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   東海聖会報

※旧約聖書を読むと､「聖会」は祭や年の節目に
開かれている。旧約聖書の時代の「聖会」は今の
時代、私たちが慣れ親しんでいる聖会とはまた
違っていただろう。ただ御言を聞き、神の前に
出るということにおいては何も変わらない。そ
して聖書が基本、聴くものであった時代には、イ
スラエルの民は、なおさら大きな渇きをもって 
共に主の前に集まったことだろう。それは神の
聖をもう一度、再認識する時であり、主の前に
自らへりくだり、悔い改めるときであっただろ
う。そして、同時に、主の恵みをイスラエルの
会衆が共に喜ぶときであったはずだ。これは彼
らにとってとても大切な年中行事だった。 
　さて、今年も東海聖化大会がもたれようとし
ている。形はどうであれ、私たちは共に主の前
に、その御言の前に出たいと思う。私たちをは
るかに越えた聖なるお方に近づきたい。このお
方は単に聖なるお方であるだけではない。その
圧倒的な恵みによって、私たちをご自身のもの 
聖なるものとしてくださる。そして、私たちは
このお方を共に喜ぶ。初めて「聖化の恵み」を
求めて集う方々が多く与えられるようにと思
う。ただすでにこの恵みを体験しているお互
いも、イスラエルの民が毎年、共に集まって聖
会を開いたように、聖化の恵みを再確認し、そ
の豊かさに触れるために、毎年、ここに参加す
ることを決めたいと思う。 
　最近は「聖化」ということが とてもバランス
をとって理解され、論じられるようになった。
聖化は、瞬時的・転機的なものであると共に継
続的なプロセスであることが強調され、個人的
なものであると共に、教会的なものであり、もっ
というと社会生活にも拡がりをもっていくもの
なのだ。 

　ただ同時に、その反面、最近の聖会は、ともす
ると聖会っぽくない。物足りなさを感じること
もある。自分の期待がずれているのかもしれな
い。昔のがいい、と単純に言いたいのではない 
昔の聖会はいろいろとゆがみも
あったのかもしれない。ただ
最近、きよめ派と称される
私たちが、なんとなくお行
儀良く、おとなしくなって
しまっているのかもしれな
い……という危機感を感じて
いる。聖化をホーリスティックに、バランスよく
理解し、バランスよく語るのももちろん大事。
でも、同時に、今まで大事にされてきた、個人
的・瞬時的・転機的な体験としての聖化が語ら
れなくなり、そのような迫りを失ってしまうと
したら、聖化交友会は徐々に存在意義を失って
いくかもしれない、と危惧している。 
　その意味では、今年も東海聖会にリベンジの
ようにお招きいただいて、少々、オールドファッ
ションの（古風な）、昔懐かしいメッセージを語
らせていただきたいと願っている。私たちが単
に、罪赦され、神と和解し、義とされ、神の子と
され、永遠の命に生きる者とされる、という信
仰の出発点だけではなく、神がそこから続く歩
みのためにもどんなに大きな恵みを備えてく
ださっているかを共に御言からくる驚きをもっ
て聞きたい。聖なるお方の前に、聖なる者とす
るとおっしゃるすばらしい主の約束に共にあ
ずかりたいのだ。 
　さあ、聖会だ！　多くの祈りと準備の中で聖会
が開かれる。そうだ、主は私たちのために聖会
を開いてくださる。私たちは喜びをもって参加
しようではないか。 
　　　　　　（ＪＨＣ東京中央教会 牧師）

さあ「聖会」を開こう       
　　　 　　　　2021東海聖会講師･錦織寛

、

、

。



　　30周年記念事業 報告 報告事業.　　

※今年は新型コロナウイルスの影響を考慮し、
初めて会場（インマヌエル名古屋教会）とZoomに
よるハイブリッド開催といたしました。 
※会場には１０名、Zoomでは６名の先生方にご
出席いただきましたが、内山勝先生自らお手伝
いくださり、インマヌエル名古屋教会の設備を
インターネット会議向けに整えてくださったこ
ともあり、初めての試みであったにもかかわら
ず不自然さを意識することなく、一体感をもっ
て議事を進行、交わりを持たせていただくこと
ができました。 
※総会冒頭では、秋山直光会長より使徒の働き
16章6-10節が開かれ、パウロの宣教が聖霊の
禁止と不許可によりとどめられたことで､「主
は何をなさりたいのだろうか」と困惑したであ
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於：インマヌエル名古屋教会 

　　　　　　　報告／THA書記･古田大展

は何をなさりたいのだろうか」と困惑したであ
ろうその姿が、現代に生きる私たちに重ねられ
ました。しかし、主は無視をしておられるのでは
ないこと、ご計画は進んでいることを「今わから
ずとも、後知るべし」と信じていく励ましが語
られました。 
　続いての議事においては、東海と遠州支部の
2020年度の活動報告ならびに会計報告がなさ
れ、承認をいただきました。それから、新年度の
活動計画もまた、予算とともに承認をいただき
ました。また、役員改選・人事についても議案が
あげられ、提案された名簿が信任されましたこ
ともご報告いたします。［※役員名簿は７頁に］ 
　総会に続いての学びでは､「コロナ下の教会と
その働き」と題して、川津良知先生（兄弟団名古
屋教会）から発題をいただき、各教会でなされ
ている対策もお聞きする時間が持たれ、大変恵
み豊かな時間となりましたことを、感謝ととも
にご報告させていただきます。

※総会に引きつづき､「新型コロナ感染症への
教会の対応」をテーマに学びの時を持ちました。
オンラインでの遠方からの参加者も起こされ、
感謝しています。 
※事前に行ったアンケートの結果がプリント配
布され、発題の川津良知師からは牧会されてい
る教会内での具体的な事例が分かち合われまし
た。その後、質疑応答や意見交換の時を持ちま
したが、その中では「オンライン礼拝をどう考え
るか？｣、｢一麦教会で発行したオンライン礼拝
心得集の紹介｣、｢オンライン聖餐を行っている
インマヌエル名古屋教会からの具体的な執行方
法紹介｣、｢ネット配信の課題と可能性｣、｢コロ
ナ陰謀論の教会への影響」など様々な事が語り 
合われ幸いな時となりました。（関昌宏） 

｢コロナ禍を通されて｣     川津良知 
※2020年、戦後生まれの私たちにとっては、
これ以上ない不安と戸惑いの中を通されまし
た。礼拝に一緒に集まることを勧めてきた私た
ちが会堂に集まることをやめさせ、案内を出し
て招いてきた伝道集会もすべて中止としまし
た。 

兄弟団名古屋教会の状況 
※名古屋市で最初に発症された方からクラス
ターが起こった場所が道徳の教会近くで、大き
な騒ぎとなりました。2/21には、総会前でも
あったので本部から注意喚起が出され、名古屋
教会では、クラスターも出ていましたので、2/
23の週報で注意喚起を出しました。そして公
共機関で礼拝に来られている高齢者の方へ、

学びと研鑽　　　……総会につづいて 

「コロナ下の教会とその働き」 
　　　　　　　　 　司会／関昌宏師　  　発題／川津良知師
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共機関で礼拝に来られている高齢者の方へ安全
のために自粛していただくよう連絡し、予定し
ていた行事の変更をし、礼拝では座席の位置、
消毒、マスク着用などの協力のお願いを始めま
した。3月に入り、未知の新型コロナウイルスの
情報を週報で簡単に知らせ、役員会での対応策
なども伝え、必要な時には対応についての情報
を週報以外でも知らせて、礼拝を持ち続けてい
く工夫をしてきました。しかし、4月10日から緊
急事態宣言が発せられ、本部から各教会へ自粛
要請が出されました。そのため、4/12のイース
ター記念礼拝の後、名古屋教会も自粛に入りま
した。会堂で集まるすべての行事を中止してし
まいました。 
会堂で集まるすべての集会の自粛判断 
※当時は、新型コロナウイルスが未知のウイル
スであったため、どのようなもの
かわからず、とにかく人が集まっ
て接触しないことが今できるこ
とと考え、多くの職場も学校も
集まることを自粛していましたの
で、私達も自粛を決断しました。 
１年を振り返って 
※現在、昨年以上に感染者が増
え、医療も崩壊寸前と言われな
がら、以前のような自粛はありま
せん。昨年４月に会堂での集ま
りを自粛してしまいましたが、
結果的に普段集まっている教会員の中に感染者
は一人も出ていません。つまり、もしその時、自
粛せずに集まっていたとしても、教会から感染
が広がることはなかったということです。主の
憐れみと教会員の協力とお祈りを感謝していま
す。 
※１年前､「もし、教会で感染し、広がったらど
うするか｣ ｢死者が出たらどうするのか｣ ｢責任
を取れるか」と思うと大きなプレッシャーでし
た。 
※昨年、教会員のお孫さんの感染がわかった時
には、とても驚きました。その子は礼拝に来て
いませんでしたが、その子の家族が来ておられ
ました。濃厚接触者となりますが、しかし後日
感染は確認されず、陰性の結果と知り、一安心

しました。 
※またある教会では、礼拝出席した２～３日後
に陽性者とわかりました。ある教会では土曜日
に熱があり保健所で検査をしていたのですが、
日曜の朝には熱が下がっていたからと礼拝に来
て、その午後に陽性者だとわかりました。その
他にも、私たちの教団の中に感染報告がありま
したが、教会から感染が広がることなく守られ
てきました。守られてきてはいますが、何が起
こるかわかりません。ですから私としては自粛
することに戸惑いつつも､「教会でもし感染し
広がったらどうするか｣ ｢死者が出たらどうする
のか」と思うと自粛せざるを得ませんでした。 
現在の対応 
※現在、新型コロナウイルスの感染について、多
くは飛沫にあるとわかってきました。ある大学

では、医者が感染者と接触する際 
マスクをした上にフェイスシール
ドをした場合、99.99％感染防止
になると発表されました。しかし
ある病院で感染が広がったとい
うニュースがあり、その感染は飛
沫ではなく感染者が使用したも
のを注意して扱わなかったこと
が原因ではないかと言われてい
ました。 
※接触は避けたほうがいいので
すが、しかし飲食店では黙食を行

い、接触を避けながらの営業を続けています。
そして感染報告は今のところ出ていません。 
※それで今、２回目の緊急事態宣言が出され、
昨年の４月以上に感染者数が多く出ていますが
それでも私たちは集まることをやめずに、注意
しながら感染防止対策をして集まり続けていま
す。 
コロナ禍を通されて思うこと 
※私たちクリスチャンが、礼拝に一緒に集まる
ことは、何のためにしているのでしょう？だ緊急
事態の中で、一緒に集まるのをやめることが世
のため、人のために協力することなのかと思い
ました。もちろん、時と場合によっては、集ま
ることをやめるという判断をしなければいけな
い時もあります。 

、



１＆２．新型コロナ感染症がただならない出来事だと感じた／教会の諸集会に影響が出てきた、のは 
※※※※いつ頃でしたか？ 
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※創世記12：3『わたしは、あなたを祝福する
者を祝福し、あなたを呪う者をのろう。地のす
べての部族は、あなたによって祝福される。』
神様のアブラハムへの約束ですが、この約束に
よってイスラエルは祝福の基と呼ばれるように
なりました。 
※ローマ９：8『すなわち、肉の子どもがそのま
ま神の子どもなのではなく、むしろ、約束の子
どもが子孫と認められるのです。』※イエス･キ
リストを信じた私たちも約束の子･アブラハム
の子孫とされ、クリスチャンも祝福の基とされ
ています。つまり、私たちによっても地のすべ
ての部族が祝福されると、私は信じています。 
※また、Ⅰペテロ2：9『あなたがたは選ばれた
種族、王である祭司、聖なる国民、神のものと
された民です。それは、あなたがたを闇の中か
ら、ご自分の驚くべき光の中に召してくださっ
た方の栄誉を、あなたがたが告げ知らせるため
です。』※ 
※ですから、私たちが一緒に集まり、礼拝をす
ることで神の祝福がこの世に及ぶものであると
信じています。集まらないという決断をするこ
ともありますが、しかしそれでも、私たちが集
まり、礼拝をささげる中で神様の祝福がもたら
さまり、そして礼拝をささげる中で神様の祝福
がもたらたちが集まり、そして礼拝をささげる
中で神様

され、私たちが一緒に集まって礼拝をしていけ
るように神様がコロナ禍からこの世を守り、助
け出してくださると受け止めています。 
※多くの犠牲者が出ています。医療従事者の方
や、最近クラスターとなっている介護施設で奮
闘されている職員、緊急事態宣言に休業、時短
営業で協力し、営業を続けることができず途方
に暮れている方もいます。まさにコロナ禍であ
り、世の中が必死に立ち向かっています。教会
も感染しない･させないが最重要です。 
※しかし私は、できる限り、礼拝に共に集まる
ことで、私たちを通して神の祝福が及び、この
世の中が様々な方法で新型コロナウイルスに
立ち向かっていることを、神様が私たちのため
に益にしてくださっていると信じています。 
※私たちが共に集まって礼拝をささげ、神様の
祝福に与ることが、私たちクリスチャンの協力
の一つと考えて、今、共に集まることを励まし
ています。 
※判断がとても難しいです。ただ一緒に集まれ
ばいいというわけでもありません。神様の祝福
が与えられる判断をしていけるように、憐れみ
を求めていきます。〈終〉

※総会に先立ち「新型コロナと教会の対応」に
ついてアンケートを実施した結果、以下のよう
な内容となりました。

アンケート結果の報告

下紙面を通じて分かち合わせていただきます。 
下［※回答数１３、集計･まとめ／秋山］『』集



３．教会では、どのような対策をしましたか？（していますか？） 
　　⑴分散礼拝………礼拝を２回に、礼拝出席人数の制限、リモート併用、これまで音声のみのHP
※※※※に映像配信も加える、祈祷会も会堂／オンラインのハイブリッド方式、Xmas集会も２回に
※※※※分けて。 
　　⑵感染防止策……時短礼拝、検温、うがい･手洗い、手指消毒、座席の間隔を空ける、換気、賛美
※※※※発生中止、聖餐の中止、アクリル板設置、会食中止、飲食をする際は黙食で、集会後の施設消
※※※※毒、オンライン会議、日曜午後のプログラム中止、特集･子ども向け集会の中止。 
　　⑶礼拝の自粛……会堂閉鎖、信徒の自宅待機を許す。 
　　⑷情報の収集……感染状況の情報収集、教会員にアンケートを取った(a.会堂で礼拝を、b.自宅
※※※※でオンライン、c.どちらも可能、d.説教メモの自宅郵送）。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　(※注) 項目別にまとめてみました。 
４．コロナ対策で 何か困っていることがあったら、教えてください。 
　　・猛暑時のマスク着用で熱中症発症者が出た。 
　　・信徒間の交わりが分断された。教会活動に制限が加えられた。対外的な伝道活動に影響大。教
※※※会経済に若干の落ち込み。 
　　・ネット利用ができない高齢者への対応に苦慮。ネット配信設備を整えても奉仕者がいない。 
　　・会堂の清掃･消毒がいつまで続くのか？※週報の配達が十分にできていない。集会や愛餐がいつ
※※※安心して再開できるか見通しが利かない。教会員の不安解消に目途が立たない。 
　　・礼拝出席人数が減少。教会活動･伝道活動が滞っている。 
　　・リモート･ネットに慣れていない方へのフォローがむずかしい。 
　　・政府･自治体の対策がまちまち、判断基準があいまいなこと。集会の持ち方もその都度 対応を
※※※考えなくてはならない。医療･福祉･教育等に従事する信徒が礼拝に出席できない。高齢者･施
※※※設入所者など、連絡方法に限界がある。 
　　・外に向けての伝道が休止に。教会学校の外向け働きかけも同様。教会員の子ども達もオンライ
※※※ンで。交わり･会食ができない。 
　　・病気の方のお見舞い訪問ができなくなっている。 
５．コロナの状況下で、何か明るい話題があったら、教えてください。 
　　・求道者が起きた(HPを見て)。 
　　・水曜夜の祈祷会をオンラインでするようになり、個人的な繋がり･教会に帰ってくる方･関わり
※※※が深まる方が起こされた。 
　　・以前から実施していたリモート配信がより充実した。リモート導入により信徒の未信者家族が
※※※礼拝に加わる。 
　　・教会総会が時短で持てる。互いに支え合い、励まし合う信徒。信じ執り成す信徒。協力して集
※※※まり合う信徒たちの姿。 
　　・疎遠だった信徒の方がオンライン礼拝に加わる。 
　　・遠方の知人や信徒がオンライン礼拝に加わる。 
　　・所属教団の牧師会がリモート開催されるようになった。 
　　・求道者が送られている。教会員にリモート設備設置の必要性への理解が生まれた。教会に集ま
※※※るという、これまで当たり前だったことへの感謝が生まれた。 
　　・受洗者･求道者が継続的に与えられている。小学校の対策に準じて継続している子ども向け集
※※※会に親子で出席者が与えられている。 
　　・求道者･受洗者･受洗準備中の方が与えられている。外向けの働きかけがないのに不思議な主の
※※※導きもある。会堂／オンラインの分離を防ごうと信徒が電話･LINEなどで工夫してくれている。 
　　・教会員が教会生活に励んでいる。 
６．新型コロナ感染症の蔓延という出来事について、牧師として考えるところがあれば ご紹介くださ
※※い。［※原文のまま］ 
※※・人類に対する警告と思う。 
※※・感染症対策として集会を中止したり、オンライン化する必要がある一方で、個人としても教会
※※※としても安易に流れやすい傾向があることを覚えて注意深くありたい。コロナ禍にあって「地
※※※域の目を気にして」集会を中止すべきという意見を聞き、日本宣教の課題を再認識させられた。
※※※アフターコロナにおいても、5Gの浸透と相まってオンライン化の流れはさらに進むと考える。
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※※・教会の在り方や集会の持ち方など 従来の枠を超えた新しい発想や取り組みの良い機会となる。大規
※※※模から小規模、多人数から少人数にシフトし、より深い人間関係を構築する。牧師と信徒の協力に
※※※より、一人一人の必要に応えるオーダーメイドの伝道を可能にする。 
※※・傲慢なものへの神の戒めであるように考えている者へのメッセージをどのように届けるのか悩む。
※※※コロナ感染者の方が迷惑をかけたからと自殺されたが、教会員も家族の中にコロナ感染者が起こっ
※※※たり、あるいはあまり考えず会食に出かけた家族のことで迷惑をかけれないと心を痛めながら礼拝
※※※を休まれている方をどのようにフォローするのか悩む。 
※※・聖書にある「疫病」(詩篇90:6など)がとても身近で切実に感じられた。「いっしょに集まる」(ヘブル
※※※10:25)の意味や理解をはじめ、教会に集まる･礼拝をする･世に伝道する･クリスチャンの信仰と希
※※※望など基本的なことへの問い直しの機会となっている。主の民だけ特別に守られたゴシェンの地(出
※※※エジプト8:22他)とは違って、教会もこの世と同じくコロナ禍に置かれていることに神が託した牧師
※※※や教会へのメッセージを深く考える。 
※※・神の摂理の中の出来事として厳粛に受け止めたい。 
※※・早くコロナ禍の収束と終息を祈るだけです。 
※※・大きな災害である反面、教会や奉仕にとっては主の御前の“PAUSE”の時ととらえています。これま
※※※での伝道の姿勢や方法を振り返り、手つかずの部分に手をつける準備と心備えの時が与えられ 感謝
※※※しています。“元に戻る”ことでなく、新しい出発となることを期待しています。教会員の意識を変え
※※※るよき機会でもあります。 
※※・神さまの強制リセットによって教会の本質が問われていると感じている。礼拝が今までのようにで
※※※きなくなって、礼拝とは何かを考えさせられる。食事などの交わりができなくなって教会の交わりと
※※※は何かを考えさせられている。伝道的なイベントが今までのようにできなくなって伝道とは何かを
※※※考えさせられている。教会とは何なのか。このままで良いのか。変わらなければならないのではない
※※※か。何かをすること以上に、どうあるかが問われているように感じている。 
               ［※注：Q.４、５については編集者が文章をまとめました。  Q.６は回答者の原文のままです。］

※※※※※※※
※今年２月に予
定されていまし
た遠州聖会は、
中止 (１年延期)
となりました。

コロナ禍にあって大人数にて集まることを避け
るため、また現況の中、講師の先生に遠路、お
越しいただくことのご負担などを考慮してのも
のです。 
※例年ですと遠州聖会の当日、当インマヌエル
島田教会では礼拝を早めに終えると、それぞれ
サッと帰宅し、バタバタと昼食を取ったかと思
うと直ぐに教会に再集合。その間、わずか〇〇
分‼※何か遠足？に出かけるような面持ちで、
(霊の饗宴に与かるべく) 車に分乗して分乗して
浜松に向けて出発していました。これは２月の
風物詩⁈ともなっていました。 
※それが今回、中止となり残念ですが、その分

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
来年の更なる恵みを待ち望ませていただいてい
ます。 
※来年(2022年)には2月13日に、鎌野善三師
(日本イエス･キリスト教団 西宮聖愛教会)をお招
きして、｢聖潔の実践 ～ダイナミックに生きる｣
をテーマに開催されます。この暗い時代にあっ
て、それぞれが主の証人として力強く歩むべく
この聖会が祝福され、用いられますようお祈り
いただければと存じます。 

※※2020年度は遠州聖会を開催せず、準備委員※
※※会も行わなかったため、会計報告は収入･支※
※※出ともに０円とのことです。（秋山） 

遠州支部の働き 

　　  報告:  浜田耕三 
　　  （遠州支部･事務局）
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※わたしは弱冠２３歳で関西聖書神学校に入学
した。２年上級の女子神学生に久富という方が
いた。愛知の中島一碩師の薫陶を受けた人と聞
いた。中島師にお会いしたことはなかったが
有為な献身者を送り出した牧師だから、立派な
器に違いないと思った。 
※やがて神学校を終え、５年後には牧師資格を
取得し、３２歳で
１９７７年に名古
屋開拓に赴任し
た。土地建物は
言うまでもなく 
人も金もなく、
１０年２０年と働
きは空転した。 
※そのような中 
日本福音連盟総
会が兄弟団一宮
教会で前後２回
あった。その都
度下働きの要員として駆り出され、中島師の指
導下に奉仕した。わたしとの年齢差は５年だと
いうのに、指導力は抜群であった。 
※わたしは将来の夢を育むため、岐阜県白川町
の辻パイプオルガン工房を訪ねたり、中村区内 

の辻パイプオルガン工房を訪ねたり、中村区内
のピアノ教師に１０年間ピアノの指導を仰いだ
りしていた。そのようなわたしを知った中島師
は、ご自分の仕えている教会にパイプオルガン
を設置された時、２階礼拝堂へのエレベータ設
備ができた時、教育館や牧師館を新築された
時、見に来るように声を掛けてくださった。 
　２０１１年のこと、中島師に名古屋西地区牧師
会で､「自伝的説教論」を３回にわたって講演し
ていただいた。わたしだけでなく多くの牧師が
中島師の奉仕姿勢や実績を通し、啓発され、力
をいただいたことであった。誠に惜しい人を天
に送ったように思えてならない。 

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

※昨年のコロナ禍の中、密
集を避けるため葬儀は近
親者のみで行われまし
た。秋山は前日の会堂を
開けての ｢お別れの会｣ に
弔問に伺い、中島真実先生
ご夫妻にご挨拶させてい
ただきました。

　　追悼：中島一碩先生を偲んで  

師、頓所正師他 

 ～2020年10月17日召天

、 

１ 

、 

東海聖化交友会 の運営（役員および決算報告）

東海聖化交友会･役員（2021～2022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　　高山清和（インマヌエル豊田キリスト教会） 
　 会計　　新田栄一（ＪＨＣ名古屋城北教会） 
　　 　　　黒田百合香／補（活けるキリスト一麦教会） 
　 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） 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  

　長年、書記をされた古田大展先生が今回、退任され、一麦
の群れからは黒田百合香先生が加わりました。黒田先生は
今春神学校を卒業した若手のホープです。レッ 
　また日本聖化協力会は、3月8日にZOOM全国評議員
議員ます。黒田先生は今春神学校を卒業したばかりのフ
レッシュな女性の先生です。

収 入 支 出
会費              78,000円 
席上献金      166,625円 
一般献金　　　52,000円 
次世代育成　  11,500円 
雑収入             1,000円 
利子                       2円 

講師関連        54,607円 
通訳謝礼                 0円 
渡航費分担              0円 
会場費                    0円 
広報費           24,880円 
事務通信費     27,549円 
会議費           31,341円 
書籍頒布                 0円 
雑費                       0円 
JHA分担金     62,690円 
Xn新聞広告             0円 
慶弔費           11,408円 
青年特別へ     11,500円 

小 計           309,127円 
繰越金         285,663円

小 計           223,975円 
繰越金         370,815円

   合  計       594,790円    合  計       594,790円

～東海聖化交友会･会計(決算) 報告～

※2021. 2.15総会にて承認

会を開催。３年に１度の役員改選で新会長･工藤弘雄
師、副会長･梅田昇師と秋山直光師を選出しました。

在りし日の中島先生と教会のパイプオルガン



第28回 

 東海聖会

2021年6月26､27日 
両日ともに2:30pmより 

講師：錦織寛師 

主催：東海聖化交友会 
               会長  秋山直光 
                                    豊明市新栄町七丁目５番地 
                                    ☎0562-97-6468 

「聖会」 開 ������

昭和36(1961)年、牧師
の子として大阪に生
まれる。 
東京聖書学院卒業
後、坂戸キリスト教
会で村上宣道師の
下で副牧師。 
その後、米国に留学
して、タルボット神学
校でキリスト教教育を学
ぶ。帰国後、平成12(2000)年より日本ホー
リネス教団東京中央教会牧師。現在、東京
聖書学院院長(2013～)、日本ホーリネス教
団次世代育成プロジェクト委員長を務めて
いる。　 
著書に『ホーリネスへの招き』(日本ホーリネ
ス教団出版)などがあり、わかりやすい語り
口の中にも主への愛が情熱をもって伝わっ
てくる器。 

　活けるキリスト一麦教会 
　　　〒465-0094 
                      名古屋市名東区亀の井2-101 
                      ※地下鉄｢一社｣駅から南へ徒歩8分 

土  
日

※会場に来られない方も聖会の恵みに
※あずかれるよう、今年もYouTube
※ライブ配信を実施します。 
※左記のQRコードから「東海聖化交
※友会･公式YouTubeチャンネル」に
※※※※お入りください。 https://tinyurl.com/yee43z2l
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