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2022 冬期特別献金のお願い
福音の前進のために

さて、兄弟たち。私の身に起こったことが、
かえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。

（ピリピ人への手紙 1章12節）

私たちの救い主イエス・キリストのご降誕を心より
お祝い申し上げます。

心を一つにすることができました。火曜日の午後に
開催される「全国ディボーション」では、Zoom とは

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。PBA の働き

いえ、ほんとうに多くの励ましをいただいています。

のためにお祈り、ご支援をいただいておりますこと、

冒頭の聖句はパウロの獄中の手紙です。次の節に

心より御礼申し上げます。

「私がキリストのゆえに投獄されている」とありま

今年こそコロナ禍が終わり、クリスマスには晴れ

す。「投獄」とは、すべての自由が奪われ、伝道の

晴れとした気持ちで教会に集い、ご聖誕の恵みを分

ための手足がもがれた状態のことです。しかしパウロ

かち合えると期待していました。マスクなしで外を

は、投獄がかえって福音の前進のために用いられたと

歩く姿も見られるようになりました。しかしどうやら

言うのです。なんとポジティブな、アグレッシブな

現実はそれほど簡単ではないようです。感染者増加の

信仰でしょうか。3 章では「前のものに向かって身

ニュースはせっかくの気持ちをくじきます。３年間

を伸ばし……目標を目指して走っている」と言って

も私たちはコロナに閉じ込められ不自由な生活を

います。ここにもどんな困難にもめげない強靱な

強いられてきました。

信仰が現れています。

では、PBA も閉じ込められてきたのでしょうか。

パウロの証しがそのまま PBA の証しとなることを

いいえ、違います。小さな歩みであっても着実に前

祈っています。恵みによって主に捕らえていただい

進してきました。まだまだ成果は見えていませんが、

た私たちが、福音を前進させることができたら何と

それでも PBA の働きは一歩ずつ確かに前に進んでい

幸いなことでしょう。

ます。
今年は新しいスタッフとして２名の若手が加わっ
てくれました。年度が替わるとさらに新卒のスタッ
フが加わる予定です。昨年８月に PBA 創立 70 周年
を記念して開催された「全国放送伝道懇談会」は
今年２回目を迎え、全国 31 の協力会・支える会が

太平洋放送協会 理事長

矢木良雄
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コロナ禍のなか始まった全国の先生
方とのオンライン祈り会は 2022 年
11 月で 45 回目を迎えました 。

ただ前に向かって

PBA 2022年の歩み

全国
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好評放送中!
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パーソナリティーとアナウンサーがオン
ラインで番組の打ち合わせをする様子。

感染対策を徹底して行われた各地の番組
視聴者のつどい。
（対面が難しい状況で
はインターネット配信によっても開催さ
れました）

４〜6 月にかけて放送さ
れ た 子 ど も 向 け 3D 聖 書
ア ニ メ「 ス ー パ ー ブ ッ
ク 」の地上波放送には、
1,350 通の応募やお手紙
が寄せられました。

N さん）

宮崎世の光放送協力会

甲斐吉巳

・素敵なお話ありがとうございます。毎回楽しみです。今週
初めて、教会に行きました。パイプオルガンの響きにのせ

て宗教曲を歌う機会があり、心が清らかになった気持ちが

番組には、暗闇の中から神様の光に照らされて、神

思います。何か苦しい時にすがれる所や心があるのはいい
ことですね。

T さん）

PBAスタッフの証し

私自身は欠けばかりですが、たくさん悩んで、祈って、

を制作しています。

放送伝道の必要が
満たされますよう
祈りお献げください！

多くの方々に祈られて送り出した番組を、神様が用いて
くださると信じています。
祈ってくださる皆様というチームワークがなければ、

とができるか……そんなことを日々、思いながら番組
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（滋賀県

る方々がゲストとして出演してくださっています。そ

方々の心に神様にある “やすらぎと希望” を届けるこ

だと思います。
イエス様も十字架に向かって「今日も明日も、その次の日も
進んでいかなければならない」と語られ、ただ前に向かって
進まれました。どんな世界でも言えることですが、
「やめない」

知れませんが、いつかそれを見出す日が来ることを信じて、
これからも福音というパンを、放送を通じて投げ続けましょう。

（イエスキリスト延岡グレイスチャーチ牧師）

キリスト教を信仰している方々の信仰心はすごいなあと

出演してくださるゲスト、制作する私たち、そして

視聴者にわかりやすくお伝えできるか、見てくださる

主の熱心によって、この放送を継続させていただいているの

N さん）

様にある “やすらぎと希望” を持って、今を生きてい
の方々が歩まれてきた “暗闇から光” を、どうしたら

がこれを成し遂げる」（イザヤ 9:7）という日本の地における

・毎回欠かさず見ています。私自身は無宗教に近いですが、

“やすらぎと希望”を届けるために
です。

間の短縮などを余儀なくされてきましたが、「万軍の主の熱心

水の上にパンを投げるような働き（伝道者の書 11:1）かも

ジを楽しみにしています。体調不良で教会に行けない時は、

テレビ「ライフ・ライン」のテーマは“やすらぎと希望”

これまで、経済的な困難や早朝の時間帯への変更、放送時

いるのだと思います。

O さん）

・毎日、radiko で繰り返し聴いています。聖書のメッセー

（神奈川県

ことは、ただ主の恵みなのだと感謝でいっぱいです。

ひとりも滅びることのないよう、放送伝道を用いてくださって

なりました♪ これからは毎週、聴きますね 。(*´・ω-) ʼ

しました。また行きたいです。

毎月絶え間ない祈りによって今日もこの放送が継続されている

「あきらめない」諸教会、牧師先生、信徒の方々を立てられて、

「世の光」が聴こえて来ました♪ 何だか気持ちが穏やかに

8 月にオンラインで行われた
「2022 全 国 放 送 伝 道 懇 談 会」
では、全国から参加した 90 名
を超える方々と祈り 、分かち
合うひと時を過ごしました 。

くださった先生などを中心に、多くの先生方、信徒の皆さんが、

主は、日本における福音宣教のために「やめない」
「逃げない」

・最近、なかなか寝付けず (^̲^;) 朝早くラジオをつけたら

特に心の拠り所となっています。 （愛知県

歴代の牧師たちや信徒さんたち、事務局を長年引き受けて

「逃げない」
「あきらめない」ことが大事を成す道だと思います。

番組に寄せられたお便り

（宮城県

「世の光」放送が宮崎の地で始まって 40 年ほどになります。

「ライフ・ライン」は成立しません。
どうぞ、続けてのお祈りをよろしくお願いいたします。
「ライフ・ライン」ディレクター
宣教制作部

山本美砂子

冬期特別献金のお願い

必要額

800 万円

■スタッフの生活のために……300 万円

今年度の予算が満たされるために、人件費としてあと 300 万円与え
られることを願っています。労苦を惜しまず喜んで仕えているスタッフ
と、スタッフの家族の生活のために祈りお献げいただけましたら幸い
です。

■新たなスタッフを迎えるために……300 万円

財政赤字を抑えるため、新たなスタッフの採用を控えてきました。
財政は依然厳しい状況にありますが、これからの放送伝道のために
将来を担う新たなスタッフを採用し、放送伝道のバトンをしっかりと
繋いでいきたいと願っています。

■全国各地の支援活動費として……200 万円

長引くコロナの影響により、全国各地の協力会・支える会では様々
な活動が制限されています。財政をはじめとする人材不足、働きの
継承等の課題に対し、PBA 理事やスタッフが伺って、教会の声に耳を
傾け共に祈る機会が与えられることを願っています。
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一人でも多くの方に福音が届けられるために
私たちの周りには心の痛むさまざまな出来事や、解決が難しいと思えるような
ことが多くあります。そのような時代に一人でも多くの方に福音をお届けして
いくことができるように、PBA のあらゆる必要が満たされますようお祈りいただけ
ましたら幸いです。

2022年度上半期（4〜9月）会計報告

単位：千円（税込）

13,150

PBA維持献金等

◆夏期特別献金（2022 年4〜10 月）の感謝

PBA特別献金
収入

多くの皆様による尊いご献金をありがとうございました。

650万円の必要が満たされるようお願いをさせていただいた

各地放送伝道協力会献金
災害(被災)地放送継続支援献金
字幕指定献金

ところ、433 件 5,205,725 円（達成率 80％）の献金が与え

放送事業収入

られました。祈りお献げくださったすべての皆様の上に、

収入合計

主の豊かな御恵みがありますようお祈りいたします。

人件費(メッセンジャー、スタッフ)

91,191

電波料
支出

◆2022 年度上半期（4〜9 月）会計報告
上半期は、全国各地から寄せられる献金の遅れや減少、

夏期特別献金の未達成、新たなスタッフの採用による人件

制作編集費等
建物維持管理費・水道光熱費等
減価償却費

費増などにより約 1,300 万円の収支赤字となりました。

事業運営費

引き続き経済的な必要が満たされますようお祈りをお願い

システム利用料・振込手数料等

いたします。

4,894
54,006
802
130
70,713
143,695
41,843

その他費用
支出合計
収支差額

3,685
5,748
1,890
6,931
1,975
3,587
156,850
-13,155

お礼のことば
パートナーの皆様、日頃の尊いご支援とお祈りに心より

いただけましたら幸いです。

今年も、神様は全国各地の放送伝道の働きを通して、

変化に挑戦するPBAでありたいと思います。新しいスタッ

感謝いたします。

多くのみわざを成し遂げてくださいました。全国 31 地域の
放送伝道協力会・支える会を通して、今日も福音が届け
られています。

経済的にはどの地域も大変な状況にありますが、ある

先生は「コロナにより対面での集会を自粛せざるを得ない
時代に、ラジオやテレビ、インターネットを通して地域に

福音が届けられていること、そして、教会の手が届かない
ような場所や環境下に置かれている方々に福音を届ける

迎えようとしている新しい年も、教会の声に耳を傾け、

フを迎え、スタッフ一人ひとりが豊かに用いられるよう
にサポートし、全国各地の教会による働きをこれまで以

上に応援していきたいと願っています。皆様による尊い
お献げものが、全国各地の諸教会の働きに活かされ用い
られるよう祈りつつ歩んで参ります。

ク リ ス マ ス に 神 様 の 特 別 な 祝 福 が あ り ま す よ う に。

多くのご愛に感謝を込めて。

手段として、放送伝道は大切なツールだ」と語ってくだ
さいました。

今年もクリスマスを迎えようとしています。一人でも

多くの方々が心に留め、福音が届けられますようお祈り

太平洋放送協会 常務理事

ティモシー・E・セランダー

WEBから簡単に献金ができますので、どうぞご利用ください。
（Paypal・クレジットカード）
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