献身の証

神戸フィラデルフィア教会 牧師

金 起 賢

として仕え、また午後には路傍伝道

ながら主日の朝には日曜学校の先生

そこで高校生活と青年時代を過ごし

人 ほ ど の 信 者 が 集 ま る 教 会 で し た。

た。私の母教会は救世軍で、１５０

の友達を通して神様に出会いまし

ました。それは再入学することでし

でした。しかし、一つの方法はあり

頼んでみましたが聞いてくれません

た。心が本当に痛みました。学校に

然学校から除籍にされて驚きまし

神学校から除籍されました。私は突

て出したことが問題となって、私は

わり、以前のように学費を少し遅れ

チームで地域に福音を伝える幸せな

た。

私は心の中で悩みながら故郷に戻

年後に再び心を整理して、大

学院に再入学しました。そして無事

り、

身をしました。やがて、神様の導き

に神様の恵みで学校を卒業し、愛す

した。私は神様にお祈りしながら献

を通して神学校に入学しました。神

る妻にも出会って日本にまで宣教師

神学生たちと熱心に祈り、伝道活動

年 の 時 は 早 く 流 れ、

久しぶりに過ぎ去った時間を思い

出すと、試練もありましたが、過去

を し ま し た。

私は神学大学院に入学し、新しい神

の幸せな思い出が、新しい力と喜び

なく、学費を出すことも生活も本当

しかし、当時の神学生は謝礼も少

さり、今後も続けて導いてくださる

て危険な時期ですが、保護してくだ

す。今は新型コロナウイルスによっ

を得るように助けてくれるようで

に難しい状態でした。ですから学費

神様に期待しています。

もその中の一人でした。 年目の終

を遅れて出す神学生もいました。私

した。

学生と新しい神学校生活が始まりま

4

として来ることができました。

学校での 年間、
私は勉強しながら、

3

ある日、教会で献身礼拝がありま

時間を過ごしました。

私は高校 年生の時に同じクラス
1

4

2
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2 ● 宣教地からの便り／海外支援

「神様との関係」修復を願って
太 田 とも え
Covid-19 の 渦 の 中、

シャブナムさん。右が太田師

っとり、離婚した出戻りの義姉も押しかけたので、シャ
ブナムさんと子供と義姉は、一階の狭い部屋で、もとも
と義兄家族が使っていた古い家具を使って住むことにな
りました。今、シャブナムさんと義姉が内職をし、必要

患者数が急速に増え続け

時に義兄の援助を受けながら、何とか生活しています。

るパキスタンで、私たち

新しい生活への戸惑いとともに、シャブナムさんの心

は、寡婦、病人、貧困者

には「なぜ？」という思いが湧き出てきて、結果、彼女

対象に食糧配布を始めま

は神様に対して心を閉ざしてしまいました。ご主人の生

した。クリスチャン集落

前から、シャブナムさんと知り合いだった私たちは、実

に住むシャブナムさん

はこの食料配布を通して、「神様との関係」の修復を助

は、ティーンエージャー

けたいのです。

の子供二人を抱える寡婦

6 月初めに訪問した時も、ご主人との楽しかった思い

として、私たちの食糧援

出や、子供たちが小さかった時のことを、なつかしそう

助を受けることになりま

にお話しして下さいました。でも、神様のこと、聖書の

した。

こと、などの話題には、

シャブナムさんは、昨年、急な心臓発作のためにご主

あいかわらず口をつぐみ

人を亡くされました。まだパキスタンでは珍しい、恋愛

ます…。しかし、私たち

結婚で結ばれた夫婦で、仲が良く、長い間ドバイで出稼

チームは祈りました。
「神

ぎをしていたご主人の努力で貧困層から抜け出し、小さ

様、どんな状況において

な家を二階建てにリフォームされました。向かいに住む

も、あなたはよい方です。

義兄がやや難しい人でしたが、ご主人が上手に関係を作

シャブナムさんを祝福し

っていたため、
大きな問題はなかったようです。しかし、

てください。」

ご主人が発病して、ものの数時間で亡くなった後、シャ

ぜひ日本の皆さまも、

ブナムさんの人生は一変しました。もともとシャブナム

お祈りに加わってくださ

さん家族の居住スペースであった二階を、義兄家族がの

いね。

みことばカード付き食料配布セット

ＴＰＫＦ諸教会の新型コロナ感染対策アンケート結果から
新型コロナ感染の影響で、TPKF 諸教会が教会活動に
おいてどのような対策をしておられるのかを知り、その

りました。１教会は人数が少ないので今まで通り礼拝を
継続しているとのことでした。

ために祈ることを目的として三役からアンケート調査の

礼拝を録画配信している教会では、教会員がメールで

依頼が教職者の先生方になされました。５月第１週まで

録画配信、PDF 化された週報を受け取り視聴できるよ

にＴＰＫＦの 43 教会がアンケートに応答して下さいま

うになっています。しかし、受信しても開けない人、携

した。ご協力をありがとうございました。

帯機能がメールのみに限定されている人等がいる場合は

アンケート結果ではほとんどの教会が礼拝堂での礼
拝、日曜学校、婦人集会、聖餐式、チャーチミーティング、
祈祷会等を中止していました。25 教会が録画 YouTube
限定配信やオンライン礼拝 YouTube、Zoom に切り替え

音声のみのＣＤを用意して配布しています。
献金ですが、毎週、あるいは月末に教会に直接持って
こられるか、銀行振り込み等を利用されています。
祈りの課題は、新型コロナウイルスの速やかな終息、

て礼拝を実施していました。そして、16 教会が礼拝を

教会員の霊性と健康が守られるように、いつもの礼拝が

中止し、教会員のフォロアップとして礼拝メッセージを

できるように、ネット礼拝が祝福されるように、海外の

録音、またはプリントアウトし、週報と一緒に教会員に

宣教師が守られるように、新しい分野が広がるように、

配布しているとのことでした。また、３教会はインター

教会経済が祝福されるように、新しく人々が救われるよ

ネットでの礼拝を検討中とのことでした。教職者が不在

うに、とのことでした。

の教会で他教会のメッセージを利用しているところもあ
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（中見

透）

3 ● 信仰継承

信仰継承 ～子育て奮闘記～

木幡キリスト福音教会

大同眞理子

信仰の継承といっても、私自身は両親から信仰を受け継
いだわけではなく、結婚するまでは家庭でも職場でも一人
だけクリスチャンなんだという緊張感が常にあったように
思います。そのせいか、子育ても少し気負いがあったかも
しれません。
若いうちに、できれば社会に出る前に救われて、いろ
いろな選択肢の中から信仰に立って進路を選べるように
なってほしいと願っていました。
幼児期には寝る前に絵本を読み聞
かせていて、一般の絵本と共に聖書
物語の絵本もよく読みました。
保育所や小学校は公立でしたが、
家庭の教育方針としてキリスト教の

した。私とは違い、子どもたちは幼い頃からイエス様を知

立場であることは先生にお伝えし

り、信じていたからです。

ていました。教会のイベントには担任の先生をお誘いし、
教会で過ごす子どもたちを見ていただくことも何度かあ

聖会にも毎年家族で参加していましたが、息子は着席し
ていてもメッセージを聴いているふうではなく、娘は集会

りました。お誘いする時は、

に出ずに小さい子どもたちと遊んでいることが普通でし

保育所や学校で使われる「連

た。

絡帳」というものが大変便
利でした。

ある聖会に参加した時、息子がいつもより熱心にメッセ
ージを聴いているなと思ったら、最後の招きに応じて前に

地域の宗教行事にはでき

出て祈っていただきました。その後、教会で水のバプテス

る範囲でのお手伝いはしま

マを受けるための学びをし、受洗しました。娘も一緒にと

すが、子どもは参加させませんでした。その代わり、保

考えて学びを勧めましたが、すぐに嫌がってやめてしまい

育所や学校の行事、保護者会活動には積極的に参加し、

ました。幼い頃からイエス様を信じているのに、教会員と

同級生の保護者の方にも理解を得ら

しては扱われないという立場に納得がいかず、心の整理が

れるよう努めました。

つかなかったようです。

礼拝には一緒に参加し、さすがに

でもまた別の聖会の時に、熱心にメッセージを聴いてい

１時間半黙って座っていることは難

ると思ったら、最後に前に出て祈っていただき、ハッキリ

しいので、どうしても何か話さなけ

と救いの確信を頂いたようでした。その後、水のバプテス

ればならない時は小声で話すか筆談

マを受けることを自分で決心しました。

すること、少なくとも聖書朗読とお祈りの時はおしゃべ
りしないことなど気を付けました。
中学生になると、部活動のために日曜日は教会学校だ
け出席して礼拝は休むという

やがて息子は若枝ユースキャンプで、娘はエンパワード
21 という大会に参加して、聖霊のバプテスマを受けまし
た。救われて変わり、聖霊のバプテスマを受けてさらに神
様に近付いたようでした。

期間がありました。幸い、寝る

幼い頃から教会の中で育つということは大きなことだと

前に一緒に聖書を読み、祈るこ

思います。礼拝をはじめ、キャンプや聖会などの集会に参

とは、ほぼ毎晩欠かさず続ける

加することも大切だと思います。いつ神様が語られるか分

ことができましたが、親の方が

からないからです。たくさんの人に愛される経験、赦され

体力と忍耐と知恵と…いろい

る経験、信仰を持って社会生活を送っているモデルとなる

ろ必要でした。

人がいることなど、家庭だけでは得られないものもたくさ

クリスチャンホームの子ど
もがいつ救われるのかよく分
からないという不安はありま

んあります。
二人共成人した今も親としての祈りの課題は尽きず、そ
ういう意味では、子育てはまだまだ現在進行中です。
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あかし● 4

あかし

主の奇跡に感謝！

グローリーチャーチ敦賀自由キリスト教会

札場栄子

私は 23 年前、網膜剥離で両眼の手術を受け、失明は免れましたが左眼は＋ 5 の眼鏡と
いう極度の近眼、右眼は 99.9% 見えない状態となりました。さらに両眼共に白内障となり、
昨年、左眼のみ手術を受け、よく見えるようになり主に感謝しました。右眼は手術をして
も視力が回復することはないと診断されたため諦めました。
今年 5 月下旬、その手術を受けた左眼に黄斑円孔という病気が見つかり、｢急いで手術
しないと失明する｣ と伝えられ、びっくりしました。左眼が失明すると完全に盲目となる
からです。しかし今回、専門医の診察で ｢左眼を手術すると暫く見えなくなる。その間大
変だから右眼を先に手術しよう。｣ と提案され、本当に驚きました。三日後、右眼の手術
は 30 分の予定が２時間となり、白内障手術、硝子体手術、強膜固定がなされました。手
術は成功し ｢見えるよ｣ と医師に言われ、思わず ｢ハレルヤ、感謝します｣ と声を上げま
した。｢ありがとうございます。教会の方々が、奇跡を祈っていてくださいました。｣ と言
うと、皆さん微笑んでくださいました。
それから１週間後、左眼の黄斑円孔の手術も受け、無事に終わりました。入院中も右眼
が見える喜びにあふれ、同室の方々に主の恵みを証しする機会となりました。ハレルヤ！
１週間後の検診では、右目の視力は 1.2、左目は 0.9 でした。「もっと見えるようになり
ますよ」と言われています。以前は手元がよく見えず不自由していたのですが、手術後は
聖書を眼鏡なしで読むことができ、主の奇跡をとても喜んでいます。主に感謝と栄光をさ
さげます。
｢神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべて
のことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。｣ ローマ 8 章 28 節

「あなたの若い日に」

水口キリスト福音教会

中川久美子

新型コロナウイルスによる自粛生活、ステイホームの日々の中で、ＴＶで北欧のインテ
リアや生活が紹介されている番組がありました。フィンランドやスウェーデンなど北欧デ
ザインの家具や食器は、近年日本でも人気ですが、私は、それを見ながら 40 年以上前に
出会ったフィンランド人宣教師家族のことを思い出しました。
私が初めて教会に行ったのは 13 歳の時で、私の母が時計店でエーロ・ポルキ宣教師と
出会い、１枚のトラクトを頂き、そこに書かれていた英語クラスの案内に私が興味を持っ
て行ったのが最初でした。午後、部活を終えて夕方からの英語クラスに参加するのですが、
奥様のミンニ宣教師がフィンランドパンを食べさせてくださったり、娘さんや息子さんや
同年代の近所の学生も来られて、一緒に楽しく学びました。また、自宅にも招いてくださ
り、外国の文化や生活に憧れていた私はその温かい雰囲気にどんどん心惹かれ、日曜礼拝
にも通うようになりました。
当時の私は特に悩みを抱えていたり、何かを求めていたというわけではありませんでし
たが、幼い頃「人は死ぬのだ」ということに急に気付き、不安な悲しい気持ちになったこ
とを憶えています。「私はよみがえりです。いのちです。私を信じる者は、死んでも生き
るのです。
」のみ言葉が私の心にスーッと入り、イエス様を信じ、翌年洗礼を受けました。
「あなたの若い日にあなたの創造者をおぼえよ。」若い時に良い出会いができたこと、何
よりもイエス・キリストを信じることができたことは、大きな恵みです。
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各グループの報告 ● 5
■ 新型コロナウイルス感染予防対策〈FCMF〉

の下足とスリッパの区別
用

⑤荷物は床に置かず専用カゴを使

⑥アッシャーによる検温

⑦礼拝出席者は、リストに記

福井自由キリスト教会

入（連絡先の確認） ⑧日曜日の朝の自宅での体温測定、体

当初から 3 密を避けるソーシャル

調チェック

⑨体調不良の時（発熱、風邪の症状、大量の発

ディスタンスの確保、マスク着用、

汗、吐き気、ふらつき、目の充血、味覚障害、倦怠感等の通

換気、手指の消毒、ドアや椅子、ト

常と違う感覚がある時）は、自宅でライブ配信礼拝参加を勧

イレの消毒等を心掛けてきました

告

⑩礼拝に新しい人を誘う場合は、事前の連絡を要請

ことを自粛し、礼拝 LIVE 配信のみ

２

教会として実施したこと

としました。配信が見られない方に

①礼拝のライブ配信

ＤＶＤ、ＣＤ、メッセージレジュメ

ネット環境のないメンバ

等を用意しました。

ーに礼拝録画 DVD 送付

が、緊急事態宣言時には教会に集う
②

③礼拝ごとの集会参加者

5 月 31 日ペンテコステの日から、
礼拝を午前と午後に、教会内エリア

名簿作成

④礼拝堂の換

も分けて行っています。礼拝前後に

気の徹底

⑤礼拝堂に空

教会メンバーによる換気や消毒作業

気清浄機を３台設置

を徹底しています。集う方々の年齢や生活スタイルによって

座席の間隔を１ｍ以上に

感染への備えや捉え方も様々です。
「できるだけ柔軟に」「ス

設定

テップを踏みながら」
「慌てずに」調整することを意識して

を消毒（椅子、ドアノブ、

います。献金は持参や振込でお願いしています。教会ホーム

手すり、リモコン、スイ

ページに感染予防の告知を行い、地域の方々や世間への認知

ッチ等） ⑧清掃は使用

も図っています。一連のことを通し、新しいスタイルも生ま

後 72 時間以降に専門スタッフが担当

れつつあると感じています。

シールドを常備し礼拝時に配布



（福井自由キリスト教会牧師

⑥

⑦毎週土曜日室内

⑨マスク、フェイス

山本義武）

３

コロナ対策のためリフォームしたこと

①換気のための網戸を３箇所新設
３箇所増設

②手洗い可能な洗面台を

③トイレを２箇所増設、既存のトイレのうち３

箇所をリフォーム（自動点灯、自動洗浄、手洗器付き）


（大阪キリスト福音教会牧師

今泉孝之）

■ 新型コロナウイルス感染予防対策〈イースト〉
イーストでは春の学生キャンプが新型コロナウイルスのた

■ 新型コロナウイルス感染予防対策〈キリスト福音〉

大阪キリスト福音教会
１
殺菌

メッセージ、交わり、と新しい形での集会でした。特典は講
②手指のジェル

③マスク着用（フェイスシールドでも可） ④靴入れ

■ＫＢＩ

よるユース集会を７月２６日日曜日の午後２時より持ちまし
た。テーマは「キリから」（キリストの体）、賛美、ゲーム、

教会メンバーへ要望したこと

① 30 秒以上のマニュアルに沿った手洗い

めに中止、夏のユース集会も持てないという中で、Zoom に

師がロサンゼルス（アメリカ合衆国）からの参加、これは
Zoom だからこそできた恵みでした。

（芳三容子）

3 月末で大田裕作師が学院長を退任され、4 月から新体制でスタートしました。舎監の富浦信幸師と教
務担当の豊村泰師と共に KBI のモットー「十字架、聖霊、そして宣教」のバトンを引き継いでいます。新
型コロナウイルスの感染拡大により、4 月の 3 週間コースは中止になりましたが、2 週間遅れでオンライ
ンでの入学式を行う事ができ、14 名の新入生が与えられ感謝でした。
宣教の器作りには、学びと実践のコンビネーションが必要ですが、そういう機会として 6 月末に行わ
れた宣教ウィークは学生たちには良い経験でした。祈って出て行った時に不思議な導かれ方で、決して少
なくはない魂がイエス様と出会うという感動を味わいました。時代が大きく変わっていく今、KBI が果た
すべき分を果たしていけるよう続けてお祈りをよろしくお願いいたします。
（関西聖書学院

髙橋めぐみ）
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6 ● 教会紹介／教会情報

教会紹介

御殿場純福音キリスト教会

所在地：静岡県御殿場市東山 711 － 24

1957 年、スウェーデンのゴスタ・アクセルソン宣教師により開拓された教
会です。1958 年に最初の献堂式、1995 年現在の新会堂を献堂しました。創
世記 12：１－３「祝福となる」を土台に、日々の生活の場で主に喜んで仕え
る教会として今日まで導かれて来ました。主が与えてくださったビジョンは、
「御殿場の教会が母教会となって広く福音を伝えること、多くの働き人が起こ
され、出かけていって新しい教会を建て上げていく。」ことです。礼拝は国際
色豊かで英語同時通訳があります。

滋賀キリスト福音教会

（中見

透）

所在地：滋賀県守山市播磨田町 3016-4

2019 年９月 16 日（月）、新しい会堂が完成し、感謝と喜びのうちに、献堂
式を行いました。新会堂を求めるにあたり、４つの祈りの課題を挙げていまし
たが、それら全てを見事に主が答えてくださいました。まさしく主の御業であ
り、奇蹟でした。献堂式に際して、ＫＦＫの諸教会の先生方や姉妹方にお世話
を頂いて迎えられたことも、大きな恵みでした。信仰と希望と愛に溢れた教会
として成長させて頂きたいと願っています。

（土屋紀子）

教会情報

書籍紹介

■横浜フィラデルフィヤ教会

「あなたの人生には神の計画がある」

６月 26 日、鈴木りつ伝道師（94 歳）が天に凱旋
いたしました。

シンガポール AOG 理事長

■南さつまキリスト福音教会

■雲井キリスト福音教会
山崎詩音姉ＫＢＩ入学（３年コース）

著

日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 AOG 福音出版

有馬陽介師が３月 29 日、伝道師に就任いたしま
した。

ドミニク・ヤオ

1400 円＋税

この本はドミニク・ヤオ師の神のとの出会い、不信仰から信仰への挑戦を
受け成長していく具体的な信仰の成長の軌跡が記されている。実際に遭遇
した様々な出来事を通して自分に対する神様の計画を次第に発見し、生き
生きとした神様との交わりに導かれていく様子は、自分の身近に神様がお
られ、この私を導こうとしていることがわかる書物だ。「あなたの信仰が
危機に晒されたら、それは信仰の筋肉を増やす成長の機会である」P134


（中見

透）

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 ／ 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イスチャーチ
いのちのパンの家 ／ 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/
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