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   東海聖会報

※新型コロナウィルスが各地で猛威を振るって
いる。今まで経験したことのないことが起き
ている。今年は多くの集会が軒並み中止･延期 
教会も集まって礼拝を守ることを休止し、また
東海聖化大会も中止が決まった。 
　何ともやり切れない気持ちもある。毎年楽
しみにしてきた超教派の集会ができないのだ。
同じ信仰の恵みに立つ者たちが教団を越えて
集まってともに御言葉を聞き、私たちを聖な
る者として召してくださる主の御業を再確認す
る……こんなに楽しいことはない。それなの
に、今年は東海聖化大会がもてない。 
　正直、私もいろいろなところでご奉仕させて
いただくことがある。小心者の私はギリギリま
でドキドキしている。ただ、講壇に立たせてい
ただいて、語り出すと俄然元気になる。力が出
てくる。モーセの時代から、主の言葉を語る者
はきっとみんなそうなのだろう。ドキドキしな
がら、でも同時に自分が一番神さまから恵みを
いただけるのを知っているから、御言葉を語る
のをとても楽しみにしている。聖会の御用は
なおさらだ。神が私たちに備えてくださってい
る豊かな恵みを、背後の祈りに支えられて語ら
せていただけることほど楽しいことはない。 
　今回の大会ができなかったとしても、神さま
はもっと大きなことをきっと用意していてくだ
さっている。たとい一見、コロナに聖化大会が
吹き飛ばされたように見えたとしても、そんな
ことはない。聖化の恵みはコロナをぶっ飛ばす 
たといコロナが猛威を振るい、私たちを縮こま
らせたとしても、聖化の恵みはそこでこそ生き
生きと輝くはずだ。そうでない聖化は、聖書の
聖化ではない。 
　聖化の恵みはこういう時にこそ、ものを言う 

私たちをはるかに越えた聖なるお方がいる。こ
のお方はすべてをその御手の
中に支配しておられる。神
はコロナを恐れていな
い。おびえていない。神
はコロナの中にあっても
その全能の力をあらわし
その聖なることを示すこ
とができる。そうしてくださ
る。 
　そして、そのお方は、その聖なる力をもって、
私たちの内にも働いてくださる。実際には、コ
ロナよりも、もっと大きな、もっと致命的な問
題がある。それは私たちの内側にある罪と汚れ
だ。私たちはコロナは大変だ大変だと言うく
せに、自分の罪と汚れに対しては時に、全く無
頓着だ。ただ実際にはこちらの方が実は人間
にとっては致命的なのだ。しかし、神は私たち
のそうした問題にも主イエスの十字架の血に
よって、聖霊によって、神の言葉によって、勝利
を与えてくださる。そして全く神のものとされ
た私たちを、このような危機と困難の中にあっ
ても、不安と恐れの中にあって、喜びと平安の
うちに生かし、愛をもって神に仕え、兄弟姉妹
に仕え、私たちの周囲にいる人たちに仕えるこ
とができるようにしてくださるのだ。 
　コロナの時、私たちの家庭で、地域で、学校
で、職場で、私たちの聖化が問われている。私の
聖化は本物か、ああやっぱり偽物だった、と自
分を責め、落ち込んでほしいのではない。神に
聖なる民としていただいた者として、神に与え
られている恵みの約束を再確認し、喜びと確信
をもって、主をたたえるお互いでありたいのだ ※※ 
　　　　　　ＪＨＣ東京中央教会 牧師 

「コロナの中で聖化を生きる」       
　　　 　　　　2020東海聖会講師･錦織寛

。

。
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今年の東海聖会は、急遽 
｢中止｣ となりました‼

、



　　30周年記念事業 報告 報告事業.　　

　　

※今回の総会は１８名の先生方がお集まりくだ
さり、新しく献堂されたインマヌエル名古屋教
会を会場に持つことができました。明るい雰囲
気の中、総会は会議室風の机の並びで、昼食と
午後の学びは丸テーブルに分かれた、和気藹々
とした環境で素晴らしい交流を持たせていただ
きました。
※総会の冒頭、秋山直光会長より日本聖化協力
会（ＪＨＡ）の現在の経済的な困難が報告され、第
二コリント８章１～７節から「恵みのわざ」につ
いての説教がなされました。この箇所から「霊
的な恩返し」ということに改めて気づかされ、現
状をよく知りつつ祈らせていただこうと思わさ
れました。
※議事においては、東海と遠州支部の2019年度
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第33回　東海聖化交友会･総会 
2020年2月18日㈫ 

インマヌエル名古屋教会 

　　　　　　　報告／THA書記･古田大展

の活動報告（聖会、聖化大会、総会、役員会、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。特に次世代育成に
ついては青年たちが役員の先生方のご指導のも
と、自発的にご活躍されていることが報告され
新年度の計画も伝えられました。新年度の活動
計画もまた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「スマートフォンと牧師」の主
題のもと、古田大展先生（活ける基督一麦教会）
から、現在多くの人にとって欠かすことができ
なくなっているスマートフォンの利点や教会に
おける活用方法と合わせて、スマートフォンを
持つことの短所、気をつけるべきことなどを紹
介いただきました 。
※また、ご司会を務めてくださった秋山直光先
生が、場の雰囲気を汲み取られ、当初予定にな
かった分かち合いの時間を急遽ご用意くださ
り、活発な、そして有意義な話し合いの時間も
持たれ、よき学びの時となりました。感謝とと
もにご報告いたします。

学びと研鑽 ｢スマートフォンと牧師｣ 
                           発表者･古田大展師（一麦教会）

Ⅰ. スマホ＝小型のコンピュータ 
※スマートフォンを使う方が牧師たちの間でも
増えてきました。多くの方はスマートフォンを
携帯電話のひとつとしてとらえておられるかも
しれませんが、スマートフォンは「電話もでき
る小型のコンピュータ｣と考えることが、正し
く使うためには良いと思います。	
※現在スマートフォンを使っておられない方も
３Ｇ電波の停止により、あと５年でスマートフォ
ンへの乗り換えが必要となるかもしれません。	

Ⅱ. スマホを使うことの利点 
※スマスマートフォンを持つことの利点は、そ
れがとにかく便利だということです。「いつで
も｣ ｢どこでも｣ ｢いくらでも」と、時間や場所、金
額、重量の制約で今までできなかったことが

可能になります。 
※情報をすぐ調べることができたり、テレビ電
話でどこででも顔を見て会議やカウンセリン
グができたりするようになります。 
※資料閲覧や文書作成、情報共有、報告･連絡
までも教会の外で簡
単にできるようにな
りますし、重たかっ
た荷物がポケットに
全て入るようになり
ます。 
※また、海外への連
絡が無料となり、洋
書、キリスト教書、神
学書が安価に手に入
れられるようになり
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ました。 
※兼牧や訪問などで忙しい牧師にはとても役
に立つ道具です。 

Ⅲ. スマホを使うことの欠点・まとめ 
※しかし、スマートフォンはもろ刃の剣です。便
利であることが全て牧会の妨げとなることもあ
るのです。	
※時間、お金、集中力、精神の安定、判断力、人

間らしさ、聖さ、祈りの
時間を奪われてしまう
人も中にはいるかもし
れません。	
　そうしたことがない
ように、スマートフォ
ンは便利な道具ですか
ら、キリストの栄光を
あらわすための道具と

割り切って使うこと、使わない時は切れるよう
である必要があります。やめられないようでは
いけません。 
※そして、今、スマートフォンを使っておられな
い先生は、それで良いと思います。スマートフォ
ンは便利なだけであって、必ずしも牧会、宣教
に不可欠なものではないからです。 

語る古田師と聞き入る参加者

演題もスマートに‼

第24回 遠州聖会 

　　｢苦しみの中での気づき」
　　　　～ホーリネスのめぐみ～
　　　　　　２０２０年２月９日㈰

                                            講師：加藤 望先生

※遠州聖会は遠州地区にある５つの教団（イン
マヌエル綜合伝道団・日本ホーリネス教団・救
世軍・ウェスレアン・ホーリネス教団）と単立グ
レイス･ライフチャーチの合わせて１０教会の協
力と祈りによりまして、２０２０年２月９日㈰午
後２時から、講師に加藤望先生（日本ホーリネス
教団 広島教会牧師）をお招きして、インマヌエ
ル浜松教会を会場に１５９名の出席があり、恵み
溢れる聖会となりました。
※司会は高橋要介師（浜松ホーリネス教会）が当
たられ、全体のプログラムを丁寧に手際良く進
められました。またグレイスキッズクワイヤの

讃美が聴きたいとの要望が例年ありまして、今
年も特別賛美の奉仕に応えてくださり、主に向
かって元気いっぱいに２曲の賛美を礼拝堂に響
かせてくださいました。
※加藤望先生は、創世記３２章２２～３２節まで
の御言葉を「私を祝福しなければ」と題して、取
り次いでくださいました。この箇所はよく知ら
れた物語でヤコブが何者か（神の使い）と夜明け
まで格闘し、夜明けにその人がももの関節を打
ちますと、ヤコブのももの関節が外れた記録で

す。
※加藤先生は相撲の話から始められました。元
横綱の貴乃花関がテレビに出演され「もともと
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横綱の貴乃花関がテレビに出演され「もともと
相撲という言葉は日本語ではありません。ヘブ
ライ語です。もともとは”シュモー”です」と話
されて大変驚かれたとのことでした。また、日
本相撲発祥伝承の地が奈良県にあり、その地名
が腰折田（こしおれだ）という町名で、二人の人
が相撲を取り一人が相手の腰の骨を砕いたと
いう伝承が地名の由来になっているとのこと。
※ヤコブは、ももの関節を外されて相撲には負
けましたが「私はあなたを去らせません。私を
祝福してくださらなければ」と神の使いにしが
み付き、神の使いから「あなたが神と、また人
と戦って、勝った」と言っていただきました。
※ヤコブは一生足を引きずりエジプトへ行くと
きには車に乗せられた、と。ヤコブは神様に祝
福を求め生涯を歩んだが、お兄さんに恨みを買
い、自分の過去と向き合わなければならなかっ
たと。ヤコブに合わせて、加藤先生はお証しを
なされました。
※米国の神学大学院で非常勤講師として教鞭を

取るようになり教団教師を辞しますが、肝硬変
等が見つかりました。日本で手術を受ける直前
にお母様が交通事故で重傷を負われ、その状況
の中で脾臓の摘出手術を受け、お母様が見届け
た様に天に召される経験をされました。そこか
ら教団牧師に復職され、広島福音教会に着任。
２年後には肝移植手術を受けられました。
※ヤコブはももの関節を外されましたが、私は
肝臓移植手術だった。免疫抑制剤を一生飲まな
ければならない。でもこれは祝福の徴だとお語
りになられました。神様の介入、憐みによって
自我が砕かれること、ホーリネスの恵みの中で
自我が磔殺されること、自我を外していただく
ことによって神の恵みに覆われること等を存分
にお語りになられました。神の前に出続けたい
神に本当に自我を砕いていただいて、神の御心

神に本当に自我
を砕いていただ
いて、神の御心
に従い続ける人
生に変えていた
だきたいと閉じ
られました。
※説教後、応答の賛美、新聖歌３９４番をささげ
ながら、加藤先生は講壇の前を“祈りの座”とし
て開放され、自分の意志を御前に祈り表明する
様に招かれますと、大勢の方々が神様の前に出
られ、特に若い方々が多く自分の意志を御前に
祈り表明されました。また、その真摯な姿と信
仰に励ましとチャレンジを受けました。けやめ
られないよう

、

項目 収入 支出
繰越金 
聖会分担金 
CD申込み ※1 
集会献金 
講師関連 
チラシ制作 
接待費 
送料 
CD制作(2019) 
　同 　(2020) 
委員会会場費 (３回) 
　同　交通費 ※2

857 
20,000 
10,800 
88,920 

87,160 
4,170 
4,941 
2,640 
1,200 
2,800 
6,000 
8,410

小  計 120,577 117,321
繰越金 3,256

合  計 120,577 120,577

～ 遠州支部･会計報告 ～

2020年 3月3日現在 
※１　含 感謝献金 
※２　含 THA総会出席片道分

遠州支部は、東海聖化交友会･初代会長の竿代
信和先生が呼びかけて 1996年に始まり、現在
は会長／竿代忠一先生、事務局／浜田耕三先
生の責任の下、独立した会計と委員会による
運営をしていますが、時に東海聖化交友会の
聖会出席を上回るほど祝福されています。
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第9回

チャーチ･オブ･ゴッド  
松阪キリスト教会 

※松阪キリスト教会は、１９７６年９月に群れ
の１０番目の教会として開拓が始められました 
当初、必要な荷物は「ＪＲ松阪駅留め」で送り、
その当日に住まい探しからのスタートでした。
よくこの年を「いくなむ(１９７６)りだ松阪伝
道」と自虐ネタで慰めまし
た。 
※なぜこの地に開拓なのか
は、①三重県の同じ群れの
錦キリスト教会と協力体制
を組むこと、②人口１０万
人以上の都市という、経済
を考慮した群れの開拓伝道
の基準にかなっていたことでした（現在の人口
は１６万人余）。 
※当教会は今年で４４年目となります。私も開
拓から継続しての牧師ですが、当時は若かっ

たこともあり、特別集会、映画会、婦人会、料
理教室、教会学校、キャンプ、きよめの学び
会、毎月トラクト配布など、多くの伝道の分野
に挑戦しました。ある時期から本当に教会の
柱となる信仰者の建て上げにもっと心を用い
るべきと示され、方針の修正をしました。 
※開拓８年目に最初の借家から、若者の多い
文教地区に移転し改築、その後長く祈って来

た新会堂建設が可能とな
り、同じ所で２００４年１１
月に献堂式を持つことが許
されました。私たちの群れ
は①福音の宣教、②聖潔の
生涯、③教会の形成の「三大
基本理念」を掲げていま
す。きよめの信仰を真理の

柱、土台としてなお進みたいと願っています。
(Ⅰテモテ３章１５節) 
（記・渡邉貞雄）

イムヌエル綜合伝道団 
浜松キリスト教会 

※古くは１９５２年、ポケット聖書連盟の大伝道
会を機に、会場となった浜松公会堂（現･浜松
市民会館）の小集会室で、巡回牧師によって集
会が続けられ、教会の基礎が作られていまし
た。その後、１９５４年４月に初代の尾崎隆牧師
が任命され、６月に最初の礼拝
を守りました。翌月、天幕伝道
会が開催され、その翌月、元城
町の一室で三公会を守れるよう
になりました。その後佐藤町
に移転し、１９６１年に川端正
一･新垣重夫牧師が任命され、
２年後には別の場所に移転、さ
らに５年後に同町内に新会堂が建築されまし
た。 
※１９８０年に第４の会堂が佐藤町に建設され
ましたが、川端正一師が突然召天され、ゆき子
牧師や川嶋副牧師によって牧会が続けられま
した。１９９７年に 天王町に 現在の会堂が与え
られ、その後 田辺岩雄牧師、現在の蔦田牧師 

が牧会に携わっています。 
※２０１１年の台風１５号により十字架の塔が倒
壊するという、大きな被害を受けましたが、現
在はそれに代わる入り口の｢赤い広告塔」で、
周囲の方々にも認識されるようになってきま
した。 
※教会学校の働きが盛んになされ、今もその働
きは続いています。一方、教会員の高齢化で、

｢次世代」はとうに越え、その次
の時代に入っており、各地の聖
会にもなかなか参加ができな
くなってきました。大切なバト
ンを繋ぐために細々とですが、
聖別会を持ちはじめ、きよめ
の学びの時も持たせて頂いて
います。 

※創世記２６章の「今や、主は私たちに広い所
を与えて、この地で私たちが増えるようにして
くださった｣、「我等斯地に繁衍（ふえまさ）ん｣
(文語)という約束を与えられて始められた働き
が、実現するように、祈りつつ進んでいます。 
  （記・蔦田直毅）

。
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二度と出ない神の器 
　
　わたしは所属教団の
任命によって１９７７年
３月に名古屋開拓に派
遣された。当初から名
古屋福音協力会という
牧師会に加わった。そ
の主なメンバーは毛戸
健二師、内村撤母耳師 
吉武昭男師、酒井宮夫

師、頓所正師他の方々であった。毛戸健二師は
リーダー格であり、毛戸師を親しく知ること
となった。
＊１９８０年秋には、ビリーグラハム東海国際
大会が開催され、毛戸健二師が実行委員長に
なられた。わたしも実行委員のひとりになっ
て、毛戸師の指示のもとに、事務局のお手伝い
をした。その折にも毛戸健二師の救霊への情
熱をつぶさに教えられた。 
＊１９８８年に東海聖化交友会が発足したとき
に、毛戸健二師も構成員のひとりとして熱心に
働きに参与された。毛戸健二師も麗子師もこ
と聖化宣証に関しては一途なものを感じさせ
られ、東海聖化交友会の発展に寄与された。 
毛戸師は救霊一筋というスピリットを感じさ
せる牧師であり、クリスチャンホームの形成と
いうことを教会形成の柱とされていた。それも
５組、６組のクリスチャンホームでは満足せず
に、限りなく多くのクリスチャン夫婦を生み出
された。 
そのようなこともあって基督兄弟団名古屋教
会は、まれに見る堅実な教会形成をされたよ
うに思う。 
毛戸健二師から教えられたこと、影響を受け
たことははかり知れないほどある。二度と毛
戸師のような器は出ないような気がする。 

記／日本イエス･キリスト教団尼崎福音教会
                                            松浦 剛

　　　　　　　　
＊４３年前、日本イエ
ス･キリスト教団の任命
を受け名古屋開拓に
遣わされたとき、４軒
長屋の１軒が伝道の場
でした。バス通りから
離れ、人通りもさほど
ない地にポツンと建て
られた工場用の建物に
入居者がないからと家主が建物を４分割し住
宅付貸店舗として貸し出した１軒に初代牧師
一家が赴任し、開拓の鍬が入れられました。
＊伝道は困難を極め７年８か月の後、若い私
たちが遣わされました。ナイナイ尽くしの状態
でしたが、開拓に勤しみました。そのような
中、婦人ランチョンの案内をいただき求道者
の婦人と共にメルパルクで開催されたランチョ
ンに出席しました。幼い子供をかかえたわた
しが初めて教会以外の集会に出席した集いで
した。時期もクリスマスであり、会場には着
飾った婦人たちが集い、華やいだ雰囲気の中
でゲストの賛美、メインスピーカーのメッセー
ジが語られました。わたしも求道者もびっく
りしてこんな世界があったのかと只々驚いて
帰途につきました。その時初めて毛戸麗子師 
松原向師にお会いしました。その後、この先生
方からは多くのことを教えられてきました。　　 
＊麗子先生は、お名前の如く麗しい品性の持
ち主であられることを接する度ごとに感じさ
せられ、わたしの伝道者人生のお手本となっ
てくださったことを心から感謝しています。細
やかな心遣い、人々に接する時の謙遜でかつ
あたたかい態度、またきれいな文字の心のこ
もったお便りなど数々の思い出がなつかしく
思い起こされます。 
＊ご主人の毛戸健二先生と心合わせて歩まれ
たその足跡にはすばらしい福音の実が実って
いることを思い、出会いの恵みに感謝がつき
ません。     　 記／ 同教会     松浦 みち子 
　

追悼：毛戸健二先生、毛戸麗子先生を偲んで

、

名前の如く麗しい品性の持ち主

師、頓所正師他 

、 



会に転任となりました。（※８面に関連記事）
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日本聖化協力会(JHA)  第13回 全国評議員会 ～新型コロナにより中止

東海聖化交友会 の運営（役員および決算報告）

※日本聖化協力会（ＪＨＡ）は、1985年12月に
設立された ｢聖書的な聖化の信仰を確認し宣
証することを目的とした団体」で、日本全国の
聖化を標榜する諸教団や私たちのような地域
の交友会をまとめる働きをしています。 
※日本聖化協力会は、それらの加盟団体の代
表者を迎えて、毎年３月に東京･お茶の水クリ
スチャンセンターで全国評議員会を開催して
います。東海聖化交友会からも毎年 代表者が
出席していますが、ここ２年ほどは会長の秋山
がその任に当たっています。 
※今年も３月２日㈪に全国評議員会が予定さ
れていましたが、折からの新型コロナ感染が
看過できない事態となり、ＪＨＡ役員会はギリ
ギリまで開催の可能性を探っていましたが、結
局 中止を決定。議事はあらためてメールで会
合をするという初めての試みとなりました。 
※３月２～５日に参加者の確認。６～１０日に
議案の提出。その後、２３日までのほぼ２週間
をかけて審議。質疑や意見表明、修正動議など
をして審議打ち切り。最終的に２４日にメール
による採決で、提出された４議案を承認しま 

した。 
※新しい２０２０年度は⒜聖化フォーラム（３月 
･お茶の水）の継続、⒝『聖化』誌の年１回発行、
⒞秋の聖化大会は海外講師を迎えない年なの
で それぞれの地域で聖会等を開催する、⒟役
員会は１回はメール会合、もう１回は１０月１９
日㈪にIGM中目黒教会で開催などとなりま
す。 
※懸案の会計は、なかなかむずかしい現状で
す。日本聖化協力会といっても、これまではそ
の中核を占める関東聖化交友会が大きく 全国
の働きを支えてきてくれた側面があります。 
※東海聖化交友会も、決して潤沢な運営をし
ているわけではありませんが、この会計危機に
なんとか力になることはできないかと祈って
いきたいと思います。 
　　　　　　　　　　　　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　　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） 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  

　松浦 剛先生は、前THA会長として、ま
た長く役員として 良きリーダーシップを発

※※※揮してくださっていましたが、この年度替わ
※※※りで、日本イエス･キリスト教団 尼崎福音教

収入 支出
会　費 ※※090,000円 
席上献金 ※326,875円
一般献金 ※41       0円 
次世代育成  87,914円 
雑収入　 ※411,830円 
利子　　 ※419,101円 

講師関連　 185,653円 
通訳謝礼　 120,000円 
渡航費分担 116,531円 
会場費   　 120,000円 
広報費　　 122,440円 
事務通信費 127,792円 
会議費　　 156,328円 
JHA書籍頒布 27,320円 
雑費　　　 121,955円 
Xn新聞広告  22,630円 
慶弔費   　 132,450円
青年特別へ 187,914円 

　小計　 ※516,620円 
繰越金 ※※270,056円 

　小計　 ※501,013円 
繰越金115 285,663円

　合 計　   786,676円 　合 計　   786,676円
※2020. 2.18 総会にて承認

転任

～ 東海聖化交友会･会計(決算)報告 ～
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年明けからニュースとなっていた新型コロナウィルスによる感染拡大が本
格化した３月、東海聖化交友会･役員はメールによる連絡を取り合って、今
年６月末に予定していました「第27回東海聖会」をやむなく中止すること
といたしました。 

楽しみにしていました聖会講師･錦織寛先生のメッセージを直にお聞きすることは今年はできな
くなりましたが、快く寄せてくださった東海聖会報･巻頭言は、聖会メッセージと同じぐらいに
霊的な励ましといただくものとなり、錦織寛先生には心より感謝しています。 
今年秋には、第32回東海聖化大会（10月18日㈰･畑野順一先生･インマヌエル名古屋教会）を予定
していますが、開催可否は状況を見て またお知らせいたします。 
こういう時にこそ、互いの教会のために祈り合っていきましょう‼　『互いの間に愛があるなら
ば、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての人が認めるようになりま
す。』(ヨハネ13:35)※主のみこころの実践に励んでいきましょう‼    (秋山)

このたび転任された 
松浦･前東海聖化交友会会長に感謝して……

インマヌエル磐田教会牧師　竿代忠一※ 

※2007年、磐田教会に赴任するとと
もに、遠州支部の責任を担うこととな
りました。そのとき以来、東海聖化交
友会の会長であられた松浦先生のご指
導を仰ぐこととなりました。 
※2015年には、秋の聖化大会の御用
を先生の新しく獲得された会堂でさせ
ていただいたことは、大切な思い出と
して留めております。 
※遠州支部のためにも絶えずお心を用いてく

「松浦 剛先生を送る」

ださり、遠州聖会（２月）でわざわざ浜松までご
挨拶にお出でくださったこともありました。 
※先生と御交わりを許されて感ずることは｢誠
実さ」ということであります。神に対する御態
度はもちろんですが、人に対して接せられる時

にもそれをしみじみと感じます。 
※先生ご夫妻を尼崎にお送りするに当
たって、エゼキエル書4 7章のみことばが
心に通っております。 
※「いのちの水の流れ」が、一千キュビト
を測るごとに、その深さを増し、両岸の
木々が豊かな結実をもたらしたように、
祝福と勝利のご生涯でありますよう、切

にお祈り申し上げます。　　　　　　　　　　

～ ご案内 ～ 

第32回 東海聖化交友会 
2020年10月18日㈰ 

2:30pm 
講師：畑野順一先生 

会場：インマヌエル名古屋教会 
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