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 一年前、私たちは東アフリカを南北に走る

「地球の裂け目」（グレイト・リフト・バレー）

の谷の中に立っていました。トウモロコシの

葉を揺らす風に吹かれ、暮れ始めた空を見上

げ、周りを取り巻く山々を見渡した時、胸が

騒ぎ、高鳴るのを覚えました。「ここだったの

ですね」と心の中でつぶやきました。１２年

間探し求めた土地でした。約４へクタール、

日本円で約２０００万円の売地です。「金はあ

るか？」案内してくれた友人が尋ねました。

「今はない。でもいけると思う」と答えてい

ました。そう答えた理由がありました。 

あの古い預言にある「枯れた骨」のヴィジ

ョンは必ず成ると思ったからです。１９７６

年よりリフト・バレー沿いの国々に住み、そ

こに生きる人々との関わりを持ち続けながら

歩んできました。そこで私たちが見させられ

たのは、戦争、飢餓、貧困、太刀打ちできな

い大きな社会問題の中で、魂に憂い、嘆き、

悲しみ、呻きをもって生きる人々（聖書では

「枯れた骨」と呼ばれています）でした。 

その枯れた骨が、神さまから命の息を吹き

入れられるとき、自分の足で立ち上がる人間

として回復され、新しいコミュニティーを形

成するという壮大なヴィジョンです。私たち

はこのヴィジョンに押し出されてコイノニア

の教育の業を始めました。その教育を続ける

コミュニティーを建設するのに最もふさわし

い場所がここだ、という確信でした。 

 ２０１５年５月、日本に帰国し、ＮＰＯ法

人「ケニア・コイノニア友の会ジャパン」を

通して募金が呼びかけられました。この呼び

かけに応じて、惜しみなく尊い献金を献げて

下さる多くの方々が起こされ、６月末までに

支払予定の手付金を上回る金額が寄せられま

した。当初９０日以内の残金支払いの約束で

したが、土地所有者が元教育畑の出身で、コ

イノニアの働きに理解を示し、支払期限の延

長を受け入れてくれました。ケニア側での募

金活動、これまでのチャリティーコンサート

や土地購入のために献げられた資金を合わせ

て、２０１６年１月末日をもって支払いを完

了することができました。初めてその土地に

立ってから９か月、それは奇跡の日々でした。

この土地購入と校舎建設のために、協力、支

援してくださる多くの方々が起こされました。

まさに無から有が呼び起こされる奇跡です。

お献げくださいましたお一人お一人に心より

感謝を申し上げます。 

 現在、土地登記の最終手続きが進行中です。

それが済み次第、校舎の建設事業に取り掛か

ります。すでに建築家によって図面ができ、
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インフラ整備から始めることになります。全

体のデザインは、コイノニアの生活の命であ

る「私は初め（アルファ）であり、終わり（オ

メガ）である」とおっしゃるキリストの永遠

性を象っています。 

 この建設事業のための資金調達を始めてい

ます。皆様のさらなるご理解、ご協力を心よ

りお願い申し上げます。 

    新しく取得した土地にて      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NPO法人 ケニア・コイノニア友の会ジャパン 

 組織： 

   理事長     大井 満 （日本キリスト合同教会 板橋教会牧師） 

副理事長    竿代 照夫（イムマヌエル綜合伝道団 中目黒キリスト教会牧師） 

理 事     岸田 悟 （茅ヶ崎シオン・キリスト教会牧師） 

監 事     濱井 武 （日本基督教団 埼玉和光教会信徒） 

 事務所： 

   〒173-0004 東京都板橋区板橋三丁目32-1 板橋教会内 電話 03-3961-9685 

 

                     

 

事務局より 

  特定非営利法人なってから初めての会計報告を次ページ以降に掲載いたしました。期間をコ

イノニア教育センターに合せ、9月から 8月までといたしました。そのため１期は 4月から 8

月の 5か月です。この間、長年念願だった土地が見つかり、皆様に急遽“コイノニア・レイン

ボープロジェクト”として献金のお願いをいたしました。会計報告をご覧になってお分かりの

ことと思いますが、日本での目標金額（１，２００万円）以上の献金がありました。ケニア側

での支援も含め、土地を購入することができました。何よりも２１６人、1グループ、１３教

会と多くの方に支援を頂いたこと、急なお願いでしたが皆様の対応の速さにも感謝の思いで一

杯です。 

 

郵便局振込口座：口座記号・番号 ００１１０−３−２９１３９５   

 なお、認定ＮＰＯ法人とは異なりますので、寄付金控除の対象にはなりませんので、ご理解

ください。 

事務局長  高倉もも代 

e-mail：koinonia.kenya.j@gmail.com 
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会計報告 

「ケニア・コイノニア友の会ジャパン」会計報告 

                          (2015年 4月 1日～2015年 8月 31

日) 

収     入 支     出 

前期繰越金 

献金 

コイノニア教育センター 

市橋家のサポート      

レインボー プロジェクト 

チャイルドスポンサー 

グッズ、カレンダー 

受取利息 

621,719       

       

470,167  

619,100  

13,044,815  

1,117,193  

727,521  

    1  

  

 

送金（コイノニア教育センター） 

  （市橋家のサポート） 

受取人払い振込手数料 

事務費(印刷･コピー) 

(消耗品) 

(郵送代) 

(振込用紙印字代) 

次期繰越金 

  

15,238,606 

796,620 

 

16,205 

27,589 

83,760  

       

437,736 

合   計 16,600,516  合   計 16,600,516 

 

コイノニア教育センター  

個人献金                                     （敬称略） 

伊藤彰一 石川恵二 稲本修一･久美子 加藤朝子 杉田晴枝 頭川恵子 服部かをる 藤本亜紀 

服部眞彰･祥子 シマダキヨコ 

教会・団体献金  

上作延キリスト教会 キリスト品川教会コイノニア 100円募金 駒場エデン教会奉仕部  

つるかわ台コイノニア援助会 日向キリスト教会 松見ヶ丘キリスト教会  

チャイルドスポンサーシップ 

 阿部義孝 石井美雪 稲本修一・久美子 井上智子 宇田川雅子 園城寺哲男 岡 栄子 片岡栄子  

かえで幼稚園 加藤忍 倉岡きぬ子 佐藤良子 女子学院高等学校 2年生一同 髙橋照己 田中敦子  

永瀬孝・真澄 沼田祐子 西澤美紀 藤田純子 廣瀬美緒 日向キリスト教会 松本智映 松本妙子  

松原睦哉・シオリ 由木留美子 

市橋宣教師一家を支える献金 

個人献金  

井上ネコ 飯塚ナザレンキリスト教会 飯野鋭二郎 稲本修一・久美子 井出英利史 片岡栄子  

小俣金子 埼玉和光教会有志 頭川恵子 西村優子 藤江富子 松下雅幸 柳川恵子 

教会・団体献金 

日向キリスト教会  松見ヶ丘キリスト教会 

コイノニア・レインボープロジェクト（土地購入） 

個人献金  

青木玲子 赤堀正宣 秋谷敦子 天野恵実子 新井国子 安藤淑子 安藤嘉彦 五十嵐康子 
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石川恵二 石川芳子 石渡フサヱ 伊藤良彦・句里子 稲本修一・久美子 井上朝子 井上直子 

井上智子 井上啓子 井出英利史 井出希宣 岩井田慎二 岩間政人 岩谷弘子 殖田文子 

植松正子 右近智雄 梅沢矩子 内田守・励子 大井満 大井百合江 岡栄子 太田頌子・滋子 

岡本なつゑ 大漉知子 大島紘人 小野利子 大沼洋一・洋美 大森誠冶 小野寺一清・富子  

小沢久美子 小田靜子 小俣金子 垣坂蓉子 柏木昭 金子忠雄 片岡栄子 加藤忍 片岡多美子 

狩野敏之 川越啓子 川西里美 菅房子 神戸たつ子 北住明美 木立幸子 木下和子 木村洋子

木村眞砂子 金慶得 國松裕子 久野牧･真理子 後藤理恵 久保光生・かほる 公文宏・紘子   

倉岡きぬ子 小林木綿子 小林淑子 佐伯秋子 坂本道子 佐藤里奈 佐野和郎 支倉千鶴子  

札幌ナザレン教会わととグループ有志 清水真 島田和子 澁澤さと 重富優 島津恵理子 首藤

鈴子 鈴木啓子 鈴木しのぶ 鈴木佳恵  関根祐子 十河秀彰 曽我部満 高倉理 高倉もも代  

高瀬好英 高奈美香 髙橋倫子 髙橋修・久美子 竹田蓉子 武田しげ子 竹村みゆき 竹村陽子 

舘山絵里子 舘山智紀 武井秀雄・和子 立見忠圀 立見珠代 立見裕生 丹野淳子 千木良あき子･

雅士  頭川恵子  塚原武典  椿宏子 富田和江 徳田敏寛 徳永玲子 斗内寿子 戸辺愛子 

中澤寿子 中須賀真由美 中澤寿子 長島令子 中野房子 永瀬真澄  奈地円努礼 中森のぞみ 

中山妙子 永田弘子 西尾隆・朋代 西川良三 西村優子 丹羽信枝 沼田祐子 野村宗芳  

橋爪理佳子・玲 長谷川創 服部幸三 服部眞彰・祥子 浜井武 浜井和美 林眞理子 林仁子  

坂内美賀 平本光枝 平山清美  東田透  日比野靖子 廣瀬明雄 廣瀬いづみ 平野光男  

福沢香代子 ベック由美子 藤江富子 藤倉ゑみ子 藤川千代 藤田純子 藤田正文 藤野和子 

藤原秀 船本恵 堀信子 本多虎夫 宝子山千鶴子 丸山勇 前原将太・栄 真壁日史郎・泰子  

松本智映 松本妙子 真野希 三谷直記 三浦修 三浦和子  皆川悦子 宮崎千鶴 宮坂信弘 

武藤小枝里 村上俊一 村上ヒデ 桃井雅子 森晶子・尚史 森眞理 森高ホサナ 森高盾  

矢上かおり 山岡幸一 山田綾子 山下山人・恵 安永明 安永直美 柳川恵子 栁下和恵  

栁下美智子 栁下睦子 栁晋子 横田恵子 山名弘史・禮子 横矢暢子 吉岡知子 吉村和雄  

米原靜子 渡辺すみ子 渡部満  匿名 2名   無記名１名 

教会・団体献金  

伊勢原教会 板橋教会 インマヌエル中目黒キリスト教会 御宿教会 駒場エデン教会 逗子教会  

函館相生教会  世田谷中原教会  相模翠ヶ丘幼稚園  土浦めぐみ教会  つるかわ台教会  

茅ヶ崎シオン・キリスト教会  東浦和教会 

コイノニアグッズ販売 

 インマヌエル王寺教会 久留米バイブルフェローシップ 小森野キリスト教会 杉田晴枝 

埼玉和光教会子羊幼稚園 キリスト品川教会奉仕部   玉井美恵子 山野由美子 武井秀雄・和子 

 

以上 

感謝を込めて 

 


