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して︑祈りに心を注ぎだす二千年

ひかれます︒祈りの祭壇を築き直

よりも読書や自分の楽しみに心が

いことを反省しております︒祈り

いるのに︑今なお祈ることの少な

牧会から離れ︑ 時 間 が 与 え ら れ て

れは祈りであると思っています︒

喜ばれる奉仕があるとすれば︑そ

から身を引いたものですが︑主に

私個人としては︑伝道の第一線

に残ることもなくなるであろう︒﹂

くずされないままで︑他の石の上

がめているのか︒その石一つでも

なたは︑これらの大きな建物をな

ょう︒﹂と言った時︑主イエスは﹁あ

事な石︑何という立派な建物でし

生︑ごらんなさい︒なんという見

大事である︒主の弟子たちが﹁先

めには︑目を覚ましていることが

お言葉である︒物事を見極めるた

年を迎えるに当たって与えられた

きます︒

リニューアルの必要が強調さ れ て

吹上信一︵引退牧師︶

神が人間に与えて下さった特権で

掛けて人を愛する事︑施す事は︑

﹁時間を掛けて祈る事︑時間を

十三・十一︶︑伝道の収穫のために

あるかを認識するために︵ローマ

を覚ましたい︒今はどういう時で

いめいの差し迫った霊的必要に目

の使命を果たすために︵マルコ十
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特 集 ・主の年二〇〇〇年のヴィジョン

をと願っています︒私のためにお

と答えられた︒︵マルコ十三・一〜
二︶

祈り下さい︒皆様の祈りの課題が
ありましたらお知らせ下さい︒足

以下の記事は︑提出者のお名前の

蜃気楼を追うようなことでなく︑

ヴィジョンという言葉が流行し︑

アルファベット順になっています︒

﹁主よ︑ ･･･
わたしたちにも祈る
ことを教えてください︒﹂︵ルカ十

教団の︑そして教会の︑さらにめ

らない者ですが︑お祈りさせて頂

敬称は略させていただいており︑

一・一︶

主の年二千年をお祝い申し上げ

あり︑天国への鍵である︒﹂︵不明︶
細見剛正︵サンロレンゾ︶

︵コロサイ四・二〜三︶︑それぞれ
を期待します︒主から与えられた

に︵ルカ二一・三六︶︒

三・三四︶︑再臨の主を迎えるため
なさい﹂︒これが主の紀元二〇〇〇

﹁気をつけて︑目を覚ましてい
らせて頂きます︒

ヴィジョンを実現されますよう祈

に︑教団︑教会のめざましい発展

ます︒新しい世紀のスタートと共

日久しい︒しかし︑実の伴わない

教会名も略称です︒

牧師のヴィジョン

から︑そのために働くことは︑当

二︶ために立てられているのです

の体を建て上げる﹂︵エペソ四・十

え︑奉仕の働きをさせ︑キリスト

か︒特に︑牧師は﹁聖徒たち を 整

あるといえるのではないでしょう

建て上げることは︑最大の使命で

ャンにとって主の体である教会を

牧師を始め︑すべてのクリスチ

鍵和田哲男︵サファナンド︶

ヴィジョンに生 き た 預 言 者 の 生 き

たら幸いです︒神様が望む︑神の

他の人が活かされるため用いられ

生かされているものである故に︑

また教会の存在が︑まことに神に

れています︒拙くても私の存在が︑

全てのものが生きている﹂と記さ

七・九に﹁その川の流れるところ︑

いと思います︒エゼキエル書四

られることを知らせていただきた

より︑﹁神様﹂が私たち人間に求め

それは多くの情報を社会に発信し︑

教会が宣教と伝道を考えたとき︑

鎖系﹂という概念を意識したい︒

年を迎えて︑この﹁開放系﹂と﹁閉

ソコン通信である︒私は二〇〇〇

深く掘り下げて精密化してきたパ

﹁閉鎖系﹂とは限定された範囲を

淆な状態のインターネットであり︑

﹁開放系﹂とは種々雑多︑玉石混

う用語がさかんにつかわれている︒

う時︑﹁開放系﹂と﹁閉鎖系﹂とい

ネットを軸にしたネット社会を言

二十︶

なものとされた︒﹂︵マルコ十六・

しるしをもって︑みことばを確か

らとともに働き︑みことばに伴う

る所で福音を宣べ伝えた︒主は彼

﹁そこで︑彼らは出ていって︑至

す︒

者養成に努力し世界に遣わ

の働きには終わりがありませんか

とは否定できません︒さらに︑そ

ほとんど暗中模索の状態であるこ

は言っても︑赴任してまだ二年半︑

として建て上げる﹂ことです︒と

れた人々を︑キリストにある成人

持ち夢とヴィジョンを遂行される

う︒二十一世紀にもそのご計画を

験が再発見されていくことでしょ

深く覚えて︑神様と共に生きる体

も︑愛の交わりにも神様の臨在を

礼拝にも︑伝道にも︑弟子訓練に

そうするとき︑歴史ある教会に

せ︑礼拝を礼拝としてささげる教

ではないだろうか︒信仰を深化さ

トルとなって教会を前進させるの

鎖と開放﹂のバランスが強いベク

会は﹁閉鎖系﹂である︒この﹁閉

する教会の質が問われ た と き に 教

であるが︑人が救われ︑神を礼拝

くという意味において﹁開放系﹂

師は︑教会のその時︑その時の必

の主のみことばを思い起こす︒牧

新しい年の奉仕を思う時︑上記

︵ヨハネ六・二七︶

至 る 食 物 の た め に 働 き な さ い ︒﹂

いつまでも保ち︑永遠のいのちに

﹁なくなる食物のためではなく︑

中尾邦三︵サンディエゴ︶

と多くする︒

五︑ 夫 婦 ︑ 家 族 と の 時 間 を も っ

にする︒

四︑ 主 に あ る 友 人 を も っ と 大 切

然であると思います︒
様を自らのものにしたいと祈りま

多くの人たちに教会に来ていただ

その意味において︑私個人の二
す︒

ら︑主の年二〇〇〇年といっても︑

神様に︑心いっぱいお従いして行

〇 〇 〇 年 の ビ ジ ョ ン は ︑﹁ 委 ね ら

あくまでも通過点に過ぎません︒

要に応えなければならないが︑そ

る︒高度情報社会の波はキリスト

三︑

JTJを通し弟子訓練と伝道

少しでも答える︒

と建物 が)与えられる︒
二︑ 世 界 の 日 本 人 の 霊 的 必 要 に

真に教会に必要な霊的なもののた

めに働かなければならないと思 う︒

残すことができなければ︑時代の

て︑次の世代に堅固な主の群れを

そうしたものに︑うつつを抜かし

一︑ ホ ノ ル ル に
今の時代に持てはやされることの
Mt.
Olive
すべてが︑主の教会の健全な成長
Ministriesの 事 務 所 土( 地
のために役立つわけではあるまい︒

中野雄一郎︵巡回伝道︶

れと共に︑もっと長い目で見た︑

会は健全に宣教と伝道が可能とな

溝口俊治︵ロスアンゼルス︶

教界にも多大な影響と可能性 をも

るのではないだろうか︒

きます︒
中村裕二︵ホノルル︶

そのようなわけで︑私の場合は来
年に何を達成するかというビジョ
ンがあるというより︑ただ主の導

二〇〇〇年を迎えて﹁Ｙ２Ｋ﹂な

いつもと変わらぬ日常とともに︑

以外に︑心にあるものはありませ

どの言い知れぬ不安と新しい世紀

きを求めながら︑前進するという
ん︒

新しい年︑特に新しい世紀を迎

たらしているが︑最近のインター

への期待とが入り混じった今であ

えるこの時︑﹁私﹂が神様に求める
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寵児になったからといって何の誉

たバイブルに︑立ちかえらざろう

神に立ちかえることを主張してき

今や︑二〇〇〇年来変わらずに

増大するだろうという確信である︒

これから︑ますますこのききんは

もう既に到来していることであり︑

て︑このヴィジョンにふさわしい

追究︑意識調査等から手掛けてみ

二千年には︑まず問題提起︑原因

うな感じがします︒それで︑来る

すが︑なんだか半分諦めているよ

杯です︒﹂等といろいろ聞いていま

活が忙しくて日曜礼拝だけで精一

の記念すべき時代の節目に当たっ

会にも当てはまる言葉である︒こ

時代と言われる︒それは私達の教

えているが︑この時代は︑共生の

いよいよ紀元二千年が目前に控

い︑水にかわくのでもない︑主の

来る︑それはパンのききんではな

たしがききんをこの国に送る日が

主なる神は言われる︑﹁見よ︑わ

大倉

それを主が下さった重荷として︑

リーダー達と確認します︒教会は

です︒牧師はそれを認知し霊的な

認識を起こして下さっていること

に教会の人々︵牧師も含めて︶に

教会にやらせたいと考えそのよう

ます︒すなわち︑今主が私たちの

う角度からとらえてみたいと思い

上げるのは︑﹁主からの重荷﹂とい

い意味がありますが︑ここで取り

ヴィジョンということばには広

大谷文三︵サンタクララ︶

性を求めています︒十何年前から

足のため日英両語部で新しい方向

第三に︑建物の老朽化と施設不

会に送り続けておられます︒

あり︑主は多くの日本人を今も教

この重荷は主から出ていることで

宣伝し始めて数年経っています︒

番組などで日系コミュニティーに

のオアシスです﹂と言ってテレビ

﹁私たちの教会はシリコンバレー

ョンは現在も継続されています︒

に福音の手を伸ばすというヴィジ

からのビジネス・コミュニティー

第二に︑土地柄もあって︑日本

ている︒また千秋師を通して︑し

その言葉がわたしの心に今も響い

生活の結論です﹂と言われたが︑

わりをすることが︑わたしの信仰

めの実践と共に︑お互いに愛の交

シ カ ゴ の 葛 原 千 秋 先 生 は ︑﹁ き よ

教団の歴史と共に歩んで来られた︑

特に前回の牧師会で︑私たちの

第三に︑祈ろう︒

第二に︑祈ろう︒

第一に︑祈ろう︒

ている

は以下の三点を目指したいと願っ

を設定してある︒そして具体的に

りと収穫の年﹂と題して既に目標

す︒

があろう︒主の来臨の時にも︑残

えない時ではないかと思う︒そし

目標を定めたいと考えています︒

て︑オレンジ郡教会はここ数年間

言葉を聞くことのききんである﹂

実行に移します︒

祈り求めて来た隣接の土地が業者

ばしばご尊父の定市師が︑百歳の

宰︵オレンジ郡︶

りうる教会を築き上げていくため

て︑これが強いていえば私のビジ

姉妹教会に於いても同じヴィジョ

掲げられてきた教会育成二十項目

︵アモス八・十一︶

第一に︑定例の祈祷会にもっと

に買い取られたため︑主は私たち

時︑父として十分に行き届かなか

杉村

働くことができるよう︑祈ってい

ョンである︒単純にみ言葉の力と

ンを追求しておられるならば︑是

を反省︑吟味しつつ︑新年は﹁祈

正直言うと︑何か壮大なビジョン

多くの皆さんが参加してくださる

の注意をひとまず現地所に限定し

った事を子供たちに謝ったという

る︒

約束に自分をかけていく︒あせら

非お聞かせください︒

というようなものも︑今は思い浮

ように更に祈って行きたいと思っ

ておられます︒来る二千年には老

お話を伺ったが︑師の謙遜な生き

ず︑流されず︑たゆみなく

かばない︒しかし︑ただ一つ確信

て い ま す ︒﹁ 以 前 は 二 十 人 以 上 の

朽した建物の美化と厳しい施設不

方こそが︑愛に根ざしたきよめの

︒
･･･

していることがある︒それは︑冒

参加者がありました︒﹂﹁若い子持

足の緩和に︑教会は向かっていま

信︵ランチョ・ラコスタ︶

頭のみ言葉においてアモスが言っ

ちの人には期待できません︒﹂﹁生

な時代の節目に立たされている︒

私たちは二〇〇〇年という大き

たように主の言葉を聞くききんが︑
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教会員共々に歩調を合わせ︑共に

第一コリント十三章を土台として︑

どのように活かしたらよいかを︑

私たちの信仰の土台に︑神の愛を

加したいものである︒われらの主

に心し︑全力投球で主の戦いに参

足元をすくわれることのないよう

さばきは神の家から始まるという︒

その熾烈さをきわめるに違いない︒

もとに奪いかえす戦は︑ますます

かけてきた悪魔の魔手から神のみ

十五周年の節目により大きなビジ

していては前進がありません︒四

達せなかっと反省しても腰を下ろ

書面では差し控えますが︑目的に

かった事などがあります︒理由は

などの目標に達することが出来な

ンデースクール・ルームの増改築

〇〇名以上や︑多目的ルーム︑サ

必ず神様の創造の御業を見る事で

なで心を合わせ祈って行くなら︑

とはすでに得たり﹂信じつつ︑皆

た め に 祈 り ま し ょ う ︒﹁ 祈 っ た こ

して先ず隣接のアパートの購入の

四十五周年の記念事業の一環と

ます︒

は当教会に与えられた使命と信じ

模範であろう︒

励ましあ い︑共に祈りあいつつ︑
の御名に︑栄光あれ！

ョンを掲げて立ち上がるべき二千

しょう︒ビジョンとして来るべき

紀元二千年を迎える私たちに︑

共に神の愛に生きるオレンジ郡教
会である事を確認したいと願って

主の二千年に与えて下さった主の

年というとりわけ大きな変化の年

教会の使命ではあるが︑二〇〇〇

会創立四十五周年︑並びに会 堂 ︑

い年︑ＷＬＡホーリネス教会は教

二千年と言う世紀の節目の新し

地域から来ています︒近くのソー

世の学生たちが北加やサンデーゴ

本人留学生も多く︑また三世︑四

私立英語学校︑宝石学校などと日

今年は︑一月︑三月︑五
月︑七月︑九月と十一月の
六回︑靈聲ウェブ版を発行
の予定です︒
ウェブページ で見るＨＴ
ＭＬ版と印刷可能なＰＤＦ
版の両方で発行いたしま
す︒ＰＤＦ版を各教会でプ
リントしてお配りいただけ
ますなら幸いです︒
編集室では︑皆さんから
の投稿をお待ちしておりま
す︒Ｅメールでお寄せくだ
さい︒

靈聲ウェブ版│
今年の出版計画

御名を賛えます︒

年を迎えました︒

トであり棟教会の特色でした︒今

チャータ ーメンバー達のスピリッ

家族伝道に重きを置いてきたのは

一︑礼拝出席者一〇〇名の突破

いる︒
鈴木栄一︵ホノルル︶
わたしはこの国民と異邦人との
中からあなたを救い出し︑あらた

や︑その精神の原点に立ち帰る時
が来ています︒
二︑体育館が与えられること
二千年の教会は室内・体育館の設
備の必要を痛感します︒若い人々
の夜間の交流や福音の場となると
確信します︒当教会はまず環境に
恵まれています︒近くにＵＣＬＡ

を迎え︑今更のように新しく思い

教育館の献堂二十五周年の記念の

テル日本人街には青年たちが大勢

jws@omsholiness.org
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めてあなたを彼らにつかわすが︑
それは彼らの目を開き︑彼らをや
みから光へ︑悪魔の支配から神の
みもとへ帰らせ︑また︑彼らが罪
のゆるしを得︑わたしを信じる信
仰によって︑聖別された人々に加
わ る た め で あ る ︒︵ 使 徒 行 伝 二
六・十七〜十八︶

起こされる次第である︒われわれ

年です︒この記念の年を迎え︑こ

たむろしています︒設備さえ備え

カレッジ︑

の働きは常に日本語を話す人々へ

れまでの歩みを顧みる時︑再度祈

られれば大勢集まって来る人 々の

大学︑サンタモニカ

の伝道であるが︑それが何処でな

り求めて試みながら果たす事の出

いる場所に教会があります︒これ

勲︵ウエストＬＡ︶

されるにせよ︑彼らの目を開かせ︑

来なかった日語部の礼拝出席者一

池原

一九〇〇年代の世界をその歯牙に

これはいつの時代にも変わらぬ

信徒のヴィジョン

一三の諸教会を訪問させて頂きま

福音ホーリネス教団年会に出席︑

お招きを受け︑第六八回ブラジル

ブラジル福音ホーリネス教団より

しき導きを覚え主の御名を崇めま

の方々の姿に励まされ︑主のくす

へ派遣されて行く先生方︑代議員

に献身の場として新たな奉仕の場

して信仰を持って受けとめ︑互い

決議され新たな決断を神の導きと

派遣されている︒

た︒現在︑日本にも二人の牧師が

って福音宣教のために送り出され

年会にて按主を受けられ祈りを持

師として派遣された︒田名網師は

Ｊ・田名網師夫妻はインドに宣教

まされること︑学ぶこと︑チャレ

方々と親しく交わりを頂きなら励

いした先生方︑教会リーダーの

ル福音ホーリネス教団年会でお会

史と目標を持つています︒ブ ラ ジ

米ホーリネス教団との共通する歴

八月二五日より九月一七日の間︑

した︒送り出して下さった常務委

こと感謝に絶えません︒

ブラジル訪問中︑私が訪ねた教会

諸教会訪問

があるようにと祈られた︒長年︑

を報告させて頂きます︒
んで来られた牧師夫妻の退職に当
たり︑教団より感謝の 辞︑及び︑

︵詩一二六・五による収穫の約束

湯浅敬委員長によるメッセージ

日はポルタガル・日本語︑両語に

五〇人ほどの活会員があり︑日曜

って牧会されている教会で現在二

二六〜二九日︶

とチャレンジ︶に続き任命を受け

おける礼拝が持たれ賛美に溢れ活

ギフト贈呈︑感謝の祈りが捧げら

た全教職者夫妻と共に聖餐に預か

気に満ちた教会です︒礼拝メッセ

委員長︶︑広瀬壮三師︑夏目師によ

り新任命の教会への出発の時とし

ージ︑日語部の家庭集 会にも参加

させて頂き︑主にある方々との交

員が与えられており︑日系社会を

れます︒現在およそ三千名の活会

に於ける伝道・牧会に励んでおら

りを持って日本語とポルトガル語

ダビデ師︑川島民江師︵日語部宣

変きれいな町であり︑教会は湯浅

て開拓されたロンドリーナ市は大

〜三一日︶ コーヒー栽培によっ

●ロンドリーナ教会︵八月三〇

わりをもつことが出来ました︒

中心に福音を全世界にと祈る︑北

を始めとし︑全州に教会をとの祈

七〇年の歴史を持ち︑サンパウロ

ブラジル福音ホーリネス教団は

て年会は終了した︒

れた︒

湯浅敬師︵教団

●カンポ・グランデ教会︵八月

信徒伝道者として伝道と牧会に励

びと将来に豊かな主の導きと祝福

ンジされることの多い時であった

した︒

ナリーにて学びと訓練を受けてい

現在︑教団の神学生としてセミ

員会︑招いて下さった湯浅敬師︑
迎えて下さった諸先生方に心から

六八回年度総会のハイライト
始終︑祈りと霊的な一致のもと
に 会 議 は 進 め ら れ た ︒︵ 提 案 一 ︱
否決︑提案二︱改正後承認︶

命の証しがなされ︑彼等のため学

る学生たちが紹介され︑各自の召

イル︶にて開催されました︒毎年︑

パウロ市より北西およそ三二〇マ

日︑パノラマ・キャンプ場︵サン

第六八回年度総会は九月四日〜七

ブラジル福音ホーリネス教団の

感謝します︒

隆
常務書記・古山

Ｊ・モレイラ師夫妻は中国に︑
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約一〇〇人のサンパウロ市地域の
牧師︑代議員︑および関係者たち
によって年度総会会議が持たれて
います︒私たちはプレジデンテ教
会牧師︑田名網康三師夫妻の車で
会場へ向いました︒
一九九九年の年会聖句﹁涙を持
って種まく者は喜びの声を持って
刈り取る﹂︵詩篇一二六・五︶のテ
ーマにふさわしく賛美と祈りに満
ちており︑管理委員長・湯浅敬師
のリーダーシップのもとに始終︑
霊的一致のうちに年会は進められ
ました︒朝は早天祈祷会で始まり︑
共に祈り︑体操︑朝食︑午前︑午
後に続く年会︑夜には聖会が持た
れました︒良く祈り︑話し合い︑

ブラジル教会訪問記

きました︒ホノルル教会から宣教

ご用させて頂き共に祈ることがで

部による祈祷会がもたれており︑

は両語による礼拝と共に毎週日語

教師︶が牧会されています︒教会

る現代的な牧会者です︒

Ｅメイルのやり取りをしておられ

住しておられるお子様たちと毎日

は日本︑アルタデナ︵加州︶に在

時が与えられました︒田名網先生

会にご用させていただき共に祈る

が牧会されており日系人の救いの

ンチーナ教会は藤坂哲馬師ご夫妻

●アダマンチーナ教会 アダマ

席があり賛美に溢れていました︒

て頂き︑特に大勢の若者たちの出

れており︑すでに数百名を収容で

プ場︑建築と管理のために捧げら

は全教会の総収入の二％をキャン

見せて戴きました︒海抜八〇〇メ

にあるシャローム・キャンプ場を

沖縄からブラジルに渡った最初の

この姉妹は二才の時︑家族と共に

姉妹を先生と一緒に訪問しました︒

年前に受洗されたという九二才の

妻によって牧会されています︒五

語を話される若い矢尋慎二師御夫

●マリンガ教会︵九月一日︶ 両

が崇められました︒湯浅敬委員長

議などが良く話し合われ主の御名

一年間の委員会の報告︑提案の決

会代議員およそ一五〇名が集まり︑

教団の牧師︑信徒伝道者︑及び教

客員として参加させて頂きました︒

音ホーリネス教団年会が開かれ︑

キャンプ場にて六八回ブラジル福

プ場︵九月四〜七日︶ パノラマ・

●教団年会︵パノラマ・キャン

日︶

が求められています︒

して残された家族への配慮と指導

っておられ︑教会の働きの一つと

も家族の柱である兄姉が日本に行

本に行っておられます︒各教会に

三万人の日系人が﹁出稼ぎ﹂に日

が︑経済的不況などの理由で約二

ジルには日系人口一五〇万人です

為に励んでおられます︒現在ブラ

会です︒高齢化する日系社会にあ

夫妻らが両語で牧会されている教

の修養会場を建てることです︒

先生の祈りと願いは隣に高齢者用

の新鮮なミルクを戴きました︒純

翌朝はキャンプで飼育している牛

裏？︶でゆっくり休ませて戴き︑

自分で建てられた家の二階︵屋根

っています︒その夜︑純先生がご

きる集会場︑食堂︑寮棟などが建

ートルにある広大なキャンプ場に

師として派遣された中野まちこ師

移民の一人です︒ブラジルでは日

による任命発表で各牧師夫妻が前

地域にインパクトを与える幅広い

って日本語を話す方々にも福音を

は英語を教えつつ︑よき働きをし

本語を話す人々の高齢化が進んで

に進み出て︑主からの任命として

伝道と牧会に励む教会です︒スモ

と祈りを持って伝道︑牧会に励ん

ン牧師︑田名網康三師︵牧師二世︶

時間ほどの所にあり︑教団ベテラ

〜三日︶

マリンガから車で約二

●プ・プルデンテ教会︵九月二

ス師によって日系人及びブラジル

ランシスコ・アッシシ・リボーカ

夫師によって開拓された教会はフ

ラジル教団の創立者である物部赳

●バストス教会︵九月七日︶ ブ

気ある教会です︒

よって指導されており︑賛美と活

能なフルタイム・スタップたちに

目されています西村次郎師及び有

者の学び とサポートグループが注

が成長の力となっています︒結婚

どを指導できる信徒︑牧師の必要

信徒の霊的訓練などのセミナーな

われます︒日本語で証しされたり︑

らの一〇年に かかっていると言

日本語による伝道の必要はこれか

でおられます︒ブラジルに於ける

大前信夫︑みどり宣教師

ご夫妻の牧会されるプルデンテ教

人を対象とする伝道がなされてい
●教団シャローム・キャンプ︵九

●サントアンドレー教会︵九月

一日︶

会があります︒先生ご夫妻は両語

ます︒昨年四八名の受洗者が与え

月九〜一〇日︶ 湯浅純師によって

一一日夜︶ 教会の増築の中にあ

四五〇名の活会員があり︑

部の牧会に励み︑各地に伝道所を

られ︑急成長している教会の一つ

サウパウロ市から車で二時間ほど

ておられます︒

います︒教会では日本語を話す

受けとめ伝道の地に遣わされる先

ール・グループによる祈りと学び

●グラルリョース教会︵九月一

人々の救いが急がれ救霊のために

生方の姿に感動を覚えました︒

●ポンペイア教会︵九月八〜九

励んでおられます︒

持ち広い 領域に及ぶ祝された伝道︑

です︒日曜日の夕拝にご用をさせ

などを伺いました︒

牧会をしておられます︒定期祈祷
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室︑事務室︑ゲスト・ルーム︑台

す教団は信徒伝道者を訓練要請し︑

されている︒婦人伝道師が任命を

て日系社会への福音宣教に役立た
務所にはフルタイムの秘書が働い

受け︑伝道︑牧会に励んでいます︒

り︑日系三世︑四世のクリスチャ

ておられます︒ブ・ホーリネス教

︵聖礼典執行も認められている︒︶

諸教会に任命し ︑ 大 き な 働 き が な

●リオデジャネイロ教会︵九月

団では情報通信部が新たに設けら

所などを含むゆとりある新しい事

精神医学士とし

せておられます︒

一四〜一 五日︶

れローカル教会との連絡を取って

ンたちの賛美に溢れ︑愛の交わり

としえ夫妻が牧会されています︒
ての資格を持ち︑英語︑日本語も
います︒

の中で礼拝と伝道に励んでいます︒

主にある多くの方々と交ることが
堪能な二世牧師︑鈴木牧︑カチア

ポルトガル語︑及び日本語部の教

会リーダー︑及び牧師の子弟らが

ブラジル・ホーリネス教団の働

継承して直接伝道活動に携わって

世︑二世リーダーの信仰と献身を

バイリンガル牧師︑森口イナシオ︑

出来ました︒引退後も尚︑元気で
師夫妻によって牧会されています︒

︵三︶信仰︑献身の継承

励んでおられる南保義勝師夫妻と
この日︑買い物をしている時始め
会を紹介し集会に誘って来ました

きの実であり︑大きな力となって

います︒

ブラジル教会の力

もお会いできました︒
●ボスケ教会︵九月一二日︶ ブ
と話しておられました︒先生方の

いると思 われることを︑私の個人

献身し︑牧師︑伝道者となって一

ラジル・ホーリネス教団の中心的
日系人への救霊心︑情熱とたゆま

て出会った高齢の日本人の方に教

な教会の一つであるボスケ教会に

的な見解を含め︑述べさせて戴き

三週間のブラジル福音ホーリネ

ない努力に心︑燃やされました︒

ます︒

は立派な礼拝堂︑教育館があり︑
四〇〇名近いメンバーがおり︑難

建築の最中です︒渡辺等師夫妻が

近くにあり現在︑新しい教会堂の

日︶

退修会︑青年︑学生の退修会︑地

年会︵総会︶︑牧師及び牧師家族の

二つのキャンプ場があり︑教団の

わりくださいました主にある兄姉

長︑湯浅敬師および諸先生方︑交

います︒お招き下さった教団委員

きな業を見せて戴き御名を賛えて

ス教団訪問ではありましたが︑主

すこ師夫妻らが牧会しておられま

牧会しておられます︒サンパウロ

域教会のリトリートや特別キャン

に感謝に絶えません︒主の御名を

●リベルダーデ教会︵九月一六

す︒日本語︑ポルトガル両語で礼

州にはブラジル日系人口の五〇％

プなどのために用いられており︑

賛えつつ短い報告を終了させて戴

波光男︑静江師夫妻︑首藤真 ︑ や

拝が持たれ﹁聖歌﹂も両語で賛美

が在住していると言われ︑他の宗

新しい牧師の殆どはこのキャンプ

きます︒

が諸教会を通してなされている大

されています︒聖日礼拝にて聖餐

教も存在する中で福音的な教会と

場で持たれた退修会などにて献身

︵一︶教団キャンプ場

式に預かりました︒

してキリスト・イエスを宣べ伝え

されていると言われます︒全教会

サンパウロ市の日本人街に

海抜八〇〇メートルの高原地にあ

る生きた証し人として祈り︑主に

の収入の二％はキャンプ場の建築︑

●クリチーバ教会︵九月一三日︶
り︑自然環境を重視したクリチー

仕えている教会です︒

ました★

★ウェストロサンゼルス教会の通

バ市にある教会は梶村均次︑みさ

●教団事務所︵九月一六日︶ 今

信員報告より転載させていただき

夫妻が牧会されています︒聖日に

年の三月に購入されたと言う二階

を含む任命

管理のために捧げられています︒

は合同礼拝︑聖書の学び及び夕拝

建てのオフイス・ビルデイングを

﹁全州にホーリネス教会﹂を目指

こ牧師夫妻︑呉屋エドアルド師ご

が持たれています︒ベテラン牧師︑

訪問させていただきました︒会議

︵二︶信徒伝道師︑婦人伝道師

梶村先生は盆栽︑柔道などを通し
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と言えよう︒

村

宰

東 洋 宣 教 会 ・ 北 米 ホ ー リ ネ ス 教 団 史︵ そ の 十 六 ︶
│戦中篇│

何せ帰還した家族が三家族しかな

オレンジ郡キリスト教会牧師・杉
さて︑今回を最後にそろそろ戦

あれ︑転住の当初から日系人に対

く︑教会としての機能を最早なさ

またサンファナンド教会やボー

して弁当等を用意して暖かい配慮

時中のシリーズをしめくくりたい

しかし勿論︑フレンド派の人々

戦争勃発に伴い︑ホーリネス教
ルドウインパーク教会︵現在のサ

をして下さったグループもいた︒

なくなっていた︒

会も大きな混乱をきたした︒幾つ

ンゲ︱ブル教会︶は戦後もしばら

その中でもニコルソン宣教師のよ

と思う︒

かの教会がしばらくの間︑礼拝が

くは閉鎖されたままであった．

のように︑アメ リ カ の 世 論 は ど う

もてなかったり︑帰還者がいなか

サンゼルスを六名も凌いで二一名

であったが︑祈祷会の出席ではロ

六三名で︑モデスト教会は三八名

スアンゼルス教会の礼拝出席者が

来が嘱望されていた︵ちなみにロ

席者を誇っていただけに︑その将

はロサンゼルス教会に次ぐ礼拝出

鎖されている︒特にモデスト教会

ト教会︵一九四九年に 閉鎖︶が閉

センタービル教会︑そしてモデス

ワ教会︵一九四〇年に既に閉鎖︶︑

島のヒロ教会︑オアフ島のワヒア

い閉鎖された教会もある︒ハワイ

あしらうという悲しい事もあった

目をはばかって︑日系人を冷たく

カ人宣教師でさえも︑同国民の人

日本人と共に伝道してきたアメリ

な勇気を必要とした事であろう︒

に帰るのであるから︑それは大変

岸に帰る場合にも︑偏見のただ中

失ってしまっていたし︑また西海

また多くの場合︑帰る家も財産も

ような状況ではなくなっていた︒

うに西海岸に固まって住むという

に散らばってしまい︒もう元のよ

米戦争による転住のために︑全米

西海岸に在住の日系人同胞は日

という悲劇であり︑何よりも私達

く獄に入れられていた人々がいた

の彼方の 日本でも信仰ゆえに同じ

た所︶に入れられている時に︑海

関係にあった人々が収容されてい

るいは収容所︵特に日本と親しい

や日系人の収容されていた所︶︑あ

達の同胞が転住所︵一般の日本人

てはならない事がある︒それは私

るにあたり︑どうしても記さなく

さてここで戦時中の項を締め括

のいたこともつけ加えておこう︒

人道的な配慮をして下さった方々

る日系人のために︒身を粉にして

うに︑転住所に閉じ込められてい

となっている︶︒モデスト教会は戦

程であるから︑それは決死の覚悟

ったりで︑教会としての機能を失

後もしばらくは礼拝が守られたが︑

の北米ホーリネス教会の創立者の

一人の岡本吾市師が獄にあったと

いう事実である︒

それは一九四二年の六月二六日

に始まるホーリネス系教会教職者

達九七名の一斉検挙に始まる︒さ

らに第二次検挙で二十名︑海外の

教師二十名︑計百三十四名が検挙

されたのである︒その検挙の理由

たるや治安維持法違反という名目

であり︑キリストの再臨の信仰を

反天皇崇拝と結びつけて反国家守

護であるとしたものである︒この

投獄によって︑横浜の菅野鋭牧師︑

大阪の小出朋冶牧師︑弘前の辻啓

造牧師達は獄死している︒またこ

の北米には一九三〇年に来られて

各地で巡回伝道をして下さった伊

藤馨牧師︵﹃靈聲﹄の四〇号に記さ

れている︶は終戦の十月十日まで

の四年間も札幌刑務所に入られて
いる︒

この刑務所生活は実に悲惨であ

った︒﹃嵐の中の牧師達﹄を記した

辻宣道牧師︵一九八七年にサンタ

バーバラ夏期修養会の主講師であ

り︑昨年まで日本基督教団議長で

あったが︑一九九四年夏に召され

ている︒辻師の祖父は日本ホーリ
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であった日本基督教団からは︑ホ

の 内 容 は ︑﹁ ク リ ス チ ャ ン の 母 体

の状況が如実に記されている︒そ

ある︒︶によって詳細に当時の教会

ネス教団の初代監督の中田重治で

迎えようとしていた︒︵つづく︶

教会はいよいよ世代交替の時代を

世台頭の時代でもあった︒日系人

難であった︒しかしそれはまた二

が︑一世にとっての前途は実に多

人は転住所から解放されてはいた

贈呈式が行われました︒教団から

千秋先生がおいでくださり︑その

会で持たれた南加牧師会に︑葛原

十月十二 日︑ロスアンゼルス教

た︒

額の献金をささげてくださいまし

ねられることを確認しました︒勿

ることもなく︑委員会の方針に委

孤立無援の中で︑辻啓造牧師は青

と断じられ︑見捨てられるという

南加の牧師たちと共に撮ったもの

プラークを贈りました︒写真は︑

は︑先生に感謝のことばを刻んだ

でも︑どこでも︑誰でも︑その場

る︒と言うのも︑それだと︑いつ

ンピューター利用が最善と思われ

ムを最も効果的に用いるのは ︑コ

二︑ライブラリー＆ミュージア

委員会の承認になります︒

論︑その決定も最終的には︑常務

ーリネス教会が正統派教会でない

森刑務所内で殉死していった﹂と
です︒

っては無念の一言では言い切れな

建設を具体化するため︑杉村宰牧

この基金の運用とライブラリー

﹁葛原基金委員会﹂︵仮称︶
報
告
メンバーは︑ロサンゼルスの柴邦
夫兄︑メアリー田淵姉︑サンファ
ナンドの米本ロブ師︑そして私︑
杉村です︒十一月三十日に話し合
ったことですが︑以下のように箇
条書きにしてみます︒
一︑二十万ドルのインタレスト
はどのように使用されるのか︑常
務委員会の確認と葛原師からの確
認をすること︒これは後日︑イン
タレストは葛原先生にお支払いす

村

併設してはどうであろうか︒

︵杉

宰︶

とかの施設とかが設けられる時に︑

言われたのだが︑いずれ教団本部

リー＆ミュージアムという場所を

もっとも︑葛原先生はライブラ

りとかをする︒

師の健在な間︑先生のヴィデオ撮

ウ︑資料集めの一環として葛原

田淵姉に続いてしてもらう︒

イ︑またそのために資料集めを

マーに当たってもらうようにする︒

ア︑米本先生に専門のプログラ

る︒そのために︑

においてアクセスできるからであ

いうものである︒それは家族にと
い︑深く辛いものであったに違い

一九九九 年七 月の教団総会 で報

ました︒以下は︑その報告です︒

師を長とする小委員会が設けられ

歴史資料ライブラリー
建設資金贈呈式

ない︒
北米ホーリネス教会︵戦前の呼
称は﹁教団﹂ではなく︑﹁教会﹂︶
もこの﹁四重の福音︵新生︑聖化︑
神癒︑再臨︶を強調していた︒そ
の信仰のゆえに︑北米ホーリネス
教会の創立者の一人であった岡本
吾市師が一九二九年に日本に帰国
してからは︑日本ホー リネス教会
の教職者の一員となり︑広島で一
年半にわたり獄につながれている︒
一世︑二世がアメリカの転住所で
あって呻吟していた私達の創立者

告のあった通り︑シカゴ︑レーク

あえいでいる時に︑日本でも獄に
の一人がいたというのは万感胸に

サイド教会名誉牧師葛原千秋先生
料ライブラリー建設のために︑多

が︑北米ホーリネス教団の歴史資

迫るものがある︒
第二次大戦終決以前に既に日系
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お祈りください
● 一月八日︵土︶はランチョラコ
スタ教会で南加新年聖会が行

した︒サウスベイ教会にはすべ

中村モリス

︵長︶

葛原基金小委員会

宰

小川カート

杉村

ての家賃を肩代わりするだけ

邦雄

戸田ジョージ

田淵メリー

米本ロブ

柴

の能力はありませんので︑必然

︵職権︶ 溝口俊治︵常務委議長︶
古山隆︵常務書記︶☆

的に出なければなりません︒サ
ウスベイ辺りで集会の出来る

山下ゲーリ︵常務書記︶
教育・出版委員会★

︵主事︶ 大川道雄

ところを探しています︒家賃七
五〇ドル以下で総勢約二十二
︵長︶

︵書記︶中尾邦三

夏期修養会準備委員会

名︵日本語︑英語ユース︶︒も
福祉委員会

中辻ポール

辻村ルツ

し何らかの情報があれば︑安藤
︵長︶

富田セツ
満留アート

年金委員会★
︵長︶

このリストは完全なものではあり

おことわり

︵会計︶馬場隆太郎

兄︵ hideyoando@earthlink.net
︶
までお知らせください︒

教団委員の紹介 ︵敬称略︶

財務委員会

ません︒★印は︑委員名を知らせ

われます︒講師は本多一米先生

カム・ヴァーノン

吉谷礼子

の方々ですので︑各委員会に日本

︵長︶

ていただいていないことを意味し

溝口俊治

小田ジーン

ます︒各委員長のご連絡をお待ち

常務委員会議長

斎藤ワルター

いたします︒

と中野雄一郎先生です︒
︵長︶

清井ガイ

☆名前の下のこの印は︑日本語で

世界宣教委員会★

ッツ・クリーク教会で北加新年
伝道委員会★

スマート厚子

のコンタクト・パーソンです︒十

● 一月十六日︵日︶はウォールナ
聖会が行われます︒講師は大谷
︵長︶

松田ジミー

上村和男

文三先生です︒

教会開拓委員会

名の常務委員のうち八名が英語部

● 細見剛正先生は日本のお母様

奥井邦雄
古山隆︵南加担当︶

ロバーツ・ジョー
常務書記

︵長︶

松田和彦

語でコンタクトできる方を立てて

が危篤のため一月四日〜十七
日︑日本に行かれます︒

山下ゲリー

くださるよう︑お願いしています︒

常務書記

︵北加︑ハワイ担当︶

藤岡二郎☆
ラリー・米村

お名前に間違いがありましたら訂
さい︒

正いたします︒至急お知らせくだ

奥井邦雄

常石アーサー
小田ジーン

大川道雄
仲村ブライアン

イー ロッド

︵長︶

司法委員会

会計

● 一月二四〜二七日︑マリブで牧
師リトリートが行われます︒二

八日︑二九日は常務委員会です︒ 教理・調査委員会★
ヴィジョン・リソース委員会★

米本ロブ

として使用しているビルディ

︵長︶

︵長︶

ングを一月末までに出なけれ

教職任命委員会

● サウスベイ教会は現在教会堂

ばなりません︒サブリースして

︵長︶

中馬リック

伊達スタン

い る ビ ネ ヤ ー ド 教 会が 家 賃 支
払不能に陥り出る事になりま
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第
二十一世紀への証人

回︵二〇〇〇年度︶北米ホーリネス教団夏期修養会

主題

ヘルムート・シュルッツ

前ＯＭＳインターナショナル副総裁

神の幻に生きるきよめ ︵使徒二・
講師

日程 七月四日︵火︶午後〜七月八日正午
会場 サンタバーバラ・ウェストモント大学
︵参加申し込みは︑各教会の登録係に
五月十四日までにお願いします︒︶

︶

先生

メッセージの通訳︑ユースのためのプログラムなどがあ
ります︒ご家族でご参加ください︒

―11―

17

61

ウェブミニストリー：四つの目標
アメリカは広い国です。カリフォルニアだけでも、日本と同じ面積があるのに、そのような州が 50
もあるのですから。そのようなアメリカに、北米ホーリネス教団の教会、伝道所、アウトリーチ、また、
友好団体、教会、クリスチャンが、アリゾナからハワイにいたるまで、各地に点在しています。各地域
ごとに集まるだけでも、何時間もかけてドライブし、全体が集まるとなると、飛行機で行き来しなけれ
ばなりません。年に一度の教団総会の時でさえ、教職者と代議員が集まるだけです。
そのような中で、お互いのコミュニケーションをより良くしていきたいと、1999 年 10 月より「北米
ホーリネス教団ウェブページ」を始めました。第一の目標は、北米ホーリネス教団の諸教会がお互いに
知り合い、祈り合うことです。そのために、各教会に「通信員」を置き、毎月レポートを出していただ
くようにしました。写真などもあって、お互いの教会の様子がよくわかるようになりました。毎月、す
べての教会からのレポートが出るようになるのが当面のゴールです。「通信員」をお知らせいただいてい
ない教会は至急お知らせください。
第二の目標は、教団本部と諸教会とのコミュニケーションです。現在教団は、10 の委員会の委員長に
よって構成される常務委員会によって導かれていますが、各委員会は、それぞれの地域に分散しており
ます。どの地域に教団本部を置いても、教団本部に遠い教会は、やはり教団本部との距離を感じてしま
います。しかし、教団本部をウェブ上に置くなら、すべての教会、個人と教団本部との距離は対等にな
ります。いつでも、どこからでも、教団本部に問い合わせ、情報を得、連絡をすることができます。（し
かも、このヴァチャル・ヘッドクォーターズのための経費は、月にたったの 30 ドル―ウェブホスティン
グ料＋ドメインネーム使用料―なのです。どこかに事務所を借りれば、月に千ドルは必要になるでしょ
うに！）このために、常務委員会の議長、常務書記をはじめ、各委員から、すくなくても年四回（常務
委員会ごと）レポートをいただくようにお願いしてあります。これが軌道に乗り、教団本部と諸教会の
活発なやりとりがなされるようになれば、教団の運営に大きく寄与することと思われます。
第三の目標は、北米ホーリネス教団が培ってきた霊的な資産を多くの方々に紹介することです。その
ために、北米ホーリネス教団が創設期から刊行し、戦中、戦後も止むことのなかった『靈聲』をウェブ
上に復刊させたく思います。その中に、牧師たちのメッセージや聖書の学び、信徒のあかしを多く載せ
ていきたいと願っています。皆さんの原稿をお待ちしています。また、21 世紀にむけて教団の 80 年史
を残していきたく思っています。日本語の文書を手に入れるのが困難な海外のクリスチャンのために、
霊的な養いとなるものを、ウェブ上で出版できれば、幸いです。
第四に、このページを通して、北米の日系教会、日本語教会はもとより、南米や日本の諸教団、教会
との交わりが深められるようにと、願っています。全世界の日本語を話すクリスチャンの文字どおりの
ワールド・ワイド・ウェブが拡大していきますよう願っています。北米ホーリネス教団へのリンクを、
皆さんの教団、教会、グループのウェブページに載せてください。リンクの際は、ウェブページ管理人
にご一報いただければ感謝です。
Email 宛先

jws.omsholiness.org
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