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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※私は、クリスチャンホームに生まれ、牧師と
して仕えて33年になります。その間、私の人生
にはいくつかの危機の時がありました。 
※阪神･淡路大震災に被災した時には、それま
でめざしていた牧師としての目標がガラガラ
と崩れ去ってしまいました。また、自分の兄弟
の結婚が突然に破綻してしまうということも
経験しました。クリスチャンホームで育った
私には想像したことがなかった、またあっては
ならないことでした。さらには、自分を導いて
くれた先輩牧師が不慮の死を遂げるというで
きごとや、一緒に仕えていた後輩の牧師が牧会
に行き詰まってしまうということもありまし
た。そういうことが起こる度に、目の前が真っ
暗になり、自分の無力さと弱さを痛感させら
れました。 
※しかし、ふりかえってみますと、主は人生に
おけるそのような危機的なできごとや経験を
通して私を造りあげておられるのだと思いま
す。 
※私たちは、そのようなことを通して、最初の
時よりもさらに深く主を愛し、互いに愛し合

う者となることができま
す。人生の一時期だけで
あるならば、自分が持っ
ている力によって何と
か上手く振る舞って生
きることができるかも
しれません。しかし、主

が私たちに与えようとして
おられるのは、その生涯の最後の瞬間まで変
わることなく主を愛し続け、互いに愛し合っ

て生きる人生です。私はそれを可能にするの
が聖化の信仰であると思います。 

※今年の東海聖化交友会･東海聖会では、二回
の聖会でみことばの御用をさせていただくこ
とになりました。 
※一回は､「戦いの勇士が燃え尽きた時」とい
う題で、弱り倒れた私たちをどのように回復
してくださるのかを聖書からお話したいと思
います。どんなに力に溢れた人であっても疲
れ弱り果てる時があります。私たちがきよい
生涯を生きるということは、いわゆる霊的な
ことだけではなく、心とからだをふくめた全
人格的なことです。私自身の経験もお分かち
しながらお話したいと準備しています。 
※二回目は､「バトンをしっかり受け継ぐため
に」という題で、信仰の継承というテーマに焦
点をあてたいと思います。信仰や聖化の恵みは
個人的なことでとどまらず、世代を超えてとも
に共有していくものです。多くの教会では世
代交代の時を迎え、次世代の育成という言葉
もよく聞きます。しかし、このことにおいて
も私たちの聖化が問われているのではないか
と思います。受け継がせる人と受け継ぐ人た
ちが互いに理解し合い、愛と尊敬をもって一
つの教会を建てあげていく。そういう関係を
築くことができれば、信仰のバトンは自ずか
ら受け継がれていくことができるでしょう。 

※東海聖会で皆さまにお会いすることを楽し
みにしています。どうぞこの聖会のために、
また私のためにもお祈りくださって、ご家族
やお友達と一緒にご参加ください。※ 
※※ 
　　　　　　　キリスト兄弟団西宮教会 
   　　　　　　ニューコミュニティ 牧師 

「危機を通して 
※※私を造りあげられる主」       
　　　 　　　　2019東海聖会講師･小平牧生



　　30周年記念事業 報告 報告事業.　　

　　 秋の聖化大会事業.

※１９８８年１０月に発足された東海聖化交友会
は、一昨年の東海聖会から昨年６月の東海聖会
までの１年間にわたり３０周年記念事業をして
きました。以下、感謝して報告します。 

◎記念集会： 
※２０１７年１０月２０日、日本イエス･キリスト
教団名古屋教会で記念集会が開かれ、松浦剛
前THA会長が「東海聖化交友会３０周年   回
顧と展望」と題して これまでを感謝して振り返
り、現状を誠実に分析し、将来への提言も含め
た講演をしてくださいました。 
※また、ながらく遠州支部の責任をもっておら
れた佐藤道直先生（現 IGM彦根教会牧師）が感
謝の証しをしてくださり、熱心に集まられた出
席者38名一同 感謝をもって３０年を振り返る
時となりました。 

◎記念誌発行： 
※昨年８月に、３０周年記念誌 
『この道のもの』を１０００部発
行しました。 
※内容は上記の記念講演や
証、その他 竿代照夫･日本聖化
協力会会長や歴代東海聖化交
友会会長の祝辞、総会時の学
び、各種記録などで、THA加
盟各教会や、日本聖化協力会を通じて全国の
方々にも読んでいただけたことは感謝でした。 

◎記念感謝昼食会： 
※昨年６月の東海聖会初日の昼食時には、一麦
教会で感謝会が開かれました。聖会講師の藤本
満先生が「『ホーリネス批判』から考えるホーリ
ネス」の演題で、示唆に富んだ励ましの講演を

してくださ
り、この後の
２回の聖会
で１年にわ
たる記念事
業を恵みの
うちに終了

しました。 

※昨年秋は 海外から講師を迎えない初めての
東海聖化大会となり、一般向けの聖会と青年向 

け集会の２つを初めて企画しました。以下、 

◎第31回東海聖化大会： 
※１０月２１日の聖日午後、一麦教会を会場に
講師には内山勝先生を迎えて聖会をしました。
メッセージは『きよめ ～すでにあなたの心にあ
る恵み』と題して御言葉に単純に立つ信仰が
勧められ、例年とは違う会場の聖会でしたが
１３１名が集まる盛会となりました。 

◎第1回東海聖化大会／青年集会： 
※１０月２７日㈯にはキリスト聖書学園を会場
に、初めての企画である青年集会が開催されま
した。講師には古田大展先生が立たれました
が、若い方々のグループ･ディスカッションが中
心の活気ある集会で、３３名が集まりました。 
※以下、青年の準備委員から ひと言ずつ…… 
◆僕が今回一番嬉しかったのは、予想とは裏腹
に多くの青年が集ってくれたこと。そして、集
会が終わってから何人かの方から、楽しかった
から来年も開催してほしいと、生の声で感想が
聞けたことです。本当に感謝でした。ハレル
ヤ‼（細見明史） 
◆キリストの聖さを求める、東海地区の教会の
青年が集まれたことを、大きな一歩だと感じて
います。どのようにして若い人は自分の道を清
く保つことができるでしょうか。私たちにこそ
みことばが必要なのです。続く今後の発展に
期待します。（大竹信和） 
◆前例のない、0からの準備は大変なこともあ
りましたが、聖め派のクリスチャンの励まし
となる場を創ることの一端を担わせていただ
き、感謝でした。今後もこのような交わりが
継続されることを期待しています。（関はじ
め） 
◆様々な教会から集められた実行委員の方々と
の打ち合わせのなかで、多くのことを学ばせて
いただきました。第１回として、青年が集まり、
語り合い、みことばを聞く集会になりました。
次回も、良い交わりの時が持てるように期待し
ています。（新田喜恵子） 
◆青年の「本音と建前の乖離」や「信仰という名
目で問題に蓋をする傾向」に焦点を当てること
ができたと思う。模範解答を一旦脇に置いたイ
ンフォーマルな分かち合いは、確かに一人一人
の心を開き変容する可能性があると感じた。
（山田風音）　
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東海聖化交友会  総会報告 
2019年1月29日㈫ 

※今回の総会は20名の先生方がお集まりくだ
さり、主にある期待に満ちた雰囲気の中で総会
を持つことができました。例年利用させてい
ただいております会堂建築中の福音センター
に代わり、今年は日本イエス･キリスト教団名古
屋教会を会場として使わせていただきました
が、あたたかい雰囲気のもと、親しい交わりを
持つことができました。 
※総会の冒頭、秋山直光会長がピリピ1章18
節から、より広く聖化を宣証、共有していこう
と、31年目を迎えている東海聖化交友会のこ
れからの歩みを期待を込めて語られました。 
※議事においては、東海と遠州支部の2018年
度の活動報告（聖会、聖化大会、総会、役員会、
30周年記念誌、東海聖会報）、ならびに会計報
告がなされ、両報告とも承認をいただきまし
たが、特に遠州については主の素晴らしいお
働きと祝福があったことが報告され、喜びと
ともに感謝がささげられました。会計では青
年大会という初めての試みについての報告が
なされ、若い世代への良き働きかけがなされ
ていることが伝えられました。 
※新年度の活動計画も発表され、第２回目とな
る青年大会や、1年ぶりとなる海外講師を迎え

ることなど、新しいことが企画されているこ
とが予算とともに先生方に報告され、ご承認を
いただきました。 
※総会に続いては､「女性教職として教会に仕
える」の主題のもと、大場広子先生（インマヌエ
ル岐阜）、山内とく子先生（守山一麦）、吉田美
穂先生（日本イエス知多）の3名の先生方から、
それぞれのご経験や、遣わされている地域の特
徴、そして現場で仕える者としての真実なお証
しが語られました。女性という言葉でひとくく
りにできない、お一人おひとりに与えられてい
る貴いお働きの数々、また、先生方が誰にもお
話しにならず、主のご栄光のために戦われてい
るお姿などを聞くことができ、本当に幸いな
ひと時を過ごすことができました。 
※また、ご司会を務めてくださった松浦みち子
先生の、恵みに満ちたお証しを交えての進行、
関昌宏先生のおおらかに優しく受け止めるよ
うなレスポンスなどもあり、霊的に得るところ
の多い、実り豊かな総会であったことをご報
告させていただきます。 
※※※※※※     記／古田大展（THA書記）

学び「女性教職として教会に仕える」

大場広子先生（インマヌエル岐阜教会牧師） 

※「こうして、キリストご自身が、ある人たち
を使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝
道者、ある人たちを牧師また教師としてお立
てになりました。それは、聖徒たちを整えて
奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て
上げるためです。」
※※エペソ人への手紙４章１１、１２節

※教会の頭であるキリストに仕えるとはどうい
うことなのか……※これは、神学生時代から考え
続けてきたことです。しかしこの度、東海聖化
交友会の学びの時に共有させていただく機会が
与えられ、もう一度整理することが許されまし

た。そして、右記のみことばが示され､『牧師だ
けでなく、信徒のお一人一人が救
われている喜びをもち、感謝
をもって奉仕することにより
教会が建て上げられていく
ように。さらに、キリスト
の証人として用いられるよ
うにと願い、祈り、メッセー
ジを取り次がせていただくこと
である』と明確な答えが出たのです。 
※祈りつつメッセージを取り次がせていただい
たあとは、ご聖霊が必要に応じて補い、働いて
くださると信じてお委ねするのみです。

※毎年、総会午後は出席者一同で「学び」プ
※ログラムをしています



遠州聖会･報告

山内とく子先生（守山一麦教会牧師） 

※前任の無関正秀牧師の召天により、献身に
導かれ東海聖書神学塾を卒業後、2016年3月
一麦の群れ按手礼委員会より正教師の按手を
受け、同年5月に、守山一麦教会総会にて推
薦・承認を得て同教会の牧師に就任。思え
ば、無関正秀師の急逝等がなければ、平凡な
信徒生活を続けていたと思うのですが、摂理
により献身に導かれ、その後は疾風怒濤の10
年間だったので女性教職を意識する間もなく
過ごしました。改めて「女性教職として教会
に仕える」ことの長所と問題点を考えると、
第一は、教会員に女性が多いので、家庭内の

問題や、健康のことなど細かなことが気軽に
話すことが出来る。また、教会
員の交わりに家庭的な雰囲気
をつくりやすい。最近は仕
事を持っている女性も多い
ので、私個人の経験が生か
されるという長所がありま
す。第二は、電子機器を活
用した牧会が課題ですが、そ
うした方面は男性信徒に明解な人 が 多
いので、今後の牧会では、バランスが大切に
なります。教会を建て上げる、という一致を
もって福音宣教に向けて、主に仕えていきた
いと願っています。
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吉田美穂先生（日本イエス知多教会牧師） 

※献身の思いが与えられ神学校を卒業し20年
程が経過しました。最初２年は複数牧会で、
その後、一人で牧会伝道の働きに遣わされて
いる私が経験の中で学んだことは、牧師とい

うと一般的に男性のイメージが強
い中で、社会とのかかわりが
難しく感じたこと。そして、
神は女性を助け手として造
られたので、教会のリー
ダーとして立つことに困難
さを覚えることです。しか
し、私は女性だからこその働

きがあることを感じています。パウロは「私の
願うところは、すべての人が私のようである
ことです。しかし、ひとりびとりが神から与
えられたそれぞれの賜物を持っているので、
ひとそれぞれに行き方があります。」(１コリン
ト７：７)と言っています。それぞれに与えられ
た賜物に従って生きること、また、神の前に
誠実に、忠実に、一生懸命に自分のできるこ
と つまり神が献身者として召してくださった
女性だからこその働きができればと願ってい
ます。そして私はいつも一人なので私の味方
は神であり、どんなときにも神が共にいてく
ださることを知りました。このこといつも私
を生かす力となっています。

｢肉の人から御霊の人へ」 
※ガラテヤ人への手紙 5章16～26節 
  
※遠州の空っ風が吹き荒れた肌寒い２月の第
２聖日の午後、第23回遠州聖会がインマヌエ
ル浜松教会を会場に開催されました。 
※今年は「終わりの日に備えて～私たちはど
う生きるか～」をテーマに、主の御言葉からの
語りかけを待ち望む143名の方々が期待と祈
りを持って出席しました。 
※聖会の前半では会衆賛美を持って主をほめ
たたえる時を持ち、会場一杯に賛美があふれ
心が熱くなりました。また今年もグレイス
キッズクワイヤーによる特別賛美が捧げられ、

詩篇14 8篇の暗唱はとても力強く、心に響く
ものでした。賛美の中で参加者一同が共に主
の御名を崇めさせていただきました。 
※賛美の後、工藤弘雄先生より御言葉が取り
次がれました。 
※先生は先ず初めに聖書を見る時、終わりの
時代の生き方と聖めの歩みというものは切っ
ても切り離せな
いものであると
語ってください
ました。「なぜ
なら、聖霊に
よって使徒パウ
ロはローマ1 3
章12節、14節

第23回

～ 2019年2月10日㈰ ～
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を通し、また使徒ペテロも第二ペテロ3章11
節で、終わりの時代に聖なる敬虔な歩みをす
るよう勧めているからです」と御言葉を紹介し
て下さいました。 
※終わりの時に備えての聖化の歩みを求める
にあたり、主題聖句であるガラテヤ人への手
紙5章16～26節からは、「肉の人から御霊の
人へ」と題して実践的なホーリネスの恵みに
生きる 3つのポイントを力強く語ってくださ
いました。 
1. 肉の凄まじい勢力（17～21節）
※新生したキリスト者の中にも残存する罪と
の戦いがある。敵（肉の勢力）を知り、己を
知って戦うことこそが必勝の秘訣である。 
2. 十字架の驚くべき破壊力（24節） 
※肉が凄まじい破壊力を誇っていたとしても
十字架の決定的な驚くべき破壊力がある。イ
エスキリストの十字架による肉の磔殺による
勝利。主の十字架を仰いで自分の肉を十字架
につけさせていただいた恵みを確信する。
3. 御霊の圧倒的な動力（16～26節） 
※ここでは５回にわたって御霊の働きが記され
ている。⑴一切の秘訣である御霊･16節、⑵勝
利の御霊･17節、⑶導きの御霊･18節、⑷結実
の御霊･22節、⑸命の御霊･25節。私たちはす
でに御霊の人とされている。もはや肉の人で
はない。（6章1節） 
※個人だけでなく教会全体が聖化の恵みに生
き、主の臨在を仰ぎながら主の御心、御霊の
導きを求めて御霊によって進んで行きたい。 
※また、説教の中では工藤先生の恩師の先生の
聖化についての証、信仰の偉人の体験やメッセ 

セージを通して 分かりやすく聖めについても
語ってくださいました。 
※私たちが肉の人に属しているか、または御
霊の人にさせていただいているのかを深く問
われ、聖書からはっきりと聖潔の本質が語ら
れた聖会となりました。 
※説教の後にはインマヌエル磐田キリスト教
会の竿代忠一先生が応答の祈りを捧げてくだ
さり、会衆一同が聖潔のメッセージに応答し
て主の恵みの更新をさせていただく聖会とな
りました。 

※（グレイスライフチャーチ牧師　田中進･記）

収入 支出
繰越金 
集会献金 
講師謝礼 
 同 交通費 
 同 宿泊費 
チラシ製作･送料 
会場費 
お土産

18,717 
82,285

50,000 
30,000 
7,900 
4,912 
5,000 
2,333

小計 101,002 100,145
繰越金 857
合計 101,002 101,002

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）

(単位は円)

第２回 青年集会「ピザだまり」奉仕者募集 

昨年10月に初めて開催した青年集会。今年も６月
の東海聖会期間中に、第２回を開催します。 
ついては、いくつかの奉仕者を緊急大募集してい
ます。 
ぜひ、ご協力ください。 
奉仕したいという方は、所属教会の牧師先生にお
申し出ください。 
みなさんの愛の奉仕で、今年の青年集会を成功さ
せましょう!!

◎募集する奉仕 
※・子守…… 参加対象が中学生～39歳まで･
※ ※未婚既婚を問わずですので、親子で参加
※※される方のお子様を見る奉仕者が必要で
※※す。（信徒の方、牧師･牧師夫人） 
※・中高生の導き……「ピザだまり」で中高生
※※グループに入って一緒に聖書に耳を傾け
※※るのとともに、青年集会後の聖会１の時
※ ※間にカードゲームなどで（聖会にでない）
※ ※中高生と時間を過ごす。 
※・賛美奉仕…… 青年の方で、青年集会で賛美
※※リードをし、続く聖会でも賛美をする。
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第８回

ウェスレアン･ホーリネス教団  
浜松ウェスレアン教会 

※１９９７年１１月、ウェスレアン･ホーリネス
教団はインマヌエル浜松キリスト教会の移転
に伴い、その土地･建物を購入致しました。そ
こに小林悦治･久仁子教師が遣わされ、浜松
ウェスレアン教会の伝道が開始され
ました。 
※二人はまず子供に目を向け、ムク
ムクキッズと言う名の子供集会に力
を注ぎました。また近くの小学校で
読み聞かせの奉仕をするなど少しず
つ伝道範囲を広げました。 
※２０１０年４月、２代目の木村葉子
教師が任命を受け、小寺徹主任牧師と
共に伝道牧会に当たりました。木村教
師は元高校理科教師でしたので子供伝道と併
せ学習伝道に力を注ぎました。 
※試練もありました。会堂の痛みが激しく、
あちこち修理が必要でした。その上、大型台風
によりトタン屋根が飛ばされ隣家に迷惑をか

けたため、シンボルだった十字架をクレーン
で下ろさざるを得なかったのです。その時の
教師や信徒の痛みはどれほどだったかと想像
致します。 
そのような試練の中でビジョンが与えられ
ました。土地建物を売却し、少人数教会にふ
さわしい建物を購入することとし、２０１５年

７月、旧会堂から近いところに現在の
土地･建物を取得致しました。築２１
年の建物ですが安心して礼拝･集会が
できることが感謝です。 
※２０１８年５月、３代目の私･佃篤子
が遣わされました。信徒と祈りを合
わせ外壁塗装にも取り組み、屋根が
赤、外壁が真っ白な家の教会が出来
上がりました。 
｢恐れるな。語り続けよ。黙っている

な。わたしがあなたと共にいる。」（使徒18
章）※今後、前牧師たちの祈りを継承し、聖化
交友会に加わえていただいている教会にふさ
わしい伝道牧会に励みたいと願っています。 
　　　　　　　　　　　　（記･佃篤子）

日本フリーメソジスト教団　 
名古屋守山キリスト教会 

※県庁へ提出する「代表役員名簿」を見ていま
したら、私で、当教会の牧師は、第１２代にあ
たることを知りました。初代の就任年月日は、
昭和６０年（１９８５年）７月２９日
です。現在の会堂が献堂された
のは１９９７年３月でした。後
に、教団恒例のバスツァーを、
名古屋まで足を延ばして、献堂
を記念して皆でお祝いをして下
さった貴重な写真もあります。 
名古屋守山キリスト教会は、
アメリカのフリーメソジスト所
属のJ.デシェーザー宣教師が開拓伝道を開始
されました。デシェーザー先生は、ドゥーリ
トル作戦に参加し、名古屋に飛来した爆撃機
の爆撃手でした。戦後、宣教師として来日さ
れた先生は、名古屋に来られた初期の頃は、

住居を解放され、英会話を通じて伝道された
ようです。既に召されましたが、デシェー
ザー先生のお隣に住まわれたＩ兄弟は、後にイ
エス様を受け入れ、教会と共に歩まれまし
た。 
私、小板橋は、赴任後２年を経過しましたが

ある日の礼拝は、出席者３人
という日もあります。幸いな
ことに、教会学校は、平均７､
８名が与えられ、希望を与え
らえております。 
※現在、祈りの課題に、礼拝出
席者１０名を目標に､「再開拓
伝道」と、祈る者、肝に銘じて
歩みを進めております。 

※近ごろ、少し、地域に「教会がある」こ
とが知られてきたかな、という感じがしま
す。主が先立ち伴ってくださることを、信じ
て歩みたいと願っています。　　　　　　　　　 
※※※※※※※※※※（記･小板橋秀行）
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日本聖化協力会 (JHA)  第12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）

※２０１９年３月４日㈪ 午後１～３時２０分、東
京お茶の水にあるOCCビル８階ロビーで、日
本聖化協力会２０１９年度の全国評議員会が開
かれました。東海からは秋山直光師が出席。出
席者は事務局主事も含めて全体で２５名でし
た。 
※議事は主に２件で、第１号議案／２０１８年
度活動および会計報告は､①年２回開かれた
役員会(うち１回はメール会合)。海外講師を
迎えての聖化大会は隔年開催となって、この
年度はなし。２０１８年３月に第２回･聖化
フォーラムが開催された。②北海道から岡山
までの８つの地方聖化交友会と、教団･団体で
参加している代表者（１０団体）が過去１年の
聖化宣証の運動について報告をし、出席者一
同が耳を傾けました。③決算報告（出版委員
会も含む）があり、一括承認可決されました。 
※第２号議案／２０１９年度活動計画および予
算審議は､①第３回･聖化フォーラム(当日)を
継続開催する。秋の聖化大会にはヒューバー
ト･ハリマン先生を講師に迎えて、関東～九州
では聖化大会を開く。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９８万円を一括承認可決しました。 
※なお、長年 役員を務めた高橋養二師 (書記／ 
北海道聖化交友会)がこの評議員会をもってＪ
ＨＡ役員を退任され、後任は正副会長に一任
されました。 
※次回評議員会日程は２０２０年３月２日㈪の
予定です。 
※今回は、出席者全員にこれからのＪＨＡへの
期待や展望を述べてもらう時間を持ち、会場
のテーブルの並べ方もひと工夫して、みんなで
話し合っていこうという雰囲気がありまし
た。 
※なお課題が多くありますが、主の与えてく
ださる知恵を出し合って、前に向かって進ん
でいければと願わさせられました。 
　　　　　　　　　　　　報告･ 秋山 直光 
　

東海聖化交友会･役員（2019～2020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（ＪＨＣ名古屋城北教会） 
　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） 
　　　　　石田聖実（日本キリスト教団 鈴鹿教会） 
　　　　　猪木原 敦（ナザレン名古屋西教会） 

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
会　費 ※※060,000円 
席上献金 ※370,526円
一般献金 ※415,000円 
30周年記念189,158円 
次世代育成  90,542円 
雑収入　 ※418,000円 
利子　　 ※419,100円 
30周年特別  53,607円 

講師関連　 118,548円 
通訳謝礼　 1        0円 
渡航費分担 1        0円 
会場費　　 122,150円 
広報費　　 143,697円 
事務通信費 116,092円 
会議費　　 159,395円 
JHA書籍販売 24,100円 
全国評議員 121,520円 
JHA分担金 257,100円 
Xn新聞広告  22,630円 
30周年記念 189,158円 
青年特別へ 190,542円 

　小計　 ※776,833円 
繰越金 ※※115,905円 

　小計　 ※622,682円 
繰越金115 270,056円

　合 計　   892,738円 　合 計　   892,738円
※2019.1.29 総会にて承認



　  
　講師：小平 牧生先生 
　　　　　　　　       （キリスト兄弟団 西宮教会牧師） 

　会場：一麦教会 
　　　　　 
　　   
　　   

第26回

｢やせているけど大胆。少し首を傾けるクセがあるけれど
も、福音のメッセージは真正面から。背は高いけれども、人
を見下げない。生きているのが嬉しくなるメッセージを語る
牧師」 　初めて講師として招かれた教会のチラシにそう紹
介されていた。 
この時の姿を忘れないようにしたいと願う小平先生は、基督
兄弟団西宮教会･主任牧師をはじめ、同 教団の理事長、日本
福音同盟(JEA)副理事長、第六回日本伝道会議プログラム局
長などの要職に就き、説教集『有能であるよりも、有益であ
ることを』(いのちのことば社、2016)を出される主の器です。 
今年の聖会にも、期待して集いましょう!!

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･ＴＨＡ書記）

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

東海聖会

６月２９、３０日㈯㈰    
             両日とも 2:30pmより

第2回 青年集会 
｢ピザだまり｣ 
 6月29日㈯ 11:00am 
 一麦教会にて開催!! 
     ＊別紙 案内参照

主の豊かな恵みを求めて 
みなさんで集いましょう!!

6月29日･土 
　「戦いの勇士が燃え尽きた時」 
　　　第一列王記19章1～18節 
6月30日･日 
　「バトンをたしかに引き継ぐために」 
　　　ヨシュア記1章1～9節

……
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