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ＪＨＡ 周年記念大会に期待する

高橋 養二

クリスチャンの歩みは、世界と人生のあらゆる

単立 札幌めぐみキリスト教会 牧師

「しかし、もし神が光の中におられるように、

によって、深められ豊かにされ強められてゆきま

バイバルの発火点となる事を、以下の三つの期待
をもって祈ります。
メッセージへの期待
大会の主講師、オズワルト先生は、その著書で、
聖化の恵みを「父なる神の御計画、御子イエス・

交わりへの期待

の講師の講演に期待します。

ために不可欠です。学識・経験とも豊かな、三人

す。クリスチャンにとって、継続的な学びはその

ことを、聖書の光をもって理解（解釈）すること

月

日

私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互い

周年記念大会が、

ら私たちをきよめます。
」
（Ⅰヨハネ一・ ）
日本聖化協力会

（月）～ 日（火）
、「聖化のリバイバルを目指して」

12

に交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪か

30

7
10

使徒信条において、
「聖霊」と「教会」につい

ての項目の次に、
「聖徒の交わり」が挙げられて

いる意味は重要です。それは主の「互いに愛し合

いなさい」の実践であり、聖霊の恵みも教会の存

在も、神の愛の実現に於いて証しされるべきこと

が、活動の報告や協議だけに終わることなく、互

愛餐会や小グループに分かれての交わりの機会

を意味しているからです。
して、旧新約聖書から明快に述べておられます。

の触れ合いの場、恵みの分かち合いの時となるこ

いに主の恵みに生きる者同士としての、人と人と

信し、期待します（使徒の働き二・ 〜 ）
。

の働きも含めて）の大きな力が生まれることを確

とを願います。そして、そこから、宣教（ＪＨＡ

ともすれば、神の愛と聖霊の働きが強調されな

のメッセージに期待します。
学びへの期待
このたびの大会では、パネル・ディスカッショ
ンとセミナーという二つの形での学びの機会が用
意されていることは幸いです。

たします。

し、大会開催のための沢山の御奉仕に深く感謝い

終りに、大会への多くの方々のご参加をお勧め

47

さえ思われる今日において、この度の二回の聖会

がら、
「贖い＝キリスト」が忘れられているかに

キリストの贖い、そして聖霊の力によるもの」と

3

30

との標語のもとに開催されます。大会が聖化のリ

13
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「見よ。兄弟たちが一つになって共
に住むことは、なんという幸せ、なん

されました。
ＪＨＡ発足から

年を迎える

たと思います。今や中目黒駅は、東急

東横線、日比谷線だけではなく、西武

（詩篇一三三・ ） と共に振り返り、これからの聖化運動

の名所です。目黒川の秋を眺めるのも

衝ですし、駅近くを流れる目黒川は桜

線、東武線などにも直通する交通の要

を更に力強く推進するために記念大会

２０１５年に、これまでの歩みを感謝

＊

一興かと思います。

意に動かされた指導者たちの祈りと話

び、経験し、それを広げようという熱

われました。聖書的な聖化を求め、学

聖化交友会」
（ＪＨＡ）の発会式が行

スト教会館（ＯＣＣ）において「日本

ような時だからこそ、恵みを感謝する

った厳しい状況でした。しかし、その

将来のことを展望するゆとりなどなか

います。講師のオズワルト博士からは

ラム、素晴らしい交わりが期待されて

晴らしい講師による素晴らしいプログ

された時期が東日本大震災の直後で、 ジに記されていますが、ともかく、素

のＪＨＡ役員会で挙がりました。提案

説教・講演のテーマとアウトラインが

表する錚々たるメンバーが名を連ねて

村上宣道師など、当時のきよめ派を代

おられる姿に感動を覚えております。

準備と祈りをもってこの集会に臨んで

6

すいようにと、 月 日（月・祝日） 大会の運営に関しても、参加者が一方

できるだけ多くの信徒方が参加しや

は長島幸雄師、畑野基師、朝比奈寛師、 した。

初代会長には本田弘慈師、副会長に

し合いが実った日でした。

記念大会が必要であるということで開

5

が選ばれました。通常、関東での聖化

的に説教や講演を聞くだけでなく、参

倒ししたのです。

夫もなされています。

しました。２００８年には、ＪＨＡよ

域聖化交友会」を総合する働きに成長

用が困難になり、二転三転の結果、
（筆

たが、大学の授業や改修工事のため使

山学院キャンパスをと考えておりまし

は、なんというしあわせ、なんという

姉妹たちが一つになって共に住むこと

全国の主にある皆々様、
「兄弟たち、

＊

り 年も前から聖化の書籍を出版する

会場選びは難航しました。当初は青

てディスカッションや交わりを保つ工

加者全員がスモールグループに分かれ

12

大会は例年 月の第三週に行われてい

10

るのですが、この年はそれを一週間前

10

いました。
ＪＨＡは、それ以前から活動してい
た大阪の ジ｢ョン・ウェスレーに学ぶ
会 と
｣ 合流し、さらに、東京を含む全
国 の地域で聖会を主催している「地

集会の内容などの詳細は本誌 ペー

を持ちたいという声が２０１１年 月

という楽しさであろう。
」

30

１９８５年 月 日、お茶の水キリ

1

早々と送られて来ており、並々ならぬ

2

催が決議され、準備が進められてきま

12

竿代照夫
イムマヌエル綜合伝道団 中目黒教会牧師
会」となり、より広い協力関係が構築

（ＥＰＡ）とも一体化して、
「聖化協力

すが、地理的にはベストの選択であっ

した。会場の広さに若干の難がありま

ために活動していた
「福音文書刊行会」 者の牧会する）中目黒教会と決まりま

ひご参加ください。

のものの交わりを体験するために、ぜ

楽しさであろう。
」というみことばそ
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全国聖化大会
日本聖化協力会創立30周年記念

2
聖化

聖化によってひとつに

聖化
2
3

あなたの席も用意されています

全国大会テーマ「聖化のリバイバルを目指して」

に出てきた歴史を通して、私たちは神

今回の記念大会が体育の日の祝日に

もたれることには大きな意味がありま

日本聖化協力会の創立 周年記念大

の期待と、神の思いを知ることになる

認し、ここまでの道筋を導かれた神に

にたどって創立者のスピリットを再確

うのです。多くの「記念大会」は過去

タルジーに浸ってどうするのだ、と思

が頭をよぎるのかも知れません。ノス

のです。いろいろなネガティブな経験

「記念大会」というものに興味がない

もおられるかもしれません。おおよそ

それでもあまり気が進んでいない方

後悔することになるでしょう。

これを逃してしまったらあとできっと

の恵みとしての聖化が語られます。聖

のです。丁寧に聖書に証しされた約束

の核は、何といってもこの「聖会」な

くことも大切です。しかし、聖化大会

いろと率直な議論を共に積み上げてい

ださいます。学びも大事ですし、いろ

涯」
「全き愛」と二回の説教をしてく

れたオズワルト博士が「変貌される生

語ることのできる神の器として立てら

学者として、また聖化について真実に

会でも講師であり、旧約聖書の著名な

からの二回の「聖会」です。第一回大

て座っていけば多くの人がそこで主の

席に荷物を置かないでください。詰め

ださい。あなたの席があります。横の

いでしょう」ともおっしゃらないでく

ど、大勢の人が集まったら私の席はな

目黒教会でしょう？ 広い会堂だけれ

と伝わってこない恵みがあります。「中

う。けれども、その場に身を置かない

録音で恵みにあずかるのもよいでしょ

の日、そこに集うことのできない方は

しゃらないでください。どうしてもそ

「私はＣＤで後で聞くから」とおっ

会が開かれます。

感謝する時をもつことに多くの時間を
費やします。

立ち上げ、それを積み重ね、教団・教

してきた諸教会の者たちが聖化運動を

日本の教会、特に聖化の恵みを大切に

ネル・ディスカッションを行い、日本

から今回の大会では、午後の時間にパ

いない、自分に今、語られる聖なる神

ている者たちも、誰ひとりお客さんは

者たちも、迷いながらその恵みを求め

のビジョンを分かち合う時を持ちます。 二の転機」としての聖化の経験をした

における聖化運動の歴史を学び、将来

のメッセージとしてこれを聞くのです。

とばを聞くのです。
もうずっと昔に
「第

生たちも、みんながひざまずき、みこ

牧師も信徒も、先輩の牧師たちも神学

ただきたいのです。

っておられる神の姿を共に仰がせてい

どうしてもこの恵みを手渡したいと願

セージを語る講師の姿を見、あなたに

に立ち、いのちをかけて、聖化のメッ

ていただきたいのです。そこで主の前

して神が語られるみことばを直接聞い

確かにそれは大切なことです。です

会は違っても、心一つにして主の御前

しようと願っておられる神の御前に、 も多くの方が礼拝堂の中で、講師を通

言葉を聞くことができます。ひとりで

17

つもと開催時期をずらして、祝日に大

会が近づいています。これはまたとな

しかし、今回の大会のもうひとつの

す。あなたが参加できるようにと、い

会があり、また様々なセミナーや学び

大きな特色は、 時 分からと、 時

ことでしょう。

の機会もあることでしょう。けれども

い恵みのチャンスです。いろいろな集

30

なるお方であり、私たちをきよい者に

30
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錦織 寛
東京中央教会牧師
日本ホーリネス教団

「私は神を信じた日がありません。
」自分の入信体験を
私はよくこう言って証しします。牧師家庭に生まれ育っ
た私は「この日この時から神を信じるようになった」と
いう記念すべき日がないからです。
劇的な入信談を語る人と自分の体験を比べて不足感を
感じた幼い日々がありましたが、いま振り返ってみると
私の信仰体験は、備えられた道をたどる「受け身的な歩
み」が大半だったように思います。その中で唯一、自分
の意志で決断したと言えるのが、きよめの体験だった。
そう言えるのではないかと思っています。
▼信仰告白と受洗
入信はクリスマスを控えた小３の 月でした。マタイ
七章の「狭い門から入りなさい」のみことばを通し、牧
師である父に導かれ、信仰告白をし、受洗しました。
その頃の私は、
「フツーの人が救われるには十字架が
必要だけど、ボクには何か別の方法がある」と不遜にも
思っていました。というのも、私のまわりの親戚はみな
クリスチャンばかりだったからです。
未信者家庭出身の父に対し、母は若くして信仰に入り、
のちに牧師となった人の娘です。
明治生まれの祖父は
「生
まれた子どもはみな献げます」と神に誓いを立て、その
通り実践した一徹な信仰者で、息子 人、娘 人をみな
直接献身させました。それで私には牧師である伯（叔）

がクリスチャンでも祖父母が牧師でも、誰かと一緒に通

ることはできないのですよ。
」父に導かれ、小３の子ど

もが考えつくすべての罪を言い表して、十字架のイエス

さまを単純に信じ、クリスマスの日曜日に受洗しました。
▼「献身」の決断

子どもの頃は、日曜朝は教会学校に礼拝、夜は路傍に

伝道集会、木曜は祈祷会と、集会という集会はすべて出

席。
家庭でも食前の祈り、
家拝が当たり前でした。
また
「将

来はあなたも牧師に」という“刷り込み”とも言える両

親の強い期待の中に育ちました。やがて学年が進み、心

のうちに葛藤がなかったわけではありません。しかしそ

うした家庭環境に生まれたことも含め、すべて備えられ

た道を抵抗せずに大きくなっていったのが私でした。

そんな私に、一つの大きな決断の時がやってきたのは

高校３年の 月でした。

「 分ほど待つから、できれば東京に帰る前に返事が

年を終えてからと呑気だった私には突然の提案でした。

うのです。大学受験を目前に、将来設計はまずは大学４

て得たお金でアメリカの神学校に行ってはどうか」とい

明けに高校を卒業したら東京に出て就職し、３年間働い

東京で牧師をしていた叔父が用事で尋ねてきて、
「年

12

中京聖泉キリスト教会 牧師
日本聖泉基督教会連合

ほしい」と、ずいぶん無茶な話を断ることもできず、部

屋を真っ暗にして一人自問しました。このまま仮に大学

に入れたとして、４年後の今ごろ、将来のことを自分で

決断ができる人間なんだろうか？

悶々とかなりの時間が経ったでしょうか。こういう人

生の岐路には聖書……でもなく、神の導きの声が聞こえ

たのでも、暗闇に光明もなしでしたが、
「自分はここで

2015/09/09 8:02

聖化58_2015_09.indd 4

3

30

12

3

父 伯
（叔）
母が 組いて、 人の従兄弟すべてがＰＫ
（牧
･
師の子ども）
という、
かなり珍しい家庭環境だったのです。
17

「天国に入る門はあなたが自分一人で通るのです。父母

5

4
聖化

きよめの証し

一つの道をイエス！と言って選ぶ
秋山 直光

決断しなければ……」という迫りを感じました。
今ここで一歩踏み出しても、何の保障があるわけでも
ない。でも……と、生まれて初めての大きな決断をして

その後、 歳で渡米し、２つのバイブルカレッジで合

計５年間学びをし、帰国して 歳で青年牧師となって今

年はなんと 周年を迎えています。

26

▼「きよめ」ということ

クリスチャンになっても罪を犯してしまう自分にいた

きた道がかなり特異なケースで、皆さんの益になるスタ

しをすることは滅多にありません。それは自分の進んで

私は、依頼されて証しはしますが、自分から進んで証

く悩んだのでも、罪の性質と真剣に向き合ったのでもあ

ンダードな証しではないという自覚があるからです。

ものでした。そのお方に対して、流れにながされるよう

ただし私にとって「神」の存在と事実は否定できない

きよめの教えに照らして整理し、評価し、確認しようと

じ、聖書を読んできた私は、自分自身に起こった事柄を

んできた道です。そしてホーリネスの環境の中で神を信

しかし、これは紛れもなく、私自身が半世紀あまり歩

に漫然と生きてきた自分の不甲斐なさと申し訳ない感覚

してきました。

高３の冬、誰に相談するでもなく、神様とたった二人

いうことでした。人生の主導権を神にお献げすることで

ったお方に応えて生きるとしたら、今この時を逃したら

それが神学校、そして将来の牧師へとつながる決断で

した。備えられた道にノーも言えない信仰生活から脱却

きりでなした私の決断は、自分自身をすべて明け渡すと

あるのは承知していましたが、牧師職への「直接献身」

し、示された一つの道をイエス！と選び取る決断でした。

大学受験そのものをしない人となり、就職して汗まみれ

こうして年が明け、進学校の卒業生でただ一人、私は

な私が長い間、持続できていることが何かあるとしたら、

端に放り出してしまうちゃらんぽらんな人間です。そん

にあれこれ手をつけるものの、何一つ完結せずに中途半

私は（見かけによらず）いい加減な性格で、興味半分

に仕事をしながら社会勉強を積むかたわら、教会献身者

それは「クリスチャンである」ということです。あと少

しで 年にもなります。

れたことでしょう。そのまま大学に進んだのでは経験で

頭や口先ばかりで、行動や態度の伴わない姿を何度叱ら

の２つの決断を通してなされたと証しできるのです。

ださっていることです。神の恵みのみわざは、小さな私

これはもはや私がしていることでなく、主がなしてく

人間として未熟な自分に直面したのもこの時期です。

として叔父のところで奉仕する生活も始まりました。

の態度表明という決断だったように思います。

というより、神ご自身への献身、私という人間の神様へ

二度と機会はないかもしれない。そんな決断でした。

はありました。そんな自分と訣別し、私を救ってくださ

時どれだけあったのかも定かではありません。

りません。あえて罪性といえるほどの問題意識が、その

▼その出来事の意味

21

30

きない、その年齢だからこその貴重な３年間でした。

50
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「わかりました。そうします」と答えたのでした。

聖化
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聖化

日本聖化協力会

創立30周年記念

6

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
＊旧約学者として、
とりわけイザヤ書研究で著名なジョン・Ｎ・オズワルト博士をお迎えし２回の聖会、
セミナーを持ちま
す。
また「聖化のリバイバルを求めて」をテーマにパネル・ディスカッションが行われます。期待をもってお集まりくださ
い。会場はインマヌエル中目黒キリスト教会です。会場には駐車場がありません。下記の中目黒駅をご利用ください。

30 周年記念大会スケジュールのご案内
日時：2015 年 10 月 12 日（月、祝日）〜 13 日（火）
10 月 12 日（月、祝日）
10：00 〜 10：15 準備祈祷会
10：30 〜 12：15

会場：インマヌエル中目黒キリスト教会

10 月 13 日（火）
10：30 〜 12：00

聖会 Ⅰ（記念式典）

実行委員会・役員会

聖会メッセージ：オズワルト博士

（同時並行で、神学生交歓会）

「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」
30周年記念 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

▶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
4 4 4 4
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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←

▶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。

電話 03（5456）8361

←
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ジョン・Ｎ・オズワルト博士プロフィール
Dr. John N. Oswalt Ph.D.
30周年記念聖化大会に講師としてお迎えする

講師には、第一回聖化大会の説教者であったジョン・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、聖書全体が語

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。

旧約・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

新刊書紹介

ジョン・Ｎ・オズワルト著

定価（本体2500円＋税）

JHA 創立 30 周年記念出版 第３巻

聖化の説教 新約編

（聖化の説教 旧約編Ⅰ、旧約編Ⅱ の続刊）

日本聖化協力会の先生方による説教集

これまでに旧約聖書の聖

化の説教を２巻に収めてお

39

届けしました。旧約聖書の

巻数と同じ の説教を掲載

30

しています。

ＪＨＡ 周年の今年、い

よいよ新約編を刊行するこ

27

とになりました。新約聖書

25

の巻数 にはなりませんで

したが、 の説教に聖化の

恵みを満載にしてお届けい

たします。

執筆していただく先生方

には、極力普段の礼拝説教

で語るような語り口で書い

ていただきました。身構え

ずにありのままで、みこと

ばの前に座して豊かな恵み

と、聖霊のお取り扱いを受

けたいという願いからです。

一度にこれだけたくさん

の聖書のみことばに触れ、

聖化の説教を味わうことが

できるのは、すばらしい特

権ですし、ぜいたくなひと

ときです。ぜひ、熟読・味

読してください。

聖化58_2015_09.indd 7

新約聖書全体を 25 の説教で綴る

2015/09/09 8:02
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2015年秋に開催される聖化大会
大会名

期日

講師

会場

宮城

第27回仙台聖化大会

9/21

郷家一二三師

全国

第30回関東聖化大会

10/12～13

Ｊ.オズワルト師

山形
東海
〃

第20回山形聖化大会
第28回東海聖化大会

10/15

〃

大阪

第69回Ｗに学ぶ会

九州

第26回九州聖化大会

岡山

9/23

10/16
10/16

第12回岡山聖化大会

10/18
10/20

錦織

日基

寛師

仙台青葉荘教会

山形ヒルズサンピア
ＩＧＭ

Ｊ.オズワルト師

ＩＧＭ

中目黒教会
名古屋教会

竿代忠一師、
まきば師

日本イエス 名古屋教会

Ｊ.オズワルト師

日本イエス

Ｊ.オズワルト師

ナザレン大阪桃谷教会

Ｊ.オズワルト師

兄弟団

岡南教会
福岡教会

＊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/

『聖化の説教』旧約編Ⅰ、
Ⅱ 好評発売中です。まもなく新約編も完成！

聖化の説教 旧約編Ⅰ

聖化の説教 旧約編 Ⅱ

定価（本体 1,500 円＋税）

定価（本体 1,500 円＋税）

創世記からエステル記まで、
聖書の英雄的な行動や惨めな
失 敗、信 仰 の 輝きが、21 の
説教に収められています。

ヨブ記からマラキ書まで、知恵
文学、詩歌、預言者たちによっ
て語り継がれた聖化の恵みが、
18 の説教に収められました。

お近くの聖化交友会にご加入ください

続々と、電子書籍化を進めます！

聖化交友会には教団、教会、個人でお加わり

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。

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

四国聖化交友会／九州聖化交友会

去から現在、将来までを展望

ウェスレーに学ぶ会／岡山聖化交友会／

し、私たちの前に新たな地平

聖化交友会／東海聖化交友会／ジョン・

ホーリネスを生きる神の民

を開いて見せてくれます。特

形聖化交友会／栃木聖化交友会／関東

にホーリネス陣営で活躍した

北海道聖化交友会／宮城聖化交友会／山

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 58 号をお届けします。
ＪＨＡが設立されて、 栄光が現されますようお祈りいたします。この号
今年が 30 周年。いよいよ 10 月 12 日の創立記
では全国大会へのお招き、期待を書いていただ
念全国大会を迎えます。会場がインマヌエル中目 きました。すべてのプログラムが祝されますように、
黒教会に移りました。この事も神さまが最善にして
将来に向けてビジョンが示されますようにお祈りし
くださると信じます。秋の聖化大会が宮城から始
ております。当日、皆さまにお会いできることを楽
まり、九州に至るまで各地で開催されます。主の しみにしております。
（矢木良雄）
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