編集後記

旭基督教会

10,000

今回の会計報告に記載すべき小野教

今泊キリストの教会

10,000

会の献金を前号に掲載していました。

宇地泊キリストの教会

10,000

ここに改めて掲載します （※教会、団

沖縄キリストの教会

30,000

体、個人をそれぞれ五十音順掲載

小野キリストの教会

ニュースを遡って読み

しています）。

片倉キリストの教会

返します。

また、前号で献金アピールを致しま

のんびり屋のわたしは
例年、参加申込書が来
てやっと、『あぁ、大
会が近づいてきんだな
ぁ』と実感し、それま
でに送られてきた大会
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2015 年 4 月 1 日～5 月 20 日まで（五十音順）

会計報告

したが、教会からの献金が先の通り
集まり委員会一同、神様の配剤と
姉妹教会の皆様の全国大会に対す
る篤い思いに大変感謝しておりま

神園キリストの教会

2 回目

2 回目

仮屋キリストの教会

04
2

号

2015 年 06 月

100,000
20,000

ハイライト

10,000

前田委員挨拶 P.1

10,000

青年会担当に唐川氏 P.2
大会学校担当に大塚氏 P.3

串木野キリスト教会

2 回目

10,000

串木野キリスト教会

3 回目

20,000

大会テーマソング

す。

源河キリストの教会

20,000

引き続き、大会の必要が満たされま

桜山キリストの教会

20,000

すよう、皆さまのご協力とお祈りをお

垂水キリストの教会

10,000

と作曲、関根一夫作詞の

願い申し上げます。

東京若葉キリスト教会

10,000

ＧＯＤ ＢＬＥＳＳ ＹＯＵ

宮里キリストの教会

30,000

です。今号の全国大会ニ

会計

吉野キリストの教会

中川尚士

合計

2 回目

10,000
330,000

申込書の留意点 P.4

全国大会のテーマソング
が決定しました。岩渕まこ

ュースに歌詞が同封され

挨拶

ていますので、是非皆さ

前田 英樹

んの教会で讃美練習をし

（小野キリストの教会員）

ていただき、大会に備え

66th 全国大会 Newsletter 04 号 2015 年 06 月

て下されば幸いです。「楽
譜が読めない」「どんな曲
がわからない」と言う方は

準備委員会スタッフ一覧

インターネットの動画投稿

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

を合唱したものが複数ア

会計担当

ベックマン・ジェナン

旭基督教会

ップロードされています。

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

大東キリストチャペﾉﾚ

望

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

サイト youtube 等で「ＧＯ
Ｄ ＢＬＥＳＳ ＹＯＵ」と検
索してみてください、同曲

明石海峡大橋を背にした
大会会場にあるチャペル
（このチャペルは実際に今回
の全国大会の朝祷会で使用
します。）→

また、神戸・舞子で会いましょう
五年前の第６１回キリストの教会全国
大会（神戸・舞子）の閉会式のあいさつ
の中で、「また、神戸でお会いする日を
楽しみにしています」と言ってしまいまし
た。終わったばかりなのにと言われてし
まいました。
全国大会を準備、主催するのは、大
変なことです。今は１年をかけて準備を
しますが、大会当日が迫ってくると忙し
さも尋常ではありません（こんなことを書
くと誰も大会を主催しようと思わなくなり
ますね）。

しかし、大会を準備してよかったと
思う瞬間があります。本当に神様の
祝福に満たされるときです。神様と、
大会に参加してくださった方々、祈り
で支え、献げて下さった方々のことを
思い、恵みに感謝するときでありま
す。
今回の大会を、一人でも多くの方
に参加していただきたい、一日だけ
でも、いやひとつのプログラムのた
めだけでも参加していただきたい、
そんな思いを大会プログラムに込め
準備してまいります。
あなたの参加が無ければ、神戸・
舞子大会は完成しません。欠けたと
ころのある大会になります。ぜひ、参
加していただき、神様の奇しい業、
神様の招きをともにほめたたえ、讃
美し、感謝し、喜びで満たされるとき
を味わってください。
準備委員一同、あなたの参加をお
待ちしています。神戸・舞子でお会
いしましょう。
第６６回全国大会委員
小野キリストの教会
前田英樹

ｖ

プログラムの詳細

大会学校担当に大塚氏

～分科会バリエーションが増えました～

～大阪聖書学院の学生も奉仕者に
～

前号でご紹介したとおり、分科
会は
「韓国のキリストの教会最新
事情」（イ・ガンピョン氏他）
(K・ｻﾏｰｽﾞ氏)

「信仰について何でも聞いちゃ
おう！（信仰入門）」（横溝健正
氏）

今回の大会では子供向け（幼稚園児か
ら小学生を対象）の大会学校を併設し
ます。町田キリストの教会伝道師の大
塚春香氏を中心として大阪聖書学院の
神学生がそのご奉仕にあたってくださ
います。
特に大会２日目の午後には大会会場近
くにある須磨水族館に行く予定です。
奮ってご参加ください。

また、今回の大会ニュースには大会
学校の生徒を募集するポスターを同
封しています。（写真下 大塚氏作
成）

同封物を確認下さい
今号の大会ニュースには同
封物が多くあります。見落
としのないようにご留意くだ
さい。
①大会ニュース４号
（本紙）
②申込書
③申込書記入例
④大会学校ポスター
（左写真）

聖書に見る「神の招き」の歴史
（中野卿代氏）

⑤ゆうちょ振込票
⑥大会テーマソング
楽譜

「ヴォーリズとヴォーリズ建築
について」（藪秀実氏）

以上

の４つを予定していますが、そ
れらに加えて、５つ目の分科
会として
「押し花で御言葉の栞をつくる
会」 （池田博美氏）
が開かれることとなりました。
この分科会は定員 20 名で男
女とも参加可能です。奮ってご
参加ください。

↑大塚氏（左から３人目）と大阪聖書
学院の学生たち。（同氏が大阪聖書学
院での集中講座を行うために来阪した
際に撮影）

ぜひとも、皆様の教会でご掲示頂
き、子供たちに参加を呼び掛けて頂
ければ幸いです。

大会の申込について・・・申込期限は７月１５日までです
今号の大会ニュースには大会の参加申込書と申込書の記入例（カラ
ー）が同封されています。申込書が足りない場合はコピーして下さ
い。また、大会ホームページからもダウンロードできます。

青年会担当に唐川氏
今年の全国大会の青年会担当は、鹿児
島キリストの教会牧師の唐川尊議氏
（左写真）に決まりました。以下同氏
からの青年への招きを掲載致します。

今回の全国大会で青年会の担当をさせ
ていただきます鹿児島／串木野教会の
唐川です。毎年大会では青年会の楽し
い時が続けられていますが、今年もそ
の流れを止めないように準備していま
す。

青年会といっても学生さんや社会人、
それぞれの立場も違いますし、また全
国大会ですから集まる人も広範囲だと
思います。そのなかで一人ひとりが生
活する所の話を聞きながら今大会のテ
ーマでもあります「神の招き」につい
ても分かち合いをしながら、それぞれ
が何かを持って帰る時となれば感謝で
す。大会二日目の自由時間もあまり暑
くないようでしたら明石の方にも出掛
けてみたいと思います。共に集いよい
交わりになることを期待しています。

申込書記入例に従って７月１５日までに準備委員会事務局に到着す
るようにお申込みください。
キャンセルが必要になった場合は、速やかに準備委員会事務局にお
しらせください。お支払頂いた参加費からキャンセル料（三日前
３０％、前日５０％、当日１００％）を除いて返金致します。ただし、登
録費は大会運営資金として充当させて頂きます。

