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昨年の教会会計が執事会から小会に報告されました (4頁の会計報告).これを見

ますと、経常会計は 16万円ほどの黒字決算となつています。昨年の決算がマイナス

21万円で、ファンド会計からネ市填しなけオしばならなかつたことを考えますと大きな感

謝です。ここでは融資金会計と大中会献金について皆様に感謝 したいと思います.

融資金会計

横浜中央教会は 1999年に現在地 561rを購入し 2001年に現会堂を建築しました.

十地と建物にかかった費用の総額は 1億 3千万円でした.私たらは教会内部、東i「 中

会、東京教会、CRCそのはかか 2)、 合計約 6600万円を借金しました (こ の内 1000

万円はつなぎ融資金).2008年に動生の牧師館のマンションを 2300万円で購入し、

この時新たな融資金 960万円を募りましたので、実質的な借金は合計で 6500万円で

した。これはすべて無利子で、その後東京教会が 500万 円の借金を棒引きにしてくだ

さるなど、1慣司晟こ融資金返済を続けています。昨年は教会外部のNさ んに 200万円、

CRCに 100万円、合計 300万円返済しましたので、現在の残債は 2550万円です.

Tlた らは東部中会から、そして教会外部から、大いに助けていただいたのです。

融資金残債の内訳は教会内部が 550万円、Nさんが 300万 円、CRCが 1700万円

です。CRCか らの借金は、CRJM(ク リスチャンリフォムト
｀

ン
｀
ャハンミッシ1ン)フ ァンドと

名前が変わり、東部中会の中に組み込まれましたので、Tlた ちはこのl「済金を中会に

送金しています。当初はすべての借金を私の退職年 (2019年)までに返済する予定

でしたが、個人からの借金をできるだけ早めにlrしたぃので、CRCへの返済は当初

の予定より少し延長することを小会は考えています.CRJMフ ァンドは東部中会の

開拓伝iЁや、弱小教会の会堂ll‐理費などの時に貸し出される基金ですが、牧師不足の

現在では新たな開柘伝道の予定がありませんので返済の緊急性がなくなっています。

大中会献金

大中会献金とは大会と東部中会に、私たちの教会が納める負担金のことでり1,大会

負担金は会議費、委員会費、札幌伝道所 九州の諸伝道所 沖縄伝道所などへの援助

金、神学校経営などに使われまう1,中会負担金は会議費、伝道所への援助金、委員会

費など、中会全体の伝道活動に使われます。

負担金の計算は、その教会の現住陪餐会員数と経済力に応 じて決定され、それぞれ

請求書が来ます。私たらの教会は昨年、大会 中会へ合計 158万円を送金しました。



一般会計の収入合計が 1130万 円ですから、実に全収人の 14%で
'1,そ

のほかの、神

学研修所や外部への援助金、大震災義援金などを合計すると20%近 くになりまつ1.そ

れだけ横浜中央教会は大中会や外の世界に貢献しているのでり1,大中会献金は 2009

年 103万円、2010年 118万円、2011年 130万円と増加 していますので感謝でり1.

今年はもう少し励んでいただいて、大中会献金の予算を満たすことが出来たら幸い

です。この負担金の合計額を現住陪餐会員数で割ると一人当たり年 3万 1千円で月額

2580円 となります。横浜中央教会の会員になつた方には、大中会からこれだけ払つ

てくださいと期待されているわけです。会員の方は、この金額が当教会から外イヽ送金

される負担金であることをもう一度認識していただいて、できるだけこの金額を励ん

でいただきたいと思いまり、 もちろん会員の中には収入のない方もおられるのですか

ら、それは教会全体で支えれば良いのです。

何年か前の調査によりますと、日本人が個人でする慈善献金額は 1年間一人当たり

千円未満という微々たる額で、それ t)歳末助け合い運動や赤い羽根募金の時だけに限

られるそうで九 去年は大震災への募金で少 し増えたようですが、まだまだ日本人に

は助け合いのための募金は定着していません。そんな中で私たちがこれだけの金額を

外へ献金することができたことは大きな喜びです。

教会会計のあり方は、牧師給、教会内部の伝道費や経費、教会外への負担金や慈善

献金、この二つが等しくなるのが理想と言われてきました。しかし東部中会でも大会

全体でも、牧師給をやつと払える、エング′l lT数の高い教会が多いのです。この傾向

はこれからも続くでしょうし、会員の高齢化が進んでいますので、弱小教会や地方の

伝道所を支えるための負担金がもっと増えるでしょう。現在私は中会の伝道委員では

ありませんが、東部中会全体の伝道費用を再考しなければならない時機になっていま

す。横浜中央教会も、中会を一層支える教会としての見識が要求されま丸

今年私たちの教会は 24周年を迎えます。来年の 25周年にはどんな記念行事をする

のか、企画委員会にはそろそろ考え始めていただきたいと思います。2014年には中

会婦人会の当番教会としての費■も期待されていま丸 今年は内的にも外的に1)成長

していくことが出来るよう祈りましょう。まず私たちの足元から、つまり毎週の礼拝

出席による充実した信仰生活が最も基本で,■

礼拝当番について

1月 の定例小会でネL拝当番について見直す協議をしました。混雑したクリスマス礼

拝の様子を見ていて、礼拝当番についてもう少し工夫が必要ではないかという観点か

ら現行の「礼拝当番心得Jを見直すことが決まりました。礼拝当番とは結局、礼拝が

厳粛に、かつスムースに行われ、新来会者の方が礼拝にすぐ溶け込めるよう配慮する

のが仕事です。皆さんもお気づきの,点がありましたら、執事にご連絡ください。



特に現在では、新来会者ti渡す 1,ので「キリスト教子ど1,教理問答』増えています.

新来会者が来 :,れた :,、 席にpF9導 し、近くに会員にその方が新来会者で力,る ことを告

げて配慮するよう指示

'る
ことに気をつけていただきたいと思い■

‐
il.

下記に掲げまtた ものは 2010年に執事会が作成したネし拝当番心得です。会員の方、

特に礼拝当番をされる方はどなた 1,こ の心得をもう一度お読みください.

礼拝当番の奉仕

◎10時又はネL拝開始30分前までに来会ください。

0当 日の週報に目を通してください 0聖書箇所 請美歌 1言仰告白

|      |

行っていただきたいこと

★出席した会員全員に、出席表にOを記入させる.出席表に名前のない方は氏名を記入

していただく.(ネ L拝が始まっても)

★新来会者以外の方には、週報と、持ち合わせのないt,のを渡して下さい。
★礼拝前祈祷会、(1階小会り に参加して下さい。

新来会者が来 られた時

★とりあえ
~)｀

、出席表に名前だけ.nL入 してt,ら つてください.OL拝が始まっても)

★ L記のものをl● して ドさい、◎は必ず波してください.

☆席べ案内してください、席詰め誘導、教会員の横.

新来会者カー ドは、受付場に)エントランスが狭いため混雑の原因となるので、席ヘ

案内してから記入して1)ら つてください.報告のとき紹介するので それまでに回収
して自ら紹介するか司会の長老に波して下さい。礼拝が終わつたら執事にll・ して下さい.

ネL十「中

招きの.●lか ら罪の赦しの■言まで入退場を制・Fする。公司の祈りが始まる高■こ扉を開める

献金 → 担当執事と2人で集めます (お祈りは教会員の方でお願いします、出来ない

時は当番執事に中し出てくださし、,牧師がこどもを指名する時もありま
‐
→

礼拝終了後

式文、信仰告/、 歌集などを元の場所へもどしてください.

受付表とは号1に、出席者名簿へ記入してください。

記入済みの新来会者カードは執事に波して下さい。

用意するもの
新来会者に

渡す物

終 了後元に

戻す
置き場所 保管場 PFl 備 考

週 報 ◎ 受 付 牧師が作成

聖書 O O 受 付 週報ボストの下 夕拝でも使用するので5セットくらい受付に残
しておいて下さい讃美歌 O O 受 ● 週報ボストの下

歌 集 O O 受イ寸台の下 礼祥室後方本棚の下 週報て使用の有無を確認

信仰告白 ◎ O 受 付 週報ボストの下 週報で使用の有無を確認

式文 ◎ 受1寸 幼児室キャビネット

受付表 受 付 幼児室キャビネット

受付表から出席者名簿に,入
新来会者カード ◎ 員 付 幼児窒キャビネット

新来会者記念品 0 受 ● 幼児室キャビネット 牧師著tiしゃきつと歯ごたえ」

出席者名簿 幼児室キャビネット上 牧師皇

ボールベン 受 付 幼児室キャビネット 3本位用意

献金袋 執事が担当 講壇前か脇 執事室 当番執事が用意

説教者の水 執事が担当 講壇 lFキッチン 当番IA事が用意


