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「舟の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ。」 
 
 
 
 

 
ご 挨 拶   Guten Tag！   主の聖名を賛美いたします 
  

昨年からの新型コロナウィルス感染拡大が長期戦となっているにも拘わらず、ケルンでの宣教活

動に心寄せて頂き、お祈りと共に尊いお献げものをもってお支えくださり心から感謝いたします。日

本の皆様においては、９月をどのように迎えておられるでしょうか。 
 

ケルンでは至るところで落ち葉を目にするようになり、今年の秋の訪れは例年よりも早いように

感じています。教会に関係する方々はじめ私を含めて元気で過ごしております。健康が支えられてい

ることは何よりもの幸いですが、私は夏から秋へ移るこの時期は、毎年ネガティブな感情に引きずら

れそうになるので、コントロールしながら過ごしております。周りの世界がすっかりと秋模様になれ

ば諦めもつくのですが、移り変わりの時期は表現し難いものがあります。 
 

しかし、つい最近、励まされることがありました。７月に

日本へ本帰国された若いご家族の送別会の時に、３年振り

に再会した方がおりました。その方のお母様のご友人が、我

が教会の月報を通して、信仰をもちたいという事で紹介し

て頂き、早速にコンタクトをとることができました。これか

らの展開を楽しみにしているところです。  
 

更に７月から新しい方がスカイプ礼拝に参加されてお

り、９月 12 日に会堂でお献げした礼拝にて、教会の皆様と

対面でお会いすることができました。神の家族の輪が広が

っていくことは嬉しいものです。 
 

これらの二つの喜ばしいことは、全く考えてもみなかっ

たことで、正に主の御業だと思わされました。春先には右記

のような思いを書かせて頂きましたが、確かに主が一つひ

とつの点を結んでくださり、教会の未来を創ってくださっ

ていると実感しています。 
 

教会の活動も少しずつ前進しているようですが、この先

の状況は予測つきませんので、気負わず淡々と主にお従い

してゆくのみです。皆様の教会においても主の最善が為さ

れますようお祈りいたします。       Viel Glück  
 

ド イ ツ の 状 況  
 
★ ドイツ州教会  

礼拝は基本的に会堂で行っており、密閉・密集・密接の３密を避け、讃美歌はマスク着用で可能です。飲食は勿論禁止です。
礼拝時のコロナ感染検査の陰性証明の有無は不要ですが、各教会に委ねられています。 
 
★ コロナウィルス感染状況 

６月には感染者数が減少したので、ロックダウンも解除され半年以上続いた閉塞感から解放されました。しかし、７月末に

は再び感染が拡大し始めたので、８月半ばから１ヵ月間、新規感染者数によって飲食店、美術館、スポーツジム等の公共の場で

は、①ワクチン接種者、⓶感染からの快復者、③コロナ感染検査の陰性証明等、いずれかの証明書開示が義務付けられまし

た。これまで無料だったコロナ検査も10 月から有料となります。規制の目的は現在のワクチン接種率が約65％で、接種率の

伸び悩みのために、ワクチン接種の促進のためと伝えられています。これに対してワクチン接種を希望しない人々への差別

化という抗議のデモが繰り返されています。尚、ドイツは９月から高齢者などを対象に、「ブースター」と呼ばれる新型コロ

ナウイルスワクチンの追加接種が始まっています。尚、日本からの観光目的の短期渡航者は再び入国が制限されています。 
 
★ ドイツ連邦議会選挙 ９月 26 日 

ドイツの方向性が決定する重要な選挙で、欧州の顔として4 期 16 年 間という長期政権をリードしていたメルケル首相が政

界を引退する日でもあります。物理学博士の資格を持つメルケル首相の科学に基づいた適切なコロナ対策で評価を受けまし

た。しかし、最近は自然災害、アフガニスタン政権崩壊等、CDU（キリスト教民主同盟）政権で安定してきたドイツ政治も

揺れ動いているようで注目される選挙です。 
 

― 日本基督教団 教団新報2021 年５月 29 日号 抜粋 ― 
「点から線へ」 

・・・ドイツではロックダウンの延長が繰り返され既に半
年になろうとし、コロナ感染防止の為に他人との接触は一
人のみ、という厳しい規制の只中にあります。なす術もな
く、時だけが過ぎてゆくような焦燥感に駆られました。し
かし、この感情は昨年からのコロナ禍の中で、何とか乗り
越えて成果を出さねば・・・という私自身の傲慢さを祈り
の内に気づかされました。 
 

この時を、そして歴史を支配しておられるのは主であり、
主が全てを収めてくださることを忘れ、自らの力に頼り何
かできると思ってしまったのです。生きて働かれる主の御
業を忘れていました。 
 

ですからどのような時であれ、今、為すべきことは、与
えられた一日一日をこれまで通り、主の御声をお聴きしな
がら淡々とお従いしてゆくこと、そうして「点」のような
毎日を、やがて主が繋ぎ合わせてくださり、「線」となって
未来が創られる、という事に心を向けられた時、平安と希
望が与えられました。 

 
 

http://koelnbonn.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1533981071/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90b2t1aGFpbi5hcnVraWthdGEuY28uanAvbWluZGVuLzIwMTUvMDUvcG9zdF8xMy5odG1s/RS=%5eADBvZxNSQDWroXGF_odniMP7whoZ3k-;_ylt=A2RCL6kOYG1bDU0Ax0GU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534443721/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2cuZ29vLm5lLmpwL3locmR0bW4xL2UvNTY2NmJlYjg2MWRhMjMzZDMwODQzYWUzZWY5ZDFmYmQ-/RS=%5eADBSvUt76XHM0VZ1ZSBtrBqCcEDFy4-;_ylt=A2RCL7BJb3RbrRAAnTKU3uV7
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ヨーロッパキリスト者のつどい （フランス・ストラスブール  ７月２９日～８月１日 ） 
  
 
ヨーロッパ在住の日本語による礼拝や集会に参加しているキリスト者が、
年に一度集まり、学びと交わりの時を持っており、夏の風物詩となってい
ます。昨年は中止となり、今年も難しい状況でしたが、多くの祈りが積ま
れ、特に主催教会関係の方々の熱意と多大なるご尽力により開催すること
ができました。感染者が出ずに全てが守られたことは奇跡的なことで、主
に心からの感謝を献げた集いとなりました。 
 
今年のテーマは「キリストにある希望」で、欧州国内に遣わされている牧
師たちによって語られました。私は創世記２章より「あなたはどこにいる
のか」という説教題で、罪を犯した者を探してくださる神の愛を語らせて
頂きました。 
 
開催中は各自が責任をもって細心の注意を払い、緊張を保ちながら過ごし
ました。最終日には他国からドイツに入国の際には、４８時間以内の陰性
証明の提示が義務付けられ、突如発令された規制に一瞬戸惑いましたが、
長引くコロナ禍で適応能力が培われ、混乱もありませんでした。 
強いられた恵みとでも申しましょうか…。 

 
しかし、残念ながら最終的には約165名の申込者の内７０名以上
がキャンセルされました。ご一緒する予定だった我が教会のお二
人の方も感染リスクを考えて思い悩んだ末、直前にキャンセルさ
れました。そのような方々への配慮として、ZOOM による同時
配信も行われ、最終的には場所を越えて多くの方々と恵みを分ち
合いました。 
 
一方、私が留守にしていたケルン・ボン教会の聖日は、信徒の方

のお奨めを中心として、礼拝をお献げすることができました。牧

師不在でも教会が守られて頼もしい限りです。牧師中心の教会で

はなく、更に教会の方々の賜物が用いられて、教会が立てあげら

れてゆくことに期待して参ります。 

 

 

 
聖 書 を 学 ぶ 会 を 通 し て（入門編）     高野亜希子  

 
幼少期の私は図書館の本を読むのが大好きで、特にキリスト教と関わりのある家庭でも学校に通うわけでもありませんで

したが、ある日見つけた本は子供の旧約聖書物語でした。今思えばその本はとても簡略化してありましたが、全ての話に衝

撃を受けると共に旧約聖書に深い興味を持ちました。父に興味深そうに話すとすぐに天地創造と十戒のビデオを買ってくれ

て、見ていたのを今でも覚えています。 
 
結婚して子供が生まれ、ドイツに来て上の子が 3 歳位の時、神様がノアの家族以外を滅ぼされたことを子供に話しをたら、

「神様は悪い人なの？」と質問され、私はうまく説明できずよく分かっていないことに気づきました。小さい頃に旧約聖書

に興味を持っていた話を佐々木先生にしたら、聖書を学ぶことになり創世記の時点で既に知らないことが沢山ありました。 
 

春先にはイースターのお話を聞き、イエス様が復活されたことがとても印象的でした。すごく現実主義な私は死んだ人が

生き返るなんて本当なのかな、と一瞬思わなくもありません。しかし、クリスチャンは神様の約束を信じ、そして後世に伝

えられ現在も復活祭としてお祝いされていることは事実で、欠かせないものだと感じています。聖書に書かれていることは

奥が深くとても興味深いです。そして聖書の中には沢山の教えがあり、心動かされると共に大変勉強になっています。聖書

だけでなく佐々木先生、教会を通して私の中で一番変わったことは、物事をポジティブに考えられるようになったことです。 
 

私は 2 年前に主人の仕事の都合でドイツに来たものの、主人は出張が多く年の半分近く不在です。最初はそれを受け入れ

ることができず、異国の地で言葉も分からず一人で子育てをしていて辛くて、育児やその日の出来事で相談したいことがあ

っても一人で悩み、こんな生活をするはずではなかった、何故自分だけこんな仕打ちを受けないといけないのか、等と考え

ていた気がします。途方に暮れてもう限界だと思った時に、佐々木先生や教会

の方々に出会い救われました。教会主催のヴィオラとピアノの演奏会で音楽に

癒されたこと、引っ越し荷物が日本から到着しても、やんちゃな子どもたち相

手に荷物も片づけられずに限界に達していた時、教会の高校生に子どもたちの

相手をしてもらって助けられました。 
 

子育ての学び会・読書の会を通して同じく育児をしているママの意見やアド

バイスを聞き「1 人じゃないんだ。」と前向きで強い気持ちになれたこと等、本

当に周りの皆さんにいつも感謝の気持ちでいっぱいです。今、尚私は未熟で、時

には思い悩むこともありますが、聖書を読んでみると生きていく上での逆説的

なアドバイスがいくつかあると思いますし、聖書が人々の心落ち着く源である

といいなと思います。そもそも私が幼少期に図書館で本と出会ったことも、今

こうして再び聖書を読む機会を与えてくださったのも神様のお導きかもしれま

せん。それと共に感謝し今後も楽しく生活できたらいいなとお祈りしています。 

よろしかったら以下のサイトからご覧ください！ 

ダイジェスト版  
https://www.youtube.com/watch?v=VT7wXC9h6
kg&ab_channel=KojiroMatsubayashi 
 
スライドショー  
https://www.youtube.com/watch?v=cqusQsWe4M
8&ab_channel=KojiroMatsubayashi 
v=cqusQsWe4M8&ab_channel=KojiroMatsubayashi 
 
参加教会・集会紹介ビデオ  
https://www.youtube.com/watch?v=c50xgHdW-
6M&ab_channel=KojiroMatsubayashi 

１年半振りに再開したママたちの会 
４人のお子さんを育てているママも！ 

しかも双子ちゃん 

https://www.youtube.com/watch?v=VT7wXC9h6kg&ab_channel=KojiroMatsubayashi
https://www.youtube.com/watch?v=VT7wXC9h6kg&ab_channel=KojiroMatsubayashi
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最  近  の  あ  れ  こ  れ 
 

★６月末から「ママの子育ての学び会」「読書会」をスカイプから対面へ  

嬉しい悲鳴‼ ママたちの出産ラッシュにより子どもたちが多くなり、我が家での集

会は手狭になっています。ある方がご自宅を提供してくださっていますが、長期的に

考えると課題です。どうぞお祈りください！  

★７月 28 日・送別礼拝 

５年間、共に過ごしてきたご家族が日本へ本帰国されました。最後のご挨拶を皆様に

直にお伝えしたいと願っていましたが、６月初めは接触制限中だったので、残念なが

らスカイプになるであろうと考えていました。しかし、タイミングよく一気に緩和さ

れ、会堂での礼拝が可能となり、ママたちの集会に参加されているご家族も参加でき、

パパたちとの距離が近くなりました。そしてパパ伝道のヴィジョンが与えられました。 

★９月 12 日・会堂での礼拝再開 ～歓迎礼拝～ 
正に「入れ代わり」の夏となりました。送別礼拝の準備中に、新しい方がスカイプ礼拝
に参加されるようになり、今月は会堂で皆様と顏を合わせることができました。 
★９月から家庭集会再開 
１年半振りに、再会した方もおられ喜びの時となりました。しかし、参加されていた
方が７月末に突然に召され、時の流れも感じました。２か所で開催しています。 
 

 
ちょこっとコーナー 
  

 
ホームページのアドレス変更のお知らせ 

「佐々木良子宣教師を支える会」の HP のアドレスが４月から下記の通り変更になっています。 
http://www.komatsugawa-ch.com/Pfarrerin-Ryokosasaki。 
又は、「小松川教会 佐々木良子」で検索して頂くと最初に出てくると思います。 

現在の集会 
★礼拝 14 時～１５時                         スカイプにて 
 但し、第２・４主日は会堂にてオンライン同時配信 
★聖書の学び会 毎週水曜日 10 時～11 時      スカイプにて 
★ママの子育ての学び会 第 2 火曜日 10 時      牧師宅 
★ママの読書会 第 4 火曜日 10 時                             
★聖書入門編   毎週火曜日 13 時        信徒さん宅 

★家庭集会 ２か所 月に一度             信徒さん宅 

★こどもの礼拝は休会中 

聴音機 
言葉が「あれ、それ」になっている年齢にも拘わらず、
日本語を見聞きする機会が圧倒的に少ない毎日で、日本
語が出てこない時が多くあります。ドイツ語が上手にな
った訳ではありません。どちらもダメなのです。 
A: 耳が遠い人がつけているものは何といったかしら？
私：ああ、あれね。え～と、聴音機ね。 
A: えっ？ そんな名前だったかしら・・・  
私：そうね、何かおかしい・・・ 

そう、耳に入れる、あれよね‼  
― 暫 く 沈 黙 ―  

私：そうだ。補聴器だった。でしょ！ ねッ‼ 
これは日常茶飯事で、将来が本当に不安なのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIO アーヘン 世界馬術フェスティバル 
ケルン近郊でベルギーやオランダの国境近くに位置するアーヘ
ンという町があります。そこで92年続いている、世界一と言われ
ている伝統的な国際馬術大会が行われました。 
 
種目は障害馬術、馬場馬術、総合馬術、馬車、軽乗競技等で、シ
ョーなどに参加する馬も含めると1000頭が参加し、例年、全世界
から35万人以上の馬術ファンが訪れるビッグイベントです。 
 
この大会は毎年パートナー国を決めて行われますが、オリンピ
ックイヤーとなった今年は日本が選ばれ「ジャパンイヤー」とし
て開催され、オープニングセレモニーではスポーツ流鏑馬のデ
モンストレーションや和楽器の演奏、盆踊りが披露されました。 
 
知人がこの会の一端を担っており、盆踊りのために100名のボラ
ンティアを集めないとならない、とのことでお誘いを受けて「東
京音頭」を踊ってきました。大会についての知識は何もなく、軽
く考えて参加しましたが、競技場に行って驚き、更に著名な大会
であることに二重の驚きでした。この時にドイツにいたことの
故の貴重な体験でした。浴衣はご褒美にプレゼント‼ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
                 
 
 
 
 
    
 
       
 
 
       
    
                  

太っ腹ドイツ鉄道 第２弾  
昨年に続き定期券を所有している者は、夏休み限定で居
住している地域の鉄道に無料で乗れるサービスがあり
ました。今年は更に９月中旬に２週間限定ですが、ドイ
ツ国内全て無料となりました。コロナ禍で定期を充分に
活用できていない者のための配慮だそうです。 
 
といっても特急、急行電車は利用できないので、快速を
利用して乗り継げば、何処にでも行けるという訳でワク
ワクします。しかし、私は鉄道の旅を楽しめる優雅な時
間を持ち合わせていないので、残念ながら恩恵に与れま
せんが、このようなサービスがあるというだけでも嬉し
いものです。それでも家庭集会の為に隣町まで電車を利
用するので、少し活用できます。欲張らずですね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドイツ人の伴侶ゆえの苦悩 
７月から礼拝に参加されている W 子さんのご主人はド
イツ人です。礼拝時間の14～１５時は、日曜日のゴールデ
ンタイムに当たります。ドイツでは家族で一緒に過ごす
ことが基本なので、毎週、礼拝に参加される W 子さん
が、ご主人に理解を求めることは大きな課題です。知恵
を持って乗り越えられるように祈っているところです。 
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主に在ってこの１年、皆様の御加祷とあたたかいご支援を心から感謝いたします。 

献金者 ご芳名 (敬称略 五十音順)  2021 年 3 月 8 日～2021 年 8 月 31 日 
支援献金  
相原美枝子 青池博美 朝位真士 朝位フミ子 阿部順子 石井泰子 石川 徹 石川真知子 糸魚川喜一 伊藤 愛 伊藤いく子 伊藤君江  

伊藤祐子 伊東みどり 井上 馨 伊野彰一 今泉聖美 牛山輝代 内城莭子 浦川 肇 浦川恵子 江坂宏子 榎本明子 榎本康治 遠藤正一  

遠藤教子 大作 寿 大橋 章 大淵美智子 岡崎 響 小塩トシ子 尾城信雄 尾城素子 鹿郷雄通 加賀谷則子 片石やすこ 片山まどか   

加藤悦子 金坂久子金田佐久子 金森勝芳 神尾祐美子 川田裕生 北野節夫 北野順子 北野 信 北野 拓 木下宣世 木原惠子 久多良木和夫  

久多良木志津子 空閑信憲 熊 成子 熊谷千鶴子 栗原初音 栗原愛子 黒沢龍吉 黒沢咲子 小泉 誠 小泉眞理 小林興司 小宮房江  

近藤眞一郎 近藤美穂子 齋藤悦夫 齋藤喜江子 斉藤幸子 佐伯千恵子 榮 直美 相良佳子 佐久間弘子 佐久間文雄 櫻井淳子 佐々木千沙子  

佐藤恒夫 佐藤フデ子 佐藤 誠 佐野明子 澤田 武 澤田直子 澤田大河 澤田拓生 蔀 利勝 蔀 清江 篠原照美 島田雅子 嶋 優子  

島 隆三 島 静江 清水 潔 白井 均 白井昭子 神 和子 鈴木 啓 鈴木惠子 鈴木洋史 鈴木初子 鈴木優子 春原禎光 隅野 瞳 曽根邦彦  

染野和美 高野加奈子 髙橋みどり 髙花富夫 瀧田茂子 蓼沼 貢 蓼沼百合子 田村久美子 辻浦健久 都築つゑ子 都築英夫 寺村智恵子  

鵫巣香穂利 鵫巣和徳 永井美智子 中山良江 西海満希子 西村俶子 抜井太一郎 抜井教子 布村伸一 沼 みどり 野村啓二 橋本いずみ  

原嶋和夫 原田時近 原田明子 張谷廷河 張谷麻帆 廣田貞子 深沢 修 深谷春男 深谷美歌子 福田芳雄 藤野洋子 藤本邦彦 藤本幸子  

藤本律子 藤森知子 藤谷正一 古屋修身 星野 環 細田多恵子 堀江直子 本多久恵 本田昌義 桝本早苗 明瀬眞弓 松井美代子 松永映子  

松丸香世子 松本幸子 箕輪幸子 皆川昌子 宮本峯子 宮本明実 宮本容子 村尾きよ子 村松紀子 物井惠一 物井ますみ 森山和彦  

森川頌子 八重樫幸栄 八重樫福子 柳川義也 柳瀬明子 山口スミヱ 山口紀子 山崎広子 山下 誠  

山根芳枝 山本房枝 山本史子 湯本春実 横内希久子 横田光江 横山義孝 横山勝よ 吉田陽子 嘉本 保 米田昭三郎 和海豊子 渡辺敬子  

渡辺すみ子 渡部裕子  

赤羽教会 浅草教会 荒川教会 亀戸教会 柏教会 京都復興教会 神戸再度筋教会麦の会 小松川教会恒励会 小松川教会婦人会  

塩谷一粒教会 下谷教会 清水が丘教会海外宣教会 洗足教会 喬木教会 天門教会 ホーリネスの群首都圏教師会 三崎町教会みさき基金  

日本キリスト伝道会 

イースター献金  久多良木 和夫 久多良木 志津子 佐藤 誠  特別献金 鈴木優子    

献品 小塩 節 北野順子 神保ふみ子 鈴木優子 蓼沼百合子 鵫巣香穂利 松井美代子 西村俶子  

 ＊＊大変失礼ながらお名前が洩れた方がおりましたらお知らせくださいますようにお願いいたします。 

会計監査報告    佐々木良子宣教師を支える会殿   

佐々木良子宣教師を支える会の 2020 年 4 月 1 日 から 2021 年 3 月 31 日までの会計決算について関係書

類、銀行預金及び郵便振替などを慎重に監査いたしました。その結果、事業の執行及び収支決算は適正に処

理されており、支援団体としての会適性に維持管理されていることを認めました。ここに御報告いたします。 

2021 年 7 月 30 日                

(単位:：円）
収　　　　入 支　 　  　出

支援献金 3,079,000 宣教師支援金 2,965,300
特別献金 21,000 社会保険料等 254,010
感謝献金 15,000 支援金(ｸﾘｽﾏｽ献金） 176,000
イースター献金 11,000 支援金(ｲｰｽﾀｰ献金） 11,000
クリスマス献金 166,000 支援金（お見舞金） 100,000
お見舞い金 100,000 支援金（一時帰国宣教報告） 36,532
雑収入(受取利息） 34 　支援金（医療費） 50,000

支援金（事務用品他） 225,896
ニュースレター発行 95,367
教会感謝献金 60,000
事務通信費 48,781
委員会費 6,469
雑費(振込手数料） 28,463
雑費（郵送通知料） 12,360
退職手当積立金 390,000

小　　計 3,392,034 小　　計 4,460,178

               前年度繰越金 8,436,523                次年度繰越金 7,368,379

合　　計 11,828,557 合　　計 11,828,557

2020年4月～2021年3月

(単位:：円）

収　　　　入 支　 　  　出

支援献金 1,462,000 宣教師支援金 1,312,940
イースター献金 34,000 社会保険料等 105,600
医療費支援 36,332 支援金(医療費） 36,332

ニュースレター発行 7,400
教会感謝献金 25,000
事務通信費 9,448

雑収入(受取利息） 24 　雑費(振込手数料） 11,577
雑費(郵送手数料） 5,720

小　　計 1,532,356 小　　計 1,514,017

               前年度繰越金 7,368,379                次月繰越金 7,386,718

合　　計 8,900,735 合　　計 8,900,735

2021年4月1日～8月31日

― 編 集 後 記 ―   
主の聖名を賛美いたします。 
「佐々木良子宣教師を支える会」のために変わりないお支えとお祈りを
こころから感謝申し上げます。 
コロナ禍のなか、オリンピック、パラリンピックが無事終了し、ホット
しました。競い合いながらも、讃えあう選手の方々に感動し、消毒、除
菌のためのボランティアの細やかさに感謝いたしました。パラリンピッ
クの閉会式の会場で、皆がルイ・アームストロングの「この素晴らしき
世界」を歌いました。難民選手団・アフガニスタンからの選手も一緒に
歌ったのではと思うと…。 
 
9 月に入り雨の日が続き、秋を感じる頃となり、‘小さい秋、小さい秋
見つけた’と子ども達の声が聞こえるような気がします。コロナ禍です
が、‘小さい秋’をみつけませんか？  
皆様の上に主のご祝福が豊かにありますようにお祈り申し上げます。 

  （ま） 
 

佐々木良子宣教師を支える会公式ホームページ  
http://www.komatsugawa-ch.com/Pfarrerin-

Ryokosasaki ← 変更されています！ 

ケルン・ボン日本語キリスト教会ホームページ  
http://koelnbonn.jp/ 
連絡先 「佐々木良子宣教師を支える会」会長 物井惠一 
〒134-0081 東京都江戸川区北葛西 4-3-9・小松川教会内 
Tel:03-3869-5261 Fax:03-3869-5262 
Email: support@ryokosasaki-missionary.com 
 
送金先   郵便振替： ００１２０－３－４５０８４５ 
銀行口座   三菱ＵＦＪ銀行小松川支店 店番４６３  
(普通) 口座 ０１１３８ 5 6 
 
*定期的月額献金一口 1000 円から・随時自由献金  
*上記口座名義：佐々木良子宣教師を支える会 会長 物井惠一 

http://www.komatsugawa-ch.com/Pfarrerin-Ryokosasaki
http://www.komatsugawa-ch.com/Pfarrerin-Ryokosasaki
http://koelnbonn.jp/
tel:03-3869-5261
mailto:support@ryokosasaki-missionary.com?Subject=%82%A8%96%E2%8D%87%82%B9

