2018 年 4 月 11 日

東京信徒会 2018 年度年次総会・報告
会長：奥山盾夫
書記：鈴木功男
日 時：２０１８年４月７日(土) 13：30～17：00
【第１部 講演会】13：30～15：00 【第２部 年次総会】15：00～17：00
会 場：日本基督教団 富士見町教会 １階 CS ルーム 出席者数：52 名(会員 29 名・一般 23 名)
歓迎：2018 年度入会者（敬称略）
180407 河村 富雄 聖ヶ丘教会
180407 鈴木半一郎 原町田教会
東京信徒会 2018 年度 年次総会議事録
開会礼拝：司会 鈴木秀信、 奏楽 鈴木優子
讃美歌 355 番「主を仰ぎ見れば」 一 同
聖 書 エフェソの信徒への手紙 第 2 章 14～22 節
司会者
祈 祷
司会者
第１部：講演会：司会 馬場忠徳
講 師：福岡女学院大学学長・東京信徒会名誉顧問 阿久戸光晴先生
講演題：
『平和』を究極の課題として、ダニエル書（全）から『ネブカドネツァルの神讃美』
第２部 2018 年度年次総会：司会 馬場忠徳
鈴木功男会長挨拶：昨年は宗教改革 500 年記念行事に恵まれ伝道の前進を願った。教団現住陪
餐会員 10 万人から 8 万人の教勢。東京信徒会は 20 人から 80 人に伸びた。会員 100 人を目標と
したい。天にある兄弟を覚えて祈りをささげた。
：高橋豊兄（2017 年 9 月 19 日 85 歳）
【議
事】
1. 2017 年度活動報告（2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）
(1) 前年度年次総会の議事録の確認
(2) 2017 年度活動報告（髙花書記、鈴木会長、馬場副会長）
別冊・報告資料集 参照
【Ａ】日本基督教団 宗教改革 500 周年記念礼拝 準備記録
Ａ２_教団新報_記念礼拝記事 Ａ３_福音教会連合記念礼拝記事
Ａ４_教団 500 周年記念礼拝説教
【Ｂ】東京教区・宗教改革 500 周年記念福音伝道大会準備記録別冊：
「東京教区だより」第 24 号
【Ｃ】宗教改革 500 年記念讃美歌「私はここに立っています」奉献 別冊：楽譜 2 点、ＣＤ
【Ｄ】日本基督教団全国信徒会ホームページ運営報告（管理：東京信徒会）
【Ｅ】日本伝道 159 年目の実像「数字で見る教団の姿」
【Ｆ】伝道推進室ニュース No.8，No.9，No.10
【Ｇ】名簿・住所録（東京信徒会会員・限定配布）
【 おもな記録 抜粋 】
150328～：日本基督教団全国信徒会ホームページ運用開始（管理：東京信徒会）
151114～170622：日本基督教団 宗教改革 500 周年記念礼拝 準備ＴＰＴ委員会
170408～171030：東京教区 宗教改革 500 周年記念福音伝道大会 準備委員会
170408：講演会「イエス・キリストの悪魔との三つの戦い―昨今の世界情勢を読み解く―」
・総会
170602：東京神学大学 学部４年 神学生 5 名に図書カード贈呈 岩澤嵩
170622：
「日本基督教団 宗教改革 500 周年記念礼拝」富士見町教会
170709：講演会「ルターの『神の義』の発見―宗教改革の原動力としての『詩編講義』の変遷―」
170928：宗教改革 500 年記念讃美歌「私はここに立っています」原盤完成。
171004：宗教改革 500 年記念讃美歌「私はここに立っています」YouTube にアップ
171009：東京教区宗教改革 500 周年記念福音伝道大会 青山学院大学ガウチャー記念礼拝堂
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171021：
「にじのいえ信愛荘」を支えるためのチャリティーコンサート青山学院ガウチャーホール
171203：
「アドヴェントカレンダー」の案内 全国配信
180331～：
【永久保存盤】案内全国配信―「日本基督教団宗教改革 500 周年記念礼拝・全記録ＣＤ」
(3) 2017 年度会計報告（2018 年 3 月 31 日現在）
；朝岡瑞子会計
①収入の部：会費 222,000 円、献金 55.000 円、教団立替戻り 27,000 円、小計 304,000 円、
前年度繰越 201,414 円、合計 505,414 円。
②支出の部：事務費・通信費・集会費 56,956 円、講師謝礼・顧問料 30,000 円、東神大生図書
券 50,000 円、振込手数料 3,640 円、教団へ献金 30,000 円、小計 170,596 円、次年度繰越
334,818 円、合計 505,414 円。
(4) 宗教改革 500 年記念讃美歌「私はここに立っています」奉献：会計報告；朝岡瑞子会計
①全国信徒会・東京信徒会・にじのいえ信愛荘・三者共同プロジェクトにより、制作費は、
全国信徒会と東京信徒会二者の折半。
②作詞作曲・楽譜制作・振込手数料 84,040 円、楽譜印刷 270,000 円、ＣＤ制作 96,768 円、
合計 450,808 円。一旦全国信徒会より全額支出。うち、東京信徒会分担分 225,404 円。
２．審議：司会 馬場忠徳
審議の結果、2017 年度活動報告および会計報告ならびに、記念讃美歌奉献会計報告について
異議なく承認された。
３．役員改選の件（任期：１期２年）：司会 池田浩二長老
任期満了に伴い、これまでの鈴木会長、馬場副会長、髙花書記の辞意を受けて、
新役員が決定した。
（新役員）
会 長：奥山盾夫（千葉本町）
副会長：中澤基行（東京山手）
、西村佳子（狛江）
書 記：鈴木功男（目白）
会 計：朝岡瑞子（船橋）
会計補佐：池田節子（鎌ヶ谷）
４．協議：2018 年度活動方針について：司会 馬場忠徳
協議の結果原案通り承認された。
（１）神学生支援の件 ⇒【註 1】
１）東京神学大学神学生５名に図書カード贈呈
（２）日本基督教団 隠退教職ホーム「にじのいえ信愛荘」支援
（３）第７回「信徒交流の集い」 設営奉仕の件
―第 41 回教団総会第 2 日―2018 年 10 月 24 日(水)18：30～19:45 池袋メトロポリタンホテル
☆教団総会信徒議員有志により開催されるが、東京信徒会有志により設営奉仕をする。
来賓挨拶：日本基督教団総会議長
第 1 部：まじわり 参加者紹介・各地域からの報告
第 2 部：全国信徒会からの報告・全国信徒会総会（理事・評議員合同会議）
☆提案事項：全国信徒会第２回全国信徒大会を 2019 年に東京にて開催する件
その開催準備を東京信徒会に委託する。
（４）
「第 41 回教団総会報告会」開催する件：主催・東京信徒会
（５）全国信徒会会員増強（目標 300 名）
（６）東京信徒会会員増強（目標 100 名）
【註１】削除
閉会にあたり、退任役員に感謝の拍手を贈った。
閉会祈祷：岩澤嵩
以上
-2-

