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　主の聖名を賛美します！

　こちらは、12 月 16 日陸軍公立学校襲撃テロ事件で、いま

だ病院にいる子供たちのために、教会のユースたちがクリスマ

スカードを作り、届けま

した。ここラホールでは

何があるかわからないと

いうことで、ニュースに

注意し、出かける時はチ

ームで出かけています。

……不穏な動きが多いの

ですが……。パキスタン

の日常生活においては、このことよりも、寒さ、ガス不足、電

力不足、インフレーションが深刻です。

　パキスタンの「寒い」時期、多くの地域は霧に包まれていま

す。ほとんど太陽の光が届かず、気温のわりに体感温度が低い

です……。氷点下近くの気温の中、ガス不足、電力不足で暖房

が使えないのは厳しいです。そんな中、体調不良になっていく

高齢者や弱った子供を見ます……。

　暗いニュース、厳しい生活の中、私たち宣教師の役割は、求

める人たちとともに座り、時間も物も分かち合い、主がこの世

界に来てくださった喜びをともに味わうことです。毎朝には、

女性伝道者とのデボーション、彼女たちとの働きがあります。

だんだん悪くなっていく世の中でも福音の光は輝きますから、

普通のおばちゃんたちの日常に届くみことばをどうやって伝え

るか、教材作りを始めています。これも、必要性が日々感じら

れるだけに、私たちのチ

ームは真剣です！ ……

そんなこんなで家に帰っ

てくると消耗し、ぐった

りしている最近……。う

ちにあったストーブは、

ガスタンクとともに、障

害児さんがいる家にあげ

てしまったのですが、韓国人の宣教師にもらった電気毛布にく

るまって、これを書いています。日本のみなさんにとっては、

こんな不誠実な私のために祈り、支えてくださっていることを、

本当に感謝しています。私が主からいただいている、言葉にで

きない幸いと平安、これをみなさんにお届けしたい気持ちでい

っぱいです。インターネット

が調子悪くなりましたが、う

ちの屋上からだと送れそうで

す。感謝！

◎太田ともえ宣教師支援の窓口は大津キリスト福音教会です。

　2009 年 2 月、代表者会議でＴＰＫＦのゆるやかな同盟を目指

して 1 期 3 年任期の三役が選ばれ、2 期 6 年を務めさせていた

だきました。今日までの皆様のお祈りとご協力を感謝いたします。

　はじめにＴＰＫＦ諸教会の現状把握をするためにアンケートを

取らせていただきました。当時 65 教会中 54 教会がアンケート

に答えてくださいました。当時の教会数は 65（現 67）、教職者数

は 84 名（現 88 名）。礼拝出席者数 1328 人（現 1799 人）、信

徒平均年齢は 50 歳以上が 65％（現 50.4％）、新来会者の年間

平均出席は 1 教会 20 名、54 教会中 4 割の教会が後継者を必要

としていました。

　三役からは、教職者のパラダイムシフト（思考転換）の必要、

本質を別にして、変えるべきことは思い切って変える勇気を持ち、

複数教会牧会、牧会サポートのできる役員の育成、早急に次世

代を継承する若者が起こされていくためにＴＰＫＦ大会での若者

の集り等を提案させていただきました。

　実践できる具体的なことは、講壇交換をして相互の教会員も教

職者も変化を経験して励まされること。また、教職者の高齢化に

ついては、各教会の役員を訓練する。すでにＫＦＫでは役員セミ

ナーを持っていますのでその輪がさらに広がることを期待してい

ます。

　現在、ほとんどの宣教師が帰国され、日本人に責任が任されて

います。以前は受身でしたが、今度はパートナーとして日本宣教

にお招きすることを考えました。幸いにも鳥羽で開かれたＰＡＭ

でお会いした北欧の宣教部門の責任者から、必要があれば日本

の応援をしたいとの申し出もあり、現在フィンランドとノルウェー

との間でパートナーシップ契約を結ぶことができました。2011 年

3 月の東日本大震災ではＴＰＫＦ及び海外からの献金窓口を設け、

献金、ボランティアありがとうございます。活動をＴＰＫＦ全体が

協力し合ってさせていただきました。

　最終的に、ゆるやかな同盟については、共通の聖書学校、機

関誌発行、ちから誌の協力編集、分担金の徴収など教団に近い

ことをしているので、強力なフェロシップで建て上げていく方向

性がお互いに確認されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　　中見　透

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副議長　小山大三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記　　中坊久行

NeG ワーカーズ

　NeG とは、Next Generation、次世代という意味です。（NG

だと、「良くない」という意味に聞こえてしまうので、小さ

な e が入りました。）40 代以下の教職者が２日間フィンラン

ド学校に集い、共に賛美し、祈りながら、これからのＴＰＫ

Ｆについて意見交換を行いました。40 代が６名、40 歳以下

が９名、そして、三役の中見師と中坊師が参加。ＴＰＫＦは「ぶ

どう」のイメージという発言がありました。それぞれしっか

りとした粒ですが、つながって一つの房になっています。地

域教会の単立を維持しつつも、助け合いながら神の国の宣教

を達成する、そのような群れであることを改めて確認し、よ

り一層の協力体制の強化の必要性を認識しました。今回は、

一泊という時間をとることができたので、会議というよりも

賛美と祈りのための時間を多くとり、共に祈りの中で神のみ

こころを求めつつ話し合うことができました。NeG ワーカ

ーズの強化はＴＰＫＦの未来を左右します。今後ともご支援

をよろしくお願いします。（キッチンは守山の兄弟姉妹が協

力していただき、美味しいご馳走を用意してくださいました。

感謝します。） （小山英児）

〈イースト〉イースト・フェローシップ・デイ

　「プレ（準備）大会を行えない？」２年ほど前、単ペン大
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しなければ大会運営はできないと誰もが感じていました。そ

れで、年代別祈り会、分科会を中心としたイースト・フェロ

ーシップ・デイが開催され、その流れの中で 50 回単ペン大

会が行われました。2014 年も再びフェローシップ・デイを
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れた秦野の福野（竹内）友美師へ花束を贈呈し、共に祝福す

る時ももつことができました。2015 年は、９月 21、22 日
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イーストユースOneDay バイブルスクール

　2014 年 11 月 24 日、今回もワンデーバイブルスクールは、
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〈FCMF〉 心に残るクリスマス
　グローリーチャーチ敦賀自由キリスト教会　

　 昨 年 12 月 21 日

（日）、幼い子どもも

お年寄りも集まっ

てクリスマス礼拝、

お楽しみのランチ、

そしてコンサート

を持ちました。参加は礼拝からの方、ランチから更に増えて、

コンサートには更に新しい方が加わりました。コンサートゲ
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ンサートにも愛と元気があふれました。開師は被災地や刑務

所を訪問された際のお証しと共に ｢インマヌエル、神は我ら

と共におられる（マタイ 1:23）｣ と語られました。ご夫婦の

息の合ったハーモニーと様々なお証しに、神様を崇めました。

初めて来られた方は ｢本当に感動した、きみも行くといいよ

｣ と友人に勧めて下さり、毎年クリスマスにおいでになる方

からは「とてもいい教会ですね」と言って頂きました。小さ

な群れに、神様の大いなる御業が現わされています。 新し

い年も主に大いに期待いたします。 （札場みどり）

〈キリスト福音〉「新年聖会の恵み」　

　「みんなで教会を建て上げよう」（エペソ４：11 〜 16）をテ

ーマに、2015 年１月 12 日（月祝）綾部市中央公民館におい

てキリスト福音教会新年聖会が行われました。当日は真っ白

な雪景色の中でしたが、１５０名を超える兄弟姉妹が集まり

ました。お昼は何組もの兄弟姉妹による賛美があり、すばら

しい交わりの時を持つ事ができました。午前と午後の２回行

われた聖会の講師は JEC 南大阪福音教会の福島敏雄牧師で

した。教会開拓の大変な働きの中で、祈りとみことばによっ

て神様に導かれてきた恵みを力強く語ってくださいました。

「信仰は主に聴き、従い、御業を見ることによる」「私は◯○

したい。」よりも「私は◯○します。」という、「タイよりマス」

の信仰、「1％のクリスチャンすべてが毎年 1 人ずつ主に導

くなら、7 年で日本はクリスチャンばかりになる！」大きな

ヴィジョンを持っていこうという福島先生のお勧めに、大き

な励ましをいただきました。 （置田信也）

　「聖霊の恵み」
深草キリスト福音教会　杉山　泉　

　１年ほど前のことですが、私

は海外でのある講義の通訳をす

ることになりました。最初は通

訳者として選ばれたことが嬉し

く、喜んで準備をしていたので

すが、いざ、出発の日になり、

急に恐怖が私を襲いました。

　「よく考えれば、まともな通訳もしたことがないのに、

英語の講義の通訳なんて私にできるはずがない！」

　良い気になって引き受けてしまった自分の愚かさと、そ

のことで皆に迷惑をかけてしまうという恐怖で、行きの飛

行機の中私は泣いていました。

　通訳の当日、友人に祈ってもらい、意を決して前に立ち

ました。結果はボロボロ。通訳をしている間の私の顔は不

安でいっぱいでした。

　「明日はもうできないと言おう」そう決めていた時、あ

る先生が私に「明日立っても良いし、立たなくても良い。

途中で代わってもらうのでも良いと思う。」と励まして下

さいました。

　もう私に通訳ができる自信は全くありませんでしたが、

１分間だけでも喜んで立てたら、神様は栄光を現して下さ

る！と、本当は不安でたまらないはずの私の心に、聖霊様

が信仰を与えて下さいました。

　その日は前日よりも長い 2 時間の講義でした。１分間

喜んで立つつもりが、多くの友の祈りと、また主の不思議

な導きにより、全ての時間喜んで前に立つことができまし

た。ハレルヤ！

　東日本大震災が起こった年、私たち家族はフィンランド

学校の近くに住んでいました。その頃フィンランド学校に

は住居人がなく、空いている状態だったので、ニュースで

被災地の様子を見るたび、使われていないきれいな部屋が

たくさんあるフィンランド学校が、何らかの形で被災した

人たちのために使われたらいいのに…と、漠然と思ってい

ました。

　１年１０カ月が過ぎ、わたしたち家族はフィンランド学

校に管理人として住むことになり、翌年、被災地の子ども

たちのための保養キャンプ、びわこ☆１・２・３キャンプ

がフィンランド学校で持たれることになりました。たくさ

んの子どもたちや親子が、様々な地域から集まり共に過ご

しました。こうして管理人としてフィンランド学校に住ん

だことで、直接被災地の方たちを迎え、関わることができ、

４年前心に思っていたことがこのような形で現実となった

ことに、とても不思議な主の導きを感じています。

 （レフトサーリ麻衣）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　12 月 15 日「淡路島で開催された農業関連のフォーラ

ムに、兵庫県の支援を受け 10 名招待いただき参加しまし

た。こちら（宮城県仙台）から米、野菜、試食くずんたも

ち、漬物、ひとめぼれ……などの材料を持ち込んでのイベ

ントで……阪神淡路大震災から 20 年のイベント参加打診

により、私どもの三本塚地区（若林区）が仙台市と宮城県

の推薦を受けたのです……。時間があれば守山まで行けた

のですが…教会の皆様もすばらしいクリスマスを……」と

いうメッセージを受け取りました。

　津波で壊滅的被害を受けた仙台市若林区にも、少しずつ

家の再建をし、地区に戻られる人々がおられます。小野さ

んは町会長という役職を通して地域の復興のために尽力し

ておられます。震災翌年の夏、微力で短期の泥だしを通し

て始まった交わりは、その後も夏の訪問、教会員手作りの

クリスマスの贈り物、年賀状交換、また宮城のお米が贈ら

れてくるなど…互いを思いやる関係にあります。「10 年越

しの支援」は寄り添い続け、覚え続けるところに意味があ

るように思えます。 （守山：上田勇矢）

東日本大震災支援ボランティアの恵み

ＴＰＫＦ三役、６年間の総括

ＴＰＫＦ宣教地よりの便り	─パキスタン　太田ともえ宣教師─ ＴＰＫＦ	全国各地の情報・報告

自作クリスマスツリー

祈る人々

婦人伝道師たちと
（写真左が太田ともえ宣教師）

あかし

“教会で新成人を祝福”

御殿場純福音キリスト教会

亀岡ベタニヤ教会

守山キリスト福音教会
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　　中見　透

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副議長　小山大三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記　　中坊久行

NeG ワーカーズ

　NeG とは、Next Generation、次世代という意味です。（NG

だと、「良くない」という意味に聞こえてしまうので、小さ

な e が入りました。）40 代以下の教職者が２日間フィンラン

ド学校に集い、共に賛美し、祈りながら、これからのＴＰＫ

Ｆについて意見交換を行いました。40 代が６名、40 歳以下

が９名、そして、三役の中見師と中坊師が参加。ＴＰＫＦは「ぶ

どう」のイメージという発言がありました。それぞれしっか

りとした粒ですが、つながって一つの房になっています。地

域教会の単立を維持しつつも、助け合いながら神の国の宣教

を達成する、そのような群れであることを改めて確認し、よ

り一層の協力体制の強化の必要性を認識しました。今回は、

一泊という時間をとることができたので、会議というよりも

賛美と祈りのための時間を多くとり、共に祈りの中で神のみ

こころを求めつつ話し合うことができました。NeG ワーカ

ーズの強化はＴＰＫＦの未来を左右します。今後ともご支援

をよろしくお願いします。（キッチンは守山の兄弟姉妹が協

力していただき、美味しいご馳走を用意してくださいました。

感謝します。） （小山英児）

〈イースト〉イースト・フェローシップ・デイ

　「プレ（準備）大会を行えない？」２年ほど前、単ペン大

会 50 回記念大会に向けての教職者会議での話し合いの時の

ことでした。ゆるやかな同盟と言いつつも、協力関係を強化

しなければ大会運営はできないと誰もが感じていました。そ

れで、年代別祈り会、分科会を中心としたイースト・フェロ

ーシップ・デイが開催され、その流れの中で 50 回単ペン大

会が行われました。2014 年も再びフェローシップ・デイを

行って欲しいという要望があり、９月 27 日、御殿場純福音

キリスト教会にて開催されました。今回は、11 月に結婚さ

れた秦野の福野（竹内）友美師へ花束を贈呈し、共に祝福す

る時ももつことができました。2015 年は、９月 21、22 日

と東京ライトハウスチャーチの八束先生をお迎えして湘南国

際村センターで一泊二日のフェローシップ聖会をもつ予定で

す。 （小山英児）

イーストユースOneDay バイブルスクール

　2014 年 11 月 24 日、今回もワンデーバイブルスクールは、

豊かな聖霊様の交わりの中で、濃くそして深い学びの時とな

りました。普段なかなか学べない内容は新鮮であり、聖書の

おもしろさやイエスさまの偉大さ等を改めて知る、良い機会

でした。 （町田純福音教会　石井潤平）

〈FCMF〉 心に残るクリスマス
　グローリーチャーチ敦賀自由キリスト教会　

　 昨 年 12 月 21 日

（日）、幼い子どもも

お年寄りも集まっ

てクリスマス礼拝、

お楽しみのランチ、

そしてコンサート

を持ちました。参加は礼拝からの方、ランチから更に増えて、

コンサートには更に新しい方が加わりました。コンサートゲ

ストには、「ざわめき」で幅広く伝道しておられる滝元開師、

典子師をお招きしました。お二人の賛美と証しで礼拝にもコ

ンサートにも愛と元気があふれました。開師は被災地や刑務

所を訪問された際のお証しと共に ｢インマヌエル、神は我ら

と共におられる（マタイ 1:23）｣ と語られました。ご夫婦の

息の合ったハーモニーと様々なお証しに、神様を崇めました。

初めて来られた方は ｢本当に感動した、きみも行くといいよ

｣ と友人に勧めて下さり、毎年クリスマスにおいでになる方

からは「とてもいい教会ですね」と言って頂きました。小さ

な群れに、神様の大いなる御業が現わされています。 新し

い年も主に大いに期待いたします。 （札場みどり）

〈キリスト福音〉「新年聖会の恵み」　

　「みんなで教会を建て上げよう」（エペソ４：11 〜 16）をテ

ーマに、2015 年１月 12 日（月祝）綾部市中央公民館におい

てキリスト福音教会新年聖会が行われました。当日は真っ白

な雪景色の中でしたが、１５０名を超える兄弟姉妹が集まり

ました。お昼は何組もの兄弟姉妹による賛美があり、すばら

しい交わりの時を持つ事ができました。午前と午後の２回行

われた聖会の講師は JEC 南大阪福音教会の福島敏雄牧師で
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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の推薦を受けたのです……。時間があれば守山まで行けた

のですが…教会の皆様もすばらしいクリスマスを……」と

いうメッセージを受け取りました。

　津波で壊滅的被害を受けた仙台市若林区にも、少しずつ

家の再建をし、地区に戻られる人々がおられます。小野さ

んは町会長という役職を通して地域の復興のために尽力し

ておられます。震災翌年の夏、微力で短期の泥だしを通し

て始まった交わりは、その後も夏の訪問、教会員手作りの
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しの支援」は寄り添い続け、覚え続けるところに意味があ
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東日本大震災支援ボランティアの恵み

ＴＰＫＦ三役、６年間の総括

ＴＰＫＦ宣教地よりの便り	─パキスタン　太田ともえ宣教師─ ＴＰＫＦ	全国各地の情報・報告

自作クリスマスツリー

祈る人々

婦人伝道師たちと
（写真左が太田ともえ宣教師）

あかし

“教会で新成人を祝福”

御殿場純福音キリスト教会

亀岡ベタニヤ教会

守山キリスト福音教会
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　主の聖名を賛美します！

　こちらは、12 月 16 日陸軍公立学校襲撃テロ事件で、いま

だ病院にいる子供たちのために、教会のユースたちがクリスマ

スカードを作り、届けま

した。ここラホールでは

何があるかわからないと

いうことで、ニュースに

注意し、出かける時はチ

ームで出かけています。

……不穏な動きが多いの

ですが……。パキスタン

の日常生活においては、このことよりも、寒さ、ガス不足、電

力不足、インフレーションが深刻です。

　パキスタンの「寒い」時期、多くの地域は霧に包まれていま

す。ほとんど太陽の光が届かず、気温のわりに体感温度が低い

です……。氷点下近くの気温の中、ガス不足、電力不足で暖房

が使えないのは厳しいです。そんな中、体調不良になっていく

高齢者や弱った子供を見ます……。

　暗いニュース、厳しい生活の中、私たち宣教師の役割は、求

める人たちとともに座り、時間も物も分かち合い、主がこの世

界に来てくださった喜びをともに味わうことです。毎朝には、
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だんだん悪くなっていく世の中でも福音の光は輝きますから、

普通のおばちゃんたちの日常に届くみことばをどうやって伝え

るか、教材作りを始めています。これも、必要性が日々感じら

れるだけに、私たちのチ

ームは真剣です！ ……

そんなこんなで家に帰っ

てくると消耗し、ぐった

りしている最近……。う

ちにあったストーブは、

ガスタンクとともに、障

害児さんがいる家にあげ

てしまったのですが、韓国人の宣教師にもらった電気毛布にく

るまって、これを書いています。日本のみなさんにとっては、

こんな不誠実な私のために祈り、支えてくださっていることを、

本当に感謝しています。私が主からいただいている、言葉にで

きない幸いと平安、これをみなさんにお届けしたい気持ちでい

っぱいです。インターネット

が調子悪くなりましたが、う

ちの屋上からだと送れそうで

す。感謝！

◎太田ともえ宣教師支援の窓口は大津キリスト福音教会です。
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てキリスト福音教会新年聖会が行われました。当日は真っ白

な雪景色の中でしたが、１５０名を超える兄弟姉妹が集まり

ました。お昼は何組もの兄弟姉妹による賛美があり、すばら

しい交わりの時を持つ事ができました。午前と午後の２回行

われた聖会の講師は JEC 南大阪福音教会の福島敏雄牧師で

した。教会開拓の大変な働きの中で、祈りとみことばによっ

て神様に導かれてきた恵みを力強く語ってくださいました。

「信仰は主に聴き、従い、御業を見ることによる」「私は◯○

したい。」よりも「私は◯○します。」という、「タイよりマス」

の信仰、「1％のクリスチャンすべてが毎年 1 人ずつ主に導

くなら、7 年で日本はクリスチャンばかりになる！」大きな

ヴィジョンを持っていこうという福島先生のお勧めに、大き

な励ましをいただきました。 （置田信也）

　「聖霊の恵み」
深草キリスト福音教会　杉山　泉　

　１年ほど前のことですが、私

は海外でのある講義の通訳をす

ることになりました。最初は通

訳者として選ばれたことが嬉し

く、喜んで準備をしていたので

すが、いざ、出発の日になり、

急に恐怖が私を襲いました。

　「よく考えれば、まともな通訳もしたことがないのに、

英語の講義の通訳なんて私にできるはずがない！」

　良い気になって引き受けてしまった自分の愚かさと、そ

のことで皆に迷惑をかけてしまうという恐怖で、行きの飛

行機の中私は泣いていました。

　通訳の当日、友人に祈ってもらい、意を決して前に立ち

ました。結果はボロボロ。通訳をしている間の私の顔は不

安でいっぱいでした。

　「明日はもうできないと言おう」そう決めていた時、あ

る先生が私に「明日立っても良いし、立たなくても良い。

途中で代わってもらうのでも良いと思う。」と励まして下

さいました。

　もう私に通訳ができる自信は全くありませんでしたが、

１分間だけでも喜んで立てたら、神様は栄光を現して下さ

る！と、本当は不安でたまらないはずの私の心に、聖霊様

が信仰を与えて下さいました。

　その日は前日よりも長い 2 時間の講義でした。１分間

喜んで立つつもりが、多くの友の祈りと、また主の不思議

な導きにより、全ての時間喜んで前に立つことができまし

た。ハレルヤ！

　東日本大震災が起こった年、私たち家族はフィンランド

学校の近くに住んでいました。その頃フィンランド学校に

は住居人がなく、空いている状態だったので、ニュースで

被災地の様子を見るたび、使われていないきれいな部屋が

たくさんあるフィンランド学校が、何らかの形で被災した

人たちのために使われたらいいのに…と、漠然と思ってい

ました。

　１年１０カ月が過ぎ、わたしたち家族はフィンランド学

校に管理人として住むことになり、翌年、被災地の子ども

たちのための保養キャンプ、びわこ☆１・２・３キャンプ

がフィンランド学校で持たれることになりました。たくさ

んの子どもたちや親子が、様々な地域から集まり共に過ご

しました。こうして管理人としてフィンランド学校に住ん

だことで、直接被災地の方たちを迎え、関わることができ、

４年前心に思っていたことがこのような形で現実となった

ことに、とても不思議な主の導きを感じています。

 （レフトサーリ麻衣）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　12 月 15 日「淡路島で開催された農業関連のフォーラ

ムに、兵庫県の支援を受け 10 名招待いただき参加しまし

た。こちら（宮城県仙台）から米、野菜、試食くずんたも

ち、漬物、ひとめぼれ……などの材料を持ち込んでのイベ

ントで……阪神淡路大震災から 20 年のイベント参加打診

により、私どもの三本塚地区（若林区）が仙台市と宮城県

の推薦を受けたのです……。時間があれば守山まで行けた

のですが…教会の皆様もすばらしいクリスマスを……」と

いうメッセージを受け取りました。

　津波で壊滅的被害を受けた仙台市若林区にも、少しずつ

家の再建をし、地区に戻られる人々がおられます。小野さ

んは町会長という役職を通して地域の復興のために尽力し

ておられます。震災翌年の夏、微力で短期の泥だしを通し

て始まった交わりは、その後も夏の訪問、教会員手作りの

クリスマスの贈り物、年賀状交換、また宮城のお米が贈ら

れてくるなど…互いを思いやる関係にあります。「10 年越

しの支援」は寄り添い続け、覚え続けるところに意味があ

るように思えます。 （守山：上田勇矢）

東日本大震災支援ボランティアの恵み

ＴＰＫＦ三役、６年間の総括

ＴＰＫＦ宣教地よりの便り	─パキスタン　太田ともえ宣教師─ ＴＰＫＦ	全国各地の情報・報告

自作クリスマスツリー

祈る人々

婦人伝道師たちと
（写真左が太田ともえ宣教師）

あかし

“教会で新成人を祝福”

御殿場純福音キリスト教会

亀岡ベタニヤ教会

守山キリスト福音教会
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「聖霊様と私」　御殿場純福音キリスト教会伝道師　北村聖慈

　「ペンテコステ」「聖霊」「異言」と聞くだけで、以前の

私は少し身構えるような人間であった。そのような言葉を

連呼する人たちのことを避けることさえ多かった。もちろ

ん聖霊の存在や働きのすばらしさは知っていた。でもあえ

てそれらを強調するような発言は自分からはしなかった。

ところがその自分が「聖霊様」という存在を強烈に意識せ

ざるを得ない出来事があった。

　2011 年、その年の 4 月から地域の自治会長になること

になったのだが、いざ会計を見るとお金がウン十万足りな

いのである。すぐさま臨時総会を開き、問題の説明を住人

たちに求めた。知らないふりをするもの、人のせいにする

もの、私にも分からない情報が次々出てきた、毎回総会を

開くたびに、人を罵る声や怒号が飛び交い、しまいには無

記名で「犯人は〜です」のようなビラが全世帯にまかれ、

最後はその怒りの矛先がわたしに向くような有様だった。

　私は総会の前に必ず車の中で一人で祈るようになった。

短い祈りではあったが、その祈りの中で「もう１人の助け

主」「聖霊」という言葉が私のうちから離れなかった。そ

して、本当に何年振りか、「異言」で祈らなければと思っ

たのである。そう思い口を開いた途端、異言が私の口から

出て止まらなくなった。そしてその祈りの中で、私の前を、

人から誤解され、罵声を浴びせられても黙って十字架を背

負っていくイエス様の後ろ姿が見えたのである。祈り終わ

った後、私の心は不思議と、聖霊様がともにおられるとい

う確信と平安で満ち溢れていた。そして、それ以降、総会

では文句のある一人一人に論理的に納得のできる、有無を

言わせない説明をする力が与えられた。また問題解決の多

くの知恵と、そのためのあらゆる助け手も送ってくださり、

皆も納得する形でこの問題は終結した。自分の常識や限界

を突き抜けた聖霊様の働きは言葉でどう表現して良いかわ

からない。ただ感謝と賛美しかできない。助け主、聖霊様

ありがとう ! ハレルヤ !!

「新しい恵みの世界が開かれて」
御殿場純福音キリスト教会　岩田里香　

　ＴＰＫＦ大会講師の先生

が、神様と過ごす時間をも

つ招きを受けたと語られた

時、それは私自身へのチャ

レンジでもある事に気づか

されました。それは主ご自

身を求める事だと言われま

したが、よく深く私はその

本当の意味を理解できずにいました。

　その後、ある日曜日の礼拝中での出来事でした。賛美中に

「主よ、あなたの事をもっと知りたい」という歌詞に目がと

まり、不思議とあの聖会と同じ招きを感じました。まるで神

様から“あなたに必要なのはただ私だけなのだよ”と語られ

ているかの様でした。同時に私には多くの必要がありました

が、それを神様以上に握りしめ、偶像化してしまっていた事

を示され悔い改めました。

　私は今、神様を愛して自分の周りの人々を愛してゆく事を

第一とするなら、その他の必要はすべて神様が満たし、祈り

に答えて下さる事を日々教えられ、その恵みを体験していま

す。

「癒やしの恵み」
大垣インターナショナルフルゴスペルチャーチ　森　幸一　

　主に賛美します。この度

マルコ・セルコマー師の「癒

しの聖会」に参加させてい

ただきました。

　私は岐阜純福音教会の枝

教会であります大垣インタ

ーナショナルフルゴスペル

チャーチに所属しています。日本人、ブラジル人、韓国人、

フィリピン人また別の国々の方達と礼拝しています。特にブ

ラジルの方々はとても明るく家族で礼拝に来られ、兄弟姉妹

の奉仕等、とても素晴らしい集会を経験させてもらっていま

す。

　今回マルコ先生の集会では先生が礼拝中に口の回りに何か

問題のある方が示されてますとメッセージされました。実は

私は部分入れ歯ををしています。４〜５日前から入れ歯が入

らなくなりました。無理して入れますと、痛くて痛くて我慢

ができませんでした。２年以上使っていましたが今回初めて

のことでした。マルコ先生がこのメッセージは私の事だと気

が付き、すぐに口に手を当てて祈りました。“主よ私の入れ

歯が使えますように”と。すると口のまわりがなんとなく暖

かくなるのが分かりました。私は入れ歯をかばんの中に持っ

て来たので、はめてみました。何と痛みもなく、使える様に

なりました。それ以降前と同じように使っています。もちろ

ん痛みもありません。感謝。このことを通してますます神様

に頼って祈って毎日を主に感謝して生きていきます。

　アルバイト先で	
� 京都キリスト福音教会　吉田宣教　

　聖書に書かれている神様をそのまま信じなければならない

とセルコマ師がおっしゃっていましたが、みことばを実際に

体験する毎日が楽しいです。１月２日にアルバイトに行った

とき、一緒に働いている同僚の友達 S 君（大学４年生）が僕

にこう言いました。

　「せんきょ〜、お腹いたいわ〜どうしよう〜」…「う〜ん、

僕はお祈りしたらいつも治るけどねぇ」と言った瞬間、僕は

上田勇矢先生が言っていたことを思い出しました。

　『祈ってもいいですか？と聞いて祈るのを嫌がる人はほと

んどいない』（青少年伝道コース 11/8）

　そして「これがそのとき！？」と思い、Ｓ君の方に手をか

ざして目をつぶり、口に出してこう祈りました。

　「あっ、じゃあ祈りますね。天の父なる神様、痛みがなく

なっていやされるようにしてください。イエス様の御名によ

って祈ります、アーメン。」

　すると、目をあけた瞬間 S 君が言いました。「あっ、治っ

た…。」逆に僕がびっくりして、「えっ、ほんまに？！」と聞

いてしまいました。すると、S 君は真面目に「いや本当に治

った！」と言いました。

　しかし 3 分くらいすると、また S 君が僕のところに来て

言いました。「なぁせんきょ〜、またお腹痛くなってきたわ

ぁ。」「そういうことあるよ！一度お祈りしても痛みが戻って

来る。そういう時はもう一度祈る。いやされた、と信じきっ

たらもう２度と痛み戻ってこないよ！」（T.L. オズボーン著

『みことばの力』）と言って、もう一度イエスの御名によって

祈りました。すると、いやされて痛みは戻ってきませんでし

た。僕は感動して「すごいっしょ！？ いやされるっしょ！？」

と言いました。「うん、すごい！ ほんまに治った！ でも、こ

れせんきょーの力じゃないの？」と彼は言いました。「いや

違うよ、祈りには力がある！ 神様すごいんよ！」と言うと、

「おっ、おぉん。なるほどぉ。」と興味深そうにしていまし

た。この出来事は他のアルバイトの人も見ていたようで、1

月 14 日もＫ君（大学４年生）が「お腹痛い」と言ったので、

「祈りましょうか？ S 君治りましたよ。」と言うと、K 君は「う

ん、そのとき見てた！ 祈って。」と言いました。僕はまたお

祈りしました。少ししていやされました。ハレルヤ！素晴ら

しいイエス様に栄光がありますように！

単立ペンテコステ教会諸教会（名簿順）
北広島自由キリスト教会 ／ 房総中央キリスト教会 ／ 大佐和キリスト教会 ／ 町田純福音教会 ／ 鶴見純福音教会 ／ 横浜フィラデルフィヤ教会  

磯子フィラデルフィヤ教会 ／ 金沢フィラデルフィヤ教会 ／ 横須賀クリスチャンセンター ／ 保土ケ谷純福音教会神の愛チャペル 

大和あがないの丘キリスト教会 ／ 戸塚カルバリ純福音教会 ／ 栄シャローム福音教会 ／ 伊勢原聖書キリスト教会 ／ 秦野クリスチャンセンター 

北アルプスグローバルチャーチ白馬キリスト福音センター ／ 南アルプスグローバルチャーチ小笠原純福音教会 ／ 甲府カルバリ純福音教会 

富士吉田純福音キリスト教会 ／ ハーベスト・チャーチ山梨 ／ 裾野純福音キリスト教会 ／ 御殿場純福音キリスト教会 

富士純福音キリスト教会グレースチャーチ ／ 小松ベタニヤ福音教会 ／ 小松南部キリスト教会 ／ ホープハウス ／ 福井自由キリスト教会

文教ゴスペルセンター ／ 松岡福音教会 ／ 丸岡福音キリスト教会 ／ 勝山自由キリスト教会 ／ 三国自由キリスト教会 ／ 敦賀自由キリスト教会

武生自由キリスト教会 ／ 金津福音キリスト教会 ／小浜キリスト福音教会 ／ 小浜キリスト福音教会三方伝道所 ／ 高富グレイスチャペル 

岐阜純福音教会 ／ 岐阜純福音白鳥教会 ／ 岐阜純福音大森チャーチ ／ 大垣インターナショナル・フルゴスペルチャーチ ／ 岐阜ライフチャーチ 

美濃グレースチャーチ ／ 岐阜中央チャペル ／ 本地ガ原自由キリスト教会 ／ 瀬戸サレム教会 ／ 滋賀キリスト福音教会 ／ 守山キリスト福音教会 

大津韓国福音教会 ／ 大津キリスト福音教会 ／ 田上キリスト教会（大津キリスト福音教会伝道所） ／ 甲賀キリスト福音教会 ／ 水口キリスト福音教会 

甲西キリスト福音教会 ／ 雲井キリスト福音教会 ／ 米原キリスト福音教会 ／ 綾部キリスト福音教会 ／ 亀岡ベタニヤ教会

京都キリスト福音教会 ／ 山科キリスト福音教会 ／ 深草キリスト福音教会 ／ 宇治キリストペンテコステ教会 ／ 木幡キリスト福音教会 

大阪キリスト福音教会／ 須磨自由キリスト教会 ／ 神戸フィラデルフィヤ教会 ／ 南さつまキリスト福音教会
　以上の教会に1部以上を送っています。私たちの願いはすべてのＴＰＫＦの信徒が一部ずつ持つことです。

　ご意見、ご感想は次のメールアドレスにお願いします。tpkf.pentecost@gmail.com ＴＰＫＦの公式ホームページ　http://www.tpkf.org/

　関西聖書学院「日本福音主義神学会全国研究会議」

　2014 年の最大イベントは 11 月初旬の日本福音主義神

学会の全国研究会議でした。ＫＢＩが会場になり、日本各

地から神学者、神学校教師や神学生、教職者をお迎えでき

ました。

　学生の兄姉たちは会議に参加しながらもよく裏方で仕え

てくれました。不思議な天的な喜びに浸された 3 日間で

した。それは私たち聖霊派の教会が福音主義陣営の一翼を

しっかりと担う存在であることを確認できたことです。関

野祐二師（聖契神学校長）の講義から私たち聖霊派の諸教

会が持つＤＮＡが、まさしく福音主義の原点ＤＮＡと重な

っていることを確かめることができました。学生兄姉が神

学生時代から超教派的な交わりを育て、日本の隅々にまで

福音を届けていくために、諸教会がますます一致していけ

るように、国内外の宣教のために用いられていくようにと

願わされました。KBI もそのために一層用いられていくこ

とを願いつつ。私も個人的に大変恵みを受けた時でした。

 （大田裕作）

○ＮＲＡ
　エンパワード２１世界大会とイスラエルの旅
　　5月 18 日（月）～ 27 日（水）　388,000 円

　　（サーチャージ別途 58,000 円）関西空港発着

　　・締め切り……2月 18 日（水）

　　・申し込み……ホーリーランドツーリストセンター

　　　　　　　　　（０６－６２２６－１３０７）

ＴＰＫＦ	─聖書学校・消息・その他のお知らせ─
第 52 回　ＴＰＫＦ大会 in 北陸　2015.08.13 〜 15（木 ~ 土）

日　時▶2015年8月13～15日（木～土）受付開始17：30～
講　師▶スコット・ダウマ師
ゲスト&ユース講師▶Night�de�Light
� � 　　ユースメッセージ：田中満矢師
会　場▶福井県県民ホール（アオッサ８F）〒910-0858�福井市手寄1-4-1

参加費用▶全参加￥2,000／1日￥1,000（高校生以下無料）
※交通・宿泊・食事に関わる費用は各自別途負担

※ユース（小 6～25歳）とユースをまとめておられるリーダーの

方は男子はブンキョウゴスペルセンター、女子は福井自由キリ

スト教会を宿泊場と致します。（別途￥1,000）

宿　泊▶後日郵送される案内の中にいくつかの近隣ビジネスホテルなど
をご紹介致しますのでそちらをご利用ください。

事務局▶敦賀自由キリスト教会
℡ /Fax�0770-22-5138��E-mail�tsuruga530@tulip.ne.jp

　詳細につきましては後日ポスターなどと共に郵送させて頂きますの

でご確認宜しくお願い致します。

今年も共に圧倒的な主の勝利を宣言していきましょう！

第52回　ＴＰＫＦ大会準備委員会

キリスト福音教会新年聖会　2015 年１月 11 日

TPKFイースト新年聖会　2015 年１月 11 日岐阜純福音教会新年合同聖会　2015 年１月 18 日

ＴＰＫＦ大会	─その後のあかし─

№116
（季　刊）

─単立ペンテコステ教会フェローシップ機関誌─

ペンテコステ
Pentecost
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「聖霊様と私」　御殿場純福音キリスト教会伝道師　北村聖慈

　「ペンテコステ」「聖霊」「異言」と聞くだけで、以前の

私は少し身構えるような人間であった。そのような言葉を

連呼する人たちのことを避けることさえ多かった。もちろ

ん聖霊の存在や働きのすばらしさは知っていた。でもあえ

てそれらを強調するような発言は自分からはしなかった。

ところがその自分が「聖霊様」という存在を強烈に意識せ

ざるを得ない出来事があった。

　2011 年、その年の 4 月から地域の自治会長になること

になったのだが、いざ会計を見るとお金がウン十万足りな

いのである。すぐさま臨時総会を開き、問題の説明を住人

たちに求めた。知らないふりをするもの、人のせいにする

もの、私にも分からない情報が次々出てきた、毎回総会を

開くたびに、人を罵る声や怒号が飛び交い、しまいには無

記名で「犯人は〜です」のようなビラが全世帯にまかれ、

最後はその怒りの矛先がわたしに向くような有様だった。

　私は総会の前に必ず車の中で一人で祈るようになった。

短い祈りではあったが、その祈りの中で「もう１人の助け

主」「聖霊」という言葉が私のうちから離れなかった。そ

して、本当に何年振りか、「異言」で祈らなければと思っ

たのである。そう思い口を開いた途端、異言が私の口から

出て止まらなくなった。そしてその祈りの中で、私の前を、

人から誤解され、罵声を浴びせられても黙って十字架を背

負っていくイエス様の後ろ姿が見えたのである。祈り終わ

った後、私の心は不思議と、聖霊様がともにおられるとい

う確信と平安で満ち溢れていた。そして、それ以降、総会

では文句のある一人一人に論理的に納得のできる、有無を

言わせない説明をする力が与えられた。また問題解決の多

くの知恵と、そのためのあらゆる助け手も送ってくださり、

皆も納得する形でこの問題は終結した。自分の常識や限界

を突き抜けた聖霊様の働きは言葉でどう表現して良いかわ

からない。ただ感謝と賛美しかできない。助け主、聖霊様

ありがとう ! ハレルヤ !!

「新しい恵みの世界が開かれて」
御殿場純福音キリスト教会　岩田里香　

　ＴＰＫＦ大会講師の先生

が、神様と過ごす時間をも

つ招きを受けたと語られた

時、それは私自身へのチャ

レンジでもある事に気づか

されました。それは主ご自

身を求める事だと言われま

したが、よく深く私はその

本当の意味を理解できずにいました。

　その後、ある日曜日の礼拝中での出来事でした。賛美中に

「主よ、あなたの事をもっと知りたい」という歌詞に目がと

まり、不思議とあの聖会と同じ招きを感じました。まるで神

様から“あなたに必要なのはただ私だけなのだよ”と語られ

ているかの様でした。同時に私には多くの必要がありました

が、それを神様以上に握りしめ、偶像化してしまっていた事

を示され悔い改めました。

　私は今、神様を愛して自分の周りの人々を愛してゆく事を

第一とするなら、その他の必要はすべて神様が満たし、祈り

に答えて下さる事を日々教えられ、その恵みを体験していま

す。

「癒やしの恵み」
大垣インターナショナルフルゴスペルチャーチ　森　幸一　

　主に賛美します。この度

マルコ・セルコマー師の「癒

しの聖会」に参加させてい

ただきました。

　私は岐阜純福音教会の枝

教会であります大垣インタ

ーナショナルフルゴスペル

チャーチに所属しています。日本人、ブラジル人、韓国人、

フィリピン人また別の国々の方達と礼拝しています。特にブ

ラジルの方々はとても明るく家族で礼拝に来られ、兄弟姉妹

の奉仕等、とても素晴らしい集会を経験させてもらっていま

す。

　今回マルコ先生の集会では先生が礼拝中に口の回りに何か

問題のある方が示されてますとメッセージされました。実は

私は部分入れ歯ををしています。４〜５日前から入れ歯が入

らなくなりました。無理して入れますと、痛くて痛くて我慢

ができませんでした。２年以上使っていましたが今回初めて

のことでした。マルコ先生がこのメッセージは私の事だと気

が付き、すぐに口に手を当てて祈りました。“主よ私の入れ

歯が使えますように”と。すると口のまわりがなんとなく暖

かくなるのが分かりました。私は入れ歯をかばんの中に持っ

て来たので、はめてみました。何と痛みもなく、使える様に

なりました。それ以降前と同じように使っています。もちろ

ん痛みもありません。感謝。このことを通してますます神様

に頼って祈って毎日を主に感謝して生きていきます。

　アルバイト先で	
� 京都キリスト福音教会　吉田宣教　

　聖書に書かれている神様をそのまま信じなければならない

とセルコマ師がおっしゃっていましたが、みことばを実際に

体験する毎日が楽しいです。１月２日にアルバイトに行った

とき、一緒に働いている同僚の友達 S 君（大学４年生）が僕

にこう言いました。

　「せんきょ〜、お腹いたいわ〜どうしよう〜」…「う〜ん、

僕はお祈りしたらいつも治るけどねぇ」と言った瞬間、僕は

上田勇矢先生が言っていたことを思い出しました。

　『祈ってもいいですか？と聞いて祈るのを嫌がる人はほと

んどいない』（青少年伝道コース 11/8）

　そして「これがそのとき！？」と思い、Ｓ君の方に手をか

ざして目をつぶり、口に出してこう祈りました。

　「あっ、じゃあ祈りますね。天の父なる神様、痛みがなく

なっていやされるようにしてください。イエス様の御名によ

って祈ります、アーメン。」

　すると、目をあけた瞬間 S 君が言いました。「あっ、治っ

た…。」逆に僕がびっくりして、「えっ、ほんまに？！」と聞

いてしまいました。すると、S 君は真面目に「いや本当に治

った！」と言いました。

　しかし 3 分くらいすると、また S 君が僕のところに来て

言いました。「なぁせんきょ〜、またお腹痛くなってきたわ

ぁ。」「そういうことあるよ！一度お祈りしても痛みが戻って

来る。そういう時はもう一度祈る。いやされた、と信じきっ

たらもう２度と痛み戻ってこないよ！」（T.L. オズボーン著

『みことばの力』）と言って、もう一度イエスの御名によって

祈りました。すると、いやされて痛みは戻ってきませんでし

た。僕は感動して「すごいっしょ！？ いやされるっしょ！？」

と言いました。「うん、すごい！ ほんまに治った！ でも、こ

れせんきょーの力じゃないの？」と彼は言いました。「いや

違うよ、祈りには力がある！ 神様すごいんよ！」と言うと、

「おっ、おぉん。なるほどぉ。」と興味深そうにしていまし

た。この出来事は他のアルバイトの人も見ていたようで、1

月 14 日もＫ君（大学４年生）が「お腹痛い」と言ったので、

「祈りましょうか？ S 君治りましたよ。」と言うと、K 君は「う

ん、そのとき見てた！ 祈って。」と言いました。僕はまたお

祈りしました。少ししていやされました。ハレルヤ！素晴ら

しいイエス様に栄光がありますように！

単立ペンテコステ教会諸教会（名簿順）
北広島自由キリスト教会 ／ 房総中央キリスト教会 ／ 大佐和キリスト教会 ／ 町田純福音教会 ／ 鶴見純福音教会 ／ 横浜フィラデルフィヤ教会  

磯子フィラデルフィヤ教会 ／ 金沢フィラデルフィヤ教会 ／ 横須賀クリスチャンセンター ／ 保土ケ谷純福音教会神の愛チャペル 

大和あがないの丘キリスト教会 ／ 戸塚カルバリ純福音教会 ／ 栄シャローム福音教会 ／ 伊勢原聖書キリスト教会 ／ 秦野クリスチャンセンター 

北アルプスグローバルチャーチ白馬キリスト福音センター ／ 南アルプスグローバルチャーチ小笠原純福音教会 ／ 甲府カルバリ純福音教会 

富士吉田純福音キリスト教会 ／ ハーベスト・チャーチ山梨 ／ 裾野純福音キリスト教会 ／ 御殿場純福音キリスト教会 

富士純福音キリスト教会グレースチャーチ ／ 小松ベタニヤ福音教会 ／ 小松南部キリスト教会 ／ ホープハウス ／ 福井自由キリスト教会

文教ゴスペルセンター ／ 松岡福音教会 ／ 丸岡福音キリスト教会 ／ 勝山自由キリスト教会 ／ 三国自由キリスト教会 ／ 敦賀自由キリスト教会

武生自由キリスト教会 ／ 金津福音キリスト教会 ／小浜キリスト福音教会 ／ 小浜キリスト福音教会三方伝道所 ／ 高富グレイスチャペル 

岐阜純福音教会 ／ 岐阜純福音白鳥教会 ／ 岐阜純福音大森チャーチ ／ 大垣インターナショナル・フルゴスペルチャーチ ／ 岐阜ライフチャーチ 

美濃グレースチャーチ ／ 岐阜中央チャペル ／ 本地ガ原自由キリスト教会 ／ 瀬戸サレム教会 ／ 滋賀キリスト福音教会 ／ 守山キリスト福音教会 

大津韓国福音教会 ／ 大津キリスト福音教会 ／ 田上キリスト教会（大津キリスト福音教会伝道所） ／ 甲賀キリスト福音教会 ／ 水口キリスト福音教会 

甲西キリスト福音教会 ／ 雲井キリスト福音教会 ／ 米原キリスト福音教会 ／ 綾部キリスト福音教会 ／ 亀岡ベタニヤ教会

京都キリスト福音教会 ／ 山科キリスト福音教会 ／ 深草キリスト福音教会 ／ 宇治キリストペンテコステ教会 ／ 木幡キリスト福音教会 

大阪キリスト福音教会／ 須磨自由キリスト教会 ／ 神戸フィラデルフィヤ教会 ／ 南さつまキリスト福音教会
　以上の教会に1部以上を送っています。私たちの願いはすべてのＴＰＫＦの信徒が一部ずつ持つことです。

　ご意見、ご感想は次のメールアドレスにお願いします。tpkf.pentecost@gmail.com ＴＰＫＦの公式ホームページ　http://www.tpkf.org/

　関西聖書学院「日本福音主義神学会全国研究会議」

　2014 年の最大イベントは 11 月初旬の日本福音主義神

学会の全国研究会議でした。ＫＢＩが会場になり、日本各

地から神学者、神学校教師や神学生、教職者をお迎えでき

ました。

　学生の兄姉たちは会議に参加しながらもよく裏方で仕え

てくれました。不思議な天的な喜びに浸された 3 日間で

した。それは私たち聖霊派の教会が福音主義陣営の一翼を

しっかりと担う存在であることを確認できたことです。関

野祐二師（聖契神学校長）の講義から私たち聖霊派の諸教

会が持つＤＮＡが、まさしく福音主義の原点ＤＮＡと重な

っていることを確かめることができました。学生兄姉が神

学生時代から超教派的な交わりを育て、日本の隅々にまで

福音を届けていくために、諸教会がますます一致していけ

るように、国内外の宣教のために用いられていくようにと

願わされました。KBI もそのために一層用いられていくこ

とを願いつつ。私も個人的に大変恵みを受けた時でした。

 （大田裕作）

○ＮＲＡ
　エンパワード２１世界大会とイスラエルの旅
　　5月 18 日（月）～ 27 日（水）　388,000 円

　　（サーチャージ別途 58,000 円）関西空港発着

　　・締め切り……2月 18 日（水）

　　・申し込み……ホーリーランドツーリストセンター

　　　　　　　　　（０６－６２２６－１３０７）

ＴＰＫＦ	─聖書学校・消息・その他のお知らせ─
第 52 回　ＴＰＫＦ大会 in 北陸　2015.08.13 〜 15（木 ~ 土）

日　時▶2015年8月13～15日（木～土）受付開始17：30～
講　師▶スコット・ダウマ師
ゲスト&ユース講師▶Night�de�Light
� � 　　ユースメッセージ：田中満矢師
会　場▶福井県県民ホール（アオッサ８F）〒910-0858�福井市手寄1-4-1

参加費用▶全参加￥2,000／1日￥1,000（高校生以下無料）
※交通・宿泊・食事に関わる費用は各自別途負担

※ユース（小 6～25歳）とユースをまとめておられるリーダーの

方は男子はブンキョウゴスペルセンター、女子は福井自由キリ

スト教会を宿泊場と致します。（別途￥1,000）

宿　泊▶後日郵送される案内の中にいくつかの近隣ビジネスホテルなど
をご紹介致しますのでそちらをご利用ください。

事務局▶敦賀自由キリスト教会
℡ /Fax�0770-22-5138��E-mail�tsuruga530@tulip.ne.jp

　詳細につきましては後日ポスターなどと共に郵送させて頂きますの

でご確認宜しくお願い致します。

今年も共に圧倒的な主の勝利を宣言していきましょう！

第52回　ＴＰＫＦ大会準備委員会

キリスト福音教会新年聖会　2015 年１月 11 日

TPKFイースト新年聖会　2015 年１月 11 日岐阜純福音教会新年合同聖会　2015 年１月 18 日

ＴＰＫＦ大会	─その後のあかし─
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