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 準備委員会スタッフ一覧 

 氏名 所属 

委員長 岸本 大樹 旭基督教会 

事務局長 池田 基宣 恵みキリストの教会 

会計担当 中川 尚士 大東キリストチャペﾉﾚ 

会計担当 ベックマン・ジェナン 旭基督教会 

会場担当 澤  浩士 小野キリストの教会 

会場担当 前田 英樹 小野キリストの教会 

会場担当 阿江 幸己 小野キリストの教会 

広報担当 田ロ  望 大東キリストチャペﾉﾚ 

 

編集後記 
 

皆さん忙しいので、大

会ミーティングを行う

スケジュール調整で四

苦八苦しております。 

かく言う私も、大会ミ

ーティングに出席でき

ない時が何回かありま

した。皆様、委員の為

にも是非お祈り下さい

ませ。 

第６６回キリストの教会全国大会 

日程：２０１５年８月２７日（木）～２９日（土） 

場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 

テーマ：「神の招き」（Ⅰコリント書１：９） 

事務局：〒665-0836 

宝塚市清荒神 2-4-15 恵みキリストの教会内 

TEL＆FAX：０７９７－２０－８０３５ 

ホームページアドレス http://www.church.ne.jp/convention/ 

郵便振替：口座記号番号 ００９９０－２－１６５９８５ 
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↑写真のポーズ
は手話で「お待ち
しています」の意
味だそうです。 
 
  

ハイライト 
澤委員挨拶 P.1 

大会全日程の流れ P.2 

分科会と参加費も決定 P.3 

プレ集会 P.4 

挨拶 
 
澤 浩士 

（小野キリストの教会牧師） 
 

去る 3月 21日、全国大会の主催教会

有志が、大会会場である舞子ビラ神戸に

集まって、現地を視察し、プレ大会礼拝

を行いました。全国大会委員でもある池

田氏より、説教がなされ、一同、5年ぶ

りにこの場所で全国のキリストの教会の

兄弟姉妹をお招きすることを確認しあう

ことができました。 

また、礼拝後、全国大会で提供する食

事の試食、検討会が行われました。 

 

の取り組みも礼拝であり、参加する方々

の日程の調整や費用の準備も礼拝、そし

てそれらがひとつとなって迎える大会当

日のプログラムすべてが礼拝だと言えま

す。 

神様は毎年特別な礼拝の場を用意し、

そこに私たちを招いてくださっていま

す。主催教会の大会準備は、言わば神様

が備えてくださっているものを見つけ出

していく作業なのでしょう。どうか、神

様が備えてくださっているものをうまく

見つけ出すことができるようにお祈りく

ださい。 

今大会、実は８月の上旬に行なうこと

を検討していたのですが、開催の話が急

であったため思うような日程で会場を押

さえることができず、結局一部の地域の

学校ではすでに二学期が始まっている時

期となってしまいました。それでも何と

かお子さんやお孫さん（ちょっと強調し

ておきます）を連れて参加しやすいよう

にと、子ども料金を抑えました。その

他、ひとりでも多くの方々にご参加いた

だけるように、事務局では知恵を出し合

い、話し合いを重ねています。 

「神の招き」に応えて共に集い、共に

礼拝を捧げることができますようにと願

いつつ、準備に当たらせていただいてい

ます。神戸・舞子の地で皆様のお越しを

お待ちしております。 

 

第６６回全国大会・会場担当 

小野キリストの教会 

澤 浩士 

大会会場でプレ大会礼拝が行われました。 
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会計報告 

 

2015年 1月 24日～3月 31日まで 

明石キリストの教会     20,000 

小野キリストの教会    100,000 

鹿児島キリストの教会    10,000 

紀南キリスト教会    15,000 

串木野キリスト教会    10,000 

大東キリストチャペル 

（2回目）    10,000 

伴キリストの教会    10,000 

町田キリストの教会    42,000 

港キリストの教会       100,000 

藻岩下キリストの教会    20,000 

吉野キリストの教会    10,000 

井熊孝司兄弟       20,000 

小川幸男兄弟       50,000 

収入合計 417,000 

（※教会、団体、個人をそれぞれ五十

音順掲載しています。） 

 「神の招き」 

 ～礼拝としての大会へ～ 

 

全国大会がここまで途切れることなく

続けてこられたのは、もちろん神様の導

きによるものですが、それにしてもすご

いことだなと思います。回を重ねること

６６回…これまでの参加者はのべ一万人

以上にもなるでしょうか。こういった集

まりにつきものの総会もなければ統括す

る本部もない。４年後どころか次回の開

催地すら決まっていないことが多いにも

かかわらず、よくもまぁ…と感心させら

れます。まさに神様のなせる業だとしか

言いようがありません。 

そんなことをあれこれ思い巡らせてい

るのもやはりこうして主催させていただ

くからこそなのでしょう。そうして、こ

のように大会ニュースの原稿を書くなど

と言う、少々厄介な？機会が与えられた

おかげなのだと、ちょっと？感謝してい

ます。 

それにしても、なぜ神様は…いえ神様

は何のためにこのような大会を私たちに

備えてくださっているのでしょうか。ひ

とことで言うならそれは「礼拝するた

め」だと思うのです…と何かすごいこと

に気づいたかのように書いていますが、

これまでにもいろいろな方々が同じよう

なことを書いたり話したりされていたこ

とでしょう。主催教会があり、参加者が

あり、そしてその中心に神様がおられる

…礼拝する民として生かされている私た

ちにとって、年に一度の全国大会は、礼

拝者としての日々の歩みの延長線上にあ

る特別な礼拝の時なのです。ですから、

主催教会の大会に向けてのあれやこれや

「 



ｖ 

大会全日程の流れ固まる 

 

第６６回キリストの教会全国大会プログラム 
  ８月２７日（木） ８月２８日（金） ８月２９日（土） 

7:00～7：30   朝祷会（松下清氏） 朝祷会（杉山世民氏） 

7：45～9：00   朝食 朝食 

9：30～10：00   賛美の時２ 賛美の時４ 

10：00～11：30   分科会 
礼拝３（吉井秀夫氏/鹿屋キリス

ト教会牧師） 

    
◆韓国牧師を囲んで 

（イ・ガンピョン氏他） 
  

    

◆信仰について何でも聞いちゃ

おう！（信仰入門） 

（横溝健正氏） 

  

    
◆聖書に見る「神の招き」の歴史 

（中野卿代氏） 
  

    
◆ヴォーリズの残したもの 

（藪秀実氏） 
閉会式 

12：00～13：30   

昼食＆恵み 

 

の広場 

  

 

14：00～15：30   本田路津子コンサート 
  

 

15：30～ 受付開始 自由時間 
  

 

18：00～19：15 夕食 夕食 
  

 

19：30～19：45 開会式 
  

 
  

19：45～20：15 賛美の時１ 賛美の時３ 
  

 

20：15～21：00 
礼拝１（Ｗ・マクセイ氏/吉

野キリストの教会牧師） 

礼拝２（イ・ガンピョン氏/ソウル・

キリスト教大学総長） 

  

 

予定は現段階のもので変更する可能性があります。予めご了承ください。 

申込書は次号配布予定です。 

 

大会参加費について 

氏にヴォーリズとヴォ―リズ建築に

ついてたっぷりと語って頂きます。 

 

 

「信仰について何でも聞いちゃお

う！（信仰入門）」（横溝健正氏）

…大会の参加者には毎年来ている常

連さんもいらっしゃれば、初めて参

加するという人や洗礼を受けて間も

ない人、さらには求道中の方もいら

っしゃることかと存じます。横須賀

第一キリストの教会牧師の同氏に Q

＆A 方式でやさしく教えて頂きま

す。求道者はもちろん、クリスチャ

ンの方も今さら聞けない信仰の初歩

に関する質問をこの際解決いたしま

しょう。 

 
 

２．部分参加 
27日（木） 28日（金） 29日（土） 

夕食 
宿泊 

（朝食付） 
昼食 夕食 

宿泊 

（朝食付） 
  

参加費

（基本） 

大人 
2000 2000 2000 

3,600 7,500 1,100 4,800 7,500   
大学生 2,000 4,500 1,000 2,000 4,500   

高校、中学生 1,000 4,000 500 1,000 4,000   
小学生(ベッド使用） 1,000 1,500 500 1,000 1,500   
小学生(ベッド不要） 1,000 500 500 1,000 500   

小学生未満(未就学児） 0 0 0 0 0   
 

１ 全期参加 
宿泊費等合計 登録費 参加費合計 

    一人当たり 

参加費

（基本） 

大人 24,500 4,000 28,500 

大学生 14,000 1,000 15,000 

高校、中学生 10,000 1,000 11,000 

小学生(ベッド使用） 2,000 1,000 3,000 

小学生(ベッド不要） 0 1000 1,000 

小学生未満(未就学児） 0 0 0 

 

 

聖書に見る「神の招き」の歴史（中

野卿代氏）…今回の大会テーマは神

様の招き。聖書は招きについてどう

語っているのでしょうか？前大阪聖

書学院学院長で伊丹第一キリストの

教会牧師の同氏に大会のテーマにつ

いてじっくり語って頂く 90分です。 

 

「ヴォーリズとヴォーリズ建築につ

いて」（藪秀実氏）…藪氏はキリス

トの教会の紀南教会出身で現在はヴ

ォーリズが創立した財団法人近江兄

弟社に勤めておられます。最近脚光

をあびることの多くなったウィリア

ム・メリル・ヴォーリズ。今回の全

国大会会場の近郊にもヴォーリズ建

築はいくつもあります。そこで、同

じ 

分科会のテーマと講師が決まる 

「韓国のキリストの教会最新事情」

（イ・ガンピョン氏と随行者）…今

回大会にはメインスピーカーに韓国

のキリストの教会の李氏にお話を頂

きます。また、来年韓国で行われる

キリストの教会の世界大会のアピー

ルの為に何名か奉仕者も同行される

予定です。読者諸氏には「韓国にも

『キリストの教会』があることを初

めて知った」という方が少なからず

いらっしゃるかと存じます。私たち

の同じルーツを持っている韓国の兄

弟姉妹に、韓国のキリストの教会の

ことを色々とお話いただこうと考え

ています。私たちと同じ点、違う

点。きっと新しい発見があるはずで

す。 

 

全国大会の準備は着々と進められてお

り、既にプレ大会礼拝が先般行われまし

た。主にある兄姉の皆さん、お誘いあわ

せの上多数ご参加くださいますようお待

ちいたしております。大会会計からのお

願いですが、現状では運営費用が最終締

め時点で不足が懸念されます。必要が満

たされますようお祈りと大会宛献金にご

協力ください。3月 31日現在の献金合計

額は 649,550円です。（第 65回大会から

の申し送り金を含まず。） 

                      

主に在りて 

会計担当 中川 尚士 

「あなたがたは、すべてのことに、すな

わち、信仰にも、ことばにも、知識に

も、あらゆる熱心にも、私たちから出て

あなたがたの間にある愛にも富んでいる

ように、この恵みのわざにも富むように

なってください。」（コリントⅡ、8:7） 

 

大会献金アピール 


