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「聖霊と私」
小松南部キリスト教会

菅原道夫

「私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊
を受けました。それは、恵みによって神から私たちに賜わ
ったものを、私たちが知るためです。
」
（Ⅰコリント 2:12）
「聖霊が働かれると、まず世界観が変わります。
」ある説
教者が語った言葉が忘れられない最も心に響いた聖霊につ
いての解き明かしだった。
まさに聖霊が働かれると人の世界観は一変させられる。

水口キリスト福音教会親子クラブ

私は主を信じた後も、長いあいだ罪の罪悪感に苛まれて

そよ風がエデンを吹き抜けると、アダムは犯した罪の重さ

歩んだ。赦しの恵みに盲目だった。しかし、ある日風が吹

に気づいた。主の弟子たちは迫害を恐れ隠れたが、聖霊に

いた。「あなたの罪はあなたの内にはない。十字架の上に

満たされると主の為に打たれることを心から喜んだ。パウ

ある。」という言葉と共に、聖霊はもうすでに与えられて

ロは聖なる光に倒されると、正しいと信じていたことが間

いた十字架の完全な赦しに気づかせてくださった。それは

違っている事に気づいた。聖徒の足跡を辿れば聖霊が人の

まさに自分の世界が一変させられる経験だった。眼からウ

内側の上下裏表をひっくり返された出来事ばかりだ。

ロコ状態。最高の経験だった。同時に、罪のさばきに怯え

また、パウロは私たちが聖霊を受けたのは、
「恵みによ
って神から私たちに賜わったものを、私たちが知るためで

る歩みから、赦しの中にある歩みへと人生の歩み方が変わ
った。世界観が変わると生きる世界も変わるのだ。

す。
」と語った。人は聖霊によって神が賜って下さったも

聖霊は神の恵みに対する世界観を変えてくださる。その

のに目が開かれる。つまり、神の恵みに対する世界観の転

働きは一度きりではなく、助け手として生涯私の中で働き

換だ。私はこの御言葉が好きだ。なぜならそれが私の人生

続けてくださる。これから聖霊はどんな恵みに私の目を開

の中にも力強く起こったからだ。

いてくださるのだろうか。そう思うと心がワクワクする。
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ＴＰＫＦ宣教地よりの便り

─パキスタン

太田ともえ宣教師─

農家の敷地で行われた、夜の伝道集会が終わった時のこ

彼女は私の腕

とです。10 代の女の子が両親に連れられて、私たち伝道

の中で気を失

者チームのところにやって来ました。
「この子のために祈

いました。

ってください。この子は
『蛇の霊』に憑かれているのです。」
え？！

しばらくし
て、彼女は自

蛇の霊？

見るとその女の子は、おとなしそうで、純朴そうな普通

分のベッドの

の女の子です。
「祈りましょう。」とにかく私たちは祈り始

上で目を覚ま

めました。すると…突然彼女の体がくねくねと動き始め、

しました。ぼ

地に横たわったかと思うと、あらゆる関節をうねらせなが

ん や り し て、

ら、地面を這いずりまわりはじめました。「うわー！」「キ

話すこともできません。

ャー！」村の人たちが彼女をよけ、彼女自身は敷地の隅か
ら隅まで這いまわります。私たちはイエス・キリストの御

私は彼女の肩に手を置いて、静かに話しかけました。
「もう気分はよくなった？

イエス様がともにおられる

から大丈夫よ。」答えがありません。「いっしょにお祈りで

名によって祈りつつ、彼女の後を追います。
祈りながら、ふと彼女の顔を見ました。普通の女の子の
表情が消え、能面のような顔です。その時、彼女の苦しみ
を見た気がしました。そして、誰より、主ご自身が彼女を
愛しておられて、彼女をこの苦しみから解放したいと願っ

きるかな？」やっぱり答えがありません。
「こわくなったり、苦しくなったりしたら、イエス様の
御名を呼ぶんだよ。」
彼女はかすかにうなづいたようでした。

ておられることを思いました。その時、私は彼女をぎゅっ

「しかし、わたしが神の指によって悪霊どもを追い出し

と抱きしめて、地面から離しました。次の瞬間、「イエス・

ているのなら、神の国はあなたがたに来ているのです。」
（ル

キリストの力ある御名によって命ずる。彼女を苦しめてい

カ 11：20）

る悪しき者よ、出ていけ！」一人のチームメートが祈り、

いつもお祈りありがとうございます！

東日本支援特集
横須賀クリスチャンセンター

久保木秀美

く、外から入って来た人々に閉鎖的な地域での苦労もお聞
きし、共に祈りました。

2011 年８月、福島の教会

あれから５年、この３月末、1 年ぶりに訪れた街は新し

で行われた子どものトラウマ

い建物や家が立ち並び、鉄道が再開し、なぎ倒されていた

ケアー、
「オペレーションセ

お墓も元通りとなり、海沿いの防波堤の工事だけが、震災

イフ」のボランティアに初め

があったことを思い出させます。津波に流され十字架の土

て参加して以来、プログラム

台だけが残った教会は、主の素晴らしい恵みにより新会堂

を行うために、被災地を度々

が与えられ、宣教師夫妻は地域の子どもたちとの繋がりが

訪ねる機会が与えられていま

でき始め、キッズタイムをスタートさせることができまし

す。

た。憐れみ深く恵み深い主に感謝します。

仙台では、父親が津波に流

物質的なところは復興して

された男の子に出会いました。仮設住宅では、雪が降る中、

きていますが、被災した人々、

外の水道で、津波の再現を繰り返す子、女川では、
「被災

子どもたちの心のケアーはま

してから学校でのいじめが多くなった」と涙する子、大き

だまだ必要とされています。

な被害に遭っていなくても親が震災の後始末等で忙しく、
寂しい思いをしている子など。また、トラウマケアーのプ

「主は、ご自分の羽で、あ

ログラムが進む中で、心開いて苦しみを語ってくれる子も

なたをおおわれる。あなたは、その翼の下に身を避ける。

いました。プログラムを通して、たくさんの子どもたちや

主の真実は、大盾であり、とりでである。」（詩篇 91：４）

大人たちに出会い、街の変化を目の当たりにしました。
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置田信也

いまが輝くとき
敦賀自由キリスト教会
Q1.

杉島

美紀さん

救いの証しをお聞かせください。

マー師の著書「超自然への道｣ を頂
き何度も繰り返し読みました。聖霊
様が豊かに臨み、入院中でも主が共

杉島：私は幼い頃、宗教熱心な母から天地を造られた方が

にいて下さると確信でき、喜びがあ

おられることをよく聞かされました。中学校を卒業後、母

ふれる素晴らしい体験となりました。

や姉が続けて病死し、私は死について考えるようになりま

今日も、聖霊様が働き続けてくださ

した。そして天地を造られた方を求め宗教を求め始めまし

いますことを感謝いたします。

た。ある時、友人の家で札場斉先生に会い、イエス様の話

Q3.

を聞き教会に通うようになりました。
「あなたがたがわた

せください。

しを選んだのではありません。わたしがあなたがたを選び、

杉島：かつて私が聖日礼拝の司会をさせていただいた頃、

あなたがたを任命したのです。…」（ヨハネ 15：16）を

１年余りのうちに韓国の姉妹方で会堂があふれました。も

与えられ洗礼を受けました。十字架の血潮による救いを心

う一度、今度は日本の方々でこの会堂があふれるように願

から感謝いたします。

っています。心から主を賛美いたします。

Q2.

これからのビジョン、お祈りの課題についてお聞か

聖霊の体験についてお聞かせください。

杉島：一昨年、交通事故で入院した時、マルコ・セルコ

いまが仕えるとき
甲賀キリスト福音教会

西村文一さん

「神のなさることは、すべて時に
かなって美しい。神はまた、人の心
に永遠の思いを与えられた。しかし、

秦野クリスチャンセンター
Q1.

稲葉賜子先生

献身のみことばは何ですか、ま

た、どのように導かれましたか。
主への献身の思いが与えられたの

人は神が行われるみわざを初めから

は、私がまだ幼い頃、小学生低学年の

終わりまで見きわめることはできな

頃だったと思います。命をかけて私達

い。」（伝道者の書 3：11）

を愛してくださったイエス様の愛を

仕事、社会、家庭などの日々の生活を振り返る時、必ず
神の御業が存在しています。

知り、与えられた命をその愛に応答して生きて行きたいと
願いました。献身への招きの御言葉は、１０代の頃与えら

聖日礼拝で御言葉を取りなしていただく時、神の御力を

れたものがヨハネの福音書２１章です。「イエスは三度ペ

ひしひしと感じます。しかし、新しい週が進んでいくうち

テロに言われた。『ヨハネの子シモン。あなたはわたしを

に、自分の肉なる部分が誘惑を始めます。心配や焦りに心

愛しますか。』～イエスは彼に言われた。『わたしの羊を飼

が奪われ、どのようにあるべきか思い悩んでしまうことが

いなさい。」その後、社会人生活を経て 26 歳の時、関西

よくあります。そんな私にとって、聖日礼拝は自分を見つ

聖書学院へと導かれました。この入学にあたり主から与え

め直す機会です。

られた御言葉は、「なくなる食物のためではなく、いつま

私たちは自分の人生を思い通りにコントロールしたいと
いう欲求に駆られますが、
「礼拝」とは、希望実現の「お願い」
ではなく、神への「降伏」「服従」を示すことです。「神の
御心に適う願いをするなら、神はその願いを聞いてくださ
る」
（Ⅰヨハネ 5：14）のです。

でも保ち、永遠のいのちに至る食物のために働きなさい。」
（ヨハネ６：27）でした。
Q2.

仕えるうえで、大事にしていることは何ですか。

日々、主イエス様の十字架の御足の跡について行くこと。
常に主の愛と憐み、恵みによって生かされていることを忘
れないことです。
Q3.

ヴィジョンを教えてください。

キリストを土台、また頭とした神の教会を建て上げるこ
とです。
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証し
んたちと毎週参加するようになりました。いろいろな行

「脇腹が痛い」
雲井キリスト福音教会

森田繁雄

「痛い！」業務中に思わず叫びなが
ら右肩を抱えてその場に、うずくまり

事にも参加しました。
夏休みには、ジョイフルキャンプに参加しました。特
に妹と参加した時は、海岸で釣りをやりました。
教会学校には、高等部まで続けて出席しました。中高
の時は、妹や甥、姪を誘って一緒に参加しました。僕は

ました。
肩から二の腕にかけてジンジンとし
た痛みが走りました。半時間ほどで激
痛が収まり、恐る恐る腕を動かすと何
だま

だま

とか動きました。それから数日は、騙し騙し仕事をいた
しましたが、フレームの修正のためハンマーを数度振
ると肩が抜けるような痛みで病院へ行きました。
「右肩
けんばん

賛美歌が大好きなので、大きな声で歌います。とても気
持ちがよいです。
学校を卒業してからは、施設に通って働き社会人にな
りました。
僕は、2011 年の 10 月にイエス様を救い主と信じて、
宮崎健男牧師に洗礼を授けていただきました。今でも教

腱板断裂」ということでした。初めて聞いた病名ですが

会学校に参加してお手伝いをしています。CD やプロジ

珍しくはなく中高年の男女を問わず発症する方が結構あ

ェクターの準備をしています。大人の礼拝に参加した後

つな

るそうです。切れたものは繋ぐしか無いということで手

は掃除をしています。教会の兄弟姉妹との団らんは楽し

術をいたしました。

いです。これからも、教会の礼拝や活動に参加して、神

その頃、左脇腹にいつも痛みを抱えていました（以前

様に喜ばれる、立派な大人になっていきたいと思います。

は、肋間神経痛との診断）
。主治医にたずねて見ると大
学病院の最新装置で検査を実施してくださいましたが、
原因は判らず様子を見ましょうとのことでした。

献身の証し

ホープハウス

その後、地元の病院で首の痛みのため診察を受け骨に

中林史郎

留学先のアメリカで聖書と出会

異常のないことを聞き「脇腹も痛いので」と申し出て、

い、それまで西洋の文化だと思って

磁気画像診断を受けました。初めは肋骨に水が溜まって

いた聖書の舞台は実は中東だという

いるのか？とのことでしたが、脊椎専門医から、これは

ことから興味をもちました。聖書の

脊椎腫瘍の可能性があると言われ、胸椎のＭＲＩを受け

「主の御心がなりますように」とい

ました。そして確定診断は「胸椎の脊椎腫瘍」でした。

う祈りは、自分中心の願いと祈りと

良性か悪性かは細胞検査によるが、この部位は検査イコ

は違うことに驚き、間違いとは交われない「聖なる」神

ール手術ですと言われ、腫瘍が大きくなり下半身不随に

様は、「今日」イエスを信じると決めた全ての人を救う

なる前に手術をいたしました。主にある兄弟姉妹の祈り

ことが分かった時、この神様を信じる他ないと思いまし

により手術は無事成功し、細胞検査も良性でした。

た。読み始めて一年間で水の洗礼を受け、次の一年は

「それで人々は、さまざまな病気や痛みに苦しむ病人、

様々な人種の集まる聖書研究会に参加しました。週に３

悪霊につかれた人、てんかんの人、中風の人などをみな、

回以上行っていました。自分では自分は救えない、全て

みもとに連れて来た。イエスは彼らをいやされた。」（マ

の問題の解決はみ言葉の中に隠れていることがわかりま

タイ４：24）

した。その後３年、日曜学校やユースの働きの一員とし
てアメリカの教会で奉仕しました。

楽しい教会に通い続けて
金沢フィラデルフィヤ教会

寺戸敏安

ある日、教会の祈り会で異言の祈りを体験し「この聖
霊の満たしを一人でも」と祈った時に、涙と共に異言で

教会に来るきっかけは、姉さんたち

祈れました。それ以来、聖書の神様は私を捉えて離しま

が、教会学校に通っていたので、僕も

せん。今は神様の計画の中にいる喜び、希望を、毎日の

出席するようになりました。僕は 9 人

生活を通して証しています。今、日本で同じ聖霊に満た

兄弟姉妹の８番目の子で、唯一の男で

された兄弟姉妹の集まりに入れることに感謝します。教

す。最初に教会学校に出席したのは、

会で私たちがこの素晴らしい希望を分かち合うならば、

特別支援学校小学部一年生の時です。

神様はこの日本に素晴らしい救いの計画を持っておられ

讃美歌を歌ったり、お話しを聞いたり、楽しくて姉さ

ると確信しています。
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ＴＰＫＦ 全国各地の情報・報告
を力強く語ってくださり、最後には二人の未信者の若者

〈イースト〉チャレンジキャンプ
今年も３月 27 日か

が招きに応じて手をあげました。一人でも多くの若い人

ら 29 日 ま で、 学 生

が神様の大きな愛の中で希望をもって歩めるようにこれ

ユースキャンプ「チャ

からも祈っていきたいです。

レンジキャンプ」が、
YMCA 山 中 湖 に て 多

〈FCMF〉母親のための礼拝

くのユースを迎えて行われました。

（大同初穂）
南部キリスト教会

南部キリスト教会

講師として八尾福音教会ホープチャペルの吉田泰貴先

は、デンマークから来

生をお迎えしました。先生はアーティストとしても活動

られたブルーン、リー

されていて、キャンプ二日目のアートワークショップで

ス両宣教師によって生

は、缶バッジ作りで私たちを存分に楽しませくださいま

まれた５つの教会の一

した。
また、
吉田先生ご自身の体験を交えた熱いメッセー

つです。これらの教会

ジは、キャンプの参加者一人ひとりに力強く響いたと感

は今も暖かい交わりを持っています。南部教会は牧師を

じました。今回初の試みとして、それぞれの年代を含ん

天に送るなど試練を通りましたが、現在は新しい世代が

だグループ分け「ファミリーグループ」を構成しました

育ち、彼らに子供たちが生まれ、幼子が溢れています。

が、本当の家族のような絆がどのファミリーにも生まれ

ところが子育最中の特に母親にとっては、ゆっくり礼拝

て良かったと思います。この三日間を通して「土台どー

に参加することは困難です。そこで新たに母親のための

だい？」というテーマにぴったりなキャンプとなり、改

礼拝を始めました。この礼拝では有志の方が子供たちの

めて土台の大切さを実感できる時となりました。キャン

世話をしますので、お母さん方は落ち着いて礼拝を捧げ、

プ後も参加者全員の上に祝福があり、土台のうえにしっ

メッセージを聴けます。このようにして親の霊性が守ら

かりと立てるように祈り続けたいと思います。

れ強められ、更に子供たちにしっかりと信仰継承ができ



るよう、願っております。御言葉に養われ聖霊に満たさ

（富士純福音キリスト教会

金指真木人）

〈キリスト福音〉Gospel & Hope LIVE
木幡キリスト福音教会

2 月 27 日（土）
、木幡キリスト福音教会にて「Gospel
&HopeLIVE」が行なわれました。教会の賛美チームと

れて、置かれたところで神の国を広げて行けますように。


（鈴木啓子）

関西聖書学院

卒業派遣式

若枝ユースバンドのほかに、同志社大学ゴスペルクワイ

今年度の卒業派遣式が 3 月 10 日に行われ、主の臨在

アー Joyful-Joyful を出演者として招き、一緒にライブ

の中で賛美と笑顔と涙の時でした。今年の卒業生は男性

に参加してもらいました。

9 名、女性 3 名、一年の修了生は 9 名で、開拓コース

Joyful-Joyful は私が所属する大学のサークルで、クリ

は 3 名でした。正直に言えば少し手がかかる、それだ

スチャンは私だけ

けに記憶に残る学年（3 年生）でした。去年の 3 年生は

なので、ゴスペル

上級生として、男性の多い下級生（今年の 3 年生）に

の本当の意味をメ

向き合い、やや緊張がありました。今年は 3 年生と２

ンバーに伝えたい

年生の間はよかったのですが、3 年の兄弟たちがうまく

とずっと祈ってい

いきません。面白いものですね。人が集まればそこに調

ました。そして神

和を保つ知恵や謙譲が必要になります。結局はそれぞれ

様は、このライブ

の自我が探られていくのですが、それこそよい仕える訓

で賛美を通して証

練となりました。間に入るスタッフも学生の砥石として

をする素晴らしい機会を与えてくださいました。

用いられるのですが、刃物がシャープになっていく実感

当日の来場者はスタッフも含めて 70 人を超え、たく

よりも、砥石がすり減る一方のような感じを持つことも

さんの若者で教会がせまく感じるほどでした。西川牧雄

あります。ここは実にやりがいのある現場です。尊いお

先生が「人生は出会いで決まる」という言葉から、イエ

支えとお祈りに感謝！また新年度に向けての準備です。

ス様に出会ってともに歩む人生に本当の希望があること

ハレルヤ。

（学院長

大田裕作）
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消息・情報
■消息

２．TPKF 大会実行委員会からお詫びと訂正
金起賢（キム・キョン）宣教

□神戸フィラデルフィヤ教会

パンフレットの TPKF 議長挨拶文にデンマークの国名が入

師、
牧師就任（２月１日）
・責任者就任（３月）李永蘭（イ・

っていませんでした。正しくは「フィンランド、
ノルウェー、

ヨンラン）宣教師、伝道師就任（２月１日）
（お２人は韓

スウェーデン、デンマーク、そして……」

国日本福音宣教会派遣宣教師、今後大嶋牧師と複数牧会）

お詫びして訂正いたします。

AuroraMyre 師（ノルウェ

□ブンキョウゴスペルセンター

新刊書「なるほどレビ記」のご案内

ーＰＹＭ所属）
、短期宣教師
□木幡キリスト福音教会

（小山大三著、岐阜純福音出版会発行）

吉田啓示兄、伝道師就任（４月）

本書は、著者が関西聖書学院（ＫＢ I）で講義してきた「モ

吉田和歌子姉、スタッフ就任（４月）

ーセ五書」の中から、レビ記に関する部分をまとめたものです。

□亀岡ベタニヤ教会

イスラエルの民に対して、律法に反して罪を犯した人間

田中あかり姉、スタッフ就任（４月）

がどのように神に受け入れられるかを多くの儀式をとおし

□宇治キリストペンテコステ教会
ヤンネ・リトコネン宣教師、マリア・リトコトネン宣教師、

て示しているのがレビ記です。またその多くの儀式は、す

帰国

べてにおいてやがて来られるイエス・キリストご自身とそ
新理事長

▪ＫＢＩ

のお働きについて示しています。

福野正和牧師（南大阪福音教会）

巻末に復習用質問付き。定価（本体 1,500 円＋税）

■お詫びと訂正

ご注文は、ハガキ、ファックス、E メールにて下記まで

１．ペンテコステ誌からお詫びと訂正

〒 509‒0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町 4‒406‒11

ペンテコステ誌 120 号の p6 に掲載の TPKF 大会プログラ

岐阜純福音教会 TEL : ０５８‒３８５‒０６７０

ム 2 日目午後フリータイムのコース番号がちがっていまし

FAX: ０５８‒３８４‒３９４１

た。大会事務局から送られたパンフレット記載内容が正しい

Eメール：dykoyama@yahoo.co.jp

内容です。
▶▶▶ 2016

年「長老 ･ 執事訓練コース」ＣＤ販売のお知らせ◀◀◀
ＫＦＫ聖書学校委員会（朝子孝一、岡部光雄、吉田隆、レフトサーリ・神之助）

「だれでもできる伝道と弟子づくり」（講師：グレアム・フォーセット師）のＣＤを発売し
ています。教会リーダーに限らず、伝道したいがむずかしいと考えている全クリスチャ
ンに聞いていただきたい講義です。
ＣＤ 3 枚セット（全 3 時間）1,000 円（送料共・代金後払い） 所属教会名をお書きの上、
下記宛にお申込みください。
▶ E メール

ko_asako@ybb.ne.jp

▶〒 623-0026

▶ 電話・FAX

綾部市神宮寺町東谷 21

0773-42-5359

綾部キリスト福音教会

朝子孝一

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

ペンテコステ 単立ペンテコステ教会フェローシップ機関誌 第 121 号 2016 年 4 月発行 1 部 150 円
発行人：中見 透

編集人：芳三容子

6 ● ペンテコステ № 121

辛海雄

西川牧雄

http://www.tpkf.org/

発行所：御殿場純福音キリスト教会 〒412 - 0024 御殿場市東山711-24 TEL.0550 -82-2872

