
発行日　　2018年 5月1日 
発行人　　東海聖化交友会・秋山直光 
発行所　　〒453-0053  名古屋市中村区 
　　　　　中村町7-46 福音センター内

  東海聖化交友会               No.29 

   東海聖会報

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※今年、東海聖会の講師としてお招きをいた
だきました藤本満です。川崎にあるインマヌ
エル高津教会の牧師です。聖会では、マルコ
の福音書からお話ししたく願っています。 
※マルコの福音書は前半と後半に明確に分か
れています。前半で主イエスは、権威ある教
えをかたり、悪霊を追い払い、力ある奇蹟を
行われます。この前半は、イエスの質問で締
めくくられます。 
※｢人々はわたしをだれだと言っていますか」
(8:27) 
つづいて 
※｢あなたがたは、わたしをだれだと言います
か」(8:29) 
※主はそもそも、「人々」の評価には関心があ
りませんでした。弟子たちはたとえ話の説き
明かしも教えていただき、奇蹟を目の当たり
にし、イエスの力を十分に体験していました。
この問いかけにペテロが代表して応えます。 
｢あなたはキリストです」(8:29) 
※前半に求められていたのは、この信仰告白
でした。このイエスこそが、神の権威を帯び
た救い主であると。 
※ところがそのようにペテロが告白した途端
に、イエスは十字架の話しを持ち出されます。
初めて話されます。 
｢人の子は多くの苦しみを受け……捨てられ 
殺され」(8:31) 
※救い主は救い主でも、イスラエルをローマ
の支配から救うのではなく、私たちを罪から
救うために苦しみを受けると。 
※すぐその後です。イエスは、福音書の後半
を総括する言葉をおっしゃいました。 

｢だれでもわたしに従って
来たければ、自分を捨て、
自分の十字架を負ってわた
しに従ってきなさい」(8: 
34) 
※新しいテーマでした。主
イエスを信じることから、
主イエスに従うこと、しかも受難の救い主に
従う弟子たちは、自分を捨て、自分の十字架
を負って、従ってくるように求められました。 
※後半には奇蹟のストーリーはありません。代
わりに仕える者の姿を取りながら、小さき者
を受け入れ、自分を捨て、十字架を負う主イ
エスが登場します。そして、このお姿を理解で
きないながらも、なんとかついて行こうとする
弟子の姿が描かれています。 
※これが聖会に集う私たちです。私たちは主イ
エスを救い主として権威あるお方として信じ
ています。では、この方についていくために
求められる私たちが捨てるべき ｢自分」とは何
のことなのでしょう。私たちに十字架を負う
ことはできるのでしょうか。力ある主を信じ、
祝福を期待するのが前半であれば、より成熟
した後半の信仰生涯は十字架の主に従うため
に、自分を捨てるという意識です。 
　私は聖会を迎える度に、自分に迫られている
ように思います。「あなたには欠けたところが
一つある｣ (10:21)、いや毎回 ｢さらに一つあ
る」と示してくださいます。そうして主は、また
一歩奥へと、私たちを導いてくださることを信
じています。※※※※ 

（インマヌエル高津キリスト教会牧師）

「あなたには欠けたところが
※一つある」       
　　　 　　　　東海聖会講師･藤本 満 先生

……



東海聖化交友会30周年記念 .

◎これまで： 
※毎年６月最後の土日は一麦教会で東海聖会
が、１０月中旬の木曜は福音センターで東海聖
化大会……が いまや恒例となっていますが、こ
の働きが当地に始まったのは今から３０年前
の１９８８年１０月６日でした。 
※その日、本田弘慈先生、松木祐三先生、岸田
馨先生が “名古屋でも聖化の集いをぜひ!!”と
東京からおでかけくださり、福音センターを
会場に聖会を開催したところ、会場は満堂の
盛会となりました。 
※その聖会後、竿代信和先生を会
長に東海聖化交友会が設立され
ました。そして、毎年１０月には
海外講師を迎えて福音センター
で東海聖化大会が開かれ、さら
に１９９４年からは６月に一麦教
会で東海聖会、そして１９９６年
からは遠州支部による遠州聖会
が毎年２月にインマヌエル浜松教会にて開か
れてきました。 

◎３０周年の記念として： 
※東海聖化交友会では、昨年６月の東海聖会
を「３０周年をお祝いする年」の皮切りとし、聖
会では証し人が立って感謝を表わし、１０月に
は東海聖化大会でも証し人を立てると共に、
翌金曜に「記念集会」を日本イエス名古屋教会
にて開催し、松浦剛前会長の記念講演や長く
遠州支部を支えてこられ 今は彦根の教会で牧
会をする佐藤道直先生を迎えて証しをしてい
ただきました。 
※これらの講演や証しをまとめた文章を中心
に、このたび東海聖化交友会設立３０周年記
念誌『この道のもの』を発行することになりま
した。 
※２００９年７月には「日本プロテスタント宣
教150周年記念大会」が横浜で開催されまし
たが、来年には同160周年を迎えようとして

いるこの国の宣教の歴史
の中で、私たちの東海地
区で〈３０年にわたる主の
聖めの働き〉がなされてき
たことは決して小さなこ
とではありません。 

※今年６月の東海聖会では、２３日㈯のお昼に
｢記念感謝集会｣を開いて、聖会講師の藤本先
生もご一緒に感謝の時をもたせていただこう
としています。どうぞ、ご期待ください。 

◎今年の秋は……： 
※さらに今年１０月には、２つの大会を計画し
ています。 
※１つは「青年の聖化のつどい」です。“聖化
の宣証と体験を次の世代に!!”は長年の祈りで

あり課題でもありましたが、昨
年１０月の記念集会でも参加され
た信徒の方々の熱い思いの表明
がありました。 
※これを主からの声と受け止め
て、役員の教会より推薦された
青年数名が委員となって準備が
すでに進められています。 
※“聖め聖めとはいうものの……”

との率直な思いとともに自分たち自身の足下
を正直に見るところから、今必要とされるプ
ログラムを練りに練っているところです。［※
写真は青年の準備会合の様子］ 
※日程は１０月２０日㈯午後として現在会場を
絞り込んでいますが
６月の東海聖会では
案内できると思いま
す。 
※どうぞ御教会の青
年を励まして、どし
どし送り出してくだ
さい。 
※また翌２１日㈰には｢一般向けの聖会」を開
催します。一麦教会を会場に、講師にはインマ
ヌエル名古屋教会･内山勝先生を迎えます。 
※実は昨年より、秋に海外講師をお迎えして
の聖会は“一年おき”となり、今年は通訳付の
講師を迎えての東海聖化大会はありません。 
※せっかく続いてきた秋の聖会をここで絶や
さず、来年予定のヒューバート･ハリマン先生
を迎えての聖化大会につなげるためにも、今年
も東海聖化大会に集って 聖化の火に温められ
ようではありませんか!! 
　　　　　　　　　　　　記・秋山直光 
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東海聖化交友会  総会報告 
2018年２月23日㈮ 

※今回の総会には、初めてお越しくださった
先生やお久しぶりの先生方など、遠近各地か
ら２５名の先生方にご出席いただきました。 
※総会は、サムエル第一７章１２節からエベン･
エゼルについての秋山直光会長の奨励をもって
始まり、２０１７年度の活動報告に続きました。
東海と遠州支部の２０１７年度の活動（聖会、聖
化大会、総会、役員会、東海聖会報等）の報告が
なされ、会計報告と合わせて承認をいただきま
した。また、活動報告の中で、東海聖化交友会
30周年記念集会という特別な集会の報告が感
謝とともになされました。 
※新年度の活動計画も読み上げられ、記念誌
発行の日程と図書販売収益金の会計が担保定
額貯金に移されたこと、東海聖化大会会場が

未定であることなど、例年と異なる幾つかの
点について質問がなされました。役員からの
説明とともに、予算と合わせての承認を受け、
献金と祈祷をもって閉会しました。 
※総会に続いて、浜松ホーリネス教会の高橋
要介先生から「教会成長と福音」と題してセミ
ナーが行われ、ご本人の牧会経験からの気づ
きや問題解決の体験、目指す将来が活き活き
と語られ、グループにわかれての分科会が持た
れました。「四重の福音は福音である」という
福音への思いが熱く語られ、参加者にも宣教･
牧会への新しい意気込みが与えられました。
感謝をいたします。 
※※※※※※     記／古田大展（一麦教会）

学び「教会成長と福音」　高橋要介師（浜松ホーリネス教会 牧師）

※浜松ホーリネス教会の高橋です。きょうご紹
介する「教会成長と福音」の、「教会成長」とは
教会の教勢をいかに伸ばすかというお話では
ありません。教会に集い、教会を形成すると
ころのクリスチャン、ひとり一人の内側が、ど
のようにしたら成長を遂げるか、というお話で
す。前半は、わたしが「教会成長」を目指しし
た「きっかけと理由」をご紹介し、後半は｢教
会成長における福音への気づき」についてお
話します。 

【教会成長を目指した理由】 
※わたしが教会成長を目指した第一のきっか
けとなったのは「福音喫茶メリー（横浜桜木
町）」との出会いです。神学校最後のインター
ンのときに、遣わされた教会の信徒さんにメ
リーに誘われました。 
※台湾から来た信徒伝道者が始めた喫茶店
で、そこで救われた人がおよそ6 0 0人。集ま
るクリスチャンたちは皆、救いの喜びに満ち、
生き生きと証しする方ばかり。浜松ホーリネ
ス教会も、そのような教会にしたいと思いま
した。 

※第二の理由は、教
会の中に愛による一
致がほしかったから
です。浜松ホーリネ
ス教会は転会者が多
い教会で、信徒さん
たちのまとまりが不
十分な点が気になりました。そして、そんな
折に「自然に成長する教会」の日本代表カメ
イ・ダイタオ宣教師と出会いました。師から自
然に成長する教会の理論をご助言いただき、
教会の中に「霊的なリーダー」を選び、育てる
ことになりました。そのリーダーたちが成長
し、他の教会メンバーを巻き込んでいくという
やり方でした。現在３年目。 

【教会成長における「福音」への気づき】 
※さて、わたしは教会成長を目指したいと願
い、霊的リーダーひとり一人の内なる成長を
目指す中で、あることに気づきました。それ
は、ひとり一人の内側が霊的に整えられ、主
の弟子とされて、聖化（神のきよめ）に与り、
人が内側から変えられていくには、(つづく) 
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救いの確信に立つことが大切であるというこ
とです。すなわち、福音が明確にその人の内
に、信仰の土台として入っていないと、なかな
か人は変えられていかないということです。内
側が変えられていく「原動力」は ｢福音」です
ね。パウロほど、イエス様による福音の確信
に立って伝道し、内側が整えられ、変えられた
人物はいません。(ローマ1:16 ) 
※「四重の福音」の、新生、聖化、神癒、再臨。こ
の四つを団子にたとえるならば、福音という
竹串で貫かれている感じです。人が救われ、主
に変えられ、癒されて、主に大胆に用いられる
ためには、福音によって人生を貫かれていく必
要を感じます。イエス様による救いの岩の上
に、しっかりとした信仰の土台が据えられて初
めて、内側も整えられていくのでしょう。 
※山上の説教での終わりに、「岩の上に家を建 

てる賢い人」のたとえ話があります。これは、 
イエス様という救いの上に立って生きなさい、
という譬えですが、それに並行して、ルカ６章
には「岩の上に家を建てる｣とは、どういうこ
となのかが具体的に記されています。（ルカ6: 
47, 48）　 
※イエス様の救いの岩の上に立つということ
は、地面を掘り続けて、自らの姿を見つめな
がら主に整えられていくとき、そのときイエス
様という救いの岩に到達して、その上に土台を
築くことができるようになるのだと主は仰っ
ているのでしょう。生き生きとして、内側が燃
やされ続け、整えられ、互いに愛し仕え合い、
新しい方が来られても良き証しができ、良き
交わりが出来る教会を、そして、福音を語り継
ぐことができる教会を目指したいと思います。 

｢聖潔と再臨　～三つの栞」 
※寒さの中にも、光の春を感じさせる2月11日
聖日の午後、第22回遠州聖会が、深谷春男先
生（日基教団　東京聖書学校吉川教会牧師･同校
副校長）を講師にお迎えして、インマヌエル浜
松教会を会場に開かれ恵みの時を与えられま
した。グレイスキッズクワイアーの子どもたち
の清らかな賛美で始まり、ヨハネの黙示録の
聖句連唱は天上からの呼びかけのようでし
た。 
※深谷先生から「聖潔と再臨～人生３万ページ
の本の如し」と題する説教をいただきました。 
※人の八五歳は約三万日の日々、人生を三万
ページの本に例え、キリストの十字架に救わ
れた私たちは、人生ではっきり経験しなけれ
ばならない福音の御言葉を示されました。そ
れを記した三つの栞を、自分の人生にきちんと

挟み入れましょ
う。天国の書に
あなたの名前が
書かれていなけ
ればなりませ
ん。主が十字架
の血潮をもって
罪を贖ない、永

遠の命へと招いてくださいました。私たちは
生涯を通して、聖霊によって聖潔められ、信仰
の実を結び、やがて来る主の再臨において、
主の御前に立つその時を思い覚えるべきです
と。今この時、一人一人が信仰の固い決心を
するように促されました。印象深く栞の色は
赤、オレンジ、黄金の三色です。若き日、画家
志望だった先生は、FaceBookに時々素晴ら
しい絵をのせておられます。夢も総天然色で
見るそうです。 
※第一の真っ赤な栞は、ロマ書3章25節「神は
このキリストを立て、その血によって信じる
者のために罪を償う供え物となさいました。」
キリストの救いを信じる信仰です。ロマ書3章
21～25節は新約聖書の中心です。この十字架
の救いの経験にまで行くのに人はなかなか難
しく紆余曲折があります。ご自分の証を通して
ユーモアをこめて分かりやすく教えられまし
た。18歳の時の浜名湖キャンプ聖会でのこと
や、その後敷居の高くなった教会に行き礼拝
で祈ると、自分の罪がぐるぐる現れ泣いて頑
な心ががらがらと内側から砕かれた経験。19
才のクリスマスの洗礼、「あの時はっきり十字
架の贖いを信じクリスチャンの人生がここか
ら始まった。」この大きな喜び恵みのゆえに、
その時、30人の友人に、十字架の信仰に招く

遠州聖会･報告
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葉書を出したそうです。「子どものような」若
い魂の純情、主に全く信頼した姿です。内村
鑑三著「余はいかにしてキリスト信徒になりし
か」を愛読、親鸞も学ぶ魂の遍歴も語りまし
た。 
※第二のオレンジの栞は、ロマ書８章２節｢キ
リスト･イエスによって命をもたらす霊の法則
が、罪と死との法則からあなたを解放したか
らです。」聖霊の内住による、自我が全く死
に、聖潔の確信が得られた時の栞です。全く
聖霊に満たされる時、私たちは罪の死の法則

から解放されます。蔦田二雄牧師の著書を用
いて全き聖霊のバプテスマの経験を語られま
した。深谷先生ご自身の経験、聖会で本田弘
慈先生の「バックストン先生のように聖霊に満
たされましょう」との招きに従って､「主よ、
全てを明け渡します」と祈った夜、不思議な夢
を見て、自分の内に残っていた不十分なもの
を全部が砕かれました。 

※最後の第三の栞は、再臨のイエス様の黄金
に輝く姿、黄金の栞です。ロマ書12章1～2節
「こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみに
よってあなたがたに勧めます。自分の体を神に
喜ばれる聖なる生けるいけにえとして献げな
さい。」キリストの贖いと愛と主の再臨の希
望を与えられた生涯、どんなことが起ころう
とも、神第一の清い生涯を全うし歩みましょ
うと励まされました。今年は内村鑑三、中田
重治、木村清松の再臨運動から1 0 0年記念に
当たるそうです。 
※最後に先生の招きに応じ多くの方が恵みの
座で祈られました。147名参加 

（浜松ウェスレアン教会牧師　木村葉子･記）

収入 支出 小計
集会献金 
講師謝礼 
同交通費 
チラシ 
会場費 
お土産 
接待費 
CD製作

108,593
50,000 
20,000 
4,509 
10,000 
2,160 
4,276 
1,404

108,593 
58,593 
38,593 
34,084 
24,084 
21,924 
17,648 
16,244

108,593 92,349 16,244
前年度繰越 
聖会残金 
THA総会出席 
聖会委 
交通費 
CDお礼

15,023 
16,244 

1,760 

5,310 
2,000 
1,000

15,023 
31,267 
25,957 
23,957 
22,957 
24,717

33,027 8,310 24,717

遠州支部･会計報告

遠州支部は、会長･竿代忠一先生、事務局･浜田耕三先生によ
り静岡県西部にある１０ほどの教会が協力して毎年１回、２
月の日曜午後に聖会を開催しています。出席者は時に１５０
名を越えるすばらしい働きがなされています。（秋山）

  聖化フォーラム……開催!! 
※何やらむずかしそうな名前(？)ですが、去
る３月１２日㈪、東京･神田駿河台にある
お茶の水クリスチャンセンター８階ホール
で、“聖化の理解をより深める目的”で坂本
誠先生と工藤弘雄先生の講演がなされまし
た。今回のテーマは「義認と聖化」です。 
※坂本先生は、救済論の鍵となるこの２つ
の概念をバランスよく展開している神学者
がジョン･ウェスレーであるとして、特にマ
ルチン･ルターとの違いを比較しつつ  図解 

解説も交えてわかりやすく語られました。 
※一方の工藤先生は、特に「義認と聖化」の
実践的アプローチとしてパゼット･ウィルク
ス『救霊の動力』を紹介しつつ、義認と聖化
という対照的概念の一面のみに安んぜず、
一面のみを強調せず、両面を分離･混同しな
いで平等に力説すべきと語られました。 
※当日は多くの信徒の方が参加して８６名
が出席し、席上献金も捧げられました。 
※聖化フォーラムは来年も３月に同じ会場
で開催されます。　（秋山）

(単位は円)
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第８回

日本イエス･キリスト教団 名古屋教会 

※日本イエス･キリスト教団は、１９７０年前後
に政令指定都市である仙台、堺、広島、小倉な
どに開拓伝道し、当方名古屋教会も１９６９年
に開拓のクワ入れをした。開
拓当初から名古屋市中村区東
宿町に教会の本拠を据えて一度
もぶれたことはなかった。 
※１９６９年８月～１９７７年２
月は高橋俊作牧師が奉仕し、１９
７７年３月～現在を松浦剛が教
会に仕えている。※当教団の新
規開拓伝道はこれという基金を与えないで、
祈りと信仰をもって始めさせるのがほとんど
で、おまけに名古屋教会の場合は核になる信徒
も皆無であった。 
※それゆえに、勢い年月をかけなければなら 
なかった。牧師館の土地･建物を入手したの 

が１９９０年８月（４００８万円）、礼拝堂の土 
地建物を購入したのが２００９年１１月（５千万
円）であった。 
※当教会で受洗した信徒と日本イエス･キリスト
教団内教会の信徒で名古屋への転勤で加わった

方を中心に教会形成し、どうに
か基礎固めができ、２０１９年７
月に教会創立５０周年礼拝を行
うことが予定されている。 
※聖化宣証という使命は、教会
の創立当初から持ち、義認から
聖化へと信仰を深める信徒を養
い育てることに意を用いてき

た。１９８８年１０月に東海聖化交友会が発足し
た際、当初から参加したのも、そのためであっ
た。近年は当教会を会場に聖化大会を行うこと
もあり、光栄なことと感謝している。 
　　　　　　　　　　　　（記･松浦剛）

インマヌエル綜合伝道団  
島田キリスト教会 

※1 9 5 6年5月に北田節男師ご夫妻が島田の
地に派遣され、東海道線脇の空き地における10
日間の天幕伝道によって教会が
産声を上げました。天幕伝道
後、集会場は定まらなかったも
のの、当時の中部教区長の松村
導男師を始め、教区内の先生方
や兄姉方の真実な愛労を頂い
て、多くの方々が集会に集わ
れ、徐々に救われる方も起こさ
れて参りました。 
※その後、秋山光雄師ご夫妻が半年間、金谷教
会との兼牧にてご用にあたられ、1960年から
は深田ヨネ師が副牧諸師と共に約40年近くに
亘り伝道、牧会にあたられました。当時、先生
方は大井川の川岸を祈りの場所に用いながら
ご奉仕されるなど、多大な犠牲と祈りによっ
て教会の礎が築かれて参りました。 
※その間、二度の会堂建設が行われ、現在で 

は手狭になった会堂の現状を踏まえて、｢信 
仰プロジェクト｣として新たに会堂建設に向け
て取り組んでいます。また、これまで献身者も
多く送り出されて参りました。 
※現在、次世代を担う子供たちや若い方々の

救霊と育成のために、土曜日の
教会学校に加えて平日、アルト
ス(入園前の幼児)とイクスス(中
高生)の集会を行っています。
またクリスマス節季には老人ホー
ムを慰問し、同施設には牧師が
定期的に聖言のご用にも赴いて
います。更に毎月一回、教会を
挙げて一斉戸別配布を行ない、

最近は川根方面にもその範囲を広げていま
す。尚も地域に根ざしながら、あらゆる機会
を通じて福音を証詞したく願っています。そ
して島田の地から全国、世界に宣教の器が送
り出されるべく、働きを進めて参りたく願っ
ています。 
　　　　　　　　　　　（記･浜田耕三）
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日本聖化協力会 (JHA) 第11回 全国評議員会

東海聖化交友会 の運営（役員および会計報告）

※２０１８年３月１２日㈪ 午後１～４時、東京お
茶の水にあるOCCビル９０１号室において日本
聖化協力会２０１８年度の評議員会が開かれた。
今回の評議員会では、会長他の役員が３年の任
期満了にともない改選があり、東海聖化交友会
から秋山直光師、松浦剛師の２名が出席した。
出席者は事務局主事も含めて全体で３４名で
あった。 
※議事は主に３件あって、逐次進められた。
第１号議案／２０１７年度報告および会計決算
報告　①役員会および全般報告　役員会が５
月と１０月２回開かれ、聖化大会講師レクラー
ク師が１０月に招かれて関東聖化交友会はじ
め５箇所を巡回された。２０１７年３月に聖化
フォーラムを初めて開催した。②北海道から
九州までの１０の地方聖化交友会での聖化宣
証の運動がどのようにされたのかを丁寧に報
告され、出席者一同が耳を傾けた。③教団･団
体で参加している代表者（日本フリーメソジス
ト教団など９団体）が過去１年の歩みを紹介さ
れた。④決算報告（出版委員会も含む）があ
り、一括承認可決された。 
※第２号議案／２０１８年度活動計画および 
予算審議　①日本聖化協力会発足３０周年を
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

越えて、引き続き聖化宣証運動を深めていく。
聖化フォーラム（３月１２日当日の午前、OCC
ビルにて）を継続開催する。秋の聖化大会には
海外講師を招かず、各聖化交友会で講師を自
由に選択して実施する。役員会は５月、１０月
２回開く。②予算（出版委員会予算も含む）、
収支１１０万円の予算を計上した。一括承認可
決された。 
※第３号議案／役員選挙　その結果、会長･竿
代照夫師、副会長･工藤弘雄師、畑野順一師、
書記･高橋養二師、会計･古波津保秀師、地方･
秋山直光師、梅田昇師を選出し、承認された。 
※次回評議員会日程は２０１９年３月４日㈪と
確認された。出席しての感想は、１９８６年に発
足した日本聖化協力会も、海外講師隔年巡回、
会計面での円滑な運営がむずかしくなったな
ど課題があらわとなったことであった。 
　　　　　　　　　　　　報告・松浦剛 
　

東海聖化交友会･役員（2017～2018年） 

　会長　　秋山直光（中京聖泉キリスト教会） 
　副会長　関 昌宏（COG 春日井栄光キリスト教会） 
　書記　　古田大展（活けるキリスト一麦教会） 
　会計　　高山清和（インマヌエル豊田キリスト教会） 
　　　　　新田栄一（ホーリネス名古屋城北教会） 
　広報　　石田聖実（日本キリスト教団 鈴鹿教会） 
　学び　　篠澤忠俊（ナザレン名古屋教会） 
　役員　　松浦 剛（日本イエスキリスト教団名古屋教会） 
　　　　　川津良知（基督兄弟団 名古屋教会） 

遠州支部 
　会長　　竿代忠一（インマヌエル磐田キリスト教会） 
　事務局　浜田耕三（インマヌエル島田キリスト教会） 

～私たちが奉仕しています～

収入 支出
繰越金 ※※122,165円
会　費 ※※075,000円 
席上献金 ※410,843円
一般献金 ※410,840円 
30周年記念 33,000円 
雑収入　 ※419,106円 
利子　　 ※419,103円 

記念集会　 171,465円 
通訳謝礼　 130,000円 
渡航費分担 112,500円 
記念集会　 143,934円 
会場費　　 122,150円 
広報費　　 152,602円 
事務費　　 128,269円 
会議費　　 170,810円 
慶弔費　　 121,382円 
全国評議員 121,520円 
JHA分担金 266,100円 
Xn新聞広告  22,630円 
30周年記念 133,000円 

　小計　 ※527,952円 　小計　 ※534,212円 
繰越金115 115,905円

　合計　 ※650,117円 　合計　 ※650,117円



　　　　　　　東海聖会 
　　   ６月２３、２４日㈯㈰ 2:30pm 
　　   一麦教会 
　講師：藤本満先生 
　　　　　　　　       （インマヌエル高津キリスト教会牧師） 

だれでも わたしに従って来たければ……

第25回

今年 満30年を迎える東海聖化交友会・東海聖会に
藤本満先生をお迎えします。 
マルコ福音書から イエス様に従う聖めの道が豊か
に語られることでしょう!!  期待して集いましょう!! 
23日㈯には30周年感謝の集い(11amより)もいた
します。

主催：東海聖化交友会 （会長･秋山直光） 
〒453-0053 名古屋市中村区中村町7-46 福音センター内／ ☎ 052-701-4221（問い合わせ先）

名古屋市名東区亀の井2-102 
☎052-701-4221 こども集会が 

※両日とも別室でなされます。 
※お子様とご一緒に 
※おでかけください
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