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メしセ下ジ:平岡 修治 賛美:由西エヴァシジェリカル
日本バプテスト教会連合・                ノヽ

ニ̈
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1橋本バプテスト教会牧師  | ||              |  ‐

大阪女学院 A―Jレチャベル
大阪市中央区玉造 2,26=54

主催/大 阪宣教祈祷会 手話通訳があります。

障害者の方もお気軽にこ参カロ下さい。
事務局 〒540-0004大 阪市中央区玉造 2-264フ
大阪クリスチャンセンターTEL06「 6762-7701(総合案内) 層饉抽逮でプレゼントがありすす。

キンポTデンアワT「福音の光」大阪府民クリスマス特別番組

ABCラ ジオ 1008KH2 11月 25日 (日 )朝 4:30～ 5:00

開場:午後3:30
開演:午後4:00

音楽ゲスト:知{果子コストナ■
シンガーソングライターT

●」R大阪環状線玉週訳より徒歩 10分

●地下鉄玉造駅①番出□より徒歩 5分

●お車でのこ来場はこ遠慮下さい。



日本バプテスト教会連合

橋本バプテスト教会牧師

リバイバルミッション伝道者

栃木県生まれ。和歌山県で2カ所の教

会を牧会しながら、全国の教会をバイタ

リティーに飛び回つている。年間約250
回の集会こなす。ユーモアに溢れた中

にも知性が光る誰にもわかるバイブル

メッセージは、若者から年配者まで多く

の人に感動を与える。

著書に「明日輝くためには」「こころのパ

ン」「食卓から落ちたバン」「出回のない

生活」ほか。

平岡修治牧師 証

16歳の時でした。その頃の私はどこにも居場所のない感じ

を抱きながら毎日を送っていました。家にいても学校にいてもい

つもまわりには人がいました。まじめな話をしますが無駄話もし

ました。時には一緒になって笑いこけるともありました。しかし、

何となく不安で、結局は自分はひとりぼつちなのだという空洞が
′とヽの中に広がっていくのを感じていました。まわりのみんなから

重要がられることもなく、むしろ自分の存在など忘れ去られてい

るのではないかという気がしていました。親友と思っていた友

達も時がたつにつれ何となく、よそよそしくなっていき「ブルータ

ス、お前もか」の悲哀を味わう経験もしました。そんな思いを抱

きながら家と学校の二点間往復運動を繰り返す日々 でした。

家に帰り、畳の上にごろりと横になリオーディオのスイッチに

手を伸ばし音楽を聴く、スピーカーから流れる′とヽ地よいはずの

サウンドでさえ、寂しい心をかきむしります。私がキリストに出

会ったときはそんなときでした。

受験勉強に疲れを覚え、道を歩いてるとき、キリスト教の伝

道集会が公民館のようなところで持たれていました。その晩、

聖書の言葉に初めて触れました。「わたしは、あなたを捨てて

孤児にはしません」ヨハネ福音書1418

そのときからです。私が孤独、空虚という迷路から抜け出せ

たのは。

関西エヴアンジェリカル 八一モニー

1991年 4月 、関西の聖書信仰に立つキリスト教会の協力によつて結成

されました。定期伝道演奏会を開催する他、各地区での伝道集会等で賛

美の奉仕をさせて頂いております。

シンガーソングライター

東京都出身、国立音楽大学卒業。

心の傷の回復の過程で次々に歌が与

えられ、2011年 にシンガーソングライ

ターとしてデビュー。創作活動と共に、教

会、大学、福祉施設、幼稚園などでもコン

サートを行う。また国内のみならず、広く

海外でも公演し、自らの体験から、心に傷

を持つ人々の癒しを願い歌い続けてい

る。

現在、CMC(Chihoko Music CreaJon)

として、ドイツ人の夫と非営利個人活動を

展開中。

知保子 コストナー姉 証

♪今思うこと♪

長い間心を病んでいる私が、なぜシンガーとなって歌わせ

ていただいているのか、誰よりも自分自身が不思議でたまりま

せんでした。喜びがある一方で、限界や人への恐れを感じ

「私にはもう無理です」そう悲しくつぶやくと「私の恵みはあな

たに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れ

るからである」という声が聴こえ、心の中が平安で充たされ、生

きているのではなく、生かされていることを実感できたのです。

全てを益をして下さるお方は弱さ(病気)を隠すどころかむし

ろ誇り、大胆にお証しするようにと導いて下さり、病んでいる私

だからこそできることであり、このことが自身の回復になってい

ることに気づかされたのです。

雪の舞い散るある日のこと、私の服の上に落ちる1つ 1つが

違う形の雪の結晶は、たとえいびつであっても輝いていて、そ

の1つが私であることを教えて下さったお方は、今も私の内に

住んでいて下さり、輝きを下さいます。

波乱万丈な人生の中、生きる希望を失ったこともありました

が、このことを知ってから人生は一変し、自身が輝くことを求め

るのではなく、この与えられた光「真実の愛と希望」が全ての

人に届くことを、お伝えすることが私の生きる意味、目的となりま

した。全てが新しくされ、この愛を身に着けて、お一人でも多く

の方にお伝えして参ります、命の限り。

/

10月 28日 (日)17:00～
メッセージ:松平てつや師

リビングジーザスチャーチ牧師

大阪救霊会館

大阪市西成区太子1-1-14
TEL 06-6632-5820

11月 7日 (水)10:00～
メッセージ:篠原利治師

FM大阪城東基督教会牧師

キリスト兄弟団 大阪教会

東大阪市菱西2-8-30
TEL.06-6721-5841

11月 22日 (木)10:30～
メッセージ:岡本 依子師

ワーリレドビジョンコミュニティジャバン牧師

南港朝祷会
大阪市住之江区南港中2-1-99
ポートタウン管理センター4階大会議室
TttL 06-6614-5660(主 の花嫁教会)

11月 4日 (日 )10:30～
メッセージ:松平聡師

リビングジーザスチャーチ牧師

大阪弟子教会
大阪市中央区高津 1丁目3‐6
」・ディサイプルチャーチビル

丁EL.06‐6191‐ 6701

11月 9日 (金)午前7:00～
メッセージ :金沢 泰 裕 師

大阪弟子教会牧師

シェラトン都ホテル朝祷会
大阪市天王寺区上本町6丁目1-55
シェラトン都ホテル大阪3Fグレースホール
TttL.06-6614‐ 5660(主の花嫁教会)

11月 25日 (日 )10:30～
メッセージ:松沢力男師

大阪栄光キリスト教会牧師

特別讃美:栄光教会聖歌隊

大阪栄光キリスト教会
大阪市城東区鴫野東2-21‐ 11
丁匿L.06-6961‐ 4726

11月 7日 (水)lo:00～
メッセージ:笹田文章師

MB平野キリスト教会牧師

大阪南朝祷会
大阪府大阪市阿倍野区松崎町
3丁目6-25カトリック阿倍野教会

丁EL 06-6614-5660(主の花嫁教会)

11月 18日 (日 )14:30～
メッセージ:添田美和師

救世軍西日本連隊長

救世軍大阪セントラルホール

大阪市北区天満橋3-6‐20
TEL 06‐ 6358-6679

11月 26日 (月 )19:00～
メッセージ:松平 聡 師

リビングジーザスチャーチ牧師

特別讃美:関西工妨フンジェリカル八―モニー

大阪クリスチャンセンター
大阪市中央区玉造2-26‐47
TEL 06-6762-7701

りlJスマスプレ嬢会
皆様のお越しをお待ちしております。

11月 4日 (日 )14:00～
メッセージ:篠原利治師

FM大阪城東基督教会牧師

淀川栄光教会

大阪市東淀川区小松4-3-28
丁圧L06‐6327‐5805

11月 18日 (日 )14:00～
メッセージ:松平聡師

リビングジーザスチャーチ牧師

MB平野キリスト教会

大阪市平野区流町3‐ 16-19
TttL.06‐ 6709-2138

11月 25日 (日 )15:30～
メッセージ:笹田 文章師

MB平野キリスト教会牧師

リビングジーザズ・チャーチ

大阪市天王寺区真田山西 1-1

TttL 06-4304‐ 8061

ξ 知保子


