﹃一人の中の二人﹄
和夫

人はこの 計画は神 様の もの だから 必 ずできると信じて

疑 ってい ない︒ もう一人の 私は︑そ んなこと はあるは

ずはない ︑と疑 っ てい る︒ そし て二 人の 私が 勝ったり

負けたりするのである︒﹂︵ 榎本栄次 ﹁川は曲がりなが

ら も﹂北 海道開 拓伝道一四 年の記録 ︑主婦の 友社一九

現 在の 新 潟 市にあ る敬和高 校の 校長 である榎 本栄次先

石川

﹁いよ いよ︑外 部に向け て募金開 始である︒ 市内︑

生 が二〇 年前に札 幌市の北区 で札幌 北部伝道 所を開い

牧師

道内︑全 国の 諸教 会︑兄弟 姉妹︑親 戚︑友人 にお願い

て︑会堂 建築に至 る経過が書かれている記事 の一部で

九〇年六月十一日︑初版︑ 六八頁︶

の文書を送った︒ 私たちに あるのは︑二匹の 魚と五つ

ある︒全 く今の私の心境そ の もので ある︒

日までに︑七一〇 〇万円︑ 十二月二 十四日ま でに︑二

購入する こと が決 議された ︒契 約書 では︑十 月二十八

番地の一の三九三 ・二三㎡ ︵約一二 九坪︶を 一億円で

去る九 月二六日の臨時総会で︑多 摩市乞田 一二二五

のパン︵ マタイによ る福音 書一四章 一三 ︱二 一節︶だ
けである︒発送作 業を終え て︑一息入れた私は桜小路
さんにこ んなこと を言ったらしい︒
﹃私は この会堂 建築が本当 にでき たら︑聖 書の奇跡
を信じるよ﹄

地主の一 人のＢ氏 が︑十月 四 日に亡く なられた︒当然︑

〇〇〇万円を支払うことになってい たが︑思い がけず︑

なつ まず き になっ てし まう だろう︒ この牧師 は聖書を

相続の問 題 が発生 する︒ 役 員会は︑ 緊張し た ︒相続 に

牧師か ら出る言 葉ではない︒ 聴く 人によ っ ては大き
まと もに 信じてい ないのか ︒い ま︑ 教会員が本気にな

を聞いて少なから ず驚いたそうだが︑﹃ああ︑先生は一

能だと 思 ってい る のか︒桜 小路さ ん も私の 軽 率な言 葉

し た︒ ま ず︑Ｂ氏 の生 前︑ 九月九 日の契 約がし っかり

女は︑司 法書士と し ての経 験とその 知識をフ ル に発揮

ここで︑わが教 会員の松村さんの 活躍が始 まる︒彼

まつわる トラブル の発生を恐れたの だ︒

生懸命な んだなあ﹄とあた たかく受け止めてくれた︒

履行され るように 万全の準 備を整え る︒その 次に︑可

って取り 組もうと し てい る この事業 を心の底 では不可

正直に そう思っ た︒私の 中に︑二 人の私がい て︑一

１

042-374-4586

TEL

永山教会

日本基督教団

みと献金 が相次ぎ ︑十月二 十八日に︑全額を支払うめ

たと ころ ︑なんと ありがた い ことか ！教会 債 の 申し込

し まう︒ というこ と で︑実 情を教会 員の 皆様 に説明し

ために︑ 土 地代 金の支払い をなるべく早くに 済ませて

及的速や かに︑土 地の登記 を私達の ものとす る︒その

会を開か なければ ならない ︒その折 に︑これ らのこと

念書を交 わし てお く︒その ために︑ もう一度︑臨時総

このこと を 総会 が 決 議し ︑ 教会と石 川和夫と の 間に︑

的 にも明 らか にし ておかな ければな らない︒ そこで︑

の ではな く︑永山 教会信 徒全 員の もの である ことを法

そのために︑この土地は︑決して石川和夫 個人のも

を裏付け られるよ う︑教会 規則も改 定する︒ 法的に落

どが立 っ た︒
あとは︑支払い の方法︵ 誰に︑どのように︑相続人
まず支払いの方法 についてだが︑相 続人全員 に︑九月

ならない のだが︑ 社会的に認められ る法人と なるため

以上︑ 非常に面 倒くさい 手続きをし てゆか なければ

度がない よう︑万全を期さ なければ ならない ︒

九 日の契 約を履行 すること と支払い につい て も全 員が

には︑その他にもいろいろ と整備し ておかなければな

全員の納得を得て︶と登記の ための準 備の問題 が残る︒

異 議を 唱 えない こ と を印鑑 証明 付の 念書 に署 名 押印し

らないこ と もある だろう︒ 基本財産 を持つよ うになれ

ば︑会計 報告に︑ 貸借対照 表も付さ なければ ならなく

てもらう ようにす る︒
そし て︑登記につい ては ︑日本基 督教団名 義で登記
日本 基督 教団 永山 教会︑代 表︑石川 和夫名 義とするよ

土曜︑日曜の営業を一切やめるので︑一月からの礼拝

その上︑ＪＴＢ から︑リストラで︑年内い っぱい で

なる︒

り他の方 法がない ︒しかし ︑永山 教 会は︑ 法的には︑

会場を探さなけれ ばならない︒現在︑恵泉女 学園大学

すること は︑時間的︑手続 き的に不 可能なことから︑

人格なき 社団なの で︑税法 上の特権︵免税︶ を行使で

ても固定資産税が 課税され ないため に︑あら かじめ都

ればなら ないのだ が︑ 登録 免許税は やむをえ ないとし

のだから 必ずでき ると信じ て疑 っていない︒ もう一人

ある︒榎本 先生ではないけれ ど︑﹁この 計画は神様のも

しかし ︑これら の課題は︑いわば︑産みの 苦しみで

と交渉中 である︒

庁と税務 当局と あらか じめ 連絡をと って︑了 承し ても

の私は︑そ んなこと はあるはずはない ︑と疑っている︒

きない︒ そこで︑ 宗教法人の手続き を早急に 行わなけ

らう 必要 がある︒
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そし て二 人の 私が 勝ったり 負けたり する﹂の だが︑こ
の土地が 与えられ ることについても偶然とはいえない
数々の不 思議があ った︒地 主さんが亡くなっ たことに
よ って一 挙 に土 地 の 登記ま で漕ぎ着 けた︒主 の 声が聞
こえる︒
﹁よく聞 け︒主はあなたたち にこう言 われる︒﹃ この
大軍を前 にし ても恐れるな ︒おじけ るな︒こ れはあな
たたちの 戦い では なく︑神 の戦い で ある︒ ⁝ ⁝⁝堅く
立 って︑ 主があな たたちを 救うのを 見よ︒ ⁝ ⁝恐れ る
な︒おじ けるな︒ 明 日敵に 向か って 出て行け ︒主が共
におられ る︒﹄︵歴代誌下二 〇・一五 〜一七︶
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