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南加宣教大会は︑講師に︑岩永

と願っているということを聞いて︑

ら戻ってきており︑私に会いたい

岩永先生のメッセージ

彼を訪ねたが︑私が彼のところに

午前の部
の概略

行く前に︑彼は亡くなった︒この

使徒十三章には︑アンテオケ教

﹁実際︑わたしたちの

みと喜びと誇の冠とな

会からパウロ︑シラスが宣教に遣

ように︑福音を伝えることは︑人

るべき者は︑あなたが

わされたことが書かれている︒こ

主イエスの来臨にあた

たを外にして︑だれが

こから︑教会は宣教においてどの

の運命を決定する︒

あるだろうか︒あなた

ような役割を果たすことができる

って︑わたしたちの望

がたこそ︑実にわたし

まず︑宣教のわざは︑神にお仕

か︑学ぶことができる︒
喜びである︒﹂︵Ⅰテ

えしたいという心からはじまる︒

たちのほまれであり︑
サロニケ一・一九〜二

アンテオケの教会は︑神のわざに

対してエキサイトしていた︒私た

第二に︑霊的な感覚が必要︒ア
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〇︶
ピラミッドも︑ゲテ

ちは︑自分の地域だけでなく︑遠

めておられる︒神は︑ローカル教

ィ・ミュージアムもや

私は十三年︑ブラジルで宣教師

会を︑宣教師を育てるために用い

い世界にも宣教したいと願ってい

として働いた︒奉仕を始めたばか

られる︒私は︑ある教会で他の人

がては︑砂に︑石ころ

レー教会で行われました︒午後か

りの頃︑その町でも有名な酔っ払

より二十才も若いのに︑議長にし

るだろうか︒神は失われた羊を愛

らは︑多くの兄弟たちが︑短期宣

いが教会にきた︒彼は︑四十年近

ていただき︑良い訓練を受けた︒

に変わる︒この世にいつまでも残

教師の経験をシェアしてください

くも酒浸りになっていたが︑私の

若い人を育てよう︒宣教に出てい

しておられる︒神は︑働き人を求

ました︒また︑各教会からのミニ

話しを聞いて︑信仰を持ち︑その

く教会は︑そういう人がいる教会

るものは救われた魂である︒

ストリー・ブースも出され︑それ

日から酒より解放された︒

リック先生︑古山 隆先生を迎え︑

ぞれ趣向を凝らしたパネルを楽し

病だった︒話を聞いてくれたが︑

ンテオケ教会は︑断食をし︑聖霊

である︒
ェアリングの要約を掲載いたしま

イエスを信じなかった︒日本に六

の声を聞こうとした︒ブラジルに

小松さんという日系の方は肝臓
す︒

ヶ月治療に行った︒彼が︑日本か

みました︒次に︑メッセージとシ

三月二五日︑サファナンド・ヴァ

南加宣教大会の恵み

人のために何ができるだろうか︒

うとしておられる時︑教会はその

神がだれかを宣教のために遣わそ

機会を失っているような気がする︒

とに忙しすぎて︑聖霊の声を聞く

った︒アメリカでは︑人間的なこ

の予定は︑みな主のためのものだ

れていることだった︒ブラジルで

から︑アメリカの生活習慣から離

いて良かったことは︑家族︑友人

神のわざだった︒

めていった︒私が支えられたのは︑

に行った宣教師の多くが途中でや

なこともあった︒一緒にブラジル

待していた日系人を説得するよう

救われた り︑十年の自分の娘を虐

て足がはれた︒十二歳の売春婦が

面で苦労した︒家内は蚊にかまれ

ラジルに遣わされた︒まず言葉の

名の宣教師と共に訓練を受け︑ブ

私は︑フィラデルフィアで四十五

学び︑仕事をして︑サポートを蓄

を助けたい︒そのために神学校で

て︑セルフサポートで日本の教会

退役軍人としての特権を生かし

エド・ダン兄︵サンディエゴ教会︶

橋渡しとなる奉仕をしている︒

ることによって︑高齢者と若者の

出席できない二世の方々を訪問す

は︑教会内の高齢になって礼拝に

の仕事をしてきた︒帰国後︑今度

があなたがたにくだる時︑あなた

の知る限りではない︒ただ︑聖霊

おられるのであって︑あなたがた

父がご自分の権威によって定めて

彼らに言われた︑﹁時期や場合は︑

よ︑イスラエルのために国を復興

とき︑イエスに問うて言った︑﹁主

さて︑弟子たちが一緒に集まった

ージの概略

古山先生のチャレンジ・メ ッセ

ることもあり得る︒宣教は︑聖霊

の実がなければ サ ポ ー ト を 停 止 す

っていよう︒もし︑宣教師に働き

る宣教師としっかりした連絡を持

そして︑自分達がサポートしてい

バナの宣教大会などに人を送ろう︒

すのは︑教会の使命である︒アル

しかし︑働き人を宣教の場に遣わ

教のわざに召されることがある︒

である︒宣教地でしていることも︑

教は︑ロープを遠くに投げること

にロープを投げることであり︑宣

カル教会での伝道は︑近くの人々

プを投げなければならない︒ロー

船にいる人は︑その人たちにロー

でいる人は波にのまれてしまう︒

しかし︑嵐がやってくれば︑泳い

で︑水泳を楽しんでいる人もいる︒

教会は船である︒船に乗らない

となれるよう︑祈ってほしい︒

この夏日本に行く︒主のあかし人

だった︒その実態調査のために︑

という言葉を聞いた時︑ショック

日本にいる宣教師から﹁部落民﹂

神村ジョージ兄︵ホイッテヤ教会︶

ができることを︑知ってほしい︒

退職者も︑宣教のために働くこと

えている︒若い人ばかりでなく︑

しかし︑その﹁時期や場合﹂は︑

人となることを願っておられる︒

が︑この世界に 出 て 行 き ︑ そ の 証

言葉であり︑主は︑私たちすべて

証人となる﹂というのは︑宣言の

﹁ あ な た が た は・ ・ ・わたしの

地のはてまで︑わたしの証人とな

ユダヤとサマリヤの全土︑さらに

がたは力を受けて︑エルサレム︑

なさるのは︑この時なのですか﹂︒

神は︑教会にとって必要な人を宣

の声に敏感だった教会からはじま

地域教会でしていることも内容的
には同じである︒魂の 救 い の た め

木谷クリス兄︵サンゲーブル教会︶

思ったことが宣教につながらない

主がお決めになる︒人間が良いと

るであろう︒﹂︵使徒一・六〜八︶

った︒
そして︑第三に︑四節から十二

かもしれないし︑私たちにとって

悪いことと思えることが宣教の拡

日本の企業に就職し︑六月より
技術者として日本に行く︒日本に

大になることもある︒実際︑使徒

にロープを長くし︑遠くに投げよ

は︑こちらのユース・ミニストリ

行伝八章では︑エルサレムに迫害

節には︑神が宣教のために何をし

ーのようなものがないので︑アメ

が起こり︑人々が散らされていっ

うではないか︒
午後のシェアリング

リカで育った日本人であることを︑

てくださるかが書かれている︒魔
げようとした︒しかし︑神の力が

高吉聖吾兄︑溝口ジェイミー姉︵Ｌ

たのであるが︑それが︑世界宣教

術師エルマは︑パウロの伝道を妨
エルマを盲目にした︒パウロやバ

主のために用いて︑日本の若者の
一九九九 年夏︑坂戸教会で︑日

につながったのである︒

Ａ教会︶

を支えた︒神の働きなしに︑宣教

本の若者たちと教会との橋渡し役

ために働きたい︒

ルナバの力でなく︑神の力が宣教
師は働きをすることができない︒
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を通して︑救われた︒このアルツ

にいるアルツハイマーの人の祈り

母がいるが︑彼女はケア・ホーム

私 は ︑ ハ ワ イ に八五 歳になる叔

ただきました︒

活動の証しをされチャレンジをい

姉がメキシコにおいての夫々宣教

アン兄がブラジルでの︐又福本兄

ー・ロバート師と御令息のブライ

エスの救いを感謝していた︒それ
そして伝統に立つ︑同じ教団の一部

私たちは︑みな︑同じ信仰︑使命︑

◇

によって叔母は救われた︒﹁時期
分ですが︑それぞれの教会には︑そ

◇

や場合﹂は人の知るところではな
の教会の置かれた場所や歴史によっ

◇

ハイマーのクリスチャンは︑他の
ことは忘れても︑主の救いは 忘 れ

い︒主が用いてくださることを信
て ︑ そ れ ぞ れ独 自 な ミ ニ ス ト リ ー が

ることがなく︑祈りの時に常にイ

じて︑出ていこうではないか︒

を伝えるのは義務ではなく光栄で

動には犠牲が伴 い ま す が ︑ 主 の 愛

ー︑山田キャシー夫人 は﹁宣教活

喜びと︑同労者のメインスピーカ

えていく姿をみることこそ大きな

もしない﹂と人が救われて主に仕

﹁すべてを捧げ︑後戻りも︑後悔

四〇年余りを主に捧げ山田等師は

外で最初の日本人教会を建て生涯

ました︒ブラジル北部のベレン郊

が四月二 日サンロレンゾでもたれ

北加でも︑四教会合同宣教大会

それぞれのユニークさを用いてくだ

のである﹂とありますように︑神 は ︑

体をそれぞれ︑からだに備えられた

のか︒そこで神は御旨のままに︑肢

だ全体が耳だとすれば︑どこでかぐ

れば︑どこで聞くのか︒もし︑から

い︒
・・・も し か ら だ 全 体 が 目 だ と す

からだに属さないわけではな

属していないと言っても︑それで︑

わたしは手ではないから︑からだに

のものからできている︒もし足が︑

だは一つの肢体だけではなく︑多く

手紙第一︑十二章に︑
﹁ 実際︑から

展開されています︒コリント人への

あり︑特権であり主から与えられ

さいます︒今月から︑そうした諸教

◇

たタレントを用いて様々な所と方

会の﹁ユニークな ミ ニ ス ト リ ー ﹂ を

◇

法で宣教活動が可能である﹂と︑

紹介していただく企画を立てました︒

◇

バイタリティに溢れた励ましのメ

教団の諸教会がお互いから学び合え
る︑良い機会になれば幸いです︒

ッセージをされました︒
そしてフーリーモントのジョ

わたしたちの教会のユニークなミニストリー

サポートグループ

サンディエゴ教会・

す︒これらの事は︑決して神を喜

マ ー シ ャ ル 初 音

︵写真は︑一九九八年七月︑Ｔ＆Ｇ

ばせることは出来ません︒ですか

私たちクリスチャンは︑すでに

カウンセリング・セミナーでサポー
のセミナーで学んだ方々によって︑

キリストの十字架による罪の解決

ら解決する必要があります︒
日本の教会でもサポート・グループ

を与えられ︑新しく生まれ変わっ

ト・グループの紹介をする筆者︒こ

が始められるようになった︒︶

と︑悪い影響を受け︑他の人との

との結婚生活によって心に深い傷

ようになり︑そのような状態の人

平不満などが心の奥深くに根付く

怒り︑恨み︑自己憐憫︑甘え︑不

行動パターンを持ったり︑劣等感︑

ルな家庭に育ったことから特定の

されます︒ディスファンクショナ

別︑家庭内のトラブルなどに悩ま

います︒私たちは病気︑離婚︑死

色々な課題をかかえながら生きて

私たちは︑それぞれの人生で

﹁彼はいたんだ葦を折ることなく︑

この名はイザヤ書六十章四二節の

﹁葦の会﹂と名づけられました︒

感じた六︑七名によって始められ︑

師の理解と協力のもとに︑必要を

は︑一九九二年十一月に︑中尾牧

ました︒このサポート・グループ

たサポート・グループを発足させ

二ステップ﹂のモデルにもとづい

ます︒そのために︑私たちは﹁十

踏まねばならないステップがあり

スタイルとなるためには︑なお︑

聖められた生活が︑日々のライフ

ていますが︑御霊の導きによる︑

関係に支障をきたすようになりま
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とある部分から取られました︒私

くすぶる燈火を消すこともなく﹂
⑩引き続き自己反省をする︒

⑨償いを実行する︒
ことは︑この場所に置いて帰 り ま

①この場所で見たこと︑聞いた

正しく理解され︑これからも︑多

ープの働きがクリスチャンの間で

されてきました︒サポート・グル

のために用いられるよう︑祈って

くの人々の心のいやしと神の栄光

しょう︒
愛をもって聞きましょう︒

②他の人の発言を批判ではなく︑

⑪神との交わりを祈りと黙想に
⑫自分たちのいやしの経験を他

よって深める︒

たちは弱く︑痛んだ葦のような存
在です︒しかし︑主はそんな私た
ちをかえりみていてくださいます︒

す︒

の願いがこの名にこめられて いま

して︑教会全体に広がるようにと

ありません︒共通の課題を持った

も︑たんに不満を吐き出す場でも

よるグループ・カウンセリングで

サポート・グループは専門家に

とシェアリングの時を持ちます︒

この後︑プログラムに従って学び

⑤気楽にいこう︑今日一日︒

◇ 夏期修養会︵七月四〜八日︶講

います︒

サポート・グループの中心にな
メンバーが目的に向かって自分の

司会は皆で持ちまわりでします︒

師︑ヘルムート・シュルツ先生と

③手から離して神にあずける︒

っている﹁十二 ステップ﹂は︑も
課題に取り組み︑お互いを受け入

発言する時は︑手をあげ︑司会者

葛原千秋先生が健康を支えられ︑

の人と分かち合う︒

とはアルコール依存症からの回復
れ︑励ましあうグループです︒今

の許可を求めて発言します︒その

良いご奉仕ができるように︒また︑

この主の愛がグループの中に︑そ

のプログラムとして作られたもの

まで︑﹁十二ステップの学び﹂﹁依

時は︑皆が︑話している人に注目

夏期修養会が多数の参加者によっ

④自分自身に生き︑他の人は他

ですが︑今は︑さまざまな心の問

存症からの解放﹂﹁怒りを扱う方

しなければなりません︒また︑ひ

③すべてを神にゆだねる︒

②神がなしてくださることを信

①自分の無力を認める︒

おりです︒

﹁十二ステップ﹂の概略は次のと

を聖書の光の中で用いています︒

百五十ペ ー ジ の ﹁十二 ス テ ッ プ︱

用いていただきました︒今は︑二

日一歩﹂を出版し︑他の教会でも

得て︑三六五日のデボーション﹁一

してきました︒出版社から版権を

みんなで翻訳し︑タイプし︑印刷

は︑ほとんどメンバーの手作りで︑

は︑﹁アラノンで今日一日﹂の他

このグループで使っている教材

の後︑いくつかの経緯をへて︑現

つ目のグループができました︒そ

った人々の必要に答えるため︑二

たが︑一年後に異なった課題を持

ト・グループは最初はひとつでし

サンディエゴ教会でのサポー

りで閉会します︒

分に制限されます︒最後に主の祈

ひとりの人が話す時間はおよそ五

とりの人が話を独占しないために︑

倉師︑本多師の按手礼のため︒

総会︵七月十四〜十五日︶と︑大

◇ サンディエゴで行われる教団

うに︒

豊かな祝福を得ることができるよ

ことなく続けられ︑祈りによって

◇ 百日連鎖祈祷が︑中だるみする

での教会総会のため︒

執事︑理事のため︑また︑各教会

◇ 各教会で選出される新年度の

て祝福されるように︒

の人自身に生かしめよ︒

題に対処するために用いられてい

法﹂などを学んできました︒

④自分を顧み︑道徳面で自己反

心の旅路﹂を完成させ︑これに従

在は︑二つのグループが活動して

祈りの課題

ます︒私たちは﹁十二 ステップ﹂

⑤自分のあやまちを認める︒

っての学びが始まりました︒
かのスローガンがあり︑毎回︑全

サポート・グループにはいくつ

人︑信仰を成長させて教会の役員

て︑救われ︑バプテスマを受けた

います︒これらのグループを通し

◇ 献身者が起こされるように︒

用いられるように︒

方々の人生が主によって導かれ︑

◇ 今年高校︑大学を卒業する若い

省をする︒

じる︒

⑥自分の性格上の欠点を神にゆ
⑦神に謙虚に祈り求める︒

員で唱和してからミーティングを

をして奉仕しておられる方が起こ

だねる︒
⑧自分が害を与えた人々に償い

始めます︒それは︑次の五つです︒

をすることを決心する︒

―4―

リートの報 告 と ︑ 本 多 先 生 の 論 文 を ウ ェ ブ ペ ー ジ に 掲 載 し た と こ ろ ︑ そ れ

米先生の論文をもとに︑この主題を牧師たちで話し合いました︒牧師リト

去る一月の牧師リトリートでは︑日語部と英語部の関係についての本多一

一人が御言葉に立って︑御言葉を

著者の結論と勧めにある様に一人

問題がうかび上がってくると思う︒

問題解決にはならず︑新たな形で

うまくいったとしても︑根本的な

主任牧師として︑事務的に表面上

致はありえない︒どちらか一人を

志の一致が無くて日英の信徒の一

は信徒に悪影響を与える︒牧師同

は上から下に流れるもの︑不一致

かなければいけないと思う︒恵み

し合い︑祈りあって︑解決してゆ

であり︑通訳をつけてでも良く話

宣伝える事であるので︑その点に

語部にとっての使命は一つ︑主を

めには︑協力する必要があり︑両

ても︑効果的なミニストリーのた

いと思う︒日英どちらの部にとっ

ず︑また信徒に及ぼす影響も大き

あって持たずして良き牧会は出来

に良いコミニュ ケ ー シ ョ ン を 主 に

教会の指導者たち牧師が︑お互い

しては出来ない事だと 思う︒まず

めには︑主にあるまことの愛なく

いくかという事が大切で︑そのた

受け入れ︑支持し︑援助しあって

化をどのように理解し︑尊重し︑

日語部と英語部の関係

に対して信徒の方々から次のようなコメントが寄せられました︒この議論

実施しようと努力しつつ︑神の助

いつも互いに霊の目を主にむけ︑

をしてくれてくれたのではないか︒

が良しとして︑このグループ備え

前にかけがえのない存在で︑神様

に分かる︒日語部も英語部も神の

見下げ︑嫌がっているのが明らか

等の呼び方をし︑日語部の存在を

かるやっかい者︑神学的見張り人﹂

にも攻撃的で︑﹁経済的に寄りか

事だ︒しかし︑その意見があまり

とのない率直な意見は︑大変良い

を明らかに知るには︑包み隠すこ

語部と英語部の間の溝となる問題

読んで大変ショックであった︒日

わたしは英語部の兄弟の意見を

いる︑と いう所に色々な問題が出

係で︑同じ屋根の下に二人の長が

なければいけない︒牧師同志の関

また教会も教育指導に励んで行か

が出来るよう心がけ︑祈りに励み︑

一人一人がもっと福音に生きる事

会の意味がうしなわれる︒教会員

または世よりも霊的に下では︑教

となるのではないか︒世と同じ︑

栄光が輝き︑主の証しとなる教会

に︑世には見る事の出来ない主の

を働かせて︑弱点を乗り越えた所

仰を持つ者︑福音に立つ者の理解

う︒この兄弟のような意見は︑信

大きな神の働きが可能になると思

︱信徒の観点から

を深めていくために役立てばと願い︑掲載します︒

け︑導きを仰いでゆくところに︑

確かにわたしたちは︑他のチャー

ることは分かる︒わたし自身その

ように︑自分の価値感や文化を当

わたしも思う︒わたしたちがどの

あるが︑まことにそうであると︑

の現実を直視する必要がある﹂と

るかもしれないが︑それ以上に罪

言われるが︑確かにその一因もあ

コミュニケーションの不足とかと

﹁日英の文化︑言葉の相違とか︑

には︑何かの原因があると思う︒

一致であるから不一致がおこる事

致で︑キリストにあっての完全な

教会での一致は︑聖霊による一

致が欠ける事があるのだろうか︒

た者同志に︑どうして主にある一

になるはずだと思う︒きよめられ

し︑主にあって同じ思いと︑考え

に同じ御霊を持つ者として︑共感

ストの内住を信じ︑体験し︑互い

救われたわたしたちは︑みなキリ

う︒教理の一致も大切な事だが︑

りと話し合う時として有効だと思

合同の執事会は︑お互いにゆっく

りが大切で︑特に信徒を代表する

うので︑話しあい︑祈りあう交わ

う︒それぞれ集会の持ち方が︑違

を持つことではないとわたしは思

協力し︑助けあう事が︑必要だと

チグループと違ったユニークな問

てはめていくか︑違う言葉や︑文

◇

解決が得られるのではないかと︑

題︑文化や言葉の違いがあるが︑

事 を 見 て き た conflictは︑当然
避けがたい事だと思う︒しかし牧

◇

思う︒日英の一致は只一緒に集会

お互いに歩み寄り︑違いを理解し︑

師同志の一致は︑とても重要な事

◇

わたしは思う︒

助け合っていったら︑もっと広く
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へと確実に伝えていかなければ羅
一︑序論で︑神の家族が一致出

三︑役員会に提出された議事録

のために︑メンバーのために︑祈

針盤を失った船の様になりかねな

来ない事に痛みを覚えると言う一

などは︑英語の場合︑日語部の牧

持ち︑発言すきだと思う﹂︒過去

たうえで︑自分の意見には責任を

真のクリスチャンは︑深く認識し

悪魔の餌食にしかならないことを︑

すべきで︑愛のない批判や意見は︑

えに神の御旨にかなった意見を出

わず︑行動を第一に示し︑そのう

﹁謙った心の︑自分の犠牲をも厭

当然神の教えの聖言葉に徹した

わった真のクリスチャンの意見は︑

もに十字架につけられ︑生まれ変

現象だろうが︑一旦キリストとと

多く見うけられる︒これは当然の

のが常識である︒また︑日系教会

何時でも連絡出来る様にしている

時間には︑教会に居り︑緊急の時︑

full‑timeの牧師なら特別の用以
外には何時でも毎日決まった勤務

えば︑アメリカの教会では︑

ておられるのかと思わされる︒例

いのか︑また本部は役割を果たし

て見て︑明確なガイドラインが無

ど普通のアメリカの教会と比較し

は︑まだ良く分かっていない︒
line
現状を見て判断すると︑英語部な

ネスの

互いの言語の違いから︑祈りあ

きを持たれておられるだろうか？

士で︑週に一回でも︑共に祈ると

かる︒各教会の牧師方は︑牧師同

出来ない原因がそこにある事がわ

ションの問題で︑両者間の一致の

トにある教会では︑コミニュ ケー

いていると思われるが︑アンケー

なりコミニュケーションがゆき届

二︑わたしたちの教会では︑か

伝道に励み︑一致していると思う︒

け︑みんなが出来る所で奉仕と︑

会の日語部は︑比較的︑牧師を助

と言う事が無いように︑努力され

ンも︑牧師方が︑﹁知らなかった﹂

五︑教団内のコミニ ュケーショ

を学び︑理解しようとしている︒

いて︑日本語のカンバセーション

社では︑多くの外国語を話す人が

だと思う︒わたしの働いている会

解しようと努力される事は良い事

互いに︑相手の言語を学ぼう︑理

少し学んでほしいと思う︒またお

本の文化︑バックグランドをもう

四︑英語部の牧師先生方に︑日

◇

教会は愛によって建て上げられて
いのは︑火を見るより明らかな事

文に︑わたしも前から痛感してい

師や役員が理解出来るように︑

三十余年間の︑特に米国内の︑堕

は︑地域により︑メンバーにより

うのは大変な事だと思うが︑相手

ミニュケーションの場なので︑多

◇

いくと︑エペソ 四 ・ 十 一 〜 十 三 ︑
と大変憂慮している︒わたしは日

る︒この事を論文に取り上げて下

︵逆の場合も︶前もって議事録を

落の度合いのひどさを見れば判る

特に牧師は日語と英語両方判る事

を思いやって相手のために祈る時︑

いに活用してほしいい︒

◇

十六にある︒
系教会には十八 年間︑米国教会に

さり︑心から感謝している︒そし

配り︑理解と準備する期間を与え

様に︑もう全能の神の忍耐の限度

が必要条件であり︑その事も︑充

聖霊様が働かれる︒また︑悔い改

ってほしいと思う︒

千差万別の意見がでてくるのは︑
は二九年間と移転する度に異なる

てこれは牧師方の悩みであるばか

れば︑議事の進行はスムースに行

を越え︑何時全滅されても仕方の

分考慮して︑本部は牧師の異動計

めを持って︑教会の前進のため︑

七︑論文のⅡ Ｃ‑﹁良いコミニュ
ケーション﹂の回答に上げられて

◇

罪に支配されて生活している現在︑
教会を経 験してきた︒とても規律

りか︑イエス様の体の一部である

われ︑両語部の良い関係も良く行

ない状態を呈している︒この様な

画を実行しているだろうか︒規律

祈りあってほしいと願う︒また︑

いる事が︑両語部が理解しあう上

◇

この世の観点から見れば当然で︑
正しい教会がほとんどであった︒

わたしたち一人一人の問題でもあ

われると思われる︒

現状をわたしは恐ろしく憂慮して

正しく神のみ旨にかなった兄弟姉

リーダーの方々も︑せめて月一回

において︑非常に大切な事だと思

◇

利己主義的な︑非建設的な意見が
この教会にはまだ三年で︑ホーリ

る︒わたしの目 か ら 見 る と ︑ 当 教

いる︒特に我等の教団の土台を築

妹の愛の有る所にしか︑新しい神

でも︑︵議論は抜きにして︶一致

Guide‑

いて下さった︑神の聖言葉に徹し

による兄弟愛は生まれて来ないと

Constitutionや

て信仰の手本を残して下さった宝

信じている︒

う︒

六︑インターネットは︑良いコ

る事を望む︒

を︑しっかりと受け継ぎ︑次世代
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にとって︑大変だと思う︒その事

た︒今日あるのは︑彼等の愛の協

仰がホーリネス信仰の基盤にある

二︑コ ミ ニュ ケーションは言葉

﹁キリストが神の栄光のために︑

ａ．牧師同士の明確な理解を求め

九︑もし牧師間に個人的な性格

だけの問題ではない場合がある︒

私たちを受け入れて下さったよう

事を教えられてきた︒十字架の贖

ｃ．お互いの限界を乗り越えるた
から来る問題があるなら︑それを

﹁目は口ほどにものを言う﹂と言

に︑あなたがたも︑互いに受け入

力によってであり︑英語部に対し︑

めに︑可能性を見出そうと努める
祈りをもって︑聖霊の導きで︑解

われているように︑言葉を発する

を英語部の方は︑どのくらい理解

こと︒
決して頂く必要がある︒お互いに

者が︑相手を思いやり︑理解しよ

れなさい︒﹂ ロ(ーマ十五・七
◇ ◇

る︒

ｄ．包み隠す事の無い︑率直なコ
さばきあうのは良くない︑そのま

うと努力する時︑良いコミニ ュケ

いの力は︑すべてどんな事でも解

ミニュケーション︒
まを受け入れて︑祈る事が大 切 だ

ーションによって理解し合える事

心から感謝している︒

ｅ．問題を話し合うために時間を
と思う︒アンケートの中から︑以

と思う︒

しておられるだろうか︒

割く事︒
上の点がとても大切だと思った︒

がある︒その態度の違いが軋轢を

ｂ．共に祈る︒

ｆ．問題が起こった時には︑顔を
本多一米先生の論文︑素晴らしい

教団が英語部の牧師のために︑日

うむ︒牧師の一人が主任牧師とし

決出 来 な い事はないと信じている︒

合わせて話し合う事︒
ポイントをつかんでおられ︑この

本の言葉や文化を学べるプログラ

てリーダー・シップを執るべきで

部の牧師はビジネス・ライクな所

師は滅私奉公的な所があり︑英語

日英牧師間の関係：日語部の牧

)

ｇ．お互いがお互いを理解するま

事が解決出来たら︑それぞれの教

ムを持つ事は大変良い事だと思う︒

◇

では︑線引きをしない事︒

会が︑さらに祝福され︑その事が

る努力が必要︒

日英合同執事会：合同執事会は

日本ホーリネス教団の或る教会へ

三︑一兄弟が助言している様に︑

ｈ．お互いについての中途半端な

ある︒互いに言語・文化を理解す

◇

教団に入る前に︑東京聖書学院や

◇

リバイバルへと導かれる事と思う︒
◇

情報を他に流さない事︒
ｉ．お互いを友として受け入れあ

送り出す事が出来たら︑大変有益

って働く上において種々の条件を

四︑本多先生の﹁結論と勧め﹂

牧師夫人の役割：日語部牧師夫人

神の家族が﹁完全な一致﹂によ

外部の人に負けてしまう︒相手の

知る事が出来︑先生が論文で︑機

の中にある様に︑﹁牧師やリーダ

の牧会に対する影響は英語部牧師

う事︒︵これが出来ないと︑世の人︑
短所と思われる事について︑祈る

構やコミニュケーションを扱って

ーは︑完全な一致の模範となるべ

夫人のそれよりも大きい様に思わ

絶対に必要︒議長は日英両語を理

事が大切だと思う︒︶

下さった事を︑感謝して読ませて

きである﹂の一文は︑牧師同士の

ておられるだろうか︒

色々な違いを超えて︑真剣に祈っ

ｋ．お互いを受け入れるために︑

あって祈りあう︒

事は︑かっての日語部は︑小人数

成長させて来たと事と思う︒この

い︑責任と理解をもって︑教会を

会は両語部が助け合い︑協力しあ

野の中で︑経済的問題では︑当教

一︑﹁機構の問題﹂の経済的分

一致をもたらし︑すべての問題の

り︑キリストの血潮のみが︑真の

分よりも相手を尊重する﹂事によ

的愛の一致によって︑﹁互いに自

事に︑特に重点を感じている︒霊

信徒に及ぼす影響が非常に大きい

関係や︑リーダー同士の関係が︑

い悪いは別として︑考え方はかな

両部の考えの相違：どちらが良

とが一番である︒

ジであり︑良く解る言語で聞くこ

なぜなら︑礼拝の中心はメッセー

礼拝を守ることは良いことである︒

礼拝について：両語部が別々に

れる︒

な結果を生み出す事と思う︒

ｊ．牧師同士が︑生活や家族の事

頂いた︒

ｌ．日英合同の集会︑または会議

であったため︑英語部の多大なる

解決が︑この一事であると言う信

解できる人が適任︒

などの事を︑共に話し合い︑分か

の時は︑英語が中心で行われる事

経済的協力に負うところが多かっ

ち合い︑そのために相手を理解し

が多いが︑日語部の牧師︑役員方
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・日語部は全体の意見を大切に

使命による一致：日英両語部が
・経済的︑働きの違い︒

し尊重し受け入れるか︑英語部牧

・ 日 語 部 が 重 要に思うことが︑

経済的な問題：当教会には存在
キリスト教会の使命をよく理解︑

・責任の所在両牧師のどちらか

師も日本人の事を理解してもらい

会は早急に英語部を創設する必要

しない︒なぜなら両部とも必要が
認識する事により一致が生まれる︒

に主任牧師になっていただき責任

たい︒

り違う︒従って︑合同の集会は必

満たされているから︒しかし︑多
我々の国籍が天国にあるように︑

者になって頂きたい︒

・日系教会に属している牧師先

するが︑英語部は個々の意見を尊

くの教会では相互依存︑もしくは
我々にはキリスト教文化という共

・教会学校︑ユース・グループ

生が日本の文化を知るために︑サ

必ずしも英語部では優先されない

一方的な援助によって成り立って
通の文化がある︒この共通の文化

の為に︑英語部の方々が愛を持っ

バティカルの時にでも東京聖 書学

がある︒

おり︑それによって軋轢が生じて
を強調することにより一致が生ま

て奉仕して下さり感謝︒

ずしも一致をもたらさない︒

いる︒
れる︒キリストの愛による一致︑

重する︒

コミュニケーション：率直なコ
信仰による一致︑御霊の実を通し

こともある︒

ミュニケーションが必要であるが
ての一致が必要である︒

・合同執事会は必要両語部はそ

院とコンタクトを取って短期間日

神様の求めておられることは霊

本に行き︑日本のキリスト教会の

る︒解り合うまで徹底的に話し合

の一致︑一つになる事︑愛の神様

愛し合い︑お互いの考えを変えよ

れぞれの個性を尊重し合い︑ミニ

・文化的違いをどのように理解

日語部は率直な話し合いは不得手

う必要がある︒理解出来ない方が

からいただいた愛によって互いに

お互いに確認し合い決めてゆく︒

うとしないで︑聖霊のみが私たち

事も理解して頂くのも良いのでは

誤解するよりましである︒言葉を

愛し合う事︑愛を世の人々に示す

・日語部の人達の考え方がはっ

を変えて下さる事を信じ︑神様に

ストリーに有効な方法を用いてゆ

マスターしても文化が解ったとは

事︑それによってキリストをあか

きりしない︑遠慮等が英語部には

従ってゆくことを願います︒

◇

◇

いえない︒日語部の方が英語部よ

ししてゆく事です︒日語部︑英語

理解出来ない︒

◇

である︒本音と建前が違う事があ

りもグループ意識が強いので個人

部共に神様からの愛をいただいて︑

・日語部︑英語部の時間の使い

創始者である一世方の健在のこ

ないでしょうか︒日語部︑英語部

の意見は通りにくい︒日系教会は

互いに愛し合い︑助け合っている

方の相違︒英語部は合理的である︒

ろ以来︑英語部︑日語部の牧師た

く︒議長は出来れば︑両語を理解

日本文化を基にした教会を意味し

が︑かみあわないこと︑理解出来

・牧師夫人の役割の違い︒英語

ちを始め︑両語部の教会員たちは︑

が存在するということは素晴らし

ない︒従って︑英語部に日本文化

ないことがあるように思います︒

部の牧師夫人は殆ど働いているが︑

実に和気合あいと︑何事も協力し

出来る人がよい︒

を押しつける事は出来ない︒特に

それらのいくつか気づいたことを

日語部の牧師夫人は教会員のため

あってきた姿を見てきた︒日英両

◇

に多くの時間を用い︑影響も多い︒

語部間に︑また牧師同士の間に︑

◇

・礼拝は別々に持つのが良い︒

・言った事は行動に移し︑中途

コミニュ ケーション不足による摩

◇

い事でありますから︑祈り合い︑

若い人々には無理である︒む し ろ

述べさせていただきます︒
日語部︑英語部の考え方︑文化的︑

半端にしないこと︒牧師同士の理

・コミュニケーションの大切さ︒

日語部がアメリカナイズする必要
英語部の必要性：日系教会にと

集会の持ち方が違うので合同は必

擦が起こっていることに︑わたし

がある
って英語部の存在は重要である︒

解と祈り合い︒

は大変ショックを受け︑心を痛め

ずしも良いとは思わない︒

代の日系教会を担う事になるから

ている︒英語部︵二世の人達︶は︑

なぜなら日系の子供達や青年が次
である︒従って︑日語部だけの教
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あらゆる面で日語部を助け︑経済

オズワルド・チェンバーズ

のも置いてはならない︒﹃源なる

そこで私の乏しい本棚を探して見

するということが書かれています︒

推薦：吹上信一

バートソン・マクルキン著﹁すこ

方﹄に正しく結び付け︒イエ スに

道に励んで来ることが出来たかと
﹁この一冊﹂と言えば﹁聖書﹂

やかな時も病める時も﹂です ︒ 何

﹁いと高き方のもとに︱︱三六六

思う︒時代が進み︑教会数も増え︑
であります︒この聖書とともに︑

的にも犠牲を払ってこられた︒日

教団も大きくなってきた︒運営や︑
毎日の霊の糧として︑デボーショ

つけたのがこの本です︒私が自信

ビジネスの複雑化︑ハイテク化し
ンの本を読むことは︑クリスチャ

対するあなたの信仰︑彼との関係

てきた現今︑両語部がなお一致協
ン生活に︑大きな祝福をもたらせ

日の黙想﹂

力して前進するために︑今一度う
ます︒私が三年ほど日課として読

語部も︑どんなに感謝をもって伝

しろをふりかえって︑わたしたち
んだのがいと高き方のもとに﹂で

を持ってお薦めする本は︑このロ

は﹁どこからスタートしてきたか﹂
あります︒この書をお読みになっ

を十分に見守れ︒﹂

を考えるべきではないかと思う︒
て︑さらに﹁いと高き方﹂のもと

著者：オズワルド・チェンバー
ズ
巡回伝道師︒最後の五年間は
ロンドン聖書学校の校長︒格調
の高いメッセージを語り続け︑
若い学生た ちの魂を揺り動かし
たと伝えられています︒四三歳
の若さで召天︒
馨

せてくれるのではないでしょうか︒

の人々に結婚の意義を思い起こさ

して行こうと言う生き方は︑多く

誓った事をどこまでも忠実に果た

れるこの時代にあって︑神の前で

った誓約があまりにも容易く破ら

う事にです︒結婚式で神の前に誓

な気分に満たされておられるとい

えられた時あなたはきっと爽やか

るという事にです︒そして読み終

でも必ず一気に読み通す事が出来

に自信を持ってかというと︑だれ

このような問題を取り上げ︑警告

に導かれる方々がありますように

書名：﹁いと高き方のもとに﹂

を与えて下さっ た 本 多 一 米 先 生 の ︑
と祈ります︒

訳者：湖浜

発行所：いのちのことば社
総ページ：三七五ページ

この本にはマクルキン博士の夫

人に対する深い愛と神に対する信

価格：三四〇〇円︵税共︶

ーズを﹃最高の生涯を送った聖徒﹄

価格：五八三円＋税

総ページ：六三ページ

発行所：いのちのことば社

訳者：羽鳥栄

ン

も﹂︵ Living by Vows
︶
著者：ロバートソン・マクルキ

書名：
﹁すこやかな時も病める時

いると思います︒

仰に満ちた生きた証しが書かれて
ロバートソン・マクルキン

には信仰の養いになる良書を推薦

にアクセスして調べました︒そこ

頼でした︒早速教団ホームページ

の薦めるこの一冊﹂への投稿の依

ていました︒メールの内容は﹁私

スターの中尾先生から手紙が届い

Ｅメールを開いたらウェッブマ

推薦：藤岡二郎

﹁すこやかな時も病める時も﹂

として紹介しています︒今世紀初

書の中で︑オズワルド・チェンバ

﹁レイモンド・エドマンはその

介します︒

訳者の﹁まえがき﹂の一部を紹

純粋な上よりの勇気に︑心からな
る敬意を表し︑神様の祝福を祈り

ます︒

私の薦める
この一冊

頭︑英国の生んだ偉大な神の人の︑
自らの体験に裏打ちされたメッセ
ージが聞ける恵みを神に感謝した
いものです︒﹂
本文の中から︒
﹁あなたが︵キリスト︶なる方
と正しい関係にあるなら︑あなた
を通して流れる川にのって︑どの
ような障害物も問題とならない︒
あなた自身とイエスの間に︑何も
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東 洋 宣 教 会 ・ 北 米 ホ ー リ ネ ス 教 団 史︵ そ の 十 八 ︶
│戦後篇│

教会も牧師館も貸してあり︑すぐ

したのである︒というのも︑当時︑

には空けてもらえなかったからで

開放に彼がみずからすすんで挺身

る牧師館や︑ロサンゼルス教会の

宰

ように守ってくれた場合も少なか

あった日系人の家々を自分の家の

は近隣の住民達が︑彼 らの友人で

は破壊し尽くされていたが︑中に

と︑荒れ放題であったり︑あるい

も家主の居なかった家は当然のこ

らずいた訳だが︑既に三年半以上

ろん西海岸に帰られた方も少なか

全米に散在することになる︒もち

集中して住んでいた一世︑二世は

によって以前︑西海岸に九十％も

帰ってゆくことになる︒この開放

人々は︑それぞれの希望する地へ

閉されていた十二万人にも及ぶ

のリロケーション・キャンプに幽

されることになる︒そこで十個所

申請を提出することによって開放

所に幽閉されていた人々は︑出所

が︑一九四三年の一月から︑収容

太 平 洋 戦 争 は たけなわであった

借りて集会が持たれていた時にリ

十年前︑ホイッテアのある教会を

まなかったのである︒ちなみに八

ても︑またもや多大な援助を惜し

キャンプから帰還する人々に対し

差し伸べてくれたのであったが︑

しまず︑勇敢なまでに助けの手を

二世に対して常に暖かい配慮を惜

から既に︑敵国人であった一世︑

派の人々は︑戦争の始まった時点

されていたものである︒フレンド

フレンズ教会の人々によって運営

るボイル・ハイツにある建物で︑

ーグリーン・ホステル﹂と呼ばれ

は百五十名も収容できる﹁エヴァ

準備され︑そして大きかったもの

かったが︑その中でもっとも早く

アメリカ人教会も協力を惜しまな

カトリック教会はもとより︑地元

くように尽力した︒メリノール・

てのキリスト教会がその門戸を開

きた︒彼は二世牧師であり︑初代

ー ジ 牧 師 は コ ロ ラ ドの ア マ チ キ
･
ャンプからロサンゼルスに帰って

一九四五年の三月に︑八尋ジョ

まれるのであるが・・︒

最善の伝道であったものをと悔や

達もいたのである︒こんな時こそ

も帰還する一世の訪問を拒んだ人

教会に関係する宣教師の中でさえ

ジストの牧師や︑北米ホーリネス

立ち上がれないでいる︒またメソ

というので︑未だ日系人の中では

らの帰還者に門戸を開かなかった

のである︒救世軍は︑キャンプか

スチャンに対する印象を悪くした

いてはくれなかった︒それがクリ

する人々に対してそのドアーを開

アメリカの世論を恐れてか︑帰還

戸を開いたのではない︒救世軍は

しかし︑すべ て の 教 会 が そ の 門

愛の負い目がある︒

あった︒私たちは︑彼らに多くの

は︑彼の多大な献身に よ る と こ ろ

といわれる︒私たちが今日あるの

めに健康を害し︑その命を短めた

たわら帰還する人々の世話をする

はガーデナーとして働き︑そのか

は自分の生活を支えるために日中

ー等がいる︒そんな中︑八尋牧師

ーダーであった桑原軍作ファミリ

長い間ロサンゼルス教会の信徒リ

あった木村連牧師ファミリーや︑

ンファナンド教会の英語部牧師で

テルを利用した人達の中には︑サ

開放されたのであった︒このホス

四九年一月まで︑帰還する人達に

ル﹂と呼ばれるようになり︑一九

て︑そこは﹁ホーリネス・ホステ

することになったのである︒やが

そこを帰還する人達のために開放

他の教会所属の建物であったので︑

ために祈り会が始められることに

されたので︑帰還してきた人達の

村

らずあったのである︒そんな中で︑

ヴァイバルが起こり︑それが燃え

の牧師達の中では︑唯ひとり土地

が多い︒

オレンジ郡キリスト教会牧師・杉

キャンプから帰還する人達のため

る炎となって東洋宣教会ロサンゼ

家屋の所有が許されていた人物で

ある︒しかし︑次々と建物が開放

に教会が中心となってその門戸を

ルス教会が発足したのであるが︑

あったので︑彼の名義になってい

という状態であった︒彼はそのた

なり︑また教会のすぐ隣の建物は

開放したのである︒

その時の教会も実はフレンド派で

南加教会連盟は率先して︑すべ
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