導かれて行った。
南関東地区の教職者会が開かれる前の月曜日午前９時—―牧師にしてみれば朝一番—―から、開
拓支援委員は再び集まって、「重大な瑕疵

か し
がなければ購入する」というめぐみ教会の信徒相談会

の決断を聞き、委員会もその方向を承認した。 
 そして奇しくも、小生が岩手開拓伝道委員会で釜石に出張中して会議を行っていた最中に、櫛
田先生から件

くだん
の物件の購入についての最終確認の電話があった。唾をごくりと飲み込んでから

「本多は賛成します。よろしくお願いします」と応えた。小生の中でぶら下がっていた「測り綱」
が落ちた瞬間だった。 
 主の宣教の働きのためには主ご自身がすべての必要を備えてくださることを、改めて目の当た
りにした。まだ始まったばかりのこの宣教の働きに、主は大きなクリスマス・プレゼントを用意
してくださった。主はさらにこの会堂を拠点にして展開される宣教の働きのためにも、多くの稔

みの
り

を与えてくださるだろう。 
 共に祈り、その恵みに与

あずか
る者とされたい。 

 

NEWS‼ 土地と建物が与えられました。 

諸教会の皆様に祈っていただいて来た開拓伝道のための会堂ですが、このニュースが皆様のお手元に届
く頃には売買契約が結ばれていると思われます。次頁以降に紹介しておりますのでご覧ください。現在、
総予算 7000万円のうち、献金と支援会債・借入金で 6260万円与えられており、購入が可能となりまし
た。感謝しています。改修工事を行うためにはなお 740万円の必要があります。会堂として使用できるよ
うにする今後の工事・必要・計画のためにもぜひお祈りください。 櫛田信（支援委員・中山キリスト教会） 

 

 
 

 


