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奥多摩 福音の家 ニュースレター

運営委員

中山 信児 師
JECA菅生キリスト教会 牧師

　私が福音の家の運営委員に加わったのはコロナ
禍の前年でした。それまで関わってこられた多くの
方の熱心と祈りと努力にもかかわらず、その時すで
に福音の家は多くの厳しい問題に直面していまし
た。そこに降って湧いたようなコロナ禍の3年間、
それは今まで以上に厳しい試練のときでした。その
ような試練の中でも、通常営業ができないからこそ
取り組むことが出来た課題があり、厳しいからこそ
支えてくださる多くの助けがありました。今、福音の
家が立ち続けていることは、主の御手と兄弟姉妹
の愛に支えられた素晴らしい奇跡としか言いようが
ありません。
　主が、アブラハムに「目を上げて、あなたがいる
その場所から北、南、東、西を見渡しなさい」と言わ
れたのは、甥のロトが、よく潤ったヨルダンの低地
を選んでアブラハムのもとを去り、東へ移動した直
後でした。主に促されたアブラハムは、信仰の目を
上げ、北、南、東、西を見渡します。実は、ロトも「目
を上げて…見渡して」いたのですが（10）、彼の目は、
よく潤った東の低地にしか向かなかったようです。
この時、アブラハムはロトが選んだ土地も見渡した
ことでしょう。主は、アブラハムに「あなたが見渡し

ているこの地をすべて、あなたに、そしてあなたの
子孫に永久に与える」と約束されました。
　私たちは、アブラハムのように信仰の目を上げて、
四方すべてを見渡したいと思います。ロトのように
豊かな低地にだけ目を向けるのではなく、私たちに
とっての最善を私たち以上に知っておられる主を
信頼しつつ、それが寂しい荒地や険しい山地であっ
たとしても、主が「見渡しなさい」と言われるすべて
の景色を見渡す者でありたいと思います。
　主は、さらにアブラハムに「立って、この地を縦と
横に歩き回りなさい」と言われました。それは信仰
と約束をいただいた者が、ただ待つのではなく、自
分の足で立って、まだ自分のものでない土地を歩き
回るようにという促しです。この後のアブラハムの
信仰の歩みは、創世記に記されています。そこには
戦いや試練があり、過ちや躓きもありましたが、恵み
と祝福、喜びと希望が伴っていました。アブラハム
は約束された地で、神により頼んで歩き続け、その
信仰の生涯をまっとうしたのです。私たちもまた、
様々な試練や困難の中で、信仰の目を上げてすべ
てを見渡し、立って約束の地を歩き回る者でありた
いと思います。主の支えと良き導きを祈ります。

さあ、目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。

わたしは、あなたが見渡しているこの地をすべて、

あなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ・・・

立って、この地を縦と横に歩き回りなさい。わたしがあなたに与えるのだから。
創世記13章14－17節



運営委員長

大髙 伊作 師
佐倉福音キリスト教会 牧師

2022年度も主の憐れみの中で終えることができ
ました。皆様の尊いお献げものとお祈りのご支援
を心から感謝いたします。以前からニュースレター
で報告しておりました土地購入の件も昨年の12月
2日に売買契約を締結することができました。今後
は2024年に借地契約更新が待っていますが、主
が全ての必要を満たしてくださると信じつつ、歩み
を進めていきます。また、施設面としては老朽化し
たバンガローやチャペルの床も修繕が必要な状況
にあります（写真左・中央参照）。今後様々な面で
施設全体のメンテナンスが必要になっていきます。
そのような中にありますが、普段の運営委員会で
は当面の経営状況を見ることがメインになってし
まい、将来について検討することができていない現
状がありました。それを打開し、施設面やサービス
面などの充実を図るためために将来検討委員会
を発足させました。すでに新年聖会にご参加くだ
さった方々にはアンケートのご協力を頂いておりま
すし、今後新たなアンケートのご協力を頂くことも
あるかと思いますが、何卒よろしくお願い致します。
経済的な面についてですが、綱渡りの状況が続き
つつも主が必要を満たしてくださり感謝しています。

2023年度の事業計画を立てましたが、前年度の
繰越金などを考慮しますと、今年度は約1200万
円の献金を必要としています。2020年度に約
3100万円、2021年度に約1200万円、2022年度
は約1000万円の献金をお献げいただきました。
コロナ禍になって大変なことが多くありましたが、
恵みとしては、福音の家が教会に支えられている
ことを覚えることができたことです。福音の家は
事業収入だけで存続することはできず、皆様に支
えられなければ事業継続は困難です。今年どれ
だけの事業収入が見込めるか不透明な中にあり、
続けて皆様にお祈りとご支援を頂きたくよろしく
お願い致します。また、これまで経営状況が見えに
くいというご意見を頂戴しておりましたので、今回
のニュースレターから売上と献金状況をグラフに
表すように致しました。今後も何かご意見がありま
したら遠慮なくお伝えいただければと思います。
今後も苦しい状況は続きますが、コロナ禍を守り
続けてくださった主を見上げ、「世界とそれに満ち
るものはわたしのものだ」と言われる主に信頼し
つつ歩んで参ります。続けてお祈りとご支援を何卒
よろしくお願い致します。

運営委員会からのお知らせ

食堂・談話室の南隣に3棟あるバンガ
ロー。2023年の利用者増加に向けて
ワーカー宿泊棟としても活用できるよ
う整備していきたいと考えてます。

チャペルの床は全体的に塗装が剥がれ
てしまっており、夏に素足の子供たちの
足にトゲが刺さるなどのケガが予想さ
れるため、早急な修繕が必要です。

食堂では、パーティションを利用・個別
盛りでの食事提供をしています。今後
大人数の団体利用の受け入れをする際
に食事提供人数の限界が課題です。



非常勤ディレクター

児玉 智継 師
JECA布佐キリスト教会 牧師

日本では出口の見えないコロナ禍が続いています。
しかし、主の確かな守りの中で2022年度の歩みを
終えることができました。2022年度は、基本的なコ
ロナ対策を徹底しながら、三年振りに主催キャンプ
を対面で開催することができました。さまざまな不
安がある中で、大切な子どもたちや奉仕者をお送
りくださり、心から感謝致します。
また、ウィズコロナのキャンプ場のあり方を模索しつつ、
オンラインでのセミナー「奥多摩WEBセミナー」
「奥多摩ゼミ」も開催しました。
その他、黒パンやシュトーレンの販売もしました。
スタッフ一同、主のご計画はわざわいではなく、将
来と希望を与えるためのものであるということを信
じて、すべての活動に取り組んできました。単なる活
動報告としてではなく、主が良くしてくださったこと
を一つひとつ数え上げ、主の御名をほめたたえると
いうことを、この働きを支えてくださっている皆さん
とご一緒にすることができればと願っています。

私たちは、2022年度の歩みを導いてくださった主
に期待しつつ、2023年度の歩みを進めていきたい
と思います。とりわけ今年度は、キャンプコーディ
ネーターの交代があります。すでにお知らせの通り、
現在キャンプコーディネーターである大通堅兄が
神学校入学のために2023年3月で退職することに
なっています。これまで大通兄を祈りに覚え、支えて
くださった皆さまに心から感謝申し上げます。
経済的には非常に厳しい状況の中にありますが、
福音の家としての働きを続けて行くためには、キャ
ンプコーディネーターの存在は必要不可欠である
と考え、新スタッフの公募をいたしました。その結果、
新スタッフとして、東野開（ひがしのはるき）兄を採
用するに至りました。コーディネーターの交代に伴
い、主催キャンプを継続していくための難しさを覚
えております。どうか、これからも皆さまからの祈りと
温かいご支援を賜わりますようお願い申し上げます。
私たちの羊飼いである主に期待しつつ。

ディレクターより2022年度の活動報告

新年聖会　1月2日・3日
臼井 信博 師（石岡キリスト教会）
中高生Dayキャンプ　3月28日
喜多 大樹 師（浦和福音自由教会）
小学生Dayキャンプ　3月30日
武田 遣嗣 師（那珂湊・大洗キリスト教会）
アラサーキャンプ　5月27日・28日
熊久保 公義 師（かもい聖書教会）
カウンセラートレーニング　7月23日
牧野 広隆 師（橋本キリスト教会）
小学生Jr.キャンプ　8月1～3日
森下 信義 師（筑西キリスト教会）

ファミリーキャンプ　8月8～10日
岡村 直樹 師（東京基督教大学教授）
中高生キャンプ　8月15～18日
佐久間 健 師（恵泉キリスト教会つくばグレースチャペル）
小学生キャンプ　8月23～25日
牧 岳志 師（二宮山西キリスト教会）
青年修養会　9月22～24日
國分 広士 師（中野島キリスト教会）
奥多摩セミナー　10月14日・15日
内田 和彦 師（前橋キリスト教会）
中高生Winterキャンプ　12月26～28日
辻 和希 師（保守バプテスト同盟 蔵王キリスト教会）

6月25日 奥多摩WEBセミナー 「キリスト教と戦争・民族主義」　山口 陽一 師（東京基督教大学学長）
7月  8 日 奥多摩ゼミ 「賛美が生み出される時 マルティン・ルターとチャールズ・ウェスレー」
　　　　植木 紀夫（桜美林大芸術文化学群教授）、蔦田 直毅 師（インマヌエル浜松教会）
11月19日 奥多摩WEBセミナー 「神を知ること、神を愛すること」　水草 修治 師（苫小牧福音教会）
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2022年度 主催キャンプ



2022年12月26日～28日
講師：辻 和希 師

カウンセラー 石井 詩 （JECA橋本キリスト教会）

キャンプはキャンパーにとって、同じ神様を信じる同世代
と寝食を共にし関われる、何にも代え難い貴重な時間であ
り、神様と向き合う大切な機会で、それは奉仕者にとって
も同じです。幼い頃からキャンプに参加してきた私にとっ
て、福音の家“セカンドホーム”で奉仕者として関われるよう
になったことをうれしく思うと同時に、キャンプ伝道は多く
の祈りによって導かれている事実をより深く知る機会にも
なりました。コロサイ人への手紙3章23-24節、神様が御国
を相続させてくださると約束されたように、私もこれから
続く世代を橋渡ししていく役割を担っていきたいです。また
キャンパーのために、彼らの側で心から祈り励ませるよう
な奉仕者として支えていくものでありたいと願っています。

2023年の新年聖会が、私がキャンプコーディネーターとして関わる最後のキャンプでした。足りな
い器を主が用いてくださり、多くの方々の祈りと献身的な奉仕に支えられて、7年間の働きを終えら
れたことを心から主に感謝しています。多くの子供たちの信仰の成長の過程や、救いや信仰の決
心を間近で見れたことが何よりの恵みでした。同年代の信仰の友が同じ教会にいない子どもたち
にとってキャンプは、共に信仰を励まし、神様を礼拝する喜びを共有することができる大切な居場
所です。新体制で始める新年度からも神の恵みの福音を証しする場所として、また信仰の”古里”と
して奥多摩福音の家が主の導きと守りの中で益々用いられ、祝福されますようにお祈しています。

中高生Winterキャンプ

2023年1月1日～3日
講師：片柳 百合子 師

年の初めの3日間、幼子から老いた者まで、ともに主にある
交わりを持つことができたことに感謝します。ひとつひと
つのプログラムが本当に幸いな時でしたが、何よりも印象
的だったのは自由時間に交わりを深める参加者の姿です。
旧交を温める者あれば、初対面ながらも思いがけず会話
が弾む者もあり。とりわけ、元気な子どもとの交わりは
大人も一緒になって、誰が誰の子どもか分からなくなるほ
どの親密さでした。この幸いな交わりの中で、思い巡らし
たのは、｢見よ。なんという幸せなんという楽しさだろう。
兄弟たちが一つになってともに生きることは。｣という詩篇
のみ言葉でした。今年も福音の家で多くの交わりが祝され
ることを願っています。

新年聖会2023

子どもスタッフ 新井 真拓 （蕨福音自由教会）

キャンプコーディネーター 大通  堅

ふる さと



3月27日    29日（月） （水）

春の小中高生
　キャンプのお知らせ

あなたはどこにいるのか
●小学生講師：原田 帆海路 師（岩井キリスト教会）
●中高生講師：國分 力 師（永福南キリスト教会）

2023年4月より、キャンプコーディネーターとして
東野 開 兄が、福音の家の働きに加わります。

私は物心つく前から母親に連れられ、教会に通っ
ていました。幼いながらに神様の存在を信じてい
ましたが、そこに自分の意志はなく、「母親が信じて
いるから正しい。信じるべきだ。」という親の信仰に
すがっていました。その中で、周りの子供たちが受
けるからという理由で洗礼を受けようとしました。
しかし、証まで書きましたが、その時洗礼を受ける
ことなく更に、教会から離れてしまいました。それは、
自分自身の信仰がまだ確立できておらず、神様や
教会との関係が確立できていなかったからだと思
います。こうして私は、中学高校と教会から離れて
生活することになります。そんな生活の中でも、年
に1回ある教団のキャンプには毎年参加していまし
た。同年代のクリスチャンと交わり、神様を賛美す
る喜びに触れ、なんとか神様から離れずにいること
ができました。大学生になると聖書研究会やKGK

に関わるようになり、色々な人と関わる中で自分の
信仰が燃やされ、大学2年の夏に洗礼を受けまし
た。洗礼を受ける前にKGKのキャンプで、神様は
一人一人に既に計画を持っておられて、それが最
善であり最高の計画であると語られました。それま
での人生を振り返り、何回も神様に背いて歩もうと
しましたが、その度に神様に守られてここまで来れ
たことに気付かされ、神様の愛の深さを身をもって
実感しました。また、自分の信仰生活には教団や
KGKのキャンプが大きく関わっており、学びや、励

まし合える友人などたくさんのものを与えてくれま
した。なので、私は将来的にクリスチャン同士が励
まし合ったり、ノンクリスチャンが救われていくよう
な働きに携わりたいとぼんやり考えていました。
大学4年生の昨夏、私は東北KGKの夏期学校に
参加しました。当時の私は、就活のことで頭がいっ
ぱいであまり学びの内容が入ってこなかったことを
覚えています。その夏期学校の中で直接献身につ
いて語られたとき「神様のためになる仕事がした
い。」という思いが与えられたのと同時に、将来的
にクリスチャンキャンプ場を開き、クリスチャンの交
わりの場と伝道の場としての場所を作りたいと言
う思いが与えられました。そして、クリスチャンキャ
ンプがもっと身近なものになっていくための一助に
なれればいいなと考えています。

『なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまで
もなくならない、永遠の命に至る食べ物のために
働きなさい。それは、人の子が与える食べ物です。
この人の子に、神である父が証印を押されたので
す。』ヨハネの福音書6章27節

最後に、これは昨年東北KGKの夏期学校で学ん
だ聖書箇所です。なくなっていくこの世の食べ物の
ために時間を消費していくのではなく、なくならな
い神様が与える食べ物を求めるために自分の時
間を捧げていきたいと思います。

詳しい内容は、案内チラシ・ホームページ・SNS等でご確認ください。

ひがしの はるき

新スタッフ紹介新スタッフ紹介

2023年

テーマ 創世記3章9節



2020年 4112万円

2473万円2021年

2022年

2023年

0 1000 2000 3000 4000（万円）

事業収入
雇用調整助成金
献金

3200万円

17.7% 75.7%6.5%

15.9% 50.1%33.9%

52.6%

売上予想 2000万円（宿泊利用人数3000人）

売上63万円　利用人数 139人　　献金 82万円

献金1200万円

27.6%19.8%

（2023年1月17日現在）

＜過去3年の収入実績・2023年収入見込み＞

3689万円

発 行： 奥多摩福音の家 事務局  

郵便振替口座  00170-5-92451　奥多摩福音の家
＜他行から＞  ゆうちょ銀行 〇一九 店（ゼロイチキユウ） 口座番号 0092451

公式ホームページはこちら

献金先

0428-85-2317

〒198-0105 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波135  TEL 0428-85-2317  FAX 0428-85-2370

（平日9:30－17:30）

www.ofi.camp福音の家の利用はホームページから予約いただけます

電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

◎3ヶ月ごとのご予約状況を更新・掲載していますので、ご確認ください

info@of i.camp

経営状況報告

コロナ禍の3年間、本当に多くの教会、また個人の方々のお支えをいただき、ここまで働きが継続できている
ことを改めて感謝申し上げます。福音の家は、コロナ以前には献金を含めず年間5000万から6000万円の事
業収入がありました。2023年の見通しは不透明な中ですが、施設整備費用などを除いて、存続のためには
最低3200万円の収入が必要となります。事業収入としては2022年を超える2000万円（宿泊利用人数
3000人）の売上を予想していますが、それだけでは存続が難しい状況にあります。今年も予想を超える多く
の利用者を迎えることができ、必要が満たされますよう引き続きのお祈りとご支援をよろしくお願いします。

（2023年1月17日現在）


