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今、ここに立つ

立春が過ぎても寒い日が続いていました。震災後やむなく仮設に生活される方々にとって、この

寒さの厳 しさはいかばかりだつたかと思 うと、一日も早く復興が進むことを願 う毎 日です。

連盟 22期は4名 の役員から始まり、昨年には役員交代と落ち着かない日々が続いてお りました。

この間教区役員そして協力委員の皆さまの力をたくさんお借 りしました。また全国の連盟会員の皆

さまのお祈 りとお励ましによってここまで来ることができました。深 く感謝申し上げます。すでに

来年の総大会の話 し合いが始まってお り、この 3年間もあつとい う間に過ぎてしまうような、や り

残 しがないようにと祈る日々が続いてお ります。真剣に討議 し笑い声が響く役員会。連盟担当の本

教会白川事務局長も時間の許す限 り役員会に出席 してくださり、その時に適ったア ドバイスをして

くだいますことも感謝 してお ります。

さて昨年発足 しました 4つの小委員会はそれぞれの教区で話 し合いがもたれ、春には教区集会で

会員の皆さまの意見を聞くという手順で進んでお ります。5月 には連盟役員会に話し合いの結果を報

告、6月 役員会でそれらを検討する段取 りになってお ります。来年の総会に向けて協議事項等の立案

に責任の重さを感 じております。

6月 には来年の総大会現地実行委員会が発足する予定です。全国の女性会員が 3年に 1度顔を合

わせ、時間を共有する時です。来てよかった !ま た 3年後会いましょう !と 思つていただけるよう

な豊かな大会にしたいと思ってお ります。また総会では、連盟規約第 2条に謳つてお ります 「本連

盟は、「婦人会」。「女性会」相互の理解を深め、教会に協力 して、福音の宣教に努力することを目的

とする」にあるように、信徒運動のひとつとしてこれからのルーテル教会の宣教の助けになるよう、

より多くの意見と協議の場にしたいと思つてお ります。

どのような困難な時にあつても神様は良い道を示 してくださると確信 しております。 どうぞ今後

とも連盟のためにお祈 りとお励ましとご協力をよろしくお願いいたします。

22期連盟書記 野村加寿子

今後の予定

2月 会員数。会報数調査  常議員会陪席(19-21)

3月 ルーテル学院大学卒業式(7)世界祈祷 日(7)ひびき40号発行

4月 ルーテル学院大学入学式(1)会報 148号発行(15)

5月 前期会費納入期限(31)

6月 常議員会陪席 (9-11)第 7回役員会 (18-20)総大会現地実行委員会発足
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女性会連盟経常会計 2013年予算 02014年決算     2014/1/28 連盟会計 石田せつ子

※支援献金については紙面の都合で会報第 148号 に掲載いたします。

2013年度収入・支出について

〔収入〕連盟献金を予算額に対 して 10万円以上も多く捧げていただきました。心から感謝いたします。

〔支出〕予算をオーバーした費目もありますが、活動費としては予算内に収まりました。

オーバーした費目の主な理由は以下の通 りです。

<役員会費>  臨時役員会を 2回開きました。

9月 に発足した小委員会の経費が発生しました。

<通信費>   会長交代による信任投票用葉書と関連文書の送料です。

<事務消耗品費>発送物が多く封筒を増刷 しました。

2014年度予算について

<文書活動費>「ひびき」を毎役員会後に発行するため増額 しました。

<役員会費> 各教区より申請された小委員会活動費と、年 3回から年 4回 に増やす予定の役員会の

経費を考慮 し増額 しました。

<伝道費>  2013年度はサバ訪問時の献金として予算をとりましたが、2014年度はその分を減額

しました。

款 項 目 2013年度予算 2013年度決算 2014年度予算 2013年度内訳

経
常
会
計
収
入

会費 。会報 連盟会費 3,550,000 3,390,400 3,550,000 正会員1304名 、準会員5名

会報購読費 220,000 253,650 220,000 会報購読507部

指定献金 連盟献金 400,000 515,710 400,000

経常収入中計 4,170,000 4,159,760 4,170,000

前年度繰越金 1,203,211 1,203,211 268,354

経常会計収入合計 5,37312‐ 11 5,362,971 5,438,354

経
常
会
計
支
出

活動費 文書活動費 600,000 534,451 640,000 会報、ひびきの経費

役員会費 400,000 515,470 650,000 役員会、合同役員会の交通費他

旅費 200,000 179,545 150,000 常議員会、教区修養会、監査他

通信費 210,000 243,351 210,000 電話、インターネット、送料

事務消耗品費 50,000 80,964 70,000 事務用品

伝道費 340,000 238,870 200,000 サバ訪問時献金、被災地支援他

交流費 80,000 61,286 80,000 協力委員の分担金・活動費

慶弔費 60,000 И
生 140 50,000 按手祝い、クリスマスカード他

小計 1,940,000 1,901,077 2,050,000

事務局費 人件費 1,000,000 923,140 1,000,000 事務局員手当2名 (交通費込)

光熱費 18,000 18,000 18,000 事務局電気代 (月 額1500円 )

共益費 152,400 152,400 152,400 東京教会へ (月 額12700円 )

小計 1,1701400 1,093,540 1,170,400

積立金繰出 総大会費繰出 900,000 900,000 900,000

研修会費繰出 200,000 200,000 200,000

小計 1,100:000 1,100,0010 11100,000

経常支出中計 4,210,400 4,094,617 4,320,400

予備費 1,162,811 1,117,954

次年度繰越 1,268,354

経常会計支出合計 5,373,211 5,362,971 5:438,354
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2013年度収入内訳 (経常会計収入合計 :5,362,971円 )

轟連盟会費

霧会報購読費

晨連盟献金

黎前年度繰越金

2013年度支出内訳 (経常会計支出合計 :5,362,971円 )

79′ 545

澤文書活動費

□役員会費

薔旅費

霰通信費

遷事務消耗品費

繭伝道費

□交流費

・ 慶弔費

薔人件費

・ 光熱費

・ 共益費

薔総大会費繰出

警研修会費繰出

蒻次年度繰越

80′964

61′ 286

47′140

いずみの会在庫表 (2014/2/6現在)

品名 価格 改定後

絵葉書 「野山の花」 (6枚組 ) ∞0円 100円 33 セット

トモコカー ド (5枚組 ) 200円 200円 84 セ ッ ト

一筆箋 (罫のみ) 別σ円 100円 97 冊

100円 100円 0 シー ト

75周年記念誌 ∞0円 0円 420 冊

8 0炉ヨ左
「

言己イ蚤DVD 1000円 1000円 0 枚

※価格は第 22回総大会以降一部値下げ

80周年記念 DVDはマスターのみ

いずみの会の売上金は子 ど

もキャンプ、春のティーンズ

キャンプ、全国青年修養会支

援に使われております。

皆様のご協力 ご支援をお願

い致します。

お申込みは連盟事務局まで。

Fax:03‐ 3207‐ 2340

メール:jelc‐wabig.。r.jp

‐
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～被災地の手作 り品をお買い求めください～

「なごみ会」布草履の販売

昨年の夏より布草履製作のために、Tシャツをお送りいただきましてありがとうございます。

仮設追波川団地にお住まいの四人グループ「なごみ会」のメンバーは、大川小学校近くの

長面地区に住んでいて被災されました。被災前から顔見知りでしたが、被災後この仮設で

一層絆が深まりました。布草履の講習を受けて、今も先生に教わりながら腕を磨いていま

す。今月から、受注販売を始めます。 1日 に 1個 しか作れませんので、お待ちいただくこ

ともあるかと思いますが、厚みもあり、とても履きごこちがよく室内履きにおすすめです。

サイズ M(23センチ～24センチ)

L(25センチ～26センチ)

値 段 Ml,500円

Ll,700円

大人の Lサイズ以上の Tシヤツも集めています。

「華の会」つるしびなを販売

各地を巡回した吊し雛をご覧になりましたか。桜、手まり、金魚、とうが

らし・ 0、 色とりどりの「つるしびな」を作つて、販売しているのは、仮

設追波川多目的団地にお住まいの「華の会」のメンバーの皆さんです。全

員が震災で壊滅的な被害を受けた雄勝地区の出身です。仮設住宅で暮らす

ようになつてから、初めて知り合った人も多く少しずつ親交を深めてき

ました。今は一人ひとりがかけがえのない「仲間」となり、何十年も前

からの付き合いのようと話す方もあるそうです。にぎやかな笑いが絶え

ない「つるしびな作り」を通して、共に支え合い、明るい笑顔でがんば

つています。

つるしびな 1列 2,000円   3列 3,500円

女性会連盟の窓口は :石田せつ子 eメリishidaosetsukoblue.plala。 ∝ip FAXЮ 43‐ 275… 8402

ご希望の方は、所属教会名、氏名、〒住所、電話番号、品名、個数、到着希望日を書いて、出来る

だけ教会単位で石田宛お申し込みください。送料は購入者負担、支払い方法はゆうちょ銀行への振

り込みです。
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