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コロナウイルス感染拡大防止のための消毒作業



2020年3月25日に新型コロナウイルス感染拡大を受けて、
東京都知事が外出自粛要請を出しました。要請に「換気の悪い
密閉空間」、「多くの人の密集する場所」、「近距離での密接した
会話」、の「3密」を避けるべきことがあったため、純福音東京
教会は直ちに3月27日（金）からの礼拝を映像で配信する礼
拝に切り替えました。3月29日、教会史上はじめて、主日礼拝
が聖徒の参加なし、教職者のみで捧げられました。その翌週、
志垣重政担任牧師と教役者たちは、平日の早天祈祷会から始
まるすべての祈祷会、礼拝を守り続け、映像配信をする一方で、
「3密」を避けて安全な礼拝を捧げられる施策を準備し、実行し
ました。

【緊急特集】 コロナ対策 & 映像礼拝
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ダニエルの友人、シャデラク、メシャク、アベデネコは、バビロンのネブカ
デネザル王の命令に背いて金の像を拝みませんでした。そのため、燃え
る炉に入れられることになったとき、彼らはこのように答えます。「もし
そんなことになれば、わたしたちの仕えている神は、その火の燃える炉
から、わたしたちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手か
ら、わたしたちを救い出されます。 たといそうでなくても、王よ、ご承知
ください。わたしたちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立てた金
の像を拝みません」。 ダニエル書 3：17－18

感染拡大防止に向けた教会の活動と対策
１． 毎回の礼拝ごとに聖殿をアルコール消毒。
2． 換気のため聖殿前後のドアは常時あけておく。
3． 2階ロビーにてセンサーによる検温を実施し、少しでも熱・
風邪症状がある人の礼拝出席は控えてもらうことを徹底。

4． 聖殿に入る前に手を消毒し、手袋、マスクを着用すること
を徹底。

5． １．３メートル間隔についたマークのところに座ることに
よって、隣の人との距離を確保。

6． 教会内での教区、機関の祈祷会、会議などの中止。
7． 教会学校礼拝の映像配信、または土曜日の実施。
8． 教会食堂の休止。

これらの徹底によって、安全な礼拝が捧げられる準備が整っ
た4月5日の主日から、主日礼拝は今現在も通常通り捧げられ
るようになり、4月12日の復活祭主日礼拝も集まった聖徒たち
で捧げることができました。しかしながら、ご高齢の方、持病の
ある方、聖徒皆様のそれぞれのご事情に合わせた礼拝参加法
を選んでいただくようお願いしています。また、平日は依然、映
像礼拝への参加をお願いしており、献金振り込みのためにみず
ほ銀行に加えて郵便局の口座も開設しました。

4月7日の7都府県への緊急事態宣言が、16日には全国へと
拡大し、さらに5月6日の終息が5月31日と延長されました。
世の中はまるで燃える火の炉に放り込まれたかのようにコロナ
禍に悩まされていますが、主を信じる私たちは、シャデラク、メ
シャク、アベデネコの信仰の告白にならい、世の声に惑わされ
ず主の守りを信じ、すべてを主に委ねて礼拝していきましょう。
主の平安と恵みがありますようにお祈り致します。

教役者聖歌隊

志垣重政担任牧師コラム 『器から器に』
モアブはその幼い時から安らかで、酒が、沈んだおりの上にとど
まって、器から器に、くみ移されなかったように、捕え移されな
かったので、その味はなお存し、その香気も変ることがない。主は
言われる、それゆえ見よ、わたしがこれを傾ける者どもをつかわ
す日が来る。彼らはこれを傾け、その器をあけ、そのかめを砕く。

エレミヤ 48：11∼12

聖書の様々な比喩は、神様の深い真理と啓示を与えてくれます。
神様は良い葡萄酒を造る様に、人を器から器に移す様に鍛錬され
ます。葡萄酒の造り方は、まず葡萄を房ごと器に入れて枝を除去
します。破砕（はさい）又は除梗（じょこう）と言います。次に実を発酵
させる為の器に移します。すると果皮と種が分離し浮きますから、
これを除去し、液体だけを樽に移し、6か月から3年の間寝かしま
す。最後に、澱（おり）が沈み、澄んだ葡萄酒を瓶詰めにして更に熟
成させる為に寝かせる事により、良質な葡萄酒ができあがるので
す。器は環境を表します。神様は、私達を最高の葡萄酒にする為
に、器から器に移し、イエスキリストの香りがする素晴らしい葡萄
酒にしてくださることを悟りましょう。

第一は、除梗の器です。この器には世の様々なモノがそのまま
入っています。丁度、救われて間もない頃の状態です。世のかす
が残っているからです。房の枝を除去する様に、神様はそれを一
つずつ取り除いて下さいます。その過程で、人々は誤解を受け、
世から疎まれ、辛い想いをします。この段階は、誤解の器と言って
も良いでしょう。夫婦間、親子・親戚間、友人間で誤解が生れ、迫
害を受けます。この時、私たち自身が、主の内にあって死ななけれ
ば、砕かれなければ、この器から出る事は出来ないのです。

第二は、発酵の器です。鍛錬の器です。この器は真っ暗で何も
見えず、希望の光さえ見えません。方向を見失います。企業の倒産、
家庭の破綻、不治の病により絶望に追いやられます。好い時には
沢山の人々が周りにいたのに、一人ずついなくなり、最後は強烈
な孤独感に襲われる時が来ます。この時こそ、神様に両手をあげて
降参し、全てを委ねる決心をしなければなりません。辛い過程です
が、まさしく祝福の過程・信仰の成長期なのです。
第三は、貯蔵槽（樽）です。成熟の器と言っても良いでしょう。澄

んだ葡萄酒をさらに熟成させる期間です。聖徒の皆さんは、この
器の時期になるとイエス様の香りを発し始めます。本人より、他人
が気付くのです。献身の時期とも言えます。葡萄酒が樽を通して静
かに息をしている様に、着実に熟成が進行して行き、遂には顔が
映る位に澄んで行きます。この成熟過程には、聖霊様の助けが必
要です。いえ、聖霊様の助けなしに、熟成はあり得ないと言えます。
第四は、瓶の器、従順の器です。入口が狭く、窮屈です。狭い道

です。その中で従順を学んで行き、『主の御旨通りに』と言う祈りが
唇に共にある様になります。そして、神様が聖徒の皆さん一人一人
の為に準備して下さった道を見出し、その道を喜びを持って歩む
様になります。最高の葡萄酒が出来上がる様に、イエスキリストの
芳香を放つ皆さんが出来上がるのです。

検温カメラ導入



～神学校設立・教役者育成・100教会の設立のビジョン～

100CHURCH    推進本部

日本に100の教会を作る」というビジョンが、神様よ
り志垣重政担任牧師先生に与えられました。
この大きなビジョンの実現のために、この度、100

チャーチ推進本部副本部長として就任致しました。副本
部長として邁進してまいります。
日本の地に100の教会が建てられ、日本一千万救霊

が必ず実現すると信じております。

100CHURCH 推進本部委員会

推進本部 副本部長
田中 茂

文書宣教会記者
篠崎 栄

100CHURCH本部長
志垣重政 担任牧師

100CHURCH副本部長
田中 茂 長老

札幌神学校設立委員長
武石 哲夫 按手執事

教会設立企画委員長
澤田 洋一 按手執事

１００CHURCH 副本部長
田中長老より
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2020年は、札幌バイブルカレッジを2021年4月に開校
させるための取り組みが中心となります。この設立には、次
世代に向けた日本宣教の道を切り開くビジョンがあります。

ー 札幌バイブルカレッジ設立の背景とビジョン ー
純福音東京教会が設立され、今年で43年を迎え、主の導き
により、純福音日本総会は、日本に80を超える教会を立ち上
げることができました。 一方で、この43年間は僑民宣教と原
住民宣教との間で生まれる葛藤の期間でした。 韓国の宣教
師は、日本宣教に熱意を持って訪れますが、どうしても最初
は韓国人中心の宣教になってしまい、言語を習得するという
宣教師の基本に至らずに、原住民宣教をほとんど諦めかけて
いるのが現状です。
この現状を打開するために、日本語教育機能を兼ね備えた

神学校を設立します。
日本宣教の召命を受けた日本国内外の宣教師候補者に徹

底した神学教育と日本語教育を行うことで、卒業時には、即
戦力となる宣教師として、主に用いられる人材を輩出してい
きたいと考えております。

2021年4月に札幌バイブルカレッジ開校が無事に実現さ
れますように、聖徒皆様の祈りとご支援をお願いします。

2020年の目標
札幌バイブルカレッジの開校に向けて

純福音東京会札幌聖殿
神学校が併設 札幌神学校の寮

志垣重政担任牧師に与えられた神様のビジョンは、教会の
三大目標の一つである「10の支聖殿設立」に始まり、2017
年9月の札幌聖殿設立を経て、さらに大きく飛躍を遂げるこ
とになりました。

2019年9月18日、アジアリーダーズサミットの壇上にて、
国内外数百名の教役者を前に「純福音東京教会は札幌に神学
校を設立し、教役者を育成して日本に100の教会を設立しま
す。」と宣言するに至ったのです。
それに応じて、志垣重政担任牧師を本部長とする「100 

CHURCH 推進本部」が発足。2019年12月20日には副本
部長および神学校設立・教会設立企画・卒業生訓練企画委員
会の各委員長が任命され、2021年4月の神学校設立に向け、
全力で祈り取り組んでいます。

札幌の街並み

願わくは、このビジョンが
神様の御旨通りに成長を遂
げ、一切の必要が充足され
ますように。そして、日本の
リバイバルを切望する私た
ちに、神様の栄光が現れま
すように。



新・機関長 紹介
わたしたちは神の作品であって、良い行いをするように、キリスト・イエスにあって造ら
れたのである。神は、わたしたちが、良い行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ
備えて下さったのである。 エペソ人への手紙 2：10

按手執事会
会長 ： 一万田 秀夫

女性宣教会
会長 ： 金 良宣

聖歌委員会
委員長 ： 金原 英興

アガペ宣教会
会長 ： 金 春礼

北海道宣教会
会長 ： 尹 昭英

グレース勧士会
会長 ： 張 英子

勧士会
会長 ： 湯川 世志子

男性・東日本宣教会
会長 ： 佐藤 和弘

実業人宣教会
会長 ： 清田 幸雄

文書・ロシア宣教会
会長 ：武石 哲夫

IT宣教会
会長 ： 朴 宰完

新家族室
チーム長 ： 崔 恩恵

路傍伝道チーム
チーム長 ： 権 元基

クリーン宣教会
会長 ： 小林 伸好

グッドピープル宣教会
会長 ： 李恵京

文化芸術宣教会
会長 ： 朴 喜敬

DCEM後援会
会長 ： 鄭 珉朱

中日本宣教会
会長 ： 金 明斌

西日本宣教会
会長 ： 文 慶順
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ハレルヤ！支聖殿&秋川祈祷院を紹介します！

錦糸町支聖殿 梁顯根 担当牧師

ビジョンは神様から与えられた志垣担任牧

師のビジョンを共有し、日本一千万救霊を成
すことです。聖徒たちが大胆な福音伝道者に
なるように、聖書研究を通して深く御言葉を
学び、生活で実践し、「一人の魂のために、より
遠く、より近く」というスローガンをもって、聖
霊充満を求めながら走っていきたいと思いま
す。そのための具体的な目標は、地域住民3％
に福音を伝え、リバイバルを成すことです。

札幌支聖殿 黄萬龍 担当牧師 川崎支聖殿 高福徳 担当牧師

ハレルヤ！

志垣重政担任牧師のONEHUNDRED 
CHURCH (100教会推進本部)の第一
歩である札幌神学校及び日本語学校設
立に全力を注ぐとともに、札幌聖殿の祝
福とリバイバル（主日出席50名）目指し
て頑張ります！

川崎市と近隣の都市の魂を救う箱舟
としての使命をまっとうするために、本教
会の3大ビジョン、3大目標を基に各機関、
各部署、区域礼拝の活性化を達成します。
そして、霊、質、数のリバイバルを全聖徒
の目標とし、イエス様の信仰、希望、愛の
満ち溢れる教会になりますよう励みます。

藤沢支聖殿 韓泰順 担当伝道師

我々はすでに、神様の備えられた祝福の地に

ときめく心を持って、出発しました。神様の約
束の言葉と共に、聖なるビジョンの中で、信徒
と心を一つにして、教会成長と伝道の情熱を抱
いて祈りながら、前進しています。目標は
1.家族の救い、伝道
2.主日50名の聖徒出席、7名の地・区域長
3.教会学校、女性宣教会、男性宣教会の活性化
全聖徒がただ聖霊充満になりますように。

立川支聖殿 趙芝賢 担当伝道師

ハレルヤ！
創立以来3年間純福音のメッセージ
によって成長してきた立川支聖殿は、
主日礼拝と十分の一献金という信仰の
基礎を固めた上で、地域の純福音化の
ために聖徒が一致団結してイエス様を
礼拝しています。

＜目標＞
1. 家族の救い
2. 主日礼拝出席 20名
3. 一人がひとり伝道
＜ビジョン＞
家族の救いを基本とし、その為には愛
が溢れる教会、恵みが溢れる教会、ファ
ミリーのような教会を目指しています。

目標

1. 主日出席聖徒
100名

2. 聖殿移転
3. 各機関活性化

日暮里支聖殿は今年で13年目を迎えて

います。いつも愛が溢れ祈りと賛美が絶え
ない教会として聖徒達が幸せを感じ、そし
てたくさんの魂を主のもとに導くことが出
来ますように切に願います！

霊的回復・肉体の回
復・環境の回復が成し
遂げられる1年となり
ますように。最近、私た
ちの人生の中で、問題
や病気に苦しむ人々は
増える一方で、問題解
決のため祈る聖徒は、
減少ししているのが実
情です。

真の信仰者なら、苦難の時、自分の知恵や世的
な方法に頼らず、主の前に進まなければなりませ
ん。全能なる神様、人生の主管者に叫び求めるな
らば主は必ず祈りに答えてくださいます（エレミヤ
33: 3参照）。祈りは天の門を開く天国の鍵です。
私も皆さんのためにとりなして祈ります。

奈良支聖殿 尹経女 担当伝道師

日暮里支聖殿
佐々木栄子
担当伝道師

秋川祈祷院
崔美慶

担当伝道師



北海道宣教会と文化芸術宣教会を中心とする宣教チー
ムが千歳空港に到着すると、札幌は雪に包まれていました。
空港まで出迎えてくださった黄萬龍牧師は、運転中も手袋
のまま。聖殿入口には大きな雪かきの道具が置かれ、宣教
地の冬の厳しさを物語っていました。

祝福聖会では、志垣重政担任牧師がマタイ9：1〜2
「安心しなさい、あなたの罪はゆるされた」という題目で、
御言葉をとりつぎました。

する尊い時間を過ごしました。
100CHURCH推進本部の基盤である札幌聖殿が、主の

示されたビジョンのもとで豊かに用いられ、その柱となる
聖徒の皆様、黄萬龍牧師ご夫妻によってまかれた福音の種
が大きく成長し、主の栄光となりますようにお祈り致します。

2/16 祝福聖会

2/17-18 ボランティア＆賛美礼拝
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キムチバザー
「 心の一致 」

札幌聖殿神学校設立のためのキムチバザーが、2月9日主日
1階駐車場広場で開催されました。手作りの高菜キムチ・白菜
キムチ・大根キムチがいくつものテーブルに並び、青年部が「キ
ムチはいかがですかー！」と元気に呼び込みをする中を人々
が行き交う、賑やかなバザーとなりました。キムチは完売し、目
標額も達成できました。
このバザーに関わったすべての方々に、神様が微笑みかけ

ていると信じます。

北海道・札幌宣教 2/16- 2/19

「雪繁く、札幌の地にまかれた福音の種」

翌17日、宣教チームが向かったのは、2018年9月6日
北海道胆振（いぶり）東部地震により被災した厚真町（あつまちょ
う）です。10月に解体が予定されている仮設住宅には、今なお
150世帯300人の方が暮らしています。宣教チームは韓国料
理を教えながら食事をふるまい、また文化芸術宣教会は舞踊
によって、公民館に集まった厚真町の人々を励まし、希望を与
えました。

18日は老人ホーム「老蘇会（おいそかい）」を訪問し、文化芸術
宣教会は韓国舞踊とワーシップダンスを披露しました。中には、
涙を流してくださったご老人方もおり、「受けるよりも与えるも
のが幸いである」との御言葉の通り、深い恵みを受けました。
また、夜の賛美礼拝では霊の感化感動を受け、心から主を賛美



秋晴れのような好天の一日。純福音東京教会の教役者と信者合わせて40
名近くが、対岸の千葉県にある純福音君津教会を訪問しました。 君津教会（郭
玟燮牧師)は、千葉教会(金載鉉牧師)や市原教会（金星圭牧師)と共に、活動を
続けてきています。この聖会には千葉県下の信者が多く集まり、聖堂は人で溢
れました。 熱い若者たちの賛美に続き、郭玟燮牧師の司会で聖会は進められ
ました。説教者の志垣重政担任牧師は、マタイ8:5〜13を引用しつつ、「イエス
様は、山上の垂訓で、まず、みことばを述べた後に癒しの奇跡をなされました。
みことばと信仰には、命があり奇跡があります。」と、聖書の中の癒し・奇跡を
例証しつつ語られました。千葉の３つの教会が、良き兄弟姉妹の交わりと心の
一致がなされていることがとても印象的でした。対岸からの東京・川崎・横浜
の大パノラマの光景も素晴らしかったです。

2011年の東日本大震災で被災した純福音仙台教会は、被災直後に赴任した

愼鏞國担任牧師と聖徒の不断の努力と献身により、昨年宗教法人としての法人
格を取得しました。宗教法人取得を記念して捧げられた感謝礼拝には、東北地方
の多くの教役者や聖徒をはじめ、礼拝の説教者である志垣重政牧師と東京教会
のメンバー20数名も駆けつけました。牧師の司会のもとニッシ賛美チームによ
り礼拝が始まり、志垣牧師がヨハネ15:5〜8に基づき御言葉を取りつぎました。
神様と私たちがつながっていること、教会の皆が互いにつながっていることの
重要性について語り、神様とのつながりがあるときに、癒しの力、永遠の命が与
えられ、豊かに実を結ぶことを説き明かし、祝福するものと祝福されるものとが
一体となったような熱気に包まれました。宗教法人を取得した純福音仙台教会
は、あの大震災を乗り越えて新しいスタートを切ったのでした。

立川支聖殿にて創立3周年記念祝福聖会が持たれ、趙芝賢伝道師と聖徒の皆
様が心から歓迎してくださいました。マタイ8:14〜17「多くの人を癒された主」
という題目をもって、志垣重政担任牧師がメッセージを伝えてくださいました。
「山上の垂訓後に山を降りたイエス様は、人々をお癒しになりました。百卒長は
『ただ、お言葉を下さい。そうすれば僕(しもべ)はなおります。』と告白します。イ
エス様は、この百卒長の信仰と、中風で苦しむ僕に対する彼の愛をとてもお喜
びになりました。誰もが家族や友人の癒しを望んでいますが、イエス様は隣人へ
の愛と信仰による祈りに応えて、必ず癒してくださいます。」信仰告白の時間に
立ち上がった女性の瞳には、潤んだ美しい涙が。とりなしの祈りの時間、心を一
つに叫び求めると、主の深い憐れみと愛が豊かに立川支聖殿に溢れました。御
言葉と賛美と祈りの中に、まことに主が臨在された恵みの時間でした。

「なぜ恐れるのか」マタイ8：23〜27の題目をもって、志垣重政担任牧師が
メッセージを伝えてくださいました。イエス様が同船していても嵐や患難に遭遇
し、なかなか祈りが応えられないことがあります。しかし、イエス様がいつも私た
ちの人生の船に共にいてくださるならば、『神様の時』には必ず応えが与えられ
ます。主が共におられる藤沢支聖殿、聖徒一人一人が必ずリバイバルすることを
大胆に宣言されました。「主がいつも共におられるので、恐れることがない藤沢
支聖殿であるようお祈りしていきたい」（照屋久美子聖徒）、「久しぶりに教会に
来たことが神様に申し訳なく、礼拝を捧げる生活を回復したい」（金龍聖徒）、「韓
泰順伝道師先生着任後、『①家族の救い②聖徒50名③7名の地・区域長』という
三大目標が立てられました。藤沢支聖殿が幸せな教会・幸せな聖徒になるように
皆様もご一緒にお祈り下さい。」（鈴木志恵執事）との声もいただきました。

祝 福 聖 会 レ ポ ー ト

49号 純福音家族新聞 ７

純福音東京教会 立川支聖殿 祝福聖会 2月9日（主日）

純福音君津教会 ～創立25周年記念祝福聖会～ 2月11日（火・祝）

純福音仙台教会 ～宗教法人取得感謝礼拝～ 2月24日（月・祝）

純福音東京教会 藤沢支聖殿 祝福聖会 3月8日（主日）



3度に渡る札幌宣教、ロシア、台湾の海外宣教もありました。
ニューヨーク教会のヤンスンホ牧師、90年代に本教会担任牧師を
していた現・新アンサン教会の崔龍雨牧師の来日もありました。
避暑地で主と過ごした軽井沢恵みシャレーの恵みは忘れがたく
浸礼式には新しい多くの命が眩い祝福の中誕生しました。

9月、新宿文化センター【アジ
アリーダーズサミット】には世
界の牧師が日本に集結、3月
の四谷ホールでのハッピーコ
ンサートでも世界宣教をビジョ
ンとする当教会らしい世界の
踊りや賛美、聖劇とグローバル
感あふれる栄光が輝きました。

一年余すところなく神様の恵みは、そ
の時にかなって美しく完全でした。中で
も大きな恵みはチョーヨンギ総裁牧師
の生のメッセージを聞けたことです。疑
いと恐れに打ち克つため御言葉をつか
み祈り聖霊充満であることを説教され
ました。2020年この神様の御言葉が
成就する大胆な1年となると期待します。 特別祝福聖会

「主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。」

（詩篇103：２ 新改訳）
「神のなされることは皆その時にかなって美しい。」

（伝道の書3：11）
2019年は『宣教』という言葉が輝いた年でした。

http://www.fgtc.jp   

純福音東京教会の
ホームページは こちら 👇
(ホームページからも新聞をご覧いただけます。）
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カン・セヨン牧師 インタビュー
～開拓教会の牧師であった父の姿を見て、自然に牧会者の道へ～

2019年12月、聖徒の多くの関心の中で、カン セヨン牧師が青年部担
当に赴任されました。中学生の時、教会の修練会で神様と熱く出会ったと
いうカン・セヨン牧師とのインタビューを今から始めます！

カンセヨン牧師の略歴
ヨンサン・シンガーズ（ヨイド純福音教会の主日賛美チーム）で10年

間の働きを経て2014年よりヨイド純福音教会の教役者として青年・
壮年部、成人教区を担当、そして2019年12月に純福音東京会の青年
部担当牧師に就任し、青年部を導くリーダーとして従事している。

インタビュー（Q&A） 実施日：１月26日

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

の夢のようなものへと変わっていきました。今はその
夢が、実際となりました。具体的なビジョンはまだよく分
かりませんが、神様の計画によりここまで導かれたと信じ、
期待しながら、神様の御旨を求め果たせることを願います。
最後に、青年達へのメッセージをお願いします。
素敵な青年達に仕えるようしてくださった主に感謝します。
私達への神様の夢と御心を一緒に成していくことを望みます。
楽しく共に、熱く神様を愛し、使命を熱心に果たす青年となる
よう祝福します。

新型コロナウィルスの報道が流れ始めた2月、定期検診に行った際に主治医がこ
のように話してくれたのが「免疫力を上げるには、よく寝ることとよく笑うこと。笑
うことは何より大切！ガン細胞までやっつけてくれる。」
免疫力向上に効果的なのは、①バランスの良い食事、②適度な運動、③良質な睡眠
であると一般的に言われているが、笑うことも大切でＮＫ（ナチュラルキラー）細胞
が増えるそうだ。自然免疫に属するNK細胞は、体内をパトロールし外部の侵入者
から守ってくれる働きがあるらしい。日本にも「笑う門には福来る」ということわざ
があるが、神様は私たちにもっと素晴らしい御言葉を与えてくださった。こんな時
こそ、すべてを神様にゆだね、御言葉の通りに喜び感謝していきたい。そして、祈り
ながら勝利の神様を賛美していきたい。 （E.M）

編集後記
いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。 すべての
事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスに
あって、神があなたがたに求めておられることである。

Ⅰテサロニケ5:16-18

ハッピーコンサート

2019年の恵みを振り返って

今年の目標は何ですか？
突然日本へ宣教師として派遣されたので、まず日本の生活
に慣れることが目標です。私と私の家族がよく慣れるよう
お祈りをお願いします。また、今年中に日本語で説教をした
いと思います。
純福音東京教会の第一印象はいかがでしたか？
小学生の時、父が京都で宣教師をしていた時期、東京教会
を訪問しました。人が多く活気に溢れてました。
今も熱く賛美し礼拝する聖徒達を見て、感謝を感じてます。
日本宣教と青年の働きのビジョンは？
幼い頃に神様から日本で生活する経験が与えられたのはな
ぜか？と疑問がありました。そしてそれがいつしか日本宣教

Q.
A.

忙しい中、誠心誠意インタビューに応じてくれてありがとうご
ざいます。 神様と同行するカン・セヨン牧師の働きを応援し、家
庭にも神様の大いなる恵みと祝福がありますようお祈りします。


