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主にある聖なる夢

節に

本間 義信

ジョン・Ｆ・ケネディが、アメリカ大統領になっ

の人種差別を撤廃させた。

暴力的抵抗で３８２日間にわたって指導し、バス

ウェスレアン・ホーリネス教団境の谷めぐみ教会

パウロはエフェソの信徒への手紙三章

住まわせ、あなたがたを愛に根ざし、愛にしっか

た１９６０年代以降は、白人教会のリベラル派の

「信仰によってあなたがたの心の中にキリストを
りと立つ者としてくださるように」と記している。

歴史的演説を行い、世界の被抑圧者に夢を与えて

動の大行進に際して、
「私には夢がある」という

１９６３年 月、首都ワシントンでの公民権運

した。

間、何度も投獄されたが、非暴力抵抗主義を貫徹

全面協力を得て、全国的な運動を展開した。その
節で

愛にしっかり立つ、それは即ちきよめの信仰であ
る。
パウロはフィリピの信徒への手紙二章

りくだって、互いに相手を自分よりも優れた者と

「何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へ
考えなさい」と記している。
なく、志を同じくし、交わり、活動を共にしてい

１９６８年、テネシー州メンフィスでの清掃員

１９６４年、ノーベル平和賞を受賞している。

いる。
る兄弟姉妹と共に、神の恵みによって持ち運ばれ、

のストライキを支援中、凶弾によって暗殺された。

ホーリネスは私と神との関係に留まるものでは

育てられて行くのである。信仰生活の歩みに従い、

パウロは、フィリピの信徒への手紙四章 節で、

らした改革者である。

現代アメリカのキリスト教界に最大の変革をもた
マルティン・ルーサー・キングは、アメリカ人

教えられ、育てられ、成長して行くのである。
牧師で、公民権運動の指導者である。ジョージア
州のアトランタの牧師の家庭に生まれた。ボスト

「わたしを強めてくださる方のお陰で、わたしに

よって継承され、完成成就に向かって進み行くの

抱く夢は、その人が倒れても、後に続く信仰者に

はすべてが可能です」と語っている。主にあって
のデクスター通りバプテスト教会の牧師となる。

である。

１ ９ ５ ４ 年、 ア ラ バ マ 州 モ ン ト ゴ メ リ ー 市

ン大学で博士号を取得した。
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１９５５年 月に発生したバス・ボイコットを非
12

インマヌエル中目黒教会、主講師は、 こととなります。目黒川の桜並木には
第１回大会主講師ジョン・オズワルト

聖化大会、それは輝きに満ちた交わ
りです。御父、御子、御霊の三位一体

博士、プログラムは、聖会Ⅰ、愛餐会、 で、きっと良きお交わりを楽しんでい

ステキなレストランが揃っていますの

の神が、互いに輝きに満ちた交わりを

パネルディスカッション、そして聖会

ただけることでしょう。

喜び楽しむように、イエス・キリスト

関係にあった「福音文書刊行会」
（Ｅ

「日本聖化協力会」は、一衣帯水の

るのです。

この輝きに満ちた交わりに招かれてい

離から一日参加が可能であれば、まし

ミナーを楽しむこともできます。遠距

ンで翌日の関東聖化大会でじっくりセ

です。むろん、宿泊込みのツアープラ

北海道、九州からでも一日参加が可能

ーブレークの後、全体の語り合いをも

ープで分かち合いの時を持ち、コーヒ

Ａのビジョン」
。これを受け、小グル

本における聖化運動の歴史」と「ＪＨ

クティブ、
遠近法に基づき、
発題は「日

ョンでは、まず、聖化運動のパースペ

午後にもたれるパネルディスカッシ

ＰＡ）と合流する以前は、
「日本聖化

て首都圏の出席者においては教会ぐる

の大いなる救いにあずかった私たちも、 Ⅱです。飛行機、新幹線を利用すれば、

交友会」と呼ばれていました。今も全

って締めくくられます。互いの親しみ

満ち溢れることでしょう。

は増幅し、聖化の輝きに満ちた喜びは

みの参加が可能です。
と深いつながりのある来賓の挨拶、「映

開会の聖会Ⅰでは、日本聖化協力会

国各地域に「聖化交友会」がその名の
通り、喜びに満ち溢れる聖化の交友を
繰り広げています。

し、さらに聖化の証しと神学生による

三つの地域の聖化交友会代表による証

最後に聖会Ⅱ、大会フィナーレには、

合同賛美の大合唱、そして主講師ジョ

像で見るＪＨＡ 年の歩み」も企画さ

の交友会からも一つところに集まり、 ー、ジョン・オズワルト博士の登場で

ン・オズワルト博士の二回目のメッセ

ＪＨＡ 周年記念大会！ 教団教派

主の臨在のもと、心から主をあがめ、 す。主はお一人この聖会のただ中に立

の枠を超え、全国諸教会から、各地域

ち、ご自身の器を用いて語られること

れ て い ま す。そ し て メ イ ン ス ピ ー カ

祈り、賛美し、聞き、語り、共に交わ

ージ。聖化から宣教へ！ さらに聖化

でしょう。
ル。どなたにもオープンとしたかった

まることでしょう。

わりはここに終結し、ここからまた始

からリバイバルへ！ 輝きに満ちた交
ょうか。まさに聖化の交わりのシンフ

のですが、会場の都合で、来賓と各地

続く愛餐会は、 階のオアシスホー
ォニーです。なんと心躍る大会でしょ

域交友会の役員を中心としたものに限
た交わりの輪が広がることでしょうか。 らせて頂きます。
一般の皆さんには
「中

さらに参加を計画し、個人でグループ

豊かな注ぎと祝福がありますように！

でご出席ください。この大会に聖霊の

まず祈りをもってご参加ください。

うか。どんなに素晴らしい輝きに満ち

でも、今から心がワクワクしないでし

る大会です。その光景を想像するだけ

30

1

時は、今秋 月 日（祝日、月曜日）
、 目黒グルメマップ」をお配りしますの
10
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30

午前 時半から午後６時半まで、所は、 で、それぞれで昼食をお取りいただく
10

工藤弘雄
香登教会牧師
日本イエス・キリスト教団

全国聖化大会
日本聖化協力会創立30周年記念

2
聖化

2015年10月12日（月・祝日） インマヌエル中目黒教会で開催

輝きに満ちた交わりへのご招待

2
3

聖化

日本聖化協力会

創立30周年記念

全国聖化大会

2015年10月12日
（月・祝日）
〜13日
（火） 会場：インマヌエル中目黒教会

プログラム紹介
＊会場として予定しておりました青山学院大学は、
10月12日に大学の授業が行われるため会場として使用することが
困難になりました。急遽、
渋谷から近いインマヌエル中目黒キリスト教会に会場を移すことになりました。会場確保のた
めにお祈りをいただきありがとうございました。ご心配をおかけした皆さまにお詫びと共にご報告申し上げます。

30 周年記念大会スケジュールのお知らせ
日時：2015 年 10 月 12 日（月、祝日）〜 13 日（火）

会場：インマヌエル中目黒キリスト教会

10 月 12 日（月、祝日）
10：00 〜 10：15

準備祈祷会

10：30 〜 12：00

聖会 Ⅰ（記念式典）

10 月 13 日（火）
10：30 〜 12：00
実行委員会・役員会

聖会メッセージ：オズワルト博士
「変貌される生涯」
12：15 〜 13：45 レセプション・愛餐会

13：30 〜 13：45

14：00 〜 16：45 パネル・ディスカッション

14：00 〜 15：20

テーマ「聖化のリバイバルを求めて」

準備祈祷会

セミナーⅠ

①日本における聖化運動の歴史

講演：オズワルト博士

発題：工藤弘雄師

「イザヤ書におけるホーリネス」①

②ＪＨＡのビジョン
発題：松沢力男師

15：30 〜 16：30

その後、小グループに分かれての交わりと全体会

セミナー Ⅱ
講演：オズワルト博士

17：00 〜 18：30

聖会 Ⅱ

「イザヤ書におけるホーリネス」②

聖会メッセージ：オズワルト博士
「全き愛」

全国聖化大会 会場のご案内

インマヌエル中目黒キリスト教会
153-0052

東京都目黒区上目黒 1 丁目 12—7

電話 03（5456）8361

＊中目黒駅（東急東横線／東京メトロ日
比谷線）下車、正面改札口（山手通り
に面した）を出て、左へ。 最初の信号
で右折（山手通りを渡る）、そして直進。
途中に目黒川があります。 徒歩 4 分で
教会に到着です。
＊ＪＲで来られる方は、渋谷駅乗り換え
（東急東横線・副都心線へ）よりも、Ｊ
Ｒ山手線恵比寿駅での乗り換え（東京
メトロ日比谷線へ）をお勧めします。
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私の父は愛知県新城市で生まれ育ちました。東京での
学業を終えて故郷に戻って間もなく、新城で開拓伝道を
していた滝本明師を通して主イエスの救いに与りました。
代の頃です。結婚後に開拓伝道に導かれ、私は父母の

伝道の地、愛知県設楽町の田口で誕生しました。当時、
父母の所属していた教団では神学校教育は施さず、経済
的なサポートも無く、働きながら伝道をし、実戦で学ぶ
スタイルをとっていました。平日、父は製材所で働き、
母は戸別訪問をして、教会は建て上がりつつありました
が、父母はその教団を辞さなければならなくなりました。
それは、当時の父母にとっては大きな悲しみであったに
違いないのですが、それは神の大きなお計らいであった

にもかくにも、これが私の初めてきよめを意識した瞬間
でした。
▼きよめとの格闘

当時私が通う久我山宣教会は若い人で溢れ、活気に満

ちていました。日本宣教会の新年聖会、夏期聖会には著

名なきよめのメッセンジャーが次から次に立たれ、ケズ

ィック、再臨待望、バックストン聖会、磐梯聖会などの

超教派の集まりにも積極的に参加協力していました。私

は、恵みを慕い、ほとんどすべての集会に出席していま

した。そして、集会の終わりに招きがあると、しばしば

恵みの座に出て、罪を悔い改め、自分を神に明け渡し、

捧げ、聖霊の満たしを求めました。その度に心は喜びに

満たされ、聖霊に満たされたような気持になるのですが、

長くて か月、たいていは 週間から 週間で元の木阿

2

に勤めて 年後、主は大きな御力をもって私を献身へと

大学を卒業後一般の会社に就職しました。けれども会社

中学生の頃から献身への思いが与えられていましたが、

からなくなってきました。

弥になることの繰り返しでした。だんだんときよめが分

1

ように思います。上京した父母は、きよめの信仰に立つ
中原幸茂師の下に導かれ、日本宣教会に加入しました。
▼きよめとの出会い
父は、借家で開拓伝道をしていた中原幸茂師を助け、
副牧師として仕えるようになりました。そして私は中原
幸茂師に霊的な導きと養いを受けることになったのです。
小学校 年生の頃に夏期学校で救いに導かれた私は、中
学に上がって間もないある日、中原幸茂師に呼ばれまし
た。聖書を開き、アレコレとお話を伺って一緒にお祈り
を捧げました。私は、洗礼を受けるということまでは承
知していたのですが、翌週の週報を見て驚いてしまいま
した。そこには「嘉嗣兄はきよめの恵みに与りました。
」
と書かれてあったからです。何か狐につつまれたような
思いでした。不思議な気持ちでした。一体、私の何がき
よめられたのだろうか？きよめとは何なのだろうか？と

1

で「きよめの証し」は無かったことは、本当に助かりま

学校に提出する書類が、
「救いの証し」と「献身の証し」

ましたが、聞けば聞くほど分からなくなりました。神

ころ、先生は聖書を開き、きよめについてお話ください

よめについては「よく分かりません」と正直に答えたと

についてははっきりとその信仰を告白できましたが、き

いときよめの経験について改めて尋ねられました。救い

導かれました。神学校に進む前に、中原牧師は、私に救

5
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狭山キリスト教会 牧師
日本宣教会

20

4
聖化

きよめの証し

明け渡し、委ねることが原点に
小坂 嘉嗣

聖化
5

るように質問したことがありました。どうして、きよめ

漸進的成長から成ると教えられて、私は先生に食い下が

神学校に入り、聖化論の授業で、聖化は転機的経験と

４ きよめの恵みの信仰に立った後も、罪の影響による

よい。

であり、主の血潮に拠り頼みながら一つひとつ斥ければ

と悩み、結局元の木阿弥になっていたが、それらは誘惑

どうしてきよめられた後にこのような思いが生じるのか

られた後に成長があるのか、なぜその二つが両立するの

人間性の歪みは残る。転機後の成長とは、御霊に従って

した。

かが理解できなかったのです。

歩みつづけることによって、罪の痕跡である人間性の歪

みが徐々に整えられ、愛と義の実を豊かに結び、キリス

▼きよめの理解と確信
当時私は、きよめの恵みについて大きな誤解をしてい

い間教えられてきましたので、どうして罪の根が取り除

罪を犯そうとする性質がきよめられることである」と長

まに自分自身を全く捧げ、明け渡したときに確かにきよ

大きな恵みでした。そのことによって、私は、以前神さ

こうした神学校での学びによる理解は、私にとっては

トに似せられていくことである。

かれ、罪の性質がきよめられたのに再び罪を犯してしま

められたのだと確信を持つことができたからです。

ました。
「きよめられるとは、
罪の根が取り除かれること、

うのかが分かりませんでした。瞬間的に罪の根が取り除

▼今、きよめの恵みに生きる

その後、私は神さまに自分自身を捧げ、明け渡すこと

かれるというのは完全な業であるはずなのに、どうして
その後に成長が必要なのかも理解できませんでした。

２ それゆえに、きよめの恵み（全的聖化）は神さまに

いという反逆性がきよめられることである。

の性質がきよめられるとは、神さまの御心に従いたくな

は神さまとの関係が損なわれることである。従って、罪

物質的なもののようにイメージしていたけれども、罪と

１ 「罪の根が取り除かれる」という表現から罪を何か

のような理解が与えられるようになりました。

リスト者としての自分はあり得ないと思っています。

ただいています。きよめの恵みに立つことなくして、キ

何度も立ち返りながら、きよめの恵みの中を歩ませてい

主のご愛に信頼して自分を主に明け渡し、委ねる原点に

とが幾多もありました。けれども主の大きな憐みの故に、

思いにしがみついてしまい、恵みから落ちてしまったこ

あります。振り返る時に、神さまの思いではなく自分の

状況が変わるごとに、自分の献身が試されることが度々

を、ことあるごとに確認するようにしています。環境、

自分を全く明け渡すという条件付きのものであり、この

「キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、

けれども、きよめについて学び追求していく中で、次

条件が果たされている限りは、きよめの恵みに立つが、

罪と死の原理から、あなたを解放したからです。
」

（ローマ八章２節）

そこから外れたときはきよめの恵みから落ちてしまう。
３ 罪と誘惑は異なる。悪しき思いが心に湧いたとき、
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すことを心から感謝しております。
現在事務局では、役員会や実行委員会等
の各種会議や、各地で行われる聖化大会の
スケジュール調整の他、各種会計処理や出

す。神学用語に縛られて、実際にその恵み

の中を生きる幸いを忘れていたのではない

か？と感じるようになりました。

私自身が聖化の恵みに触れたのは今から

年前、牧師になる直前に心筋梗塞で倒れ

様にお届けすることに力を注いでいます。

SNS を利用して、常に最新の情報を皆

でなく、フェイスブックやツイッター等の

また最近では、ホームページの更新だけ

何度も祈りました。
「なぜあなたはこんな

さに希望に溢れていた時でした。私は主に

としての歩みをはじめるんだ！という、ま

後に迫っている、四月からはいよいよ牧師

た時でした。神学校の卒業式があと一か月

版物販売等の事務を行っております。

新たな試みとして、月に一度、誰でも参

ことをなさるのですか？」と。怒りと不安

いつも日本聖化協力会のためにお祈りを
改めまして、昨年より日本聖化協力会事

加できる小規模の超教派聖別会（メッセー

いただき、心より感謝申し上げます。
務局にてご奉仕させていただいております

と死への恐れで、日々悩みました。しかし
時・OCC ４階「 東京プレヤーセン

入院中に、主が語りかけてくださったので

ジと分かち合い中心、毎月第四火曜日 時
～

小林佳と申します。普段はインマヌエル王
子キリスト教会の牧師として牧会に従事し

そしてこの奉仕を通して強く感じたこと

と共にいてくださるということを深く実感

のような苦しみの時にも、愛をもって自分

す。
「私はあなたと共にいる」と。主はど

も担わせていただいております。一人でも

は、
「聖化の恵み」を自分自身、難しく考

ター」で）を行っております。

多くの人に聖化の恵みを伝えることを目的

し、怒りと不安、死に対する恐れが消え、

もに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさ

「きよい心で主を呼び求める人たちとと

心から感謝しております。

真理を伝える働きに加えられている特権を

かることができる」という真理です。この

す。それは「全ての人は聖化の恵みにあず

です。しかし一つ変わらないことがありま

「聖化の恵み」の経験、その表れは多様

平安と喜びで満たしていただきました。

えすぎていたのではないか？ということで

ておりますが、同時にこの事務局での働き

11
＊Facebook、
Twitterで日本聖化
協力会の情報を発信しています。
ぜひご活用ください。

としたこの働きに加えていただいておりま

Ⓒ富無尽蔵

2015/05/04 10:00
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12

小林 佳

けい

事務担当

3

い。
」
（Ⅱテモテ二・ ）

22

日本聖化協力会事務局から

ご挨拶ときよめの証し

直次郎
いいなづけ

6
聖化
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聖化

ジョン・Ｎ・オズワルト博士プロフィール
Dr. John N. Oswalt Ph.D.
2015 年

全国聖化大会に講師としてお迎えする

講師には、第一回聖化大会のメッセンジャーであったジョン・Ｎ・オズワルト博士をお迎えします。

博士はアズベリー神学校、トリニティ神学校、ウェスレアン・ビブリカル神学校などで旧約聖書学を
教え、アズベリー神学校の学長を務められた器です。

旧約学者としては、ニュー・インターナショナル・バイブル・コメンタリー旧約編として刊行された、

2 巻物のイザヤ書注解はあまりにも有名です。最近では、2013 年に出エジプト記に関する「Exodus：
The Way Out」を執筆しておられます。大学や神学校で教鞭を執る傍ら、ニューイングランドやケン
タッキーの教会や大会で、説教者としてご奉仕をしておられます。

邦訳書としては、2009 年に日本聖化協力会出版委員会から、『「聖き」を生きる人々』が出版されて

います。

旧約聖書を専門とする聖書学

者の著者が、聖書全体の語る

聖化について論じています。

旧約聖書の聖霊論をキリスト

を軸にまとめ、それに基づい

て聖書の聖化を論じます。旧

新約の聖霊論と、そこから語

られる聖化のメッセージは恵

みに満ちたものです。

30周年記念大会講師の著書

「聖き」を生きる人々
ジョン・Ｎ・オズワルト著

定価（本体2500円＋税）

新刊書紹介

JHA 創立 30 周年記念出版 第二巻

聖化の説教 旧約編 Ⅱ

17

旧約編第二巻は、ヨブ記か

らマラキ書までを 名の先

生方の説教でカバーしてい

ます。

知恵文学、詩歌、預言者た

ちを通して、歌い込まれ、

語り継がれた聖化の恵みを、

聖書から紡ぎ出した説教の

数々です。聖書釈義を駆使

してみことばに肉薄し、説

教者ご自身の証しを交えな

がら、それぞれの教会で語

られたホーリネス説教です。

牧会的な温かさが感じられ

ます。 周年の記念出版第

二弾です。

今秋には、いよいよ待望

聖化57_2015_05.indd 7

の新約編が刊行されます。

定価：本体 1500 円＋税

30

日本聖化協力会の先生方による説教集
ヨブ記からマラキ書までをカバー

2015/05/04 10:00
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2015年に開催される聖化大会
大会名

期日

講師

会場

札幌

第8回北海道聖化大会

5/19～20

峯野龍弘師

北海道クリスチャンＣ

宮城

第27回仙台聖化大会

9/21

郷家一二三師

日基

山形

第20回山形聖化大会

9/23

錦織

栃木

第19回栃木聖化大会

5/31

高地博夫師

関東

第11回春の青年大会

5/24

小坂嘉嗣師

全国

第30回関東聖化大会

10/12～13

Ｊ.オズワルト師

遠州

遠州聖化大会

2/15

竿代忠一師

ＩＧＭ

浜松教会

東海

第22回東海聖会

6/27～28

蔦田直毅師

名古屋

一麦教会

東海

第28回東海聖化大会

10/15

Ｊ.オズワルト師

大阪

第68回Ｗに学ぶ会

5/26

吉持志保師、斎藤亘師

第69回Ｗに学ぶ会

10/16

Ｊ.オズワルト師

ナザレン大阪桃谷教会

岡山

第12回岡山聖化大会

10/18

Ｊ.オズワルト師

日本イエス

岡南教会

四国

第8回四国聖化大会

5/31

畑野順一 師

日本イエス

高松教会

九州

第26回九州聖化大会

10/20

Ｊ.オズワルト師

兄弟団

福岡教会

寛師

仙台青葉荘教会

山形ヒルズサンピア
兄弟団
ＣＯＧ
ＩＧＭ

ＩＧＭ

宇都宮教会
川崎教会
中目黒教会

名古屋教会

救世軍セントラルホール

＊聖化大会についての詳細は、日本聖化協力会のホームページ、Facebook、
Twitter をご
覧ください。各地域の聖化交友会のご案内が掲載されています。http://jha.christ.gr.jp/

続々と、電子書籍化を進めます！

お近くの聖化交友会にご加入ください

電子書籍化第一弾、「エマオの道で」を販売中で
す。Amazon Kindle ストアで検索してください。

聖化交友会には教団、教会、個人でお加わり
いただけます。聖化の恵みを私たちの心に、そ
して教会に、さらにお住まいの地域に広げてい

定価１３００円＋税

JHA

講演はホーリネス運動の過

聖化交友会／九州聖化交友会

去から現在、将来までを展望

スレーに学ぶ会／岡山聖化交友会／四国

し、私たちの前に新たな地平

交友会／東海聖化交友会／ジョン・ウェ

ホーリネスを生きる神の民

を開いて見せてくれます。特

聖化交友会／栃木聖化交友会／関東聖化

にホーリネス陣営で活躍した

北海道聖化大会／宮城聖化交友会／山形

女性たちに焦点を当てた精緻

い合わせください。

な論述が目を引きます。

きましょう。詳細は各地域の聖化交友会にお問

カニンガム博士聖化大会講演集

編集後記
聖化 57 号をお届けします。ＪＨＡが設立され
キャンパスを使えなかったのは残念でした。会場
て、今年で 30 周年を迎えます。10 月 12 日の記
がインマヌエル中目黒教会に移りました。この事に
念大会に向けて、準備も着々と進められています。 も神さまの深いみこころがあると確信します。何と
予定しておりました青山学院大学が授業日になり、 か間に合って、この号で大会のプログラムや会場
ガウチャー礼拝堂も工事で、会場変更を余儀なく をご案内することができました。当日皆さまとお会
されました。メソジストの伝統を継いでいる大学の
いできることを楽しみにしております。
（矢木良雄）
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