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「最も小さい者と共に

た

(在日大韓基督教会 関西地方教会
女性連合会会長）

「福音の使命」

居て下さるイエス様」
◆今年３月７日の朝日新聞に浪速教会の炊き出し
の記事が出ておりました。金鐘賢先生の顔写真と
“炊き出し 生涯つづける”との見出しが目に止
まりました。そして”炊き出しは生涯続けます。そ
う心に誓っています。
「困っている人を見て見ぬふ
りはできません。命ある限り続けたい」との金先生
の決意の言葉で記事は結ばれていました。
◆浪速教会には毎年韓国から幾組かの研修チーム
が来訪されます。そして日程が合えば、大阪北教会
の炊き出しにも参加されます。９年前の２月の事
でした。韓国・大邱の三徳教会の研修チームの来訪
を受けました。殆どが大学生でしたが、その中に一
人、１２歳のヨセフ君がいました。数時間を共に過
ごしての別れ際、納骨堂の前で引率の先生が「ヨセ
フ君は『僕が死んだらこの納骨堂に納めてほしい』
と言っています」と言われました。私はそれ以来ヨ
セフ君は何を思ってそう言ったのかと思い巡らし
つつ、今日に至ったのですが、ようやく得心が行き
ました。上記の金鐘賢先生の決意のお言葉と同趣
旨だったのだと。
◆今、わたしたちは受難節を過ごしていますが、
私は３月１４日の礼拝説教で「もし神様が独り子
を無惨に失う痛み、悲しみを知らないような御方
であるなら、私達を救うことはお出来になりませ
ん」と語り、また２１日の説教でもこのように語り
ました。
「もしイエス様が、父なる神様からも、全
ての人からも捨てられる痛み、悲しみ、完全な孤立
を知らない御方であるならば、わたしたちの救い
主であることはお出来になりません」と。
◆マタイ伝２５章３１節以下でイエス様は終りの
日の裁きについてこのように語られています。右
側の祝された人たちに、こう言われます。
「あなた
がたは、わたしが空腹の時に食べさせ、渇いていた
時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であっ
た時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ね
てくれた。…わたしの兄弟であるこれらの最も小
さい者のひとりにしたのは、即ち、わたしにしてく
れたのです」と。イエス様は、私たち如きいと小さ
い者と常に共にいて下さるのです。
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サクラのつぼみに色がつく頃、四旬節を迎えます。
イエスキリストの教えと私たちの使命である福音
により心をあらためてご挨拶させていただきます。
私たち関西地方教会女性連合会は 1988 年より各
女性会のご協力を得て「釜ヶ崎越冬支援及び義援
金」の活動をしてきました。
寒い冬が始まるときに浪速教会(当時は伝道所)を
はじめ「憩いの家」
、
「故郷の家」を支援して 33 年
目になります。釜ヶ崎の現場まで行って炊き出し
やおにぎり奉仕をしている女性会もあります。
炊き出しの日は真夏の時も真冬の時もいつも長い
列を作って何時間も前から待っています。フリッ
ツ・アイヘンバーグの作「炊き出しの列にならぶイ
エス」の木版画の絵が目に浮かびます。
その活動の一環で「愛の家」にも何度か訪問した
ことがあります。
この辺りは社会から疎外されている地域で、なお
さら小さくされた人々の地域です。ところが教会
に一歩入ると神様へ捧ぐ祈りの香りが漂い、ひた
むきになります。礼拝が始まると担当の方々は神
の愛を伝えるために、熱い讃美で導いておりまし
た。
礼拝後にいただく肉の糧も美味しく、信仰の兄弟
である優しいおじさんたちの腕前を実感しました。
それから女性会の活動でいろんな行事に参加して
いる内に聞いた牧師任、師母任の証しは想像を超
えることばかりでまねすることさえも｢無理｣と思
いました。
今はコロナ禍の影響で炊き出しは困難になり、方
法を替えて「愛の家」では「みことば弁当」を配給
しているニュースを見ました。すべてがイエスキ
リストの教えである福音の使命をより積極的に実
践することだと思います。そして関西女性会主催
第 23 回「みことばと讃美のフェスティバル」で特
別出演のとき歌った愛の家の皆様による、愉快で
力強い讃美は今でも覚えております。また会うた
びに満面の笑顔で迎えてくださった元浦末浩執事
任も忘れられません。
私に与えられた数多い神様の恵みをなおざりにし
ないでこの春は桜満開のひと時、良い知らせを伝
える者の足となり福音の使者として共に復活の栄
光を捧げたいと思います。

新型コロナウィルスによる影響
浪速教会「愛の家」を覚えて応援・ご支援してくださる皆様に、長期間にわたり新型コロナ
ウィルスによる影響を受けて葛藤や失望を覚えたり、奮闘していらっしゃることを覚えてお見
舞い申し上げます。先の見えない闇の中に置いて、前よりも一層強く輝く光の導きと恵みを受
け、主の御手の中で全てが益とされます事をお祈り致しております。
「愛の家」の活動は昨年に引き続き屋外での配食・日用品（マスクや防寒着等）配りを週２回
行っています。今年も引き続き皆様の応援とご支援と共に神様の愛を精一杯届けて参ります！

木曜・お弁当と御言葉メッセージ配り
毎年韓国から宣教チーム（主に学生）を動員してやってくる大邱忠誠教会から今年はチーム
の代わりにマフラーが贈られてきました。３種類あり、毛糸の分厚い系、ネックウォーマー
で赤とグレーのヒョウ柄のふわふわ系、そしてエコバッグのように折り畳んでしまいこめる
系です。マフラーが送られてきたときには春のようなぽかぽかと温かい日が続いていました
ので、いざマフラーを配り切れるかと心配しましたが、突然寒気が舞い込んだせいで強風の
中で木・金を迎え、１枚残らず配り終えました。神様はやはりすべてをご存じのお方だと身
をもって体験しました。みんながおそろいでマフラーを付けている姿は微笑ましいですね」
毎週の参加人数は１００人以上２００人以下でなかなか予測不可能ですが、通常よりも多い
です。２０代から４０代の男性の姿も少し増えています。
韓国からのマフラーを配布

受け取ったマフラーをして

賛美

賛美

お弁当作り

金曜・おにぎりとカップ麺配り・衣類提供会
知る人ぞ知る浪速教会の爆弾おにぎりは今でも変わらず大人気です。しかし、人気がある
なりに困っていることもあります。配食を２回や３回受けとろうという人が毎週います。ス
タッフに注意されても、懲りずに翌週も同じようにします。また整理券を昨年末から新しく
しました。昨年までは紙の番号札をハサミで地道に切りながら毎週作っていましたが、昨年
末、時間短縮するためにプラスチックの番号札を購入し、使用後は毎回熱湯消毒してから再
利用するように変更しました。しかしその番号札を受け取った直後で失くしてしまうおじさ
んたちがいます。どうしたら良いのでしょうか・・・。とりあえず、無地の札を改めて購入
し、番号を書いて代用しています。おじさんたちは別の意味で器用で、ユニークですね。何
年経っても日々驚かされる場所です。
関西地方の緊急事態宣言は２月末で解除されました。「集会はいつから始まるの？」「お味噌
汁が早く飲みたい！」との声があります。私たちも早く伝道集会を再開したいのですが、今は今
という神様の御心がありますので、焦らず今できる各々の務めを果たしていきたい所存です。
雨天時は車の屋根の下で配食

配食に並ぶ人たち

おにぎりとカップ麺
②
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奉仕者の声

昨年２月まで、１２年間、従って来ました。し
かし、コロナにより１年間、木曜伝道集会が休
止になっていますが、毎週木曜日は朝早くから、
お弁当を作って配っているそうです。そのあい
だ、顔なじみの兄弟たちが天国へ旅立ってしま
い寂しい限りです。
浪速教会の働きは、ローマ１２：１５節、

『泣く者と一緒に泣く働き』
牧師

金 景淑

（ホサナ教会/心のケア・センター

担任牧師）

ハレルヤ！
生きて居られる主なる神様の御名を褒め称え
ます。
２０００年度のある日、当時、区域員であっ
たある姉妹から、浪速教会の働きを初めて聞き
ました。しかし、彼女は今まで奉仕をして来た
が、止むを得ないことで奉仕が出来ないとの話
でした。その時、何気なく「私が奉仕に行く
よ。」と言って、始めた事を思い出します。今
は、広くて立派な礼拝堂でありますが、当時は
古い２階建ての礼拝堂でした。１階も２階も、
路上生活者でいっぱい溢れていました。毎週の
木曜伝道集会の金牧師先生ご夫妻の熱い働きに、
いつも刺激を受けていました。何よりも、牧師
夫人の今も変わらない、笑顔に励まされました。
１～２階で礼拝を捧げ、その場所で、お昼を召
し上がる様子、１階から重たそうで熱い炊飯器
や、みそ汁の熱くて重い鍋を、汗だくになって
狭い階段を上って、運ぶ姿が今も目に浮かびます。

私は神学校に行くようになり、奉仕が切れま
したが、卒業してから、浪速教会に挨拶のため、
主人と参りました。その時、金先生の一言、
「待っていました。」でした。とっても嬉しか
った思いを忘れません。又、卒業したばかりの
私に金先生は、翌月から第３の木曜伝道集会の
説教をするように言われ、びっくりしました。
毎週、木曜日に説教をなさっていた方々は、皆、
牧師先生方であったのに・・・私は人生の決め
事があるときには、いつも『私は、私を強くし
てくださる方によって、どんなことでもできる
のです。』と言われたピリピ４：１３節を告白
し従って、毎月３週目の木曜伝道集会の説教を
③

『喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょ
に泣きなさい。』と言われた、み言葉を思い出
します。いつも、弱い者の味方として休みなく
働く、牧師先生ご夫妻を私は尊敬しています。
私の夫である長老も、浪速教会の金先生ご夫妻
は真の聖職者であると、人々に言っています。
今年、浪速教会は創立２４年目ですよね。金先
生ご夫妻お疲れ様でした。今まで、多くの人々
が救われ、励まされ、奉仕され、学ばされまし
た。又、いつもホサナ教会の賛美集会に兄弟た
ちと賛美や踊りを練習して積極的に参加し、応
援してくださり感謝しております。浪速教会は
使える教会の見本であります。多くの教会の教
友たちが１度、参加して仕える姿勢を学べば良
いと思います。コロナが早く収束され、愛のパ
ンと福音を持って、飢え渇いた人々を真理の道
に導き救う、働きが続けられる浪速教会になり
ますように。又、奉仕者が集まり育てられます
ように。又、支援者たちの祈りと助けが続けら
れますように、心からお祈り致します。
アーメン

手話で賛美される先生ご夫妻

▎特集 「愛の家」の恩人⑩
故 宮崎 敏夫 さん（浪速教会 名誉執事）

「愛の家」会計決算報告書(2020)

宮崎兄弟が「愛の家」福祉部屋に入り浪速教会の家
族となったのは 2005 年頃であると思います。とても
紳士的で無口な人柄と同時に隣人に優しい方であった
という印象が私の記憶にあります。また、長年「愛の
家」で奉仕してきた藤澤暎夫さんが「宮崎さんは大工
の中でも腕の良い器用で丁寧な大工さんた」と話して
いました。
先ずは宮崎兄弟が私達のためにご奉仕をしてくださ
り、みんなが感謝をしていることから紹介します。
浪速教会「愛の家」のリフォーム工事を行う時、建
築費用が十分になかったので業者と教会信徒が共同で
工事をしました。しかし中々工程が進まず皆が疲れて
いた時、宮崎兄弟が現れて自ら協力して下さいました。
押入れのクローゼット設置、床、壁、天井工事をして
下さいました。何よりも助かったのは設計図を見て、
自分の意見を出してくださったことです。当初は教会
堂を横長の形（今の聖歌隊や食堂への入り口が講壇側）
に計画していたのを縦長（現在の形）に、教会奥の非
常階段を取り壊そうとしていたのを残すように変えま
した。このように修正して最高な形に工事を行う事が
出来ました。
宮崎兄弟は晩年、認知症で曜日感覚がなくなり脚も
歩きにくくなるまでは礼拝や奉仕に熱心に参加され、
一番年上の先輩として良い模範を見せてくれました。
子供達の為にお菓子も買ってあげたり、お正月にはお
年玉をあげて励ましてくれました。
今も忘れない事は彼が散歩に行った時、犬に嚙まれ
て倒れ、腕を骨折した時でした。病院に行って治療を
受けている時、まだ完治していないのにも関わらず相
手を許し談合しました。金銭的賠償は自ら断りました。
彼は勤勉な方で部屋の壁工事、屋根のひさし工事を行
い、部屋はいつも綺麗に掃除され片付いていました。
植木鉢に色んな草花を植えて水をやり、家の前は緑豊
かでした。近所付き合いも良く、町内会にも快く協力
していたので、町の多くの方々から褒められていまし
た。ある日、脳梗塞の症状が現れて訪問介護ヘルパー
さんからの連絡を受けて直ぐ救急搬送しましたが、口
で食事をとることが困難になり、療養型病院で入院生
活を数か月間送り、2020 年 11 月、８３歳で天に召
されました。

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

20 予算
1,000,000
1,500,000
1,000,000
300,000
300,000
450,000
100,000
4,650,000
956,971
5,606,971

20. 1-12
708,500
1,160,259
1,384,491
52,000
300,000
420,000
66,500
4,091,750
956,971
5,048,721

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
発送費
建築積立金
救済費
修理施設費・予備費
小計
繰越金
合計

20 予算
350,000
100,000
150,000
500,000
100,000
500,000
2,000,000
100,000
1,000,000
50,000
846,971
5,606,971
5,606,971

20. 1-12
437,205
330
175,934
109,065
0
396,000
1,809,539
83,653
1,000,000
5,200
37,400
4,054,326
994,395
5,048,721

「愛の家」会計中間報告書(2021.1.1-2.28)
収入
21 予算
2021.1-2
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
支出
事務・備品・印刷費
発送費
交通費
車両維持費
奉仕者支援金
研修費
御米代
副食費
建築積立金
救済費
修理施設費・予備費
小計
繰越金
合計
④

800,000
1,400,000
1,400,000
100,000
300,000
450,000
100,000
4,550,000
994,395
5,544,395

21 予算
350,000
100,000
10,000
200,000
400,000
100,000
500,000
1,800,000
1,000,000
50,000
1,034,395
5,544,395
5,544,395

84,500
48,834
253,500
0
0
70,000
7,500
464,334
994,395
1,458,729

2021.1-2
7,637
0
0
0
5,000
0
83,175
292,782
0
0
0
388,594
1,070,135
1,458,729

祈りがきかれた証と次世代の奉仕者を募集する祈り
前回の「愛の家」ニュース vol.39（２０２０年１２月号）のこ
の欄で、新たな奉仕者が与えられますようにお祈りをお願いします
と綴りました。皆様にそのニュースレターを送付した直後くらいに
教会に一本の電話がかかってきました。京都からの女性で、「以前
から野宿者の方々にご奉仕をしたくてその気持ちが募っているの
で、ぜひ見学させてほしい、できれば一緒にご奉仕させてくださ
い」というような内容でした。年末のコロナ感染者数がだんだんと
増えている中でしたが、「一度くらいの見学なら来てください」と
牧師夫妻が返事をしました。それから毎週木曜日、朝７時くらいか
ら配食開始前後の１０時頃まで２時間の活動の為に京都から２時間
かけて毎週かかさず、そして楽しそうにご奉仕してくださいます。
おじさんたちも頑張ってお弁当作りをしていますが、彼女の若くて
テキパキした動きは輝いて見えます。（彼女の紹介はまた折を見て
設けさせていただきます）私たちの祈りと皆様のお祈りが一つとな
り神様に届いて、聞き届けられた証です。ありがとうございます。
しかし、まだまだ働き手、しかも次世代を担う担当者たちが必要で
す。どうぞ覚えてお祈りに加えて下されば幸いです。よろしくお願
い致します。

配食するスタッフたち

配食前のお祈り

聖誕主日礼拝と受洗式
２０２０年のクリスマスは世界中で不思議な感覚を持ちながらも
神の恵みと憐みを例年以上に慕い求めながら救い主イエスのお誕生
と再臨を覚える日々となったのではないでしょうか。浪速教会では
毎年、聖誕主日午前礼拝では礼拝後に受洗式を、午後礼拝では子供
たちのクリスマスのお話の発表がありました。今年は午後の礼拝を
休止していますので、午前礼拝のみでしたが、午前中に大きな恵み
に包まれました。数年間に渡り「愛の家」の炊き出しや集会に通い
続けてきた兄弟達が洗礼を受けて、神の子となりました！ハレル
ヤ！一人は、持病があり「俺はもうあかん」が口癖で数年間何とか
生きてきた方。また一人はとても大人しくて人込みを避けて炊き出
しに参加している方。また一人は賛美が大好きで全身を使って大声
で賛美をする方。新しい神の家族となりました。ハレルヤ！感謝！

ハンドベル

洗礼を受けた兄弟達と金牧師

子どもたちの賛美

クリスマス・キャンドル礼拝、当重茜さんの証と賛美
２０１９年１２月２０日金曜日夜の祈祷会を当重茜さん（藤井
寺教会）のクリスマス賛美コンサートを行いました。その数か月
前から当重茜さんの体に異変があり「悪性リンパ腫」と診断さ
れ、みるみる内に体調は悪化し、激痛に襲われる日々でした。し
かし、コンサートでは命がけで賛美を神様にお捧げされました
（「愛の家」ニュースvol.38参照）。その後、ご本人の叫びの祈
り、ご家族や多くの方々の祈りの支えにより、２０２０年の一年
間を通して大変な抗がん剤治療を終えて「寛解、異常なし」と診
断されました、というお証です。捧げられた賛美は『一度は死に
し我が身も』でした。浪速教会のコロナ禍のルール（感染防止の
ため信徒のみの礼拝参加）に従ってお忍びで来てくださり、また
時短のため２０分という短い制限の中で、浪速教会でいかに神様
は祈りをきかれ頼れるお方かということをお話してくださいまし
た。ハレルヤ！
⑤
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2019 年の当重さん
2020 年、証をされる当重さん

「愛の家」の人々
献金者お名前（敬称略･順不同）

昨年の２０２０年は全世界のほぼ全ての
人々にとって日常生活を揺るがされ、未知の
世界に足を踏み入れてしまったかのような不
安や絶望の日々を送っていたと思います。ま
た今もそれは続いています。そんな中で、当
教会「愛の家」に属する６人は更なる急な日
常生活の変化を強いられてとても慌ただし
く、忙しい数か月を送りました。昨年１～２
月、教会向かい側にある古い長屋地区一帯が
某不動産会社による買い占めにより、早急な
立ち退きを要求されました。そこでは約１５
名の人たちが長屋での老後生活を送り、細々
と暮らしていました。その内の６人は当教会
の信徒やお世話している兄弟達でした。金牧
師と大木さん（信徒で建築士）が急遽引っ越
し先を探してリフォーム工事をし、区役所と
の事務手続きを踏み、新居が見つかれば随時
信徒たちが引っ越し作業を手伝うという毎日
でした。神様の備えにより、豪留学から帰国
していた金牧師の息子である金聖泰牧師が全
力で力を貸して下さり、作業がとても捗りま
した。感謝！それがちょうど１回目の緊急事
態宣言が発表された４月から５月にかけての
事でした。世間では“ステイホーム”が言い
渡されて町が閑散としている一方で、家を追
い出される人たちとそれを手伝うスタッフた
ちの姿がありました。またどこにコロナウイ
ルスがあるのかも分からない状態の中で、た
だただ主の守りと導きを祈りながら、皆で動
いて前へ進むしかありませんでした。幸い全
員が無事に新居へ移動し、新しい生活にも慣
れて落ち着いてきています。
しかし１人の御老人は、慣れない新居で転倒
し骨折、その後、身体不随になり退院できず
に日に日に衰弱していくばかりです。新居で
の生活はわずか１週間にも満たなかったと思
います。しかしそんな彼の中にはいつもこの
賛美が響いて満たされていると信じます。
『イエスは愛で満たす、聖霊で満たす、
私の心の中を。イエスに今全てを
委ねて生きよう、主は私を守られる。
我が主イエス私を満たす、
我が主イエス愛をもって』

（２０２０年１２月１日～２０２１年３月１８日）

定期後援金
ｸﾞｯﾄﾞｻﾏﾘﾀﾝﾁｬｰﾁ大阪淡路ﾁｬﾍﾟﾙ・洲本ﾁｬﾍﾟﾙ、大
阪東南ｷﾘｽﾄ教会、在日大韓基督教会総会、在日
大韓基督教会関西地方会、山住達樹、石井洋二、
河内常男,古川富也、新国久男、朴栄子、金景淑、
吉村俊郎、金鐘賢、大木正典、金英姫、平野竜
一・真希
一般後援金、
洲本ﾁｬﾍﾟﾙ、関西地方教会女性連合会、岡山教
会、堺教会、大邱忠誠教会、川岸美栄、井上久
夫、川岸美栄、申容燮、千田薫、平島敬二、西成
公園の人、重松絢子、宮下房子、匿名
クリスマス献金
大阪東南ｷﾘｽﾄ教会、大阪教会女性会、ﾎｻﾅ教
会、伊達教会、大阪教会教会学校、大阪姫松教
会、荻窪北教会、茅ヶ崎東教会女性の会、名東教
会、新潟教会、福岡城南教会、大垣教会、西部地
方会教会女性連合会、南浦和教会、池田教会、大
垣教会、宇部教会、神戸教会、西宮中央教会、京
都教会女性会、長野教会、大阪西成教会、宇都宮
松原教会、吉田教会”教会と社会委員会”、ふなお
幼稚園（ふなお土曜学校）、柏木教会、滝川教会、
広島教会女性会一同、都島教会、布施教会教会
学校小学部、川崎教会、横須賀教会、豊中第一復
興教会、京都教会、武庫川教会、武庫川教会聖歌
隊、神戸湊西教会、折尾教会、横浜海岸教会、広
島教会、旭川教会、つくば東京教会、名古屋教
会、平野教会、日土教会、福島伝道所、大洲教
会、神戸東部教会、博多教会、洲本ﾁｬﾍﾟﾙ、草加
教会、豊橋教会、重松貿易株式会社、野村和子、
久保安子、宮澤玲子、佐藤栄一、徳山愛子、山本
覚、寺岡孝、木村敏子、野津道代、金森俊徳、岩
坂二規、藤田桂子、清水眞一・佐代子、新国久
男、鈴木崇、郭京煥、梨原ひろ子、李恩順、今井
牧夫、田部郁彦、井上豊、河内常男、Lee
SeungHoo
お米、お米献金
洲本ﾁｬﾍﾟﾙ､宮澤麗子、野津道代、河内常男、匿名
食材
（株）重松貿易、伊藤久美、清水眞一、佐代子、フ
ードバンク大阪、フードバンク関西, ぐるり農園、
匿名
アルミ缶献金
「愛の家」に通う兄弟たち、北津守町の皆さん
衣類、靴、生活用品、ふとん、マスク、消毒液
グッド・サマリタン・チャーチ、女子ご受難会、松井
明美、関西地方教会女性連合会、韓国基督教長
老会総会、大邱忠誠教会、西宮の靴屋さん、岡山
教会、河内常男、Hwang WonKyoung、岩谷昌和、
朴栄子、匿名
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