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「主が喜ばれる働きのために」

「摂理の中にある教会」
浪速教会は昨年７月、教会創立２０周年の時を迎え

私が初めて浪速教会「愛の家」に訪れたのは約１４

られました。そして金鐘賢先生ご夫妻をはじめ、主に

年前です。その時は浪速教会ではなく浪速伝道所でし

ある兄弟姉妹方が、主の御顧み、御導きを信じ、一層

た。私は牧師任がホームレスのために働いていること

の熱心をもって主の御業に励んでおられる姿を目の

を見て本当に素晴らしい働きであると思いました。

当たりにし得ますことは、誠に喜ばしい限りであり、

韓国ではなく、日本に来られて日本人を中心とした
この特別な働きをされる姿を見て日本と日本人を心

大きな励ましであります。
わたしは今、浪速教会２０年の歩みを振り返り、
「神

から愛している牧師任の気持ちが伝わったのです。

様の摂理」という事を思わないではおれません。神様

どんな働きであっても、そのことを休まず誠実にこ

が浪速教会を起こされ、全てを備え、常に顧み、祝し

なすことはあまりにも難しいことです。しかし、その

てくださった事を、この２０年の歩みを通して立証し

ように働いても、その働きに良い結果を出すのは一層

てくださいました。

難しいことです。しかし、牧師任はこの二つのことを

今、受難節を過ごしつつ、主の『十字架上の七言』
を思い巡らしておりますが、その第四言に「わが神、
わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と

非常に立派に成し遂げられましたので私は牧師任を
通して働いておられる神様の恵みを感じています。
聖書は「行ないのない信仰を死んだ信仰である」と

の主の叫びがあります。私たち各自の人生において、

書いています。主を信じていると言いながら、主が喜

また教会の歩みにおいて、神様の導きの確かさが見え

ばれることに熱心に仕えなければ、我々は今主の愛の

なくなる闇の時、涙の時があります。浪速教会もまた

中に留まっていると言えるのでしょうか？

２０年の歩みのなかで、その涙の谷を経験されたこと

最も低くなられ、主の愛を実践される牧師任の生き

であります。しかし、真の神にして真の人であられる

方と働きを私たちも学ばなければならと思います。主

主イエス様は、その痛みを共に担って下さる御方であ

のための働きは二つの働きがあります。まず、前で全

って下さいました。

てを捧げて働く働きと二つ目は後ろでその人達を祈

そして今、浪速教会２０年の歩みを通して「主のま

りと献金を持って支える働きがあります。私たちは、

ことは永久に絶えることがない」(詩編１１７篇)こと

牧師任のようにホームレスのための働きはできませ

をわたしたちに見させてくださいました。主は、浪速

んが、ホームレスの働きが良い実を結ぶことが出来る

教会の奉仕の業を祝し、絶えず導いて来て下さいまし

ように牧師任と浪速教会のために支えることは出来

た。主は教会の頭として、浪速教会の歩みを常に導い

ます。
イエス様は私たちに「あなたの隣人を自分の体のよ

ていて下さることを覚えます。
わたしが浪速教会との出会いを与えられたのは、そ

うに愛しなさい」と言われました。今私たちの隣人は

れこそ「偶然」と思えることの重なりを通してでした

誰でしょうか？私は今、私たちの助けが最も必要なす

が、しかし今、その一つ一つが神様の御計らいであっ

べての方ではないかと思われます。

た事を思い知らされ、感謝に満たされます。常に変わ

今後も牧師任の働きが日々良い実を結ぶことがで

ることのない主の慈しみを信じ、心からの感謝をもっ

きますように、また、主の御言葉と愛を地の果に至る

て共に主の業に勤しみたく思います。

まで宣べ伝える牧師任と浪速教会となられますよう
にお祈り致します。
①
-

宣教チームの訪問
２０１８年は年明けから韓国からの宣教チームが立て続けに訪問して共に礼拝を捧げ祈り、また手伝ってくださいま
した。大邱忠誠教会中高部宣教チーム訪問（１７名）、大邱ヨンジ教会宣教チーム訪問（１４名）、ズンピョン教会宣
教チーム訪問（１４人）、東水原(ドンスウォン)教会宣教チーム訪問（２９人）。また、他の教会を訪問していたチー
ムも炊き出しや集会だけでもと繋がりをもって励まして下さいました。ノギャン教会宣教チーム、釜山ヒマンチャン教
会宣教チーム、カリスクワイヤーの皆さんは特別賛美や集会だけに参加してくださいました。年々、高齢化していく
「愛の家」のスタッフたちに宣教チームの若さが眩しく、また新しい力やビジョンも受けることもあります。いつも日
本の西成の人々を覚えて支えて下さる宣教チームの方々、日本の各教会の方々に心よりお礼申し上げます。

木曜伝道集会・日曜伝道集会
年末年始にかけて多くの方々が誘い合い、木曜と日曜午後の礼拝に参加してくださいました。プライドバンド、林明
基牧師（京都教会）と張美卿（ジャン・ミギョン）執事、石橋教会のみなさん（賛美フラチーム）、吉原啓子姉妹＆今
田千代姉妹、中央バプテスト教会賛美伝道チーム、藤田桂子伝道師と矢田兄弟、コモド合唱団、呉蓮実勧士、シオン合
唱団、関西地方教会女性連合会代表のみなさん、その他にも定期奉仕者の方々（写真順）。各々の賜物を用いて神様を
礼拝し賛美する時、私たち皆が神さまの栄光を仰ぎ見て力と希望を得る事ができます。また皆が励ましと癒しを受けて
各々の場所へ戻って行かれます。神さまが伝道集会で捧げる礼拝を喜んで導いていて下さる事を感謝致します。

金曜炊き出し会・衣類提供会
今年の冬はとても寒くて、どうなることかと心配していた炊き出しですが、冬休み等を利用して来
てくださった宣教チームの方々に励まされ、支えられ、冬の寒さも乗り越えることができました。
感謝！宣教チームのメンバーとは、言葉は通じないのですが、お互いになんとなく・・・という感
じで、ワイワイ楽しい交わりを持っています。宣教チームと笑って奉仕する事が「愛の家」チーム
の力の源になるのかもしれません。
寒くなる前には冬物の衣料を提供いたしました。すべて支援者の皆様が送っ
てくださったものです。タオルや靴下なども失業者の方たちに喜ばれていま
す。古着などの献品は随時受けつております。一人でも多くの方が人間とし
ての尊厳をもって生活できるように、またイエス様の愛に気づくことができ
ますようにと、祈りをもって献品していただけると幸いです。

②

洗礼者教育
今年はなんと８４歳の女性が信仰を掴み、６か月間の求道生活と礼拝参加の後
に神さまの子どもになりたいと受洗希望をされました。こてこての大阪弁を話し
演歌が大好きというおばあちゃんです。本当はもう数人の希望者が欲しかったの
ですが、彼女は耳がなかなか聞こえないので、金牧師がマンツーマンで耳元で
“やさしくゆっくり”教えている姿は彼女にピッタシの勉強方法でした。

クリスマス燭火礼拝・祝賀会、洗礼式
今年も大勢の方たちとイエス様のお誕生をお祝いすることができました。燭
火礼拝で、ろうそくの灯の中でイエス様のお誕生の喜びのメッセージを聞き、
讃美をささげました。その後の祝会は、それぞれがイエス様のお誕生をお祝い
したい！という気持ちをもって準備したスタンツを発表しました。浪速教会の
メンバーはハンドベルを演奏しました。毎年少しずつうまくなってきている！
と好評でした。教会学校の子どもたちは、今年は朗読劇に挑戦！イエス様のお
誕生の物語を朗読しながら歌ったり、踊ったり、ベルをならしたり。また女の
子たちはきれいなドレスを着てダンスを披露し、ピアノ演奏もしました。最後
に、イエス様がこの世に来られたのは、暗闇に灯がともったような出来事だっ
たということを考えながら真っ暗な礼拝堂にイエス様を象徴するろうそくをた
て、集った皆でリタニーをささげました。それぞれの発表を楽しんだ後はおま
ちかねのご馳走タイム。ご馳走をいただきながらのクイズ大会もあり、にぎや
かな夕食となりました。また今年もサンタさんが来てくださり、一年間おりこ
うだった浪速教会の子どもたちにプレゼントを持ってきてくださいました。子
どもたちは大喜び、大人も自然と笑顔になったクリスマスの夜でした。翌日の
礼拝では洗礼式が執り行われました。今回は浪速教会ではめずらしく、女性の
方が受洗されたので、女性信徒としましては、感謝、感謝の洗礼式となりまし
た。

越冬対策夜回り
今回の冬は日中と朝晩の気温差がとても激しい日々でした。「愛の家」ス
タッフが夜回りに走るのは夜の２０～２１時、しかし野宿者たちはその頃は
まだどこかで暖まり、街全体の店が閉まってから寝床に着くので２４時を過
ぎます。夜回り隊が回る頃には２０人くらいしか姿が見えないそうです。一
人でも多くの人に温かい食べ物と安否確認を届けたくて、皆で知恵を出し合
って対策を練っています。

朴珍烈名誉牧師の復帰、シオン合唱団コンサート
前号の「愛の家」ニュース３３号では、木曜伝道集会の欄で闘病中につき説教
奉仕をお休みされているとご紹介させていただきました朴珍烈名誉牧師（平野教
会）が、なんとその後、神様の癒しを受けて回復し、定期説教奉仕者として戻っ
てこられました！「ハレルヤ！！！」２０１７年のクリスマス礼拝の説教を復帰
１回目の説教としてお願いし、久しぶりに朴牧師が取り次ぐメッセージには神さ
まへの信頼と愛が溢れ流れていました。皆様のお祈りがきかれました。ありがと
うございました。朴牧師任・金師母任、これからもよろしくお願いします。

シオン合唱団コンサート
毎年３月の春の風と共に西の方から賛美が吹いてくる。今年もやってきまし
た、第 8 回シオン合唱団コンサート。プレスリーで有名な”Love me tender”
のメロディーに乗せた「青い鳥」という曲が新しく加えられ、賛美と「ふるさと
の四季」と題して日本の童謡を歌ってくださいました。心を込めて歌ってくださ
り、聴衆全員が流れてくるメロディーと言葉に癒しを受けました。神戸教会の韓
世一牧師任も「私たちを創造された方」と題してゆっくりはっきり尚且つ力強く
メッセージを取り次いで下さいました。「恐れるな、私はあなたと共にいる」と
神様が語り掛ける声が落ち込んだ心を抱き起してくださるように響きました。
③

話をして、私は働きに出
ました。その後、生きてい
く為に３回結婚しました。
『 やっと本物に出会った！ 』
私の本家 の兄が茨木
宮田喜久子姉妹
で当時は滅多になかった
（２０１７年クリスマス受洗）
ガソリンスタンドを経営し
ていました。その兄ちゃ
私は大阪の茨木で生まれました。今年で８６歳で
んが「喜久子、お前は器
す。兄弟は７人で私が一番上の長女です。下には
用で何でもできるから運
女が２人、男が４人いました。父が下駄の鼻緒を
転免許とれ、そしたら仕
作る仕事をしていました。学校は小学２年までの
事があるからな」と言って
勉強しかできず、長女という立場から家計を支え
くれました。今では免許
ないといけないので、鼻緒づくりの手伝いをするた
を取るにも約３０万円ち
めに職人さんの元で修業をし、父と一緒に仕事を
かくかかるけど、当時は
して弟や妹たちを支えました。当時の風習に従い
たったの５万円で取れました。
見合い結婚をしました。しかし、なかなか子供もで
それでトラックを買って、廃品回収の仕事をしてい
きないし、旦那もギャンブルにお金を使い家計の
ました。ダンボールを集めて約３万円もらえたので、
やり繰りが大変だったので離婚しようかと考えてい
当時の仕事としてはええ仕事でした。それが今か
たらお腹の中に子供ができていました。子どもが
ら約４０年くらい前のことです。
できたらギャンブルは止めると旦那も約束をしてい
私も年をとり、デイサービスに通っています。そ
たので別れる事は思いとどまりました。旦那は約
こでカラオケ大会があり、歌が大好きな私は演歌
束通りギャンブルをきっぱりと止め、そして娘をと
「大物」を歌い優勝し、誰が準優勝したのかと思っ
てもかわいがりました。いつも自分の食べ物を娘
たらそれが浪速教会「愛の家」から来ていた“おっ
に食べさせてあげたり、自分の小遣いで服を買っ
ちゃん“でした。「あんた歌うまいなー」と言いまし
てあげたりしていました。旦那が仕事で東京に長
た。それをきっかけに仲良くなりました。その時私
期滞在することになり、色々な心配もしましたが食
は創価学会で一生懸命尺服（しゃくふく）して色ん
べていくためには働
な人を学会に紹介していたので、おっちゃんにも
かないといけないか
勧めました。住む場所も私の近くに引っ越してもら
ら仕方ないなと見送
いましたが、おっちゃんは酒癖が悪く、よく借金をし
りました。しばらくは
ていました。ある日、おっちゃんの留守の部屋に教
きちんと生活費が送
会の牧師さんと奥さんが訪ねてきてました。だから
られてきましたがそ
言いました「おっちゃんがここにいたら酒ばっかり
の内に音沙汰がなく
飲んであかんから連れて帰って。それで私も連れ
なり、おかしいなと思
て行って」と。それから牧師さんたちが色々と私た
いました。そしたら仕
ちが抱えていた問題を解決してくれました。それか
事仲間がギャンブル
ら信仰をもって教会で働く２人を見ながら「あの人
を無理に誘って始め
らの信心は本物や。私も本物の信心したい！」と
ることになり、また抜
思い、今まで学会で拝んできた仏壇を捨て、学会
けれなくなっていまし
の人たちが訪ねて来たら「もう私はキリストに変わ
た。娘を抱えて生活
ったんや。変わりたいんちゃうねん、変わった！ん
できなくなっていた私
や」とはっきり言って諦めてもらいました。６カ月間
は母親に相談すると、 の礼拝参加の後、この前の年末に洗礼を受けまし
実家に帰っておいでとやさしく言ってくれたので、
た。字を読むにしても見えないし、耳も遠くて牧師
旦那とは別れて両親の元に娘と一緒に居候するこ
さんの話はあまり聞こえないけど、礼拝の中で「キ
とにしました。すると旦那が娘とだけでも一緒に暮
リストさん、教えてください。意味が分かるようにし
らしたいと実家まで追いかけてきました。当時、私
てください。」と祈っています。奉仕もあまりできな
には娘を養う力がなかったので、そうすることにし
いけど、「そこにいてくれるだけで嬉しいよ」と言っ
ました。しかし暫くして娘が私の所に来て言いまし
てくれる奥さんの言葉を覚えながら皆が奉仕する
た。「私がお父さんと一緒に暮らすと、お父さんは
傍に座っています。誰かが物を２階へ運ぶ時には
自分の食べ物を全部私に食べさせてしまうねん。
扉を開けてあげることくらいはできます。「ここに来
わたしお母ちゃんと暮らしたい」。それから娘は私
て幸せや」と今までも何回か言ったけど、これから
と一緒に暮らし始めました。私の母が孫娘のお世
④ ももっと言いたいです。ありがとうございます。

奉仕者の声

そんなある日、マタイによる福音書 11 章 5 節の
御言葉を黙想した。
【目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、
重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえ、
ない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福
音を告げ知らされている。】
目の見えない人や、重い皮膚病の人には、その不
自由の原因を癒してあげられたのに、貧しい人に
は福音を告げ知らされる？貧しさを満たしてあげ
るのではなく？
その瞬間、導かれた場所、浪速教会を見つめた。
過ぎた 20 年間、変わりなく貧しい人々に福音を告
げ知らせながらイエス様の愛を証明してこられた
牧師先生と牧師夫人。コナでの証しを通して出会
ったお二人の生き方は、すでに主の御言葉を証明
していた。その証明の実りが収穫され、埋まってい
く浪速教会。御言葉に従い、祈りに労しながら、貧
しい人々へ福音を告げ知らせるために躊躇せず
歩んでこられたその道。その道の上に、私の道の
りがただ無賃乗車しているに過ぎないのかもしれ
ないと悟り始めた今、153 日という数字にとらわれ
るよりも、再び浪速教会に戻らなければならないと
いう切なる思いで、ひざまずき、祈ることしかでき
ない。

奉仕者の声
『 153 日間の道のり 』
呉鎭哲（オ・ジンチョル）兄弟
（短期宣教研修生）
日本を離れることになり、これまで過ごした日々
を顧みた。正確に 153 日。153。
【ヨハネによる福音書 21:6 舟の右側に網を打ち
なさい。そうすればとれるはずだ。】
153 という数字は、ペトロがイエス様に指示された
場所で 153 匹の魚をとったが、網が破れなかった
という御言葉を思い出させた。振り返ってみると、
だからといって、153 日間の間に浪速教会の礼拝
堂の席が足りなくなるほど伝道の実を結べただろ
うか。苦しい教会の財政が満たされただろうか。も
ちろん私が過ごした 153 日間のうちに、こんな奇
跡のようなことが起こり、証しの例話としてこの文
で書けていたらどれほどよかっただろうか？

人の心を扱う心理療法士として生きてきたが、
どれほど自分で勉強し努力しても、主の愛がなけ
ればいかなる治療も不可能であると悟った時、立
ち止まり、旅路に出た。主の導きの中、進んでいっ
た道のりの終着駅であり、また出発点でもあると
考えていたハワイ・コナで、牧師先生と牧師夫人
に出会うことができた。日本宣教についての短い
証しを通して、主が出会わせてくださり、また導い
てくださっていることを信じて疑わなかった。野宿
者のための働き、薬物中毒、ギャンブル、アルコー
ル…すでにこれまで療法士として接してきた事柄
だったため、当然このような経験の資産が浪速教
会での働きの助けになるだろうと思った。
だが、御言葉は消え、自分の行いだけが残って
いるような…もしかすると、主の御言葉を実行する
にあたって自分の行いによって結果を出そうとして
いたのではないかという思いがよぎる。何をすべき
だろうか。何ができるだろうか。私を通してここに
変化が起こることを祈ることよりも、仕事を探すこ
とに必死だった。主の導きによってここまで来たの
に、相変わらず私は私が行う何かに集中していた。

⑤

▎特集 「愛の家」の恩人⑤ ― 金鐘賢牧師
金安弘 牧師（在日大韓基督教会 永和教会名誉牧師）
金安弘牧師任は、私が一番困った時、助けて下さった私達
の家族の恩人であり、
「愛の家」の恩人です。1997 年 3
月 28 日、私の家族は韓国から日本に渡って来ました。当
時ある単立教会から招待があり、
家族が渡って来ましたが 5
月末付けで教会を辞任せざるを得ない事情があり教会を辞
任しました。教会からの支援がなくなり、持っていたお金
は教会にすべて献金していたため、急に生活が困難に陥っ

「愛の家」会計決算報告書(2017.4～2017.１2)
収入
定期後援会
一般後援会
クリスマス献金
食事献金
総会支援金
御米献金
小計
繰越金
合計

１7 予算
800,000
1,900,000
1,000,000
1500,000
500,000
360,000
6,060,000
1,925,906
7,985,906

１７．４－１２
756,000
1,319,257
374,408
329,882
450,000
85,000
3,314,547
1,925,906
5,240,453

支出
事務・備品・印刷費
交通費
車両維持費
奉仕者支援金
研修費
御米代
副食費
会議費
発送費
愛の家建築積立金
救済費
修理施設費・予備費

１７予算
330,000
100,000
300,000
1,500,000
150,000
1,000,000
2,900,000
30,000
100,000
800,000
50,000
725,906
7,985,906

１７．４－１２
備考
362,354
800
500,000
451,350
12,000
410,228
1,848,075
10,074
39,110
800,000
25,192
20,000
4,479,183
761,270
5,240,453

備考

てしまいました。
1997 年 5 月私達夫婦は在日大韓基督教会関西地方会が
毎年行っているアシュラム祈祷会に参加した帰りに金安弘
牧師任が自分の乗用車に私達を乗せて下さり、昼食も奢っ
て下さいました。私は会って間もない牧師任に自分の事情
を話し、
「子供達の学校の支払いのために 5 千円を貸してく
ださい。
」とお願いしました。恐る恐る声をかけましたが牧
師任は快く聞いて下さり２万円を支援して下さいました。
その時から牧師任は私達の家族の事をいつも心配して見守
って下さいました。
私達は１９９７年７月大阪市住之江区浜口東にある自宅
のアパートで教会を開拓していました。それから信徒たち
が増え、8 月に浪速区桜川に教会を借りて移りました。私
達は困っている兄弟たちと共同生活をし、10 月からは日本
橋で夜回りと炊き出しを始めました。牧師任は私達のホー
ムレス宣教支援活動に誰よりも先に関心を寄せて下さり、
宣伝し自分の教会の信徒たちを連れて来て見学やボランテ
ィア活動をして下さいました。その後、西成公園で毎週木
曜日ごとにホームレスの方々が住んでいるテントを回りな
がら、おにぎりや味噌汁を配る活動にも信徒達と共に参加
して下さいました。毎年クリスマス会には牧師任が牧会を
されている永和教会に私達家族を招いてはクリスマス献金
を集め渡して下さり、ホームレスの方々のためにも靴下・
衣類・毛布などを車にいっぱい積んで下さいました。
牧師任は 2002 年 3 月「愛の家」運営委員会の創立大会
から 2012 年まで森田幸男牧師と共に韓国側の共同委員長
として奉仕をして下さいました。10 年間当教会「愛の家」
建築、チャリティーコンサートのために尽力をつくして下
さり、
「愛の家」が一番苦しい時私達の家族として傍にいて
支えて下さいました。私達は牧師任を覚え歴史に残して感
謝していきたいと思います。

小計
繰越金
合計

7,985,906

「愛の家」会計報告書(2018.1～2018.3)
収入
定期後援会
一般後援会
クリスマス献金
食事献金
総会支援金
地方会支援金
御米献金
小計
繰越金
合計

１８予算
800,000
1,900,000
1,000,000
500,000
300,000
450,000
360,000
5,310,000
761,270
6,071,270

１８．１－３
440,000
638.375
187,407
314,500
0
135,000
9,000
1,724,282
761,270
2,485,552

支出
事務・備品・印刷費
交通費
車両維持費
奉仕者支援金
研修費
御米代
副食費
会議費
発送費
愛の家建築積立金
救済費
修理施設費・予備費

１８予算
330,000
100,000
300,000
1,200,000
150,000
900,000
2,000,000
30,000
100,000
300,000
50,000
50,000
6,071,270

１８．１－３
備考
40.854 13.6
0
0.0
0
0.0
60.848
5.1
0
0.0
74,000
8.2
488,673 24.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,000 30.0
30,000
0.0
709,375 11.7
1,776,177
2,485,552 11.7

小計
繰越金
合計

6,071,270

備考

55.0
33.6
18.7
62.9
0.0
30.0
2.5
32.5
40.9

路上生活者支援のための

イースター献金のお願い
春の訪れも、もう間もなく・・・と感じる季節、そしてなによりも、イエス様の御受難と
復活を心に留める季節となりました。支援者の皆様におかれましては、ますますご活躍のこ
ととお喜び申し上げます。また、平素より私ども、浪速教会「愛の家」の活動へのご理解、
ご協力を賜り、まことに感謝申し上げます。
前号において、お願いを掲載させていただきました、クリスマス献金には、たくさんの
方々が祈りと愛をもってお応えくださいました。心より感謝申し上げます。皆さまがお献げ
くださったクリスマス献金は、路上生活者の支援のために用いさせていただきます。

この冬も昨年末から、越冬対策夜回りを１１月から始めております。この寒さの中、路上
生活を余儀なくされている西成の仲間を思うと胸が痛くなります。今年も皆が無事に春を迎
えられますようにお祈りください。また一人でも多くの西成の仲間が、主に出会い、主に新
たにされて、残りの人生を主と共に歩む決心へと導かれますよう、お祈りくださいますよう
重ねてお願い申し上げます。
現在、私ども「愛の家」は炊き出しを一週間に3回行っております。金曜炊き出しには毎
回約100人～150人、日曜礼拝や木曜集会にも常時100人近くの路上生活者が温かい食事
を求めて並ばれます。炊き出しの実際の経費として、毎週45,000円を支出しております。
(お米50kg・1０,000円、副食費35,000円、合計45,000円)
これからも神様の愛の業に励むことができますように、浪速教会「愛の家」の活動にご理
解、ご協力頂き、またイースター献金をおささげくださいますようお願い申し上げます。
「愛の家」事業：金曜炊き出し、木曜集会＆日曜礼拝と食事提供、散髪奉仕、共同生活、
聖書勉強会、福祉相談、福祉館運営、越冬夜間パトロール、生活用品収集分配
２０１８年度イースター献金目標額：100万円


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、靴、靴下、寝袋、下着、食材、お米を送って下さい。

郵便振替： 00930-0-299392
送り先：〒557-0061
Tel

在日大韓基督教会

浪速教会

大阪市西成区北津守3-2-3浪速教会「愛の家」

06-6561-4712、6562-0109､

E-mail:ainoie@msn.com

Fax

6561-4709

ホームページ：www.ainoie.org
201８年３月

,

在日大韓基督教会
代 表
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浪速教会「愛の家」
金 鐘 賢 牧師

「愛の家」の人々
「愛の家」の金曜炊出しは教会近くの西成公園で１０
年近く継続して行われています。西成公園で犬２匹と掘
立小屋暮らしをしていたおじさんがいました。金牧師は
おじさんが公園で暮らしていても自分も犬もいたずらさ
れて安心できないという話を聞き、近くのアパートに引
っ越すように促しました。何度も説得してようやく彼は
部屋に入ることを承諾し、犬はアパートの裏に繋いでお
くと約束しました。しかし彼は不安や孤独感を満たすた
めに、お酒を買いに行く時以外は片時も犬から目を離す
ことができないほどの犬依存症になっていました。自分
の食事を買っても全部犬にあげてしまう、まさに「お犬
様」状態でした。また、栄養失調と心筋症の故に自由に
体が動かなくなり、部屋の片づけも共に暮らす大型犬２
匹の排泄物や食べ残しの処理もすべてができずに、倒れ
ていました。幸い金牧師が安否確認の訪問をしていたの
で一命を取り留めました。金牧師は動物好きのスタッフ
を連れて部屋に行き、朝夕と食事を届けながら安否確認
をするようにと頼みました。その時、彼女が目の当たり
にした部屋の状態は人生史上最悪な異臭と部屋の中の様
子でした。玄関のドアまでもが犬の排泄物と散らばって
いる小銭がついていました。
「これが日本の家か・・・」
。
一歩も入る勇気が出ず、それどころか早くここから逃げ
たい思いでいっぱいでした。その思いに潰されそうにな
っていると夢の中で「彼は私の宝物だ」という声が何度
も何度も近づいてきました。それから彼女は食事を届け
ながら犬と仲よくなり、部屋に入れるようになったら部
屋の掃除をさせてもらいながら安否確認をしていきまし
た。掃除といってもすぐに元通りになってしまうし、元
気よく走りまわる大型犬に絡まれながら、舞っている犬
の毛の中で、死んでいるか動いているかの小さなゴキブ
リの集まりを小さいほうきとちりとりで処理をしたり、
何かがこびりついた小銭を集めたり・・・時には酒に酔
った勢いで「もう掃除はせんといてくれ！」と怒鳴られ
て止められてしまったり。そのおじさんの部屋、目を背
けたくなるような部屋、嫌になるけど・・・それが私の
中の罪なんだ、罪とはこういうものなんだと彼女は思い
ました。例え自分が部屋を汚したんじゃないだとしても
人間の中にある罪はそれぐらい
ドス黒い、ドロドロしたものなの
だと悟りました。イエスが十字架の
上で流された血はその真っ黒な罪
をきれいに洗い清めて神様へと導
いてくださる。
神さまの大きな愛と憐み、救いに
感謝致します。

献金者お名前（敬称略･順不同）
（２０１７年１２月～２０１８年３月２９日）
定期後援金
グッド・サマリタン・チャーチ大阪淡路集会・洲本チャペ
ル、大阪東南教会、横浜長老教会、長野教会、在日大
韓基督教会関西地方会、全国教会女性連合会、豊中第
一復興教会、山住達樹、石井洋二、河内常男,金鐘賢、
大木正典、金英姫、古川富也、新国久男、朴栄子、川島
美恵子、当重茜、寺岡孝、金景淑、吉村俊郎、平野竜
一・真希、匿名
一般後援金
関西地方教会女性連合会、シオン合唱団、コーラス コ
モド、テイキン貿易相談役・松村、松村ナンデモヤ、朴
珍烈、金鐘賢、久保賢太郎、崔順玉、今田千代、吉原啓
子、藤田桂子、小山 高人・萌愛、萩原輝男、嶺洋一、
寺岡孝、重松絢子、呉蓮実、山本覚、千奉祚、匿名
クリスマス献金
茅ケ崎東教会 女性の会、大垣教会、苫小牧教会、池
田教会、福岡城南教会、伊達教会、名東教会、大阪姫
松教会、宇都宮松原教会、西宮中央教会、南浦和教
会、荻窪北教会、横浜海岸教会、柏木教会、吉田教会
「教会と社会委員会」、滝川教会、つくば東京教会、大
阪東南キリスト教会、都島教会、草加教会、日土教会、
大洲教会、豊能地区牧師会、布施教会 教会学校小学
部、西部地方教会 女性連合会、武庫川教会 女性会、
広島教会 女性会、堺教会 青年部、福岡中央教会、広
島教会、京都教会 女性会、神戸教会、武庫川教会、京
都教会、平野教会、豊中第一復興教会、布施教会クリ
スマス・キャロル隊、博多教会、神戸東部教会、京都南
部教会、船尾土曜学校（三宅 育）伊藤友彦、朴栄子、
金森優子、宮澤玲子、寺岡孝、島内敏子、山崎雅代、梨
原ひろ子、木村敏子、金龍玉,久保賢太郎、小林勝、田
部郁彦、匿名
お米、お米献金
NPO おおぞら（大川記代子）、女子御受難会（松井）、宮
澤玲子、小寺桃子、小林勝、平野竜一・真希、匿名
食材
フードバンク大阪、フードバンク関西、清水眞一・佐代
子、崔愛蘭、匿名
衣類、靴、生活用品
ホサナ教会、グッド・サマリタン・チャーチ、シオン合唱
団、川島美恵子、当重茜、伊藤真広、匿名
花・その他の物品
金英姫

「愛の家」の人々

発行責任者 金鐘賢
〒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)
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
⑧

