外壁修繕 工事 が始まりました
建設委員会
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配慮 し つつ、 泥や雨だ れ によ る汚れ が長期 的 にも 目立たな い色で塗装

した いと考 え、複数 のカ ラー シミ ュレー シ ョンを建設委 員会で 行 い、

(

教会委員会 にて決定 し、サ レジ オ会 に報告 させ て頂きま した。 写真①
昨年 より計 画し て いた外壁 工事 が六月 二十六 日より始 まりま した。 参 照 費 用 に ついては、今 回 の工事全体 とし て約 二五〇〇万円掛 かり、

写真① ：完 了後 のイメージ

ます ので、 引き続き ご協力 のほどよ ろしくお願 いいたします。

を維持 す る必要 があり、 これ からも皆様 の建 設献金を 必要 とし ており

聖堂 を 百年 間使 い続 けるため には今後も大小 の修繕 を 行 い つつ現状

昨年 の信者大会時 の建設資金 の半分弱を使 う こととな っております。

)

本来で あれば、 五月 の信者 大会で皆様 に説 明を 行 った のち 工事 に入
る予定で したが、新型 コロナ により信者大会を実施で きず、この場を
お借 り し て皆様 に 工事 の内容 と予定を お伝えす る こと により、 信者
大会 の説 明 の代わり とさせ て頂きた いと思 います。
今 回 の修繕 工事 は財政 の問題もあり、 一九 五六年 に献堂 された教
会を 百年使 い続 けるため に、建物基礎 とな る外壁 を現状より劣 化さ
せな いことを 目的 に、 クラ ック補修 や コンクリ ート の浮 き状態 を補

)

な い色を選択 し て います。 ↓

塗料 は現状 の色 と余 り変 わら

な っております が、実 際 の

イメージ 写真で は黄 色 が強 く

(

修す るととも に、外壁塗装 により外壁 を保護す る 工事を 行 います。

工事期間中 の好天と
作業員 の方 の安全を
ご 一緒 にお祈り下さ い

写真➀

外壁 の状態 がどうな って いるか の本格的な調査 は これ から となり
ます が、足場を立 て つつ外壁 の状態 を簡単 に確認 し て頂 いたと ころ、
塔 を中 心にかなり の量 の コンクリ ート の浮 き とクラ ックが確 認 され
ており、 もう少 し早 い段階で補修 を 行う 必要 があ った ので はな いか
と個 人的 には感 じ て います。
今 回 の補修で全 周 に足場を立 てるため、補修 工事 に合 わせ てステ
ンド クラ ス の保護 とし て取り付 けられ て いる劣 化 が激 し い、ガ ラ ス
外側 のアクリ ル板 の交換 と、 過去 に雨漏り の原因 とな った雨樋周辺
の補修を併 せ て実施す る予定で す。
工事 は、七月上旬まで に足場 の組立 が完 了し、七月末まで に外壁 の
補修 と洗 浄、八月から九 月上旬 にかけ て塗装を 行 い、足場解体を経 て
九 月末を 目標 に完 了させ る予定で す。しかし、梅 雨 の関係で 工程 が少
し遅れ ており、今後 も 天候 の関係で 遅れ が発生す る可能性 がありま
す が、 十月中旬まで には完 了す る予定 とな って います。
外壁塗装 の色 に ついては、 現状 のイメージ を大きく変 えな い様 に

↑７月２日の聖堂正面の様子

