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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 

ウェブサイト https://church.ne.jp/convention 

 

 

 

           寒中お見舞い申し上げます！！ 

 

 今年の冬は、実に、寒い日が続いています。皆様方のお住まいの地域はいかがでしょうか。

水道管凍結による断水、又、停電など大変な地域もありました。お見舞い申し上げます。 

 

 さて、今まで我々事務局でも「来年の大会は…」と口にしていましたが、もはや「来年」

ではなく「今年の全国大会」となり、残すところ半年となりました。私共も「気合い」を入

れて準備に当たっています。６ケ月前でしか予約が取れなかった主会場となる「美作市文化

センター」の予約も無事に取ることが出来て、ホッ！と胸をなでおろしています。皆様のお

祈りを感謝いたします。また、皆様の岡山大会参加を心よりお待ちいたしております。 

 

 第６９回キリストの教会全国大会・岡山 事務局一同 

 

主題と講師について 
 

 岡山大会で講師の任を負って下さる講師の先生方に、大会に向けての挨拶の言葉を書いて

頂くようにお願い致しました。今年の大会のテーマは「暗闇の中に輝く光」という少し幅の

広い主題ですが、主イエス・キリストの光が「愛、真理、命」において輝いていることを意

識し、「愛」「真理」「命」の三つにおいて輝くキリストの福音を明らかにして頂きたく、そ

れぞれ三名の講師の先生方にお願いしました。 

 

１．「愛」の部→  ターナー・ティム氏（東京・町田キリストの教会牧師） 

２．「真理」の部→ 池田 基宣氏（兵庫・宝塚キリストの教会牧師／ＯＢＳ教師） 

３．「命」の部→  上山 耕司氏（和歌山・紀南キリスト教会牧師） 

 



2 

 

第 69 回キリストの教会全国大会ニュース  第４号            2018 年 2 月 22 日発行 

 

大会講師のあいさつ 
 

皆さんご存知かもしれませんが、わたしはフィリピン生まれ、日本育ちの

アメリカ人です。外見は白いですが、内側は変に混ざっています。わたしは、

小さい時から父と母に全国大会をはじめ多くの集会に連れ出されました。全

参加とは言いませんが、何度も全国大会に出席しています。だから今でも参     

ターナー・ティム氏 加が当たり前のことで、毎回楽しみにしています。今回は講師として招かれ 

ました。緊張しながらも、楽しみにしています。 

 

今大会のテーマは、ヨハネによる福音書１：１～５からとった「暗闇の中に輝く光」です。

神様の光は色々な形で表されますが、最も素晴らしい「神様の光」は、神様がイエス様をこ

の地上の暗闇に送り、罪を明らかにしてくださり、私たちをその罪から救って下さったこと

です。神様の恵みは、本当に驚くべきものです。 

 

わたしに与えられた題は「愛」です。神様は愛をもって人間と関わり、愛ゆえにイエスを

私たち罪人のところにお遣わしになりました。神様は、この愛で暗闇の中に輝いてください

ました。そして、わたしたちも与えられた愛をもって、愛を示す力を与えられました。一緒

に、この素晴らしい愛について考えていきたいと思います。 

 

全国大会は、まだ半年先ですが、是非、一緒に祈り、参加する準備をしましょう。わたし

は一所懸命、神様と共に準備をします。皆さんと会うのを楽しみにしています。皆さんの上

に神様の豊かな祝福がありますように。 

 

 

この度、第 69 回キリストの教会全国大会（岡山）にて、御言葉の取り次ぎを

させていただくことになりました。今大会では、「闇の中に輝く光」というテー

マがヨハネによる福音書第１章から取られています。私は「光」という言葉を

聞くと思い出す讃美歌があります。 

池田 基宣氏 

「ひかり ひかり わたくしたちは、ひかりの子ども ひかりのように、あかるい 

子ども、 いつもあかるく、うたいましよう」 

 

メロディーが脳裏を過る方も多いかと思います。三番の歌詞は「ひかりのように正しい子

ども いつも正しくはげみましょう」と締めくくられます。私たちは、主なる神の御前にて、

取るに足りない存在、罪人でしかありませんから、この讃美歌のように「いつも正しく」歩

んでいるわけではありません。たからこそ、私たちには真理としての神の光、神の御言葉が

必要で、御言葉は、私たちの良いところも悪いところも包み隠さず照らし出します。モーセ

十戒や主イエスの山上の教え、書簡に記されている教理的・倫理的教えなどが示すように、

聖書は私たちが何を信じ、何を実践して生きるべきか照らし出します。      （次頁） 
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明治初期に関西で伝道し、大阪女学院の前身であるウィルミナ女学校を創設した宣教師に

ヘールという人物がいました。このヘール宣教師が残した有名な言葉の一つに次のようなも

のがあります。「『悪いことはやめましょう』、『良いことをしましょう』、そんなつまらない

ことを伝える為に、私は日本に来たのではありません。」豪快な宣教師もいたものだと思い

ます。「悪いことはやめましょう。良いことをしましょう」というのはつまらないことだと

いうのです。 

 

このヘール宣教師からいただいた宿題を真摯に受け止めつつ、大会当日に備えたいと思っ

ています。皆さまも岡山での全国大会に出席して下さると同時に、共に御言葉の恵みを豊か

に受けるために、テーマ聖句であるヨハネによる福音書第１章１～５節を熟読し、大会に臨

んでくだされば幸いです。 

 

 
私は一昨年、胆道癌の手術をした。この病気を通して死について、そし 
て命について否が応でも向き合わされた。癌が見つかった当初から､私 

の脳裏に響き続けた御言葉がある。それはヨハネによる福音書の 11章 

4節「この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の 

上山 耕司氏     子がそれによって栄光を受けるのである。」だ。これは死を目前にした 

ラザロについて言われたイエス様の言葉である。そして、今回の大会テ 

ーマが「暗闇に輝く光」である。この癌という闇の中で､神はどのようにして命の光を輝かせ

て下さるのだろうか。 

 

大会主催事務局の杉山先生よりそれとなく講師の打診があった時、この病気はストレスが

良くないのでと言って暗にお断りした。本音は「とても私ごとき者が・・・」であった。杉

山先生は私の思いを忖度して下さり、了承して頂いたものと思っていた。しかし、お断りし

たものの､本当は引き受けた方が良かったのではないかという思いが起こり、それが私の胸

につかえた。その可能性はまずないだろうが、もしも、再度の依頼があったなら､その時は

神の御心と思い､引き受けよう、と。何と、こちらの胸の内を見透かしたかの如く、それが

あったのだ。 

 

では何故、私がそのような思いになったのか。3つの理由があった。一つは、岡山は私の

生まれ育った地、まさに「忘れがたきふるさと」懐かしい故郷だから。二つ目は 39年前､

湯郷の「たつみ山荘」で全国大会があり､その時､私の人生にとても大きな影響を与えた出来

事があったから。そして三つ目は癌という病を経験させ､命に向き合わさせて下さった神の

御業を証しするということである。この三つが相まって、大役を引き受けた次第である。是

非とも、私のためにもお祈り頂きたい。               上山 耕司           
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本田路津子さんから岡山大会への御挨拶 
 

 この度は、第６９回キリストの教会全国大会にお招き頂きまして心より

感謝申し上げます。何回か、キリストの教会の集会では、コンサートを持

たせて頂いていますのに、再び、お声掛けを頂き恐れ入るばかりです。 

 

 何においても動きの鈍い私ですが、一方的な主の御手の導きに引っ張ら 

本田 路津子姉 れて、今日まで歩ませて頂きました。常に賛美が祈りとなり、支えて頂いて 

いる恵みを、皆様とお分かちできればと思います。どうぞ、よろしくお願い 

致します。大会の祝福を祈りつつ。              

本田路津子 

 

第６９回キリストの教会全国大会・岡山への献金状況 

 

２０１８年 （昨年１２月２１日から今年２月２１日現在までの受領分  敬称を省略させて頂きました。） 

 

キリスト家の教会（沖縄）          ￥  １０，０００ 

柴田 年世                ￥ ５０，０００ 

神園キリストの教会（兵庫）        ￥ ５０，０００ 

名古屋西キリストの教会（愛知）      ￥ １０，０００ 

遠賀キリストの教会（福岡）        ￥ １０，０００ 

鹿屋キリストの教会（２回目鹿児島）    ￥ ５０，０００ 

東区キリストの教会（北海道）       ￥ １０，０００ 

小川 幸男 （２回目）          ￥ ５０，０００ 

恵みキリストの教会（兵庫）        ￥  ７，０００ 

仮屋キリストの教会（兵庫）        ￥ １０，０００ 

鹿児島キリストの教会（鹿児島）      ￥ １０，０００ 

ＯＣＣ午後礼拝（岡山）          ￥ ２０，０００ 

合計：￥２８７，０００ 

 

皆様の心のこもった貴重なご献金を心より感謝申し上げます。現在（２月２１日）までの総額

は、￥１，１１２，０００（沖縄大会からの申し送り金 35 万円を含む）のご献金を頂いております。 

 

大会会計から献金のお願い 

 

会計：杉山 好子                       会計：中原 晶子 

 

寒中お見舞い申し上げます。第６９回キリストの教会全国大会・岡山を覚えて下さり、心

温まるご献金を賜り心より深く感謝申し上げます。皆様のご協力とご理解とをお願い申し上

げます。また、八月に、皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 
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第６９回キリストの教会全国大会・岡山 プログラム概要 

                                                      
 
８月１日（水）           ８月２日（木）             ８月３日（金） 

 

                ８：００ 朝食            ８：００ 朝食 

                ９：３０ 讃美礼拝Ⅱ         ９：３０ 讃美礼拝Ⅲ 

    １０：００ 講演Ⅱ 池田 基宣氏    １０：００ 講演Ⅲ 上山 耕司氏 

               １１：００ 報告・写真        １１：００ 閉会式 

        １２：００ 昼食            １１：３０ 終了・解散 

 

        １３：３０ 

 

            自由時間 

交わり／散策／観光／温泉 

１４：３０ 受付開始      その他 

１５：００ チェックイン 

１８：００ 夕食         １８：００ 夕食（教会紹介） 

１９：３０ 開会式／讃美礼拝Ⅰ １９：３０ 本田路津子コンサート 

２０：００ 講演Ⅰターナー・ティム氏 

２１：００ 報告・就寝     ２０：３０ コンサート終了 

                ２１：００ 報告・就寝                       

 

 

※以上がプログラムの概要です。今年のプログラムは、少しゆとりのあるものにしました。

詳細のプログラムは、当日、受付でお渡しいたします。 
 

 

全期参加費用決定！！ 

 

第６９回キリストの教会全国大会・岡山に、全期参加（２泊５食）される方で湯郷グラン

ドホテルに宿泊される方は、大人一人２６，０００円と決定しました。７年前２０１１年に岡山

で開催した時は、２５，５００円でした。できるだけコストを抑えて、若い人達にも参加し

て頂けるようにと願っています。 

 

但し、どうしても和室ではなく、洋室のベッドが欲しいと言われる方には、同経営のホテ

ルポピー・スプリングスを１５室確保しています。ここの洋室を二人でお使いになる場合、大

人一人、一泊２，０００円（×２日）の増額となります。又、洋室をお一人で使用される場

合、大人一人、一泊４，０００円（×２日）の増額となります。ポピー・スプリングスに宿

泊される方も食事は、全員と一緒に湯郷グランドホテルにての食事となりますので、ご了解

下さい。 

ポピー・スプリングスの洋室希望の方は、室数に限りがありますので、なるべく早めに事

務局にお知らせ下さい。尚、ウェブサイトの書き込みではなく、直接、事務局（090-3977-0153

／nsa10129@nifty.com 杉山か 0868-72-1855 クリスチャンセンター）にご連絡下さい。尚、

全期参加、部分参加、子供料金等の詳細は、大会ニュース第５号での参加申込書でお知らせ

します。 
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子供会、青年会について 

 

 大会プログラム概要には、掲載していませんが子供会、青年会を計画しています。また、

教会紹介を二日目の夕食時に行います。これらのプログラムについては、次の先生方に指導

をお願いしています。 

 

子供会（３歳位から小学６年まで）→  大塚 春香氏（町田キリストの教会子供礼拝コーディネーター） 

青年会（中学生、高校生、大学生） → 田口   望氏（大東キリストチャペル伝道者） 

教会紹介（８月２日夕食時）   → 岸本 大樹氏（旭基督教会牧師／OBS学院長） 

 

 

二日目の自由時間について 
 

 大会二日目、８月２日（木）の午後のプログラムは、自由時間としました。部屋で休まれ

るなり、温泉で疲れを癒したり、この機会を利用してできるだけ多くの主に在る兄弟姉妹方

との交わりを持って頂き、お互いに知り合うことが出来ればと願っています。また、岡山の

兄弟に書道の達人（西山 豊秋兄）がいまして、この間に聖書の「御言葉の清書」を指導し

てくれる予定です。興味のある方は、是非、ご参加ください。 

 

 また、この時間を利用して、岡山北部の美しい自然を見て頂き、岡山特産のおいしい白桃

や葡萄を味わって頂きたいとも願っています。そこで、この自由時間を利用して、近くを「プ

チ観光」したいと考えています。三通りの「プチ観光」を考えています。 

 

① 津山市内――歴史と文化の城下町、重要伝統的建造物群保存地区、鶴山公園などを見 

学します。 

② 大芦高原――湯郷から車で３０分ほど南に美しい自然があります。「上山千枚棚田」な 

どは、見ごたえがあります。 

③ 湯郷温泉街散策――湯郷の街は温泉だけでなく、「昭和館」や「レトロ鉄道模型館」な 

ど見所、食べ処などがたくさんあります。 

 

 これらのうち①と②については、ホテルからバスを出して頂く予定です。基本的に交通費

用は、かかりませんが、施設利用費や飲食などは自費となりますのでご了承ください。尚、

上の三つ以外で、少人数で行きたいところがある場合、タクシー（有料）もあります。又、

近くであれば、事務局に相談して下さい。 

 

 


