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「ご挨拶」 

久保 賢太郎 

（グッド・サマリタン・チャーチ協力牧師） 

 

「愛の波紋は広がります」 

私が「愛の家」とかかわり始

めたのは、故朴昌煥師が紹介し

て下さり、励まして下さったか

らです。教会で福祉の支援をア

ピールすることはあまりして

いなかったし、大阪とここでは、

環境が違いすぎて現実味があ

りませんので、いかがなものか

と思っていました。 

 最初は中古衣料の提供のお願いから始めました。 

礼拝後の報告では期待したほどの反応はありません

でした。 

 その後、チラシを作って町内に配布する、それも

同じ文面でも春と秋に色で分けて季節の変わり目ご

とに配布してはと云う提案がありました。                             

この提案は効果的でした。 次々に教会の玄関に中

古や新品の衣類が届けられるようになりました。 続

いて米・野菜・献金等も寄せられる様になりました。

御協力下さる方々の中に、教会員以外の方々が参加し

てくださっていることはとても感謝なことです。 

これらの方々の中にはまた、教会主催のチャリティ

ーコンサートや特別集会に参加される様になった

方々もいます。 

ラウトレット博士の説く「教会史を解く七つのメガ

ネ」の一つに、「教会があれば、その環境に必ず影響

をもたらす」これはその逆に「環境が教会に必ず影響

をもたらす」と対のメガネですが、日本の教会はよく

少数派と言われ確かにそうですが、日本人の思想・言

語・行事等々を始めあらゆることにキリスト教の影響

が深く浸透して行きつつあることは、私達の生涯を振

り返って見ても驚くほどです。 

「愛の家」を巡って、私達の間に主が働いて下さっ

ている事を覚え、主をあがめずにはおられません。 

＜測りなわは、わたしのために好ましい所に落ちた。 

まことにわたしは良い嗣業を得た。 わたしにさとし

をさずけられる主をほめまつる。＞ 

（詩編１６．６） 

 

 

 

 

 

 

 

「ご挨拶」 

在日大韓基督教会・関東地方会長 牧師 韓 聖炫 

                           （西新井教会) 

 

2010 年に NHK で放映され

た『無縁社会～無縁死 3 万

2 千人の衝撃』はとても大き

な反響を呼びました。家族を

離れ、家もなく、職場もなく、

道端で行き倒れて息を引き

取る人を、法律用語で行旅死

亡人（こうりょしぼうにん）

と呼ぶのですが、近年とても

増えてきているというレポートです。飢え、寒さ、病

気などで、あるいは自殺も含め、亡くなった時、本人

の氏名または本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体

の引き取り手がいない、行き倒れている人の身分を表

す法律上の呼称だそうです。 

一人住まいの高齢者の「孤独死」もさらにその数が

増えていくでしょう。現代の日本社会をよく反映する

キーワードが「無縁化」「無縁社会」です。家族、親

戚の「血縁」や職場仲間や地域での交わり「地縁」が

とても希薄になったということでしょう。人間は、文

字通り、人と人との関係の中で生まれ、関係の中で育

ち、関係の中で死んでいくものであるが、従来の人間

関係のきずなが根本的に切れてしまったのです。聖書

は、人間は人と人の関係だけでなく、すべての被造物

との関係の中でも生かされ、元来、恵みのうちに祝福

されて生かされていることを強調します。浪速教会は

この祝福を,確信をもって伝えている数少ない教会の

中の一つです。 

釜ヶ崎で浪速教会は単に炊き出しの奉仕をしてい

るのではないのです。ホームレスの人々が中核になる

ような教会形成を真剣に模索し、実践しているのです。

ここに浪速教会の特色があるでしょう。 

昨年、浪速教会｢愛の家｣を訪問し、一緒に礼拝をさ

さげる機会がありました。教会の多くの信徒たちが、

元ホームレスであったり、現在もそうである人々でし

た。しかし、何と熱心な祈りであり、声高い讃美であ

り、心からの礼拝であることか、とても感動しました。

皆さんが、御言葉に大きな声でアーメンと答えている

のです。 

礼拝後の昼食もとても美味しく、豊富な内容でした。

今後も浪速教会の新しい試みである教会形成が、さら

に神さまから祝福されることを祈っています。 
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負債現況（２０１２年１２月７日現在） 

教会堂「愛の家」センター建築 

銀行融資金         15,728,000 円

エクロフ融資返済金     2,000,000 円

教会債                       0 円

合計                17,728,000 円

「愛の家」 近況報告 

《宣教チームの訪問》 ２ｐ 写真 ① 

今年も１月の初めから２月末にかけて恒例の宣教チームが来教し

ました。ＹＭ(火の電車)宣教チーム(７名)、大邱南光教会宣教チ

ーム(１６名)、金泉黄金洞教会宣教チーム(１５名)、ダビデの世代

宣教会中高生チーム(１３名)の４チームです。毎年、チームは「愛

の家」の活動を心に留め、来訪する度に日本の最も弱く、貧しい

人々を愛し宣教や奉仕活動をしてくれます。又、チームは何ヶ月

も前から野宿者や私達の為に讃美・ダンスを準備し、失業者・野

宿者に対して集会を通して伝道を行ってくれます。この野宿者達

に対しての深い愛と強い信仰心を持って奉仕してくれますので、集

会に参加した人々がみな恵みに満たされ喜びながら帰って行きま

す。チームの日本への情熱的な宣教活動によって、イエス様を信

じる人々が多く現われますようにと神様に切に祈っています。 

《２０１３年３月イースター礼拝 》 ２ｐ 写真 ② 

今年のイースター礼拝は「全信徒連合礼拝」として、教会学校の

子供達と共に厳粛の内に『イエス様の復活』を祝い、共にお祈りを

お捧げしました。小さな子供達も礼拝中は静かに牧師先生の伝

えて下さる御言葉を真剣に聞きいっていました。御言葉を語って下

さる金牧師のメッセージも子供達が理解できる様にお話しされてい

ました。そして、この礼拝の中で洗礼式・聖餐式が行われました。 

又、前日には子供達が中心となり「イエス様の復活」を多くの人々

に伝える為の“ゆで卵”に色々なメッセージを記した{イースター卵}

を作成し、礼拝後に子供達が失業者・野宿者の参加者一人一

人に「イースター、おめでとうございます。」と言いながら手渡してい

ました。すると参加者からは「有難う」と心からの言葉が返ってきて

いました。 

《クリスマス、イースター礼拝・洗礼式》 ２ｐ 写真 ③ 

昨年のクリスマスでは、失業者・野宿者の方々と共に礼拝し、

教会学校の子供達がこの日の為に一生懸命練習し聖劇・歌・楽

器演奏等を発表しました。今回は、４～６才が中心となり、発表

してくれました。発表会で天使の様な子供達の姿に感動し、恵ま

れ、目を潤ませている人もいました。 

昨年のクリスマス洗礼式と今年のイースター洗礼式で ３399 人

の兄弟達が洗礼を受け、はれて神の子となりました。いつもは、洗

礼を自ら受ける決心がつかず、迷う人々が多い野宿者の中で、今

回は自ら「洗礼を受けます」と強い意志を持って、約１ヶ月の洗礼

教育を受け、洗礼を授けられました。洗礼を受け、新しい信仰の

旅立ちとなった宮下兄弟・宇都宮兄弟・丘兄弟の３人は厳粛な

式の中、緊張した面持ちで喜びと希望に満ちた清々しさに溢れて

いました。私達も洗礼を受けた兄弟達がこれからの信仰生活を一

歩一歩と歩んで行ける様に切に祈っています。尚、クリスマス洗礼

では、当教会の申副牧師の愛娘の申さらんチャン(０才)も幼児洗

礼を受けました。「さらんチャン、おめでとう！」 

《木曜伝道集会・日曜伝道集会》 ２ｐ 写真 ④ 

木曜・日曜集会には100名近くの失業・野宿者の方々が来られま

す。木曜集会では午前 9:00 からは支援者から頂いたコーヒーを飲

みながらキリスト教関係のビデオ鑑賞やシャワーを使用したりしてリ

ラックスされています。礼拝の時間に成ると、姜貞淑師母(木曜担

当)と吉見姉妹(日曜担当)の「お帰りなさい」という挨拶から始まり 

二人の素晴らしい歌声の導きにより賛美を合唱し、礼拝へと進ん

でいきます。礼拝は毎週、各先生方が説教の奉仕をして下さいま

す。奉仕して下さる先生方は当教会の金鐘賢牧師、申容燮副牧

師を始め朴珍烈牧師（平野教会名誉牧師）、朴栄子牧師(豊中第

一復興教会)、金景淑牧師(ホザナ教会)、全聖三牧師(布施教

会)の先生方です。多くの兄弟達が礼拝を通して各先生方の恵み

溢れる御言葉を聞き、感動を覚えイエス様を信じる様に祈ります。

そして、礼拝後は支援者から頂いた食材で調理された食事が配

布され、参加者が共に交わりながら食事しておられます。尚、日

曜日が丼物で木曜日がランチ形式のメニューに成っています。兄

弟達が帰る時に「行ってらっしゃい」と声をかけると「有難う御座いま

した。」と返事が返ってきます。これも支援して下さった皆様方への

お礼だと私達は思っています。 

《金曜炊き出し・衣類配布会》 ２ｐ 写真 ⑤⑥ 

毎週、金曜日には野外(西成公園)でのジャンボお握りと味噌汁を

配布する炊き出し会を行っています。その日は早朝より準備に掛

かりお米４５㎏程を使用し、ジャンボお握りを毎回２５０個程、奉

仕者の皆様と共に作ります。お握りを作る時は支援者の皆さんを

覚えお祈りし、感謝しながら握り、作業終了後は全員で賛美歌を

歌い、炊き出しの場所へ出向きます。又、炊き出しと同時に皆様

から頂いた衣類を配布する週もあります。今年のように寒さが厳し

い時などは、自分の求めたい物を手に入れて満面の笑顔で私達

に御礼を言ってくれます。本当に支援者の方々に心から感謝しま

す。此れからも暖かいご支援を御願い致します。 

《越冬対策夜回り》 ２ｐ 写真 ⑦ 

今回も路上生活をしている人達の為の夜間パトロールを昨年の

１１月から今年の３月末まで行いました。このパトロールは毎週金

曜の夜、８時半からお握り・味噌汁 そして、皆様から支援してい

ただいた毛布・カイロ･衣類等を車に乗せ、所定の場所にいって行

います。すると、「ありがとう、助かるよ。」と、暗く沈んでいた顔が一

変して明るい顔になり、弾んだ感謝の声が返ってきます。 

時には寝袋を配って路上生活者を支援するボランティア団体と

連携して寝袋も配ります。又、パトロール時には、健康状態のチェ

ックもしつつ、どうしても路上でその晩に眠れない程、衰弱している

兄弟がいたら福祉相談をし「愛の家」の宿舎を提供する場合も有

ります。尚、配布している毛布・カイロ･衣類等は全国の多くの支

援者から送って頂いた品物です、大変感謝致しております。これか

らも、暖かい御支援をお願いします。 

《シオン合唱団コンサート》 ２ｐ 写真 ⑧ 

今年も昨年に続き３回目となるシオン合唱団のコンサートが３月

28 日(木)行われました。このシオン合唱団は野宿者・失業者の皆

さまに伝道集会を通してイエス様の愛を音楽によって伝える為、毎

年訪問して下さいます。当日は、通常の伝道集会ではなく、合唱

団の美しい歌声をメインに、讃美歌から日本の童謡まで数多くの

曲が唄われ、美しい歌声が礼拝堂いっぱいに響き渡っていました。

途中、参加した失業者の皆様と一緒に「故郷」を合唱し、素晴ら

しい伝道集会となりました。尚、当日は韓世一牧師（神戸教会）

がメッセージを語って下さいました。この素晴らしいコンサートと説教

によって参加された野宿者がイエス様の愛と恵みを受け、一人で

も多く「イエス・キリスト」を信じる事が出来るように合唱団の皆様と

共にお祈りしています。 



2013 年２月 25 日朝刊 

 
これは 2013 年２月 25 日朝日新聞朝刊に 

掲載された記事の写真ファイルです。 

浪速教会「愛の家」の活動を藤生明記者が

約 1 ヶ月半に渡って取材した内容です。 



奉仕者の声 

「教会での奉仕から洗礼を受けるまでの道程」 

（愛の家 ボランティア） 平野 竜一  

ハレルヤ！ 主の御名を賛美します。 

私が初めてイエス様と出会い、洗礼を受けるまでの経緯をお話しさせて頂きたいと

思います。私もこの世の流行に違わず、2008年まで働いていた三重県の派遣会社をリ

ストラされました。解雇された後、三重の方で職を求め多くの就職活動をし、色々な仕

事をしてみましたが仕事の内容・条件・金銭的と自分が求めている就職先が見つから

ず、就活が長続きしませんでした。それで、仕事を求めて大阪へ来たのですが、ここ大

阪も不景気で求人募集を行っている会社が少なく、その中で将来の生活の不安を覚え

ながら色々と面接を受けましたが、ことごとく就活に失敗しました。徐々にやる気を無くし、また所持金も段々と無くなり

途方に暮れながら、ホームレス生活の日々へと落ちていきました。昼間は、気ままにアルミ缶を拾い集め、それを売

ったわずかなお金で飲み物や食べ物を購入して空腹をしのぎ、夜はダンボールで囲みながら寝床を作り寒さを防い

での野宿生活でした。そんな毎日を送っている時ホームレスで知り合った方から、浪速教会の西成公園で行っている

炊き出しを教えて貰い通うようになりました。そこで、大きなお握りと暖かい味噌汁を提供して貰って空腹を満たしてい

ました。そして、徐々に伝道集会にも参加する様になったのです。でも、最初はキリスト教もイエス様にも全く興味がな

く、只々空腹のお腹を満たす事が目的でした。 

しかし、西成公園での炊き出しや伝道集会・各礼拝に通い続けているうちに、疲

れた姿では無くいつも笑顔で明るく、私達ホームレスの方々に奉仕されている金牧

師・姜師母の姿や教会で奉仕されている奉仕者の一生懸命の姿を見て、今までの

野宿生活での荒さんだ心が薄れてきて、自分の心の中に人々への愛と感謝の心が

芽生える様になりました。又、金牧師は私が野宿生活から抜け出す事が出来る様に

住宅の提供や生活保護を受ける手続きの補助をして下さり、親身に私のために奉

仕してくださいました。本当に金牧師・姜師母を始め、教会の皆さんには心より感謝

しています。この様にして福祉を受ける様になってからは教会の全ての礼拝に参加

して、集会後の奉仕をするうちに、私は空腹を満たすだけの集会参加ではなく真面目に礼拝に参加する様になりまし

た。すると、私は自然と自分の心を開きイエス様を受け入れ、主を信じる信仰心が徐々に強くなっていきました。それ

で、私は２０１１年に金牧師より洗礼者教育を受けその年の１２月２５日のクリスマスに洗礼を受け神の子となり、浪速

教会の会員となり家族の一員になりました。今では、礼拝の時には楽しく賛美歌を歌い、牧師先生が伝えて下さる御言

葉にもしっかりと耳を傾け心に受け入れる事が出来る様になりました。又、教会への奉仕も、高齢者の人・病気の人・

体の弱い人を始め伝道集会に参加される野宿者や失業者の人の為に奉仕生活を行っています。そして、私生活でも

朝刊の新聞配達とビル清掃の二つの仕事をこなし、教会の奉仕活動にも頑張っています。今後は生活保護の生活か

らの自立を目指して頑張ろうと思っています。そのため、今年の１月に介護ヘルパー２級の資格を修得しました。これ

からはフルタイムで仕事が出来るのを目標とし、また、自営業が出来るような仕事を探しつつ、これからも私を救って

下さったイエス様と牧師先生を始め兄弟達への感謝を忘れず、深い信仰生活と今以上の奉仕活動が出来るように頑

張って行きたいと思います。最後に、金牧師・姜師母を始め教会の兄弟姉妹達が主の大いなる恵みと豊かな祝福に満

たされます様、又、健やかな心と健康な体が主によって与えられます様に心から祈りながら証しを終わりたいと思い

ます。最後の最後に、浪速教会の礼拝堂に私の様に主を信じる人が多く現れ、１００名の信徒で一杯になるよう切にお

祈りしています。 
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第16回「愛の家」運営委員会 
 日時：2013年４月9日(火）午後２時 
 場所：浪速教会堂 
 運営委員： 

森田幸男、金安弘、李清一、森優紀慶（横山辰哉）、 

金鐘賢、全聖三、朴栄子、金武士、伊藤友彦、崔亨喆(関

西地方会社会部)、李相勁(西部地方会社会部)、李恵慶

(関西地方女性会社会部)、大木正典、森元孝、梁守延、

金鍾権(新) 
 案件 
１． 役員改選 
２． 2012年度決算、2013年度予算案 
３． 事業報告及び事業計画 

  

《浪速教会「愛の家」活動-朝日新聞掲載》  

浪速教会「愛の家」活動の記事が 2013 年２月 25 日、朝

日新聞朝刊に掲載された。後からわかったことですが、全国

朝刊、日刊、インターネット版に掲載され 3 月には英語(国

際)版にも載せられ「愛の家」活動が日本全国、世界中に知

られるようになりました。昨年8 月新聞記者から連絡があり

私も何回もインタビューを受け、スタッフ、福祉部屋入居者、

信徒達にもインタビューがあり、炊き出しや各種支援活動を

取材して10月頃記者から取材が終わり本局に記事を送った

と連絡がありました。すぐ新聞に出ると思いましたが衆議院

選挙や政権交代等大きなイッシューが次々と出て見送られ

諦めかけた今年２月25 日やっと新聞に掲載され、私は嬉し

さのあまりに涙が止まらなかったです。 

 「愛の家」は16 年間日本の地において路上生活者支援活

動を担って来ました。韓国の教会、韓国人の牧師がやる仕事

であるから町からも行政側からも差別を受け警戒され疑わ

れたこともありました。しかし日本の大手新聞が私達の活動

を詳しく取材し高く評価してくれたことによってこれから

「愛の家」は社会からの厚い信頼を受け安心して奉仕が出来

るようになったことが私達にとって大きなプレゼントであ

ると思います。 

記事が掲載されてから在日韓国の教会や在日同胞の方々か

ら「嬉しい！ 誇らしい！よかった。お疲れ様でした。」と

いう挨拶や激励の言葉を頂きました。日本の教会、朝日新聞

読者、町の住民からも暖かい応援メッセージを頂きました。

京都のお住まいの84歳のある夫人は私に逢って欲しいとい

うことで訪ねて来て話し合い活動を見てかえらました。 

 新聞記者が私達の活動を取材してから「本当は釜ヶ崎で活

動している各キリスト教教会のホームレス宣教をレポート

しようとしていたが、計画を変えて浪速教会「愛の家」だけ

を取材することにしました」と言ってくれました。 それは

１）「愛の家」を通して信仰に入る人が増えている。２）「愛

の家」はホームレス一人一人を大切にし、家族として受け入

れ死に至るまで支え共に生きる様子を見て一つのモデルに

なると思ったからだと思います。 

私達浪速教会は実際ホームレスの方々が救われ信徒になっ

て形成された教会であり、スタッフもほとんどが元ホームレ

ス出身です。だからスタッフ皆がホームレスの方々を良く理

解し同じ立場になって奉仕が出来るのです。（金鐘賢） 

「愛の家」会計決算書(2012.4～2013.3) 
収入 １２予算      １２決算 備考

定期後援会 1,000,000 703,000  

一般後援会 1,500,000 1,862,945  

クリスマス献金 1,000,000 754,500  

食事献金 2,000,000   2,464,230  

総会支援金 500,000 500,000  

御米献金 300,000 358,930  

小計 6,300,000 6,643,605  

繰越金 457,571 457,571  

合計 6,757,404 7,101,176  

 

支出 

事務・備品費 730,000 267,663  

交通費 100,000 63,000  

車両維持費 300,000 0  

奉仕者支援金 900,000 1,400,000  

研修費 150,000 0  

御米代 1,000,000 956,480  

副食費 2,600,000 2,845,644  

会議費 30,000 20,739  

修理施設費 50,000 0  

愛の家建築積立金 700,000 800,000  

救済費 50,000 0  

予備費 147,404 30,000  

小計 6,757,404 6,383,526  

繰越金  717,650  

合計 6,757,404 7,101,176  

 

「愛の家」建築会計決算書(2012.4～2013.3) 
収入   １２予算 １２決算 備考

建築献金(国内) 3,000,000 1,150,727
建築献金(海外) 3,000,000 0
アルミ集会献金 200,000 128,711
教会建築積立金 300,000 700,000
愛の家築積立金 1,500,000 800,000
地方会支援金 600,000 600,000
福祉部屋献金 3,400,000 2,540,000
福祉館会計預り金返済金 0 1,000,000
  

小計 12,000,000 6,919,438
繰越金 1,563,939 1,563,939
収入合計 13,563,939 8,483,377

支出 

銀行融資返済金 8,500,000 3,951,400
エクロフ融資返済金 2,100,000 2,040,000
リフォーム工事代 500,000 207,557
募金交通費 400,000 0
諸経費 200,000 0
小計 11,700,000 6,198,957
繰越金 1,863,939 2,284,420
合計 13,563,939 8,483,377
 

６

負債現況（２０１３年３月３１日現在） 

教会堂「愛の家」センター建築 

銀行融資金         14,852,000 円 

エクロフ融資返済金     2,000,000 円 

合計                16,852,000 円 



 

 

 

 

 

路上生活者支援のための 

             献金のお願い 
 

主の御名を讚美致します。イースターも過ぎ、桜は満開を迎え暖かくなりました。主イエスの

復活の希望と平和が皆様の上に豊かにありますようにお祈り致します。 

 

2012年度クリスマス献金募金に多くの支援者、各教会、各団体が協力し支援金を送ってくだ

さり2012年度クリスマス献金として754,500円が集まりました。そのほか定期後援、一般後援、

お米献金、建築献金、衣類生活用品、食材を送って頂きました。皆様に心より感謝致します。御

陰さまで冬の間、炊き出し、夜回り、冬の衣類生活用品分配を行い寒い冬、路上生活を余儀なく

されている路上生活者の皆さんを支えることが出来ました。 

 

私達「愛の家」の活動は２月25日朝日新聞にも掲載されたように、16年間釜ヶ崎において炊

き出しを始めあらゆる路上生活者への支援活動を行なってきました。新聞記事の中でも浪速教会

の食事は「量が定食屋の倍、浪速教会は野宿生活者の気持ちが分かっていると思った」という声

を路上生活者からも聞いております。これからも私達「愛の家」は路上生活者や貧しい人の友と

して共に生き忠実に仕えて行くことを心に銘じております。 

 

現在、私たち「愛の家」炊出しは週３回実施しております。金曜炊出しには約150～250人が

来られ、日曜礼拝や木曜集会にも約100人が来られます。現在、毎週炊出し費用として69,000

円が支出されています。(お米130kg・39,000円、副食費３0,000円、合計69,000円) 

 日頃「愛の家」の働きを覚え支援して下さり、私達はいつも支援者の皆様への感謝の思いを持

って働いております。これからも「愛の家」が釜ヶ崎の路上生活者の友として支援活動を担って

いけるようにご支援ご協力をお願い致します。 

 

「愛の家」事業：金曜炊き出し、木曜集会と食事、日曜礼拝と食事、散髪奉仕、共同生活、 

     聖書勉強会、福祉相談、福祉館運営、冬季夜間パトロール、生活用品収集分配 

 

 定期、一般後援者募集 

一般後援：1000円以上、 定期後援：毎月1000円以上 

 衣類、生活用品、カイロ、食材、お米を送って下さい。 

郵便振替： 00930-0-299392  在日大韓基督教会 浪速教会 

送り先：〒557-0061 大阪市西成区北津守3-2-3浪速教会「愛の家」 

Tel 06-6561-4712、6562-0109､ Fax 6561-4709 

E-mail:ainoie@msn.com  ホームページ：www.ainoie.orgしたち 

                                                             2013 年４月 

 

在日大韓基督教会 浪速教会「愛の家」  

          共同委員長  森田 幸男 牧師 

        共同委員長  金 安 弘 牧師 

総   務  金 鐘 賢 牧師 
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献金者お名前（敬称略･順不同） 

（２０１２年１２月～２０１３年３月） 

定期後援金： 関西地方会社会部、大阪教会女性会、大

阪北部教会女性会、横浜長老教会、石井洋二、豊中第

一復興教会、大阪東南教会、金鐘賢、許清子、森元孝・

金英姫、古川富也・知恵子、野津道代、大木正典、匿名 

 

一般後援金：横浜長老教会、岡山伝道所、堺清水橋教

会、都島教会、在日大韓基督教会総会、つくば東京教

会、シオン合唱団、関西教会女性連合会社会部、韓国ハ

ンヤン CBMC、布施教会中高部、布施教会キャロル隊、韓

国ウルサン老会社会部員、関空伝道所、森田幸男、長野

泰子、鄭スンギ、金錦順、チェスイル、權ヨンイム、田部郁

彦、吉村彰一、成基福、姜ソンボン、ウィグァンフン、朴小

善、金鐘賢、姜貞淑、金景淑、山﨑雅代、伊東賢和、水

野由記夫、各務正太郎、嶺洋一、伊藤房子、孫夏景、韓

国シロアム眼科医院、中村、匿名 

 

クリスマス献金： KCCJ 広島教会、西部地方教会女性連

合会、全国教会女性連合会、神戸東部教会、岡山教会、

福岡教会、大阪西成教会、川西教会、神戸教会、平野教

会、武庫川教会、武庫川教会女性会、京都教会、向上社

保育園、博多教会、川崎教会、名東教会、滝川教会、札

幌桑園教会、吉田教会教会と社会委員会、西宮中央教

会、南浦和教会、池田教会、茅ヶ崎東教会婦人会、苫小

牧教会、大阪姫松教会、福岡城南教会、大垣教会、日土

教会、堺インターナショナルバイブルチャーチ、霊満クルセー

ド、関西韓国 YMCA、南大阪教会、大阪東南教会、田部

郁彦、柏木教会、伊藤友彦、崔愛蘭、森惠子、金景淑、

梨原ひろ子、宮澤玲子、山本覚、本多栄道、郡山享子、

上田一郎、伊藤道子、久保安子、野津道代 

 

建築献金： 関西地方会、金鐘賢・姜貞淑、金斗賢・善

栄、大木正典、竹内清、吉見真希、森元孝・金英姫、申

容燮・清水のぞみ、久保賢太郎、佐藤栄一・悦子、井上

豊、古川富也、森田幸男・孝子、山下博行、匿名 

 

お米、お米献金：大阪北教会 関西フードバンク、布施教会

青年会、洲本チャペル、久保賢太郎、池本恵、古川富也、

六信みどり、宮澤玲子、田部郁彦、小林勝、島内敏子、米

田孝太郎・ちさと、大原いづみ、川上静子、木村敏子、武

庫川教会有志、山本覚、康順愛、伊東賢和、森元孝・金

英姫、匿名 

 

食材： 関西フードバンク、久保賢太郎、新居浜グレース教

会、山崎靖史・悦子、沈貞児(シオン合唱団)、清水真・佐

代子、匿名 

 

衣類、生活用品：グッド・サマリタン・チャーチ、豊中第一復興

教会、永和教会、金鐘賢、久保健太郎、六信みどり、 武

庫川教会、岡山教会、許清子、田部郁彦、平田健二、大

原いずみ、上田洋子、匿名 

 

 

 

 

寒い冬が過ぎ暖かい新春を迎 

桜が満開しています。 

私共「愛の家」は３月末まで 

決算し４月から新年度に変わ 

ります。２０１２年度建築献金募金にご協力を頂き、順調

に建築負債の返済が進んで今現在約１５００万円の負債

が残っております。 

 ２０１２年度４月２０１３年３月まで 1 年間多くの方々

が「愛の家」センター建築献金に協力して下さいました。

ある先生はメールで次のように書いて建築献金を送って

下さいました。「小生の兄(長男)は１９４４年にミャンマーと

インドの国境近くのインパール作戦で戦死しました。何の

目的もない無謀な命令でたくさんの兵士が戦死しました。

この戦死者に対する弔慰金が１０年間毎年交付されるの

で、今年は建築資金としてお送りしました。兄の死を無駄

にしないためにと、有益な使い方をしたかったのです。」 

 皆様の建築献金、心より感謝致します。 

私達は２０１５年までに「愛の家」センター建築借金返

済が終わるように目標を立てて募金活動をしておりま

す。皆様の暖かい献金によって「愛の家」センターは建て

られ守られ路上生活者への支援奉仕の場として用いら

れております。 

２０１５年度まで建築負債の返済が終わり、路上生活

者へ宣教支援活動に専念して取り組むことが出来るよう

に建築献金へのご協力お願い致します。 

 

「愛の家」建築負債現状 （２０１３年４月１日現在） 

負債    16,852,000 円 

－残金    2,284,420 円 

実際の負債  14,567,580 円 

皆の力で 
愛の家センターを共に支えましょう!! 

国内募金目標額： 1,000 万円 

☆建築献金お願い致します。 

①年 1 口 5000 円以上  ②毎月 1 口 1000 円以上 

③各教会、団体、組織別の建築献金 
④遺産の寄付 

発行責任者 金鐘賢・森優紀慶 

発  行 所 「愛の家」広報部 

〒557-0061 大阪市西成区北津守 3-2-3 

浪速教会「愛の家」内 

TEL   06-6561-4712(教会) 

FAX   06-6561-4709(教会) 

E-mail: ainoie@msn.com 

ホームページ: www.ainoie.org 

郵便振替口座：在日大韓基督教会浪速教会 

         00930-0-299392 

 

「「「愛愛愛ののの家家家」」」セセセンンンタタターーー   

建建建築築築ニニニュュューーーススス   
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