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第６９回キリストの教会全国大会・岡山 

 主題：『闇の中に輝く光』ヨハネ１：１～５ 

期日： ２０１８年８月１日（水）～３日（金） 

宿泊：湯郷グランドホテル（ポピースプリングス） 

〒707-0062 岡山県美作市湯郷 581-2   Tel. 0868-72-0395 

 

事務局：岡山クリスチャンセンター   

  〒707-0062 岡山県美作市湯郷 251-1        Tel. 0868-72-1855 
 

振替口座番号 ０１３４０－３－１０５５２８ 

名義：第６９回キリストの教会全国大会・岡山 

 

 

 

     皆さん、来年は、ぜひ美しい岡山でお会いしましょう！！ 

 

 ２０１８年の第６９回キリストの教会全国大会の開催について、岡山に開催の承認をして

頂き、ありがとうございます。再び、身が引き締まる思いです。「再び」と申しますのは、

今から６年前の２０１１年の夏に岡山が、第６２回キリストの教会全国大会を主催して以来

だからです。 

 

来年の岡山大会に皆様を、再び、お招きすることができることを心から感謝しています。

美しい自然の中で、主の御名を賛美し、創造主なる神を深く思う「良き交わり」が与えられ

ることを心から待ち望んでいます。来年、８月１日（水）、２日（木）、３日（金）に岡山の地でお会

いしましょう！皆様のご参加を心からお待ちしています！ 

 

第６９回キリストの教会全国大会・岡山 事務局一同 

 

 

大会委員長のあいさつ                

サマーズ・キース 

 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

 We, the Christians of Okayama Ken, would like to invite you to Yunogo for the   
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69th 2018 All Japan Christian Convention. We had the privilege of hosting the 

convention in 2011 and are looking forward to doing so again August 1 (Wed.) ~ 3 (Fri.) 

2018. We have been meeting and discussing the best ways to make this convention a 

time of uplifting messages, great singing, a good time of fellowship and a pleasant time 

for you all to come and enjoy the peaceful and beautiful area of Mimasaka Shi. We know 

for some of our brethren Yunogo is far. We are praying you can come. The convention is 

the only time we can see some of you. 

 We are working with two local hotels, Yunogo Grand Hotel and Poppy Springs, to 

provide a choice of affordable comfortable rooms for everyone. Our main meetings will 

be held in the nearby Culture Center where they were held in 2011. There will be 

programs for the youth. And there will be free time the afternoon of the 2nd for you to 

visit our various tourist sites and museums here in Yunogo and in the surrounding area. 

 We do ask that you pray for us and for the preparation we are doing. We want 

this convention to bring praise to God and to edify us all.         （Keith Summers） 

 

 

主に在る兄弟姉妹の皆様、 

 

岡山県北部の姉妹教会のクリスチャンたちは、皆様を２０１８年の第６９回キリストの教

会全国大会に感謝をもってお招きいたします。２０１１年に第６２回全国大会を岡山で開催

しましてから、早や６年が経過しました。そして、２０１８年８月１日（水）～３日（金）にもう一

度、ここ岡山で全国大会を開催するのを心から楽しみにしています。 

 

２０１８年、第６９回全国大会・岡山では、私達の信仰を高めるようなメッセージ、素晴

らしい讃美、心温まる交わりが持たれますようにと、すでに大会準備委員の会合、話し合い

が進められています。開催地である美作市の湯郷地区は、都会からは少し離れた田園風景に

囲まれた静かな美しい町です。是非、岡山大会に参加されますようにと祈っています。 

 

宿泊のホテルは、「湯郷グランドホテル」と同経営の「ポピースプリング」の二つのホテル

を利用するため話し合いを進めています。皆様が気持ちよく過ごすことが出来ると確信して

います。年に一回、大会の時にしかお会いできない兄弟姉妹たちとお会いできるのを楽しみ

にしています。 

 

前回と同様、宿泊は上記のホテルですが、プログラム全体はすぐ近くの「美作文化センタ

ー」で行われる予定です。青年のためのプログラムも考えています。また、二日目の午後は

自由時間を設け、近隣の美しい観光地などの景色を楽しんで頂くことも考えています。どう

ぞ、大会準備の為にお祈り下さい。この全国大会を通して神の栄光が高められ、参加する一

人一人の信仰が高められますようにと心より望みます。（本文：サマーズ・キース 編集：杉山 世民） 
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大会事務局長のあいさつ       

 

 

 

 

 

 
杉山 世民 

 
ご承認の感謝 

 沖縄での第６８回全国大会にて、来年、２０１８年８月１日（水）、２日（木）、３日（金）の日程で、

第６９回キリストの教会全国大会を岡山の地で開催することに対する温かいご承認を頂き

ました。心より感謝申し上げます。感謝と共に、再び、身の引き締まる思いで準備を進めて

いきますので、是非、ご参加によるご協力、また、ご献金のご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

 

前回の岡山大会 

 前回、岡山の地で全国大会を開催しましたのは、２０１１年の夏でした。その年の春に

は、思いもよらぬ東北大震災３．１１が発生し、大変深く心を痛め全国大会もどうなるのだ

ろうと心配させられました。しかし、約１３０名の兄弟姉妹が参加して下さり、主の御栄光

が崇められましたことを、まるで昨日のことのように鮮明に記憶しています。 

 

 

 

 
２０１８年大会テーマ 

 第６９回大会では、テーマを「暗闇の中に輝く光」としました。来年の大会では、「暗闇

と光」に焦点を当て、私たちの住む現代の世界にはびこる得体の知れぬ深い「暗闇」が何な

のか、そして、その中に確かに輝いている「光」は何なのかなどキリストの福音の神髄に焦

点を当てたいと考えています。『…多くのにせ預言者が起こって、多くの人を惑わすであろう。ま

た不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。』と主イエスは言われました。そのよ

うな時代の中に在って、私達が「世の光」であるとは、どういう意味が込められているのか

などを含めて学びたいと思います。 

 

 

 

 

プログラム全体 

 全体的に高齢化が進む中で、第６９回大会のプログラムは少し余裕のある緩やかなものに

しようと検討中です。参加しておられる方が、初めてお会いになる方などとお茶でも飲みな

がら、ゆっくりお話しができたりすることができれば、年に一回の全国大会の交わりがもう

少し濃厚になるかなとも考えています。そのためにも自由な時間を少し多く取りたいとも考 
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えています。また、私達の大会で、すでに何回か歌って下さっている私達の間で親しい、愛

する本田路津子さんの素敵なコンサートも検討しています。ご期待ください。 

 

 

 

 

 
お招きのことば 

 来年、８月１日～３日の日程は、是非、カレンダーに今から印をつけて頂いて万難を排

して岡山大会にいらして下さい。岡山北部に位置する湯郷は、中国自動車道の美作ＩＣから

なら５分ほどの所にあります。新幹線の岡山駅、及び、岡山空港からは車で１時間２０分ほ

どかかりますが、できるだけホテルのバスなどの手配をしたいと検討しています。山と川の

緑に囲まれた静かな美しい温泉の町、湯郷に是非、おいで下さい。夏は、おいしい白桃やぶ

どうの季節でもあります。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

 

           

 

 

 

大会会計から献金のお願い 

 

 

 

会計：杉山 好子          会計：中原 晶子 

 

 

この度、会計係りをお引き受けしました杉山と中原でございます。準備を支障なく進めて

参ります為に、皆様方に献金によるご支援をお願い申し上げます。振替口座は、すでに開設

しておりますので、ご利用くださいませ。 

 

振替口座番号： ０１３４０－３－１０５５２８ 

名義：第６９回キリストの教会全国大会・岡山 

 

 ここ湯郷の地は、岡山県の北東部にあり、山と川に囲まれた静かな温泉地でございます。

特に、週末には県内外からのお客様が多く来られます。前回（2011 年）と同様、この山間

の地で一人でも多くの兄弟・姉妹の皆様と共に、創造の主なる神様を讃美し、御言葉の学び

が出来ますことを楽しみにしております。       


