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センター通信 ２０２１年 夏号      

                     

静岡キリスト教盲人伝道センター ２０２１年７月７日発行 
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巻頭メッセージ  

センター理事 熊田なみ子 

（ＲＣＪメディア・ミニストリー・スタッフ、改革派上福岡教会員） 

  

暑中お見舞い申し上げます。 

世界中を襲っているコロナ禍の日々が、まだまだ続いております。皆様いかがお過ごし

でしょうか？ 終息はいつの事でしょうか？ それぞれに様々な困難があると思います

が神様が共にいましてお守りくださいますように。 

今回このようにセンター通信でご挨拶いただく機会をいただき心から感謝申し上げ

ます。私は、RCJ メディア・ミニストリー（日本キリスト改革派教会大会メディア伝道局）理

事として、センターの理事会にも出席させていただいております。  

 

現在 HP「ふくいんのなみ」では、「リジョイス聖書日課音声配信」「東北あさのことば」

（東北放送）、「ほほえみトーク」（ネット放送）の担当をしております。私は、放送伝道を

神様からの使命として与えられ、盲人リスナーの皆様との出会いもいただいてきました。

センター50 周年の記念会では、初期のころの青山先生の「あさのことば」のメッセージ

を朗読する機会もいただきました。 

 

アナウンスの声を聴いて「柔らか仕上げ春向きセーターヴォイス」という嬉しい表現

を伝えてくださったのは京都の盲人リスナーの女性でした。また、千葉県のリスナーT

君は、ラジオを聴き、近くの教会を訪ね、ついに洗礼を受けられました。その後、杖を

ついて一人でクリスマスの集いに来会され、夏のふくいんのなみキャンプにもご参加、

「ほほえみトーク」に今年の 2 月電話出演してくださいました。かなり緊張もされたとのこ

とですがクリスチャンとなった喜びに溢れて語ってくださいました。ラジオがきっかけとな

り、聖書のメッセージを聴き、キリスト教会へと導かれたこと、主の御業を心から賛美い

たします。人生を導く本物の救い主イエス・キリストをいただいて生きるようになった T

君は輝いています。 

「あなたの御言葉は、わたしの道の光 わたしの歩みを照らす灯。」 

（詩編１１９編１０５節） 
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また、6 月には、魂のテノール歌手、新垣勉さんがリモート出演してくださいました。

夏になると爽やかな歌声の「さとうきび畑」を思い出される方々も多いことと思います。

沖縄に生まれ、医療事故での失明、自殺まで考えた辛さの中で、ラジオ放送で福音を

聴き、素晴らしい牧師さんのご一家と出会い、クリスチャンとなりました。高校生の時か

らセンターの点字図書をご利用だったとのこと、ベルコフの「改革派教理学教本」なども

読んでいました。 

 

その後、一人で静岡のセンターを訪ね、創立者青山先生ご夫妻のお宅に泊めてい

ただいたこともあったとのお話、私は今回初めて伺いました。牧師の道への学びに必

要な神学書もたくさんセンターからお借りできたと話されています。今も点字図書をご

利用くださっています。おしゃべりコンサートは好評でオンリーワンの人生を証詞してこ

られました。中学校の英語の教科書にも掲載され、各地を訪れています。今コロナでお

しゃべりコンサートができず残念ですが、またそのような機会が与えられることと思いま

す。また，番組では、音読奉仕者として奉仕する姉妹の証詞もインタビューしました。 

 

放送伝道と共に、牧師の妻としての証詞もあります。私は埼玉県にあります改革派

教会の会員ですが、若き日、開拓伝道に遣わされました。その日々の中で夫に起こっ

た試練は、突然の目の異常でした。大学病院での診断は「左目の網膜前膜症」。危険

な手術は避けたほうが良いとのこと、牧師生命を絶たれるかもしれないという苦しい

日々が襲いかかってきました。屈折異常は身体全体にも影響が出て辛い毎日でした。 

その時、カルヴァンの「キリスト教綱要」とアウグスティヌスの「信仰・希望・愛」をセンタ

ーから借りることができたのです。当時はテープ図書でしたが聴きながら「アウグスティ

ヌスとカルヴァンは本当によく聖書を知っている！」と感動して聴いたそうです。この突

然我が家に起こった出来事、思いがけない試練もそこに主の深いお考えがあることを

学ばされました。 

 

「あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずで

す。神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさら

ず、試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道も備えていてくださいます。」 

（一コリント１０章１３節） 

 

これからもセンターの活動が豊かに祝福されますように。多くの図書が各地で用いら

れますように祈りつつ。 
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製作図書案内  2021年 3月～6月までに新規製作完成した図書のご案内 

・新音訳デイジー図書（mp3 ﾃﾞｰﾀ） 

 
タイトル 著者名 出版社 出版年 総時間数 

１ 祈りのある生活 榊原 康夫 新居浜伝道所 1996 1時間 21分 

２ 
内村鑑三 

少年少女信仰偉人伝 20 
重平 友美 教会新報社 1982 3時間 55分 

３ 永遠の手 向日 かおり いのちのことば社 2010 3時間 10分 

４ 

神とパンデミック 

コロナウイルスと 

その影響についての考察 

Ｎ．Ｔ．ライト あめんどう 2020 3時間 50分 

５ 
神の狂おしいほどの愛 

東方キリスト教の霊性をめぐって 
Ｐ・エフドキーモフ 新世社 1994 7時間 50分 

６ 完全な信仰 トレバー・ニューポート 
クリｽﾁｬﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

ｱｼﾞｱ 
2004 3時間 55分 

７ 心に光を ３ 前川 隆一 一粒社 2020 4時間 9分 

８ 
コンコード・ヒルの上で 

クワイナー一家の物語４ 
マリア・Ｄ・ウィルクス 福音館書店 2003 7時間 8分 

９ 信仰生活ガイド 十戒 吉岡 光人編 日本キリスト教団出版局 2020 3時間 14分 

10 主日の聖書解説 Ｃ年 雨宮 慧 教友社 2009 16時間 27分 

11 
主の道を行かせてください 

日毎の霊想 
エミー・ カーマイケル いのちのことば社 2019 9時間 18分 

12 
聖書とがん 

「内なる敵」と「内なる人」 
樋野 興夫 イーグレープ 2020 4時間 50分 

13 聖書物語 旧約編 新装版 香山 彬子 講談社 2016 5時間 59分 

14 
聖書は物語る 

一年１２回で聖書を読む本 
大頭 真一 ヨベル 2019 4時間 36分 

15 みことばのシェフ 山田 斐章 ヨルダン社 1989 4時間 49分 

16 
湖のほとりの小さな町 

クワイナー一家の物語６ 
 シーリア・ウィルキンズ  福音館書店  2009 7時間 54分  

17 リフォームド神学事典 ドナルド・Ｋ．マッキム編 いのちのことば社 2009 27時間 

18 
料理の味 説教の味 

みことばのシェフ Ⅲ 
山田 斐章 キリスト新聞社 2006 3時間 26分 

19 
霊魂の不滅か死者の復活か 

新約聖書の証言から 
オスカー・クルマン 日本キリスト教団出版局 2017 3時間 2分 
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テキストデイジー図書 

1 
教会暦 

祝祭日の歴史と現在 

Ｋ．Ｈ． 

ビーリッツ 
教文館 2003 12時間 30分 

2 熾烈な挑戦 金 炳三 いのちのことば社 2020 6時間 37分 

3 神学の思考 キリスト教とは何か 佐藤 優 平凡社 2015 3時間 59分 

 

点訳図書 

 
タイトル 著者名 出版者 出版年 巻数 

1 綾子さんありがとう 森重 ツル子編 キリスト新聞社 2019 全 1巻 

2 

エルトムート・ドロテーア  

フォン・ツィンツェンドルフ伯爵夫人 

ヘルンフート同胞教団の母 

エリカ・ガイガー リトン 2019 全 3巻 

3 
海原のかなた 

長崎外国人墓地の碑 
結城 了悟 女子パウロ会 2001 全 1巻 

4 
ＬＧＢＴと聖書の福音 

それは罪か、選択の自由か 
アンドリュー・マーリン いのちのことば社 2020 全 5巻 

5 改革派説教学ノート 吉岡 繁 新教出版社 2006 全 3巻 

6 
風は思いのままに 

聖書黙想３１日 
山本 将信 日本キリスト教団出版局 2020 全 2巻 

7 信仰生活ガイド 教会をつくる 古屋 治雄編 日本キリスト教団出版局 2021 全 2巻 

8 
クリスマスへの旅路 

アドヴェントからエピファニーへ 
越川 弘英編 キリスト新聞社 2020 全 3巻 

9 
クリスマスの小屋 

アイルランドの妖精のおはなし 
ルース・ソーヤー 福音館書店 2020 全 1巻 

10 
こころの手帳 

すこやかに、やすらかに 
浜原 昭仁 イーグレープ 2010 全 1巻 

11 こころ美人 正木 潤子 文芸社 2019 全 2巻 

12 
沢田美喜 混血児たちの母 

少年少女信仰偉人伝 ２ 
栗栖 ひろみ 教会新報社 1980 全 2巻 

13 
谷陰を越えて歩む 

聖書の世界に生きた人々〈旧約編〉 
堀 肇 いのちのことば社 2020 全 2巻 

14 見えない言葉が聞こえてくる 福井 達雨 いのちのことば社 2011 全 2巻 

15 礼拝の祈り 手引きと例文 鈴木 崇巨 教文館 2017 全 2巻 
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貸出月刊誌 のご紹介       

音訳：「信徒の友」「百万人の福音」「キリスト新聞」「ちから」「舟の右側」「こころの友」 

その他、改革派関係の会報・機関紙 

 ＊改革派機関紙以外は、サピエ図書館に音声データをアップしています。 

点訳：「世界キリスト教情報」「いのちのことば」「幸いな人」「リジョイス」 

   「信徒の友（抜粋版）」「オリーブライフ」  （打ち出し可） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

夏季休館日のお知らせ       

８月１１日（水）～８月１５日（日） 

           ＊その他は暦通りです 

 

会計報告  20２1 年度 1 月～５月 

  費 目 年間予算 １－5 月合計 ％ 

 献金：諸教派 1,600,000 448,854 28 

収 献金：改革派 4,700,000 848,392 18 

  献金：静岡教会 380,000 275,009 72 

入 雑収入 0 24,959   

  基金繰出 550,000 0   

  繰り越し 124,742 124,742  

  収入合計   7,354,742   1,721,956 23  

 

  事業費 2,101,000 492,722 24 

支 対外協力費 145,000 68,000 47 

  一般管理費 4,910,000 1,780,407 36 

出 繰越 0 -623,584   

  予備費(含基金) 198,742 4,411  22  

  支出合計 7,354,742 1,721,956 23 

皆様の尊いご献金で活動が支えられています。ありがとうございます。 
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20２１年 3 月～５月 献金感謝    （敬称・回数略）  

【個人】38名と 6教会維持会員様 

【教会】21教会と 1団体 

 

皆様の尊いご献金を心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

コロナウイルスワクチン接種が進んでいますが、まだまだ感染防止に気を抜けない日々です。 

これから暑い夏がやってきます。皆様の日々の歩みが守られますように 

心よりお祈りいたします。 

 

 
    ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊  ＊＊＊ 

製作：静岡キリスト教盲人伝道センター 〒422-8041 静岡市駿河区中田 1-5-21 

℡ 054-285-0496  fax 054-285-0746  郵便振替 ００８７０－２－７００３ 

URL http://www.dct7.net   メールアドレス shizumouden＠dct7.net 

http://www.dct7.net/

