献身の証

小浜キリスト福音教会牧師

岡 部 光 雄

同じ年の夏季聖会で︑ある集会の

と叫んでいました︒

を見て︑私は不思議に興味がわいて

終わりに講師が献身の招きをされま

﹁英語クラス開催中﹂の新聞広告

訪ねてみました︒なんとそこはキリ

た︒しかし︑勇気はありませんでし

した︒私は再び綾部でのあの時を思

私は手にした聖書を読み始め︑最

た︒その時︑ほとんど話したことの

スト教会でした︒Ｋ宣教師が英語と

初はわかりませんでしたが︑だんだ

ない女性宣教師が私のそばに来られ

い出し︑前に出るべきだと思いまし

んと︑聖書は私に深い関係のある神

て︑
﹁あなたも前に出るべきだと心

聖書を教えておられました︒

様のことばだとわかるようになりま

に来ました﹂と言われ︑ようやく前

れ︑綾部市で集会がありました︒そ

ランドから油注がれた伝道師が来ら

と︑遂に意を決しました︒

従わない方があとで後悔するかも⁝

に将来を委ねる方が安全だ︑
むしろ︑

いが与えられました︒しかし︑私は

でした︒そんな中で︑私は献身の思

体の中に強く電流が流れている感じ

うまく説明できませんが︑私の手や

き︑
聖霊様に圧倒されて倒れました︒

たが︑その集会で祈ってもらったと

のバプテスマをいただいておりまし

従い︑どこに行くのかを知らないで︑

行けとの召しを受けたとき︑これに

続財産として受け取るべき地に出て

﹁信仰によって︑アブラハムは︑相

引き出した聖句がこれでした︒

同意してくださいました︒その場で

言うのを待っていました﹂と喜んで

伝 え に 行 き ま し た︒
﹁あなたがそう

その秋︑Ｋ宣教師に献身の思いを

心の中で︑
﹁主よ︑私はできません︒

出て行きました︒
﹂
︵へブル ・８︶

でした︒私は受洗後 年して︑聖霊

の集会は聖霊様が強く働かれた集会

あって︑何度も祈る中で︑イエス様

その後︑献身と今のままの葛藤が

に出て祈ってもらいました︒

した︒そして︑ 年ほどあと︑イエ
た︒

ス様に従う決心をして受洗しまし

1

約 年後︑１９７８年春︑フィン
10

どなたか他の人を選んでください﹂

2

11

（福井市・すかっとランド九頭竜）

ＦＣＭＦ春の合同聖会

2019
8月
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単立ペンテコステ教会フェローシップ機関誌

2 ● 宣教地からの便り／被災地支援

アルゼンチン宣教（神の御言葉の成就）
在原

繁

の信仰を支えられました。この預言は確かに成就しまし
た。宣教地への渡航費から始まる必要は奇跡的に備えら
れ、奥地国境地に着任することが出来たのです。

「アルゼンチン奥地宣教」は早くも 31 年半の年月が

「もう間もなく日本から一人の牧師がやって来て、こ

流れました。アルゼンチン宣教の土台とも座標軸ともい

の教会で説教することになるであろう。それが契機とな

える御言葉は「約束してくださった方を真実な方と考え

って、日本から多くの民が、この教会とアルゼンチンの

たからです。
」
（へブル 11 章 11 節）でした。真に、神

リバイバルを見に訪れるようになるであろう。そして、

様は活ける真実な御方でした。

アルゼンチンの祝福が日本へ流れて行くであろう。日本

世界宣教への召命を拝命した 1984 年のその時より、
準備段階から始まった様々な逆境の嵐の渦中に置かれた

から来る牧師とは、パストール（牧師）アリハラ、それ
は、あなたのことです」

私たちに、
神様の働きは「み言葉」を伴う「聖霊の働き」

アルゼンチン到着直後に訪れた教会に於いて、３人の

を体験させながら、確実であり、かつ真実なものでした。

女性預言者から告白されたこの預言も、後に成就するこ

今日までのアルゼンチン宣教行程は、
「預言による約束

とになりました。多くの日本

の成就」と言っても過言ではありません。

の民がこの教会とアルゼン

「あなたを召したのはこのわたし、全能の主である。

チンを訪れ、同時にアナコン

あなたは今から、わたしだけを信頼し前進しなさい。必

ディアやフレイソンなどが

要のすべてはこのわたしが備えるであろう。決して心配

日本でミニストリーを展開

してはいけません。あなたを通し、わたし、このわたし

して行きました。今年７月に

は、わたしの栄光のわざを現すであろう」

宣教師として来日したパト

準備段階の苦闘下に置かれていたそのとき、神様は違
った３人の器より、３度の上記の預言の言葉をもって私

2016 年の熊本地震の時に、TPKF 諸教会から捧げ
られたお見舞金を持って三役が現地を訪問させて頂きま
した。その時の報告をペンテコステ誌 123 号に載せ、

リシア姉も、その時の預言の
成就だと捉えています。

パトリシア姉

な協力宣教を行い、より飛躍する教会となるよう取り組
んでまいります。
今後とも、お祈りのお支えを賜ります様お願い申し上

熊本南教会をご紹介しました。その教会は資金もほぼ満

げます。本来なら参上し、ご挨拶を申し上げなければい

たされ、無事献堂式、牧師就任式をお迎えになりました。

けないところですが、失礼ながら書中をもって御礼申し

その喜びのご挨拶が届きましたので写真と共にご紹介い

上げます。

たします。

皆様のご健康とますますのご多幸をお祈りいたしま
す。

献堂式および牧師就任式を終えて
主のみ名をほめたたえます。
この度の献堂式および牧師就任式に際して丁重なお祝
い、また会堂建築にあたりお見舞いやご支援を頂きまし
た、ありがとうございました。
献堂式当日は 173 名の方々が祝福にお越し下さり、
お詰め合わせいただき大変窮屈な中での司式となりまし
たことなどに対し、格別のご理解をいただきました。お
詫びとともに心より感謝申し上げます。そのような中で
も式は終始祝福のうちに行われて、主の教会の一致と兄
弟姉妹同士の温かいおこころに触れることができまし
た。
今後は会堂設備の充実と教会員ひとりひとりの霊的な
成長、また宇土の地に立てられた主の教会として積極的
ペンテコステ 2019/8 № 134

在主
2019 年５月
バプテスト熊本南キリスト教会
教会員一同。

3 ● 信仰継承

信仰継承 〜多くの子孫を見るために〜

岐阜純福音教会

小山大三

ある宣教師の調査によると、日本の教会が弱い理由の一

就職やその他の技能の向上に関心があるようであれば、そ

つは、家族伝道がふるわず、クリスチャンホームが少ない

れに応えようとします。子どもたちは親や兄弟姉妹の良い

からだそうです。つまり、家族ぐるみのクリスチャンが少

お手本を見て信仰の本質を学んでいくのです。

ないということです。信仰の継承は、日本の教会の大きな
課題です。悪魔は私たちから子どもたちをこの世に引き込

２．教会の指導者を敬う

み、クリスチャン信仰に立って歩まないよう一生懸命働い

親の姿勢として、教会に立てられている指導者を敬う姿

ています。もし子どもたちを引き込み奪ってしまいさえす

勢が必要です。もし家庭の中で、牧師や宣教師や伝道師や

れば、教会は存続しなくなり、神の国の力は減少し、衰退

教会員の悪口を言い、神が立てられている権威に従う謙遜

するからです。世界の統計によると、多くの人は若い時に

な姿勢を見せていないならば、子どもは教会の指導者はも

キリストを救い主として信じています。53 パーセントが

ちろん、親さえも敬わなくなります。学校の先生について

10 歳まで、66 パーセントが 14 歳まで、82 パーセント

も同様です。もし親が学校の先生への不満を家庭でぶちま

が 20 歳までにイエス・キリストを受け入れています。

けているならば、子どもは当然先生を尊敬しなくなります。

信仰の継承のための特別なノウハウはないと思います
が、
子どもたちの信仰継承がうまくいっている例を見る時、
次の事柄を大事なこととして挙げることができます。

１．親自身が神を恐れて生きる
「助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄
えさせた。
」
（出エジプト１章 21 節）
労役に服させて苦しめても、ヘブル人たちはますます増
え広がりました。そのためエジプトの王パロは助産婦たち

３．夫婦の一致を保つ
父と母の間に一致がない時、また祖父母と父母の関係が
悪い時、信仰の継承は妨げられます。家庭に一致がない場
合、子どもはそれを敏感に感じ取って、親の信仰の姿勢を
疑ってしまいます。夫婦が一致し、家庭に神の愛が流れる
時、子どもはその祝福をちゃんと理解することができます。

４．祈って育てる

に命じて、生まれてきた子が男の子であれば殺すように命

決してあきらめることなく、子どもたち、青年たちのた

じました。今の時代もサタンは信仰の継承者である子ども

めに祈り、みことばを教え、真に悔い改めて新しく生まれ

たちを滅ぼそうとして必死で働き、親も子どもたちも聖書

変わることを期待しなければなりません。また、再び主に

的価値観に立つよりもこの世の価値観に立つようしむけて

立ち返ってくることを期待しなければなりません。小学生

います。子どもたちは勉強、スポーツ、様々な習い事で忙

や中学生の頃に洗礼を受けながら信仰を失い、教会から離

しくなり、遊びや罪と欲に捕らわれ、教会から離れてしま

れている若者たちがたくさんいます。彼らのために祈り続

う場合も多々あります。ヘブル人の助産婦たちは、パロの

けることが大切です。

命令にもかかわらず男の子たちを生かしておきました。こ
の世の権力者以上に神を恐れたからでした。それゆえ、
「神
は彼女たちの家を栄えさせた」のでした。

５．教会として取り組む
最後に、教会としての取り組みも大切だと思います。ま

子どもの信仰継承について考える場合、なんと言っても

ず教会は一致を保ち、良い雰囲気があることが子どもたち

親自身の姿が重要な要素を占めることは言うまでもありま

の健全な成長に欠かせません。次に、できれば子どもや若

せん。信仰者として歩んでいる親自身が、神を神としてあ

者たちに寄り添う教師やスタッフと年代に応じたクラスが

がめ、神に従って歩んでいるかがいつも問われます。

あることが望ましいと思います。さらに、青年たちに寄り

子どもは基本的に親を尊敬しています。いつもどこかで

添い、共に祈ってくれる存在としてのユースパスター（青

親の期待に応えようとしています。ですから、本質的に親

年担当牧師）があればなお幸いです。若者がその姿を見て、

が何を信じ、何に期待しているかを見ているのです。もし

「自分もあのようになりたい」と思えるなら、次世代が育ち、

親が、イエス様を信じて従うこと以上に学校の成績や良い

献身者も生まれることと思います。
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あかし● 4

あかし

天国を見た夫

御殿場純福音キリスト教会

小沢文子

７年前、医師から余命を告げられてもきっと治ると信じていた夫を思い出します。毎晩
「痛い、痛い」と言う夫の体をさすっていましたが、３月末のある晩、痛いと言わない夫
の寝顔を見ますと、とてもやすらかな表情で眠っていました。翌朝、洋間の窓から芝畑の
向こうの森の芽吹きの美しいのを見て「元気になったら森の方へ散歩に行こうね」と言う
と、「天国ってところは輝いていたよ。花畑がずっと続いていて、この世のものではない
美しさだった」と言いました。天国の夢を見ていたので、その夜は体の痛みがなかったの
です。
また入院してからのある日、「光が徐々に近づいて来た。だんだん近づいてきて自分を
包み込んで、その光がものすごかった」と言っていました。「イエス様に会ったのね」と
私が言うと、とても平安に満ちた顔でうれしそうでした。がんと言う壮絶な痛みの中でお
会いしたのです。夫は、私たちの想像もつかない、神の栄光に輝いている素晴らしい天国
にいます。

聖会に参加して

武生自由キリスト教会

吉田実千代

今回私は２日目の午後だけの参加でしたが、とても恵まれた時間を過ごさせていただき
ました。今まで使徒の働きのお説教をお聞きする機会が少なかったので、とても楽しみで
した。大嶋先生のお話をお聞きしているうちにパウロの姿が映像として私の中で動き出し
ました。アテネ、コリントとパウロにとって苦しい伝道旅行でしたが、この経験が多くの
慰めや励ましの手紙につながっていったことを思った時、すべての背後で主が働いておら
れることに感謝でした。また「神があきらめていないのに、あなたがあきらめるのか。わ
たしの民はこの町にたくさんいる。」と読み上げられた時、私自身であきらめて祈りを止
めてしまった人たちの為に、また祈りたいと思いました。大島先生のお母様はお父様の為
に 47 年間も祈られたとのお証しにとても励まされました。そして、あなたの住んでいる
町にも私の民がたくさんいると、神がおっしゃっているような気がしました。

神様との出会い

大津キリスト福音教会

田中元治・邦子

私達は、今から 13 年前に洗礼を受けました。その頃、28 歳だった息子が過労
により、パニック障害を起こし、東京から戻ってきていました。息子の意思疎通が
うまくいかず度々衝突を繰り返し、その対応や息子の将来を案じ疲労困憊しており
ました。
そんなある日、我が家のポストに「すべて疲れた人、重荷を負っている人は、わ
たしのところに来なさい……」というトラクトが入っていたのです。
私達は、その御言葉に導かれて、教会の門をたたきました。牧師先生のメッセー
ジに癒され、今までの価値観も徐々に変えられていきました。トラクトのあの御言
葉を見た瞬間に自然に教会に導かれたあの時が、神様のお導きだったのだなあと、
今確信しています。本当に感謝でいっぱいです。アーメン。
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各グループの報告 ● 5
■ＦＣＭＦ春の合同聖会 〈FCMF〉
５月３日（金）から４日（土）まで、福井市のすかっとランド九頭竜でＦ
ＣＭＦ［春の合同聖会がもたれました。ＦＣＭＦでは 4 年に一度、地区別
ではなく合同で聖会をもっています。講師は大嶋重徳師、テーマは「交わり
から生まれるいのち」
（詩篇 133）でした。2 日間にわたり 141 名が参加し
ました。講師は、教会や聖会というキリストにある交わりに集うことの大き
な祝福を、みことばから丁寧にまた熱心に説き明かされました。この交わり
は、参加してもいいし、しなくてもいいというような交わりではない、交わ
りをとおしてキリストのいのちによる神の国がたてられていくのだ、ということを参加者一同が心
に刻みました。
「神の国の大宴会」という夕食プログラムでは、おいしい食事をいただきつつ、ＦＣ
大嶋重徳師

ＭＦ諸教会の紹介が行われ、交わりを深めるよい機会となりました。

（札場義宣）

■ 若枝ユースキャンプ 〈キリスト福音〉
ハレルヤ！主の御名をほめたたえます！５月３〜４日にフィンランド学校で若
枝ユースキャンプがありました。今回は、前回の「True Love」にちなんで「True
Life」をテーマにしました。講師にはエレベートチャーチ牧師の佐々木拓也先生を
お招きしました。
メッセージでは神様との関係について語られました。私たちは神様との関係性を
常に問われます。何を選ぶのかは自分で決めます。その中でイエス様を選び取るこ
とで、神様はその選択を喜んで下さると語られ、自分はイエス様を選べているだろ

写真上：左が講師
の佐々木拓也師
パネルディスカッ
ションの様子

うかと考えさせられました。
今回は、分科会やパネルディスカッションを盛り込み、信仰生活のさまざまな疑問に対して、多くの先生方に答え
ていただきました。思春期という多感な時期にあるユースたちが、これからの生活の中で何が必要なのかを考える時
間になったのではないかと思います。

（守山キリスト福音教会

中井治希）

■「イングリッシュタイム」町田純福音教会 〈イースト〉
昨年度から始まったイングリッシュタイムでは、毎週のように今まで教会に足を踏み
入れたことのない方々をお迎えしています。時には教会のメンバーより、その方たちの
方が多かったりすることもあります。
集会の中では、賛美やゲーム、御言葉暗唱からメッセージ（すべて英語で）をしてい
るのですが、しかしこのイングリッシュタイムの醍醐味は、なんといっても集会後のフ
ェローシップタイム！（笑） 来る人、来る人が英語を話したいと大人から子供までもが集まり、夜遅い時は 11 時過
ぎまで談笑したり、遊んだりしています。このようなフェローシップを通してできた関係の中で私たちは、御言葉を
伝えることができ、また主を証しすることができています。そして、今では毎週 30 名以上の方々とこの集会を共にす
ることができています。主に感謝‼

■ＫＢＩ関西聖書学院

（廣瀬

開）

今年度の年間聖句は「救いを得させる神の力」（ローマ 1：16）です。信じて救わ
れるだけではなく、弟子として次の人にこの福音を取り次げる器であってほしい、学

生時代にその醍醐味にあずかってほしい、そんな願いが込められています。そうしてこの１学期は「教会未設置町村訪
問」への宣教ウィークで終わろうとしています。
今年は近畿圏の未伝地図を手に祈り、導かれた 7 つの町村に学生たちが出発。祈りを重ねてのミッションに主が願
いに勝る収穫を与えてくださいました。この流れ、このチャレンジと情熱が全国の諸教会に波及して、自教会の周りの
伝道だけではなく、信徒の方々が主役となって、自分の生活圏で宣教的な関わりをしていけるようになれば、日本の将
来は明るく開かれていくと信じます。大いに励まされています。ハレルヤ。

（関西聖書学院

大田裕作）
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教会紹介

保土ヶ谷純福音教会 神の愛チャペル 所在地：横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2-2-8
2 年前から無牧の教会に仕えたいと祈り始め、今年 4 月より保土ヶ谷純福音教会
の牧師に就任しました。保土ヶ谷教会は、創立 69 年目の歴史ある教会ですが、2
年前から無牧となり、
「新しい牧師が与えられるように」と祈りが積まれてきました。
神様の導かれたこの教会で、教会員の皆様と共に、キリストのからだなる教会を建
て上げ、教会の成すべき役割（人々を神との生きた関係に導くこと）を果たしてい
きたいと思います。

瀬戸サレム教会

（三堂弘治）

所在地：愛知県瀬戸市南山町 1-164

瀬戸サレム教会は、ノルウェーのキーステン・ハーゲン師によって開拓されました。
開拓から多くの魂が救われ、信仰の勇士たちを輩出しました。来年は、宣教 70 周年
を迎えます。
私たちは、林星勲師（2018 年から主任牧師）と共に、キリストの忍耐の御言葉（イ
ザヤ 40：8）を持って、教会成長のために心を用いることを目指しています。永遠
に立つ主の御言葉に従う教会となりますよう、お祈りください。

教会情報

（林 星勲）

■インターナショナルクリスチャ

田勇矢師／ 7 月 5 日〜 9 日

ンアッセンブリー・香港、研修会

水口キリスト福音教会

2018 年 8 月に TPKF 代表者会議が開かれた折、香港 ICA 教
会（4,500 人）主任牧師エドモンド・テオ先生の特別セミナー
が持たれました。出席していた先生方がテオ先生のご好意によ

小山健師、菅原道夫師

西川牧雄師・杉山泉姉（深草キリス

ト福音教会スタッフ）６月 22 日結婚
滋賀キリスト福音教会

4 月新会堂完成／新住所〒524-0012

滋賀県守山市播磨田町 3016-4 電話番号は変更無し

り香港に招かれ、３チームが行ってきました。

ブンキョウゴスペルセンター 小野山千華伝道師

2019 年５月 31 日〜６月４日

小山英児師、稲葉基夫師、山

磯子フィラデルフィヤ教会

本義武師／６月 14 日〜 18 日

置田信也師、菅原純次師、上

書籍紹介

あの時から空がかわった

３月末退任

米川猛牧師

３月末退任

詩・画

星野富弘

毎日見ていた / 空が変った / 涙を流し友が祈ってくれた /
あの頃 / 恐る恐る開いた / マタイの福音書 /
あの時から / 空が変った / 空が私を / 見つめるようになった
星野富弘さんの信仰が多く表明されている詩画集。お勧めです。
（札場義宣）
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 ／ 平川キリスト福音教会 ／ 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

いのちのパンの家 ／ 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 ／ The Lighthouse 749（三国町）／ 武生自由キリスト教会 ／ グローリーチャーチ敦賀自由キリスト教会

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 ／ 岐阜ライフチャーチ／美濃グレースチャーチ ／ 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１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/
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