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昨年与えられた隣接地の利用法について、話し合いはなかなか進まず、ずっとペンペン

草が生えたままで、私はいつも心を痛めていました。土地利用会計の残高は、融資金100

万円を入れても650万円だけでしたので、平屋建を作るにしても、大したものはできませ

んから、話し合いに力が入らなかったのです。

ところがここで、新しく献金が500万 円、融資金が500万 円、合計1000万 円が与えられ、

新しい展望が開けてきました。それは隣接地に三階建の会堂を作り、現在の会堂の正面の

壁を取 り壊してぴったりくつつけ、新しい会堂と一体型の新会堂を作る可能性が出てきた

のです。この 2階建はおよそ2000万円ということです (現会堂は上下50坪、建築費2625万

円、牧師館つき)。 今度の増築会堂 (上下約45坪)は水回りの工事は一切ありませんので、

この程度でできるのです。

そうしますと、念願の「ホールつき礼拝堂」ができるのです。新 しい増築部分は約80人

の収容力ですが、そのほかに現在のネL拝堂がホールとして使用できます。映画館、市民ホ

ール、劇場などの不特定多数が集まる集会場は収容人数分の避難所 (ホ ール)が義務づけ

られていますが、教会は特定多数が集まるのだからと、今まで弁解 してきたのです。

さらに新会堂とホールが合体することによつて最大150人 の収容力を持つこともでき、

念願の「中会」 「東部中会婦人会」も開くことができます。文字どお りの「横浜中央教会」

に一歩近づきます。横浜西日教会時代からここに来るまで、私たちは 「入れ物が大きくな

れば人も集まる」という経験をしてきました。新しい時代がそこまで近づいたことを主に

感謝します。しかし現実には500万 円の追加献金または融資金を募 らねばなりません。

シュミレーションのために、献金がゼロの場合で、全てを融資金に頼つた場合の返済案

を下記に考えてみました。年報23頁の旧返済案と比較して見てください。

融資金一覧表と返済計画案2(単位 :万円)

2012年末の残高 H
100

K
300

T
200

N
20

Ｃ

Ｏ

Ｒ

Ｏ

Ｃ

６

返済合計 残高計

2220

2013年返済予定 100 100 20 100 ００
４

う
０ 1900

2013年追加融資

Y
100

B
500

募集
500 3000

2014年返済予定 100 50 100 250 2750

2015左F   〃 50 50 50 100 250 2500

2016年  〃 50 50 50 100 250 2250

2017年  〃 50 50 50 100 250 2000

2018年 (設立30周 年献金 ) 50 300 50 50 100 250 1750

2019年  〃 (牧師引退 ) 100 100 100 100 400 1350

2020 100 100 100 300 1050

2021 50 100 100 250 800

2022 100 150 250 550

2023 250 250 300

2024 300 300 0
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恵み ∫ちκ

お陰様で結婚して2年が経ちました。いつも覚えて下さり、ありがとうございます。

2年が経過した現在も絶賛異文化体験中という事もあり、時にエキサイティングではありま

すが幸せな毎日を過ごしております。ご存知のように、私は牧師家庭の娘と結婚をしたので

すが、本当に恵まれた事と感謝しています(悔しいので妻には言いませんが)。



今から6年程前、リーマンショックが世界を揺るがしました。自動車業界を中心にたくさんの

企業が倒産し、職を失う人が続出しました。私もその中の1人です。転職を繰り返し途方に暮

れ、すがるように教会に行つたのが神様との出会いでした。そこで安らぎを覚えた後、35歳で

洗礼を受け現在に至るのですが、聖書にも書かれているように人は忘れる生き物なのです

よね。その事をよくご存知の神様は、困難の後救われたということを一生忘れる事のないよ

うにと、クリスチヤン家庭で育った妻を送つてくれたのだと感じています。

神様の思惑通りで大変恐縮なのですが、仕事も家庭も全てが恵まれすっかり幸せになった

私は、何か理由を付けて礼拝をサボろうとしてしまいます。神様も妻も(?)優しいので、つい甘

えてしまうのですね。

気が付けば懺悔の手紙のようになつてしまいましたが、私を哀れみ救つて下さつた神様、

教会生活と兄弟姉妹、互いの家族、妻、健康、仕事など、身の回りの全てに感謝しつつ生か

されていきたいと思つています。生かされるということには様々な背景があり、様々な困難が

あるかも知れませんが、神様は見捨てるお方ではないということを、私の体験を通してお伝

え出来たら幸いです。

梅雨が明け暑さ本番となりますから、皆様もどうぞご自愛下さい。在主

なにを食べていますか
N.T

福島原発の事故以来の食の不安も少し落ち着いたでしょうか?福島で生産されたもの

は3でも売れなしヽと聞きます。しかし、普通にスーバーの棚に置かれている食品に注意

を払う人は余りいないようです。日本人は平均一日15g、 一年で 5 kgの食品添加物を

摂取しているそうです。(1,500物質のうち790物質に何らかのリスクあり)

近年、耳にするアトピー、アナフィラキシー、ADHD(注 意欠陥/多動性障害)等
に食品添加物が影響を測ゴしているとのこと。食品を奇麗に美味し<見せるために、子

供たちの大好きな食品に特に使用されています。

2010年 7月以降EUで |よ  「子供の脳に影響を与える食品」と明記しないと販売でき

ない 6種類のうちの4種類の添加物使用の食品が日本では売られています。利益を上|ず

るために企業|よ 薬品を使つて食品を造り格安で提供しています。それらの食品が何で

出来ているのか、将来のある子供たちのために私たち大人は者えて食品を選ばなければ

ならないと思います。

表示 :赤和、赤102、 黄ム 黄5、  ⇒ 体外に排出されない添加物

発色剤、合成保存料、漂白剤 ⇒ 発ガンlltの高い添加物

これらの食品は特に有害なので、食品表示を見て、含まれていないものを選びましょう。

改善する覗 副備 いそうです。我が家の息子が幼児の3寺、アトピーで何軒もの小児科

を受診じ原因を探った一つに、食品添加物がありました。


