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巻頭言

先頭に立って進んでおられる主

かんみょんそん

姜 明 善 (大磯キリスト教会伝道師・支援委員)

祈り求めていた新会堂が、主によって与えられたましたことを、心から感謝し、お祝い申し上げます。
私は十日市場での開拓が始まり、最初の会堂から今の会堂が建てられるまでのすべての過程について詳し
くは知っておりませんでした。しかし、南関東地区の教会に赴任してから、十日市場めぐみキリスト教会
の総会に出席させて頂く機会が与えられ、今の会堂が与えられる過程を知ることができ、ご一緒に祈りに
あずか

与 ることが出来たことを主に感謝しております。そして、この度、宣教協力委員会から送り出されて、支

援委員に加えられましたことを主に感謝しております。
主に願い求めていた会堂が与えられた今、十日市場めぐみキリスト教会の皆様は新しい希望とクリアー
しなければならない課題、この二つのことが同時におありなのではないかと思わされます。このような中
で、改めて私たちが覚えておかなければならないのは、この十日市場での開拓伝道を主が先頭に立って進
んでおられるということです。「もちろん、そのことについてはよく知っている」と思っておられる方々
も多いと思います。しかし、頭ではそうで思っても、実際物事を決めて進めるときには、いつの間にか導
いておられる聖霊より、自分たちの思いや経験から来る発言が聖霊よりも先に出ようとする過誤を犯しや
すいのが私たち人間ではないでしょうか。
新会堂が与えられ、開拓伝道の新たなスタートを切った今。どんなときにも主が先頭に立って進んでお
られることを忘れずに、ただ主を信頼し、主の背後にくっついて、主の導きに従って、一歩ずつ進む十日
市場めぐみキリスト教会でありますようにお祈り致します。新たな歩みが主によって確かなものとなり、
十日市場のすべての人が「イエスは主なり」と告白するために用いられる教会となるために、主の背後を
しっかり見て進む教会となりますようにお祈り致します。

第四回支援会総会のご報告
去る 5 月 28 日(土)に、十日市場めぐみキリスト教会・新会堂にて、第四回支援会総会が行われました。
後に「献堂式」が控えていたため、例年より短縮された時間の中でしたが、新会堂を与えて下さった主
への深い感謝の内に、活動報告・決算が承認され、続いて活動計画および予算と返済計画も承認され、支
援委員も選任されました。（巻頭言を書いてくださった姜先生が新しく委員に加わってくださいました）。
会堂が与えられましたので、支援会の今後の活動は、借り入れの返済とともに教会形成を祈りをもって覚
えることになって行きます。引き続き祈りの手を挙げ続けてください。 櫛田信（支援委員）

こんなふうになりました！
十日市場めぐみキリスト教会のご案内
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会堂取得・改修費の収支報告

の思いが皆の胸に広がりました。多くの教会の支援を受けるなか、私たちも連鎖祈

収入
支援会より（11/26）

14,750,000円

支援会より（12/16）

37,900,000円

支援会より（12/21）

11,350,000円

支援会より（4/4）
収入合計

前の小さい会堂で、ドイツの若い学生さん達が、歌を歌ったり話をなさったりと

楽しいイベントがありました。でも、40人でぎっしりとなり、広い会堂がほしいと
祷を行いました。そして奇跡とも言うべき、昨年12月25日に、会堂予定の物件が与

えられました。また、早い時期に、美しく着飾った花嫁のような会堂が天から下っ
てくるように変身をとげ、5月の最初の日曜日から礼拝が行われました。本当に感謝
です。私たちもこの素晴らしい恵みに感謝して、頑張っていきたいと思います。

吉田恒子

6,000,000円
70,000,000円

支出
土地建物取得陽
仲介手数料
登記関係経費
改修工事費
設計・工事監理
その他雑費

54,000,000円
1,150,000円
436,480円
13,780,000円
600,000円
33,064円

（収入印紙、固定資産税2015年、送金手数料）

支援会に戻入
支出合計

献堂の時を迎えて

456円
70,000,000円

こんなに多くの出席者と神への感謝をささげました！

素晴らしい会堂を目にして、まだ夢の中にいるようです。主

が、私たちの思いをはるかに超えて、すべてのことを最善にし
てくださったことを覚え、主を崇めます。献堂式の日、あふ

れるばかりの大勢の方々がいらしてくださり、こんなに多く
の方々と教会が、支えてくださったのだ、と胸が熱くなりま
した。心に残る野村先生のメッセージとヘーゲレ先生の祝辞。
新栄宅建の熊久保社長さんの挨拶では、ニュースレターを

読んで祈っていてくださったゆえの破格の見積もりだったこと
が語られ、涙の出る思いでした。会堂を主に献げ、主の栄光
が現されますようにと期待しつつ。

鯉渕早弓

十日市場めぐみキリスト教会

2016 年 3 月～2016 年 6 月の動き

諸教会の皆様の支援を感謝しています。
3 月から 4 月にかけて、新会堂の改修工事が進められました。工事に合わせて、外壁の材料や色、内装、壁紙、
照明器具、コンセントの位置、音響機器などを決める必要がありました。また、元オーナーが作った屋外広告塔
は大きすぎて、どうするか悩みましたが、除却することができ、すっきりした車 4 台分の駐車場ができあがりま
した。この間に、春の特別礼拝を持ちました。我孫子福音教会の田村誠喜牧師を招きました。現在、礼拝に集っ
ている方で、我孫子で洗礼を受けた方がいます。我孫子もリーベンゼラの働きでスタートした教会であり、その
働きの実である方が、かなりの時をへて、現在は十日市場に集うにいたったことに主の導きを感じています。
4 月末に引っ越しをし、5 月から新会堂での礼拝となりましたが、最初の礼拝の後に、会堂内の玄関扉手前に
あった低い部分のことで、ご高齢の方がころんでしまい怪我をしてしまいました。ここのことは相当議論してい
ましたが、予算的なこともあり、段差が会堂内に残るのはやむを得ないと考えていました。しかし事故が起きた
ということで、急きょバリアフリー化することにしました。結果的には、とても良い改修になったと思います。
5 月 28 日には、第四回の支援会総会の後に、献堂式を行うことができました。100 人もの方々がご参加
してくださり、祝福された時となりました。中山とかもいの皆さんのご協力をいただき、何とか裏方をに
なうことができました。教会員による特別讃美は、歌う側にとっても印象深く残りました。教会福音讃美
歌の 371 番は日本ではあまり知られていませんがドイツでは有名な曲で、「神様へ
の感謝」がテーマとなっていて、今の私たちにぴったりの曲でした。6 月は、献堂
式にお呼びできなかった中山とかもいのメンバーや友人たちに対するオープンチ
ャーチを行いました。懐かしい方も来てくださり、励ましをいただきました。7 月
は、いよいよ地域に対するオープンチャーチを行います。
鯉渕信也

会計

十日市場開拓伝道支援会

尊いおささげものを感謝します。土地会堂の取得のための総
予算 7000 万円を 4 月早々に達成でき、新会堂の改修も 5 月に
終了しました。諸教会の皆様のご協力に心から感謝します。
今後の会計は、支援会債 3120 万円とリーベンゼラから
の借入金 1000 万円の返済が課題ということになります。
このため、新会堂の取得・改修費を除いた部分の会計報告
をいたします。
2016 年 4 月～2016 年 6 月会計報告
<収入>
4~6 月
献金・謝礼等
1,299,700 円
その他(敷金の戻り)
0,199,488 円
合計 A
1,499,188 円
<支出>
事務費、通信費
0,019,881 円
その他雑費
0,009,213 円
合計 B
0,029,094 円
<預金残高>
3 月末残高
0,057,873 円
今期差し引き A－B
1,470,094 円
合計
1,527,967 円(返済積み立て金)
<2016 年 4 月～6 月に献金や謝礼をいただいた教会等 50 音順>
生田丘の上、泉、永福南、大磯、上作延、かもい聖書、相
模原福音、鷺沼、湘南、湘南のぞみ、湘南ライフタウン、
菅生、逗子福音、たまプラーザ、チャペルオブアドレーシ
ョン、長津田、花の木、浜田山、東村山、本郷台、松見が
丘、武蔵台、横浜キリスト福音、横浜永谷、横浜緑園、中
山、十日市場めぐみ、個人 5 件

十日市場めぐみキリスト教会の
祈りの課題 ～トマス・ベック師による
1 ．新会堂が皆様の支援をいただいて与
えられたことを心から感謝していま
す。十日市場地域の宣教のために新会
堂が用いられますように。
2 ．7 月 24 日に予定されている洗礼式の
ために（2 名）。他に、洗礼準備中の方
（1 名）と求道者のために。
3．９月からリーベンゼラ日本宣教団代表
を兼務するベック宣教師の働きと健康
が守られますように。
4． 支援会債の返済を計画的に進めるこ
とができますように。
連絡先：十日市場開拓伝道支援会事務局
〒213-0034 川崎市高津区上作延 906
上作延キリスト教会内 ℡044-866-6950
メール kamisaku@cj9.so-net.ne.jp
献金窓口：①郵便振替
「十日市場開拓支援ネットワーク」
00280-5-70757
②ゆうちょ 記号 10280 番号 32539591
口座名「十日市場開拓支援ネットワーク」

