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一田

聴いてください

福音交友会
阪 南 パ イ ブル チ ャペ ル 牧 師
大阪出身の脱サラ牧師。高校時代にと
ことん親切で魅力的な宣教師の「ただの
英会話クラス」を通してクリスチャン。
「学校の先生と牧師にはならない」との
結婚の約束を破り、
岸和田で 13年 、
八ワ
イで28年 間、
牧師をし、
次はミッション
スクールの校長、
35年 ぶりの大阪で
今、
「死の向こうに望みのあるビックリ人生」
を夫婦で楽しんでいます。
著書に『八ワイで見つけた素敵なクリス
チヤンライフ』がある。

シンガー ギタリスト
日本キューパ文化交流名誉大使
8才 の頃よリクラシックギターを故阿部
保夫 に師事 しセゴビア奏法をマスター
する。その後、昭和の歌謡界の頂点に君
臨 し、無数の大 ヒットを飛 ばした故古賀
政男の直弟子として名を成し、
ギタ
歌手・
リストとして活躍する熟練した音楽家。
2019年 2月 25日 日本キューパ文化交
流名誉大使に就任。
芸能生活 60周 年を迎え、ますます精力
的に活動している。
2017年 4月 16日 東京オンヌリキリスト
教会にて洗礼を受け、
クリスチャンとなる。

黒田 朔 師 証
「何かあったんP」 教会へ行き始めたと言うと皆さんそうおっしゃい
ます。
確 かに人生の危機 を切っ掛けに教会に来る人は多いです
が、
「タダの英会話クラス」につられて高校 時代
私 は違いました。
に教会に行き始め、聞くこと読むことに反発し、
クリスチャンの友達
には「俺 はそれほど単純 ではない」と言いながら、
彼らの明るさ、
まじめさにはなかれるものがありました。
そんなある日、
「黒田さんも
イエス様を信じませんか」と宣教師が一番苦手な質問を直球で
ぶつけてきたのです。
「No.」 とも言えずに困っていると、
「黒田さ
ん、
あなたが信じるなら神さまがいて、
信じなけれI斗 申様 はいない
と思いますか」勿論、
そんなはずはない、
もし神が居るなら高校生
の私 一人の思いようでその存在が決まる筈がない。
本物 の神な
ら私 一 人が信じなくても存在する筈 だと妙 に納得し、
それまでの
聖書のあら捜しを止め、
分かるところを読み始 めると、聖書は私
の人生ガイドとなりました。
「わたしを愛する者を、
わたしは愛する。
わたしを熱心に捜す者は、
わたしを見出す。
」(歳 言&17)「 わたし
い
自身、
あなたがたのために立てて る計画をよく知 っている一―
主のことば―
一一。それはわざわいではなく平安 を与える計画であ
あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。」(エ レミヤ
り、
2911)そ れから60年 、
半分 の30年 をハヮイで伝道、
お里大阪
今、
に帰り、
後期高齢者となっても楽しめる人生を
「クリスマスプレゼン
ト」としてお届けします。

ウアントニオ
スト

‐

̀

アントニオ 古賀 氏 証
僕が最 初 に主に出会 ったのは2016年 のクリスマス。お世 話 に
なっていた音楽プロデューサーに誘われ、
東京オンヌリキリスト
教
へ
会に家族で行 ったことがキッカヶでした。
それから、
教会 通うよ
うになり、
家族 で信仰を持つことができ、
現在に至ります。
一人っ子 の母子
僕 は昭和 16年 2月 26日 に東京 は木挽町生まれ、
家庭 で育ち、
今年で81歳 。父はビルマで戦死。
母が女手一つで
てて
た。
僕を育
くれまし
母親 の愛情を一身に受けて成長しましたが、
やはり父親を知らな
いというのは歳をとっても心に隙間があるような、
そんな感じで寂
しさを覚えることも多 々ありました。ですが、主に出会 い、
その大き
な愛を知ることができたのです
主はいつも共におられる。生きた神様 だと知る機会を何度も経験
I

しました。
｀
その一つは僕が77歳 の時に脳腫瘍と診断され、
すくにでも手術
と言われていましたが、
を、
病室で毎日聖書を読み祈っていたら、
手
術 の前日に再度MRIを 撮ったら、
何 と2cm程 の大きさだった腫瘍
力朔ヽ
さくなっていて手術をする必要がなく
なったという奇跡が起こり
ました。
翌年、
脳梗塞を起 こしましたが、
奇跡的に軽症 で済み、
多
ー
の
は
のの
少 後遺症 あるも 、
ギタ と歌が歌えるまで回復しました。
苦しい思 いをされている方がおられましたら、
ぜひ、
今、
主イエス・
キリストと出会 って下さい。主は義 の右手 で私 たちを救 って下さ
います。
僕が救われたように、
あなたにも救われる体験 と信仰 の
素晴らしさをぜひ味わって頂きたいと思います。

【コロナ対策の大切なお知らせ 】
(1)以 下 の条件 に当てはまる方 はご来場をご遠慮ください。

・発熱や風邪症状、味覚 渭
臭覚障害(後 遺症を除く)が ある方
・体調がすぐれない方
・身近 に新型 コロナウイルス感染症もしくは感染 の可能性がいらっしゃる方
(2)混 雑 防止 のために、
完全予約制 となります。当日、予約をしていない方 は入場 できません。
(3)入 場 の際 は、
正しいマスクの着用、手指 の消毒、
レディスタンスの確保 )。
検鳳 案内された席 にご着席ください (ソ ーシャア
141万 が 一 感染者が発生した場合 に備えて、出席者名 簿 (氏 名、
住所、連絡先 )を 作成させていただきます。緊急時、
保

健所 へ の報告が生じた際、名簿 を提 出させていただきます ことをご了承ください。問題がなかった場合、
2週 間後 に
破棄させていただきます。

