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　私は KBI を卒業し、今回初めてフレンズの会に参加さ
せて頂きました。主から召命を受け、同じ KBI という学
び舎で訓練され、現在、様々な場所に遣わされている先
生方とお会いし、交わりを持つことが出来て、とても大
きな励ましと、大きな恵みを頂きました。また、主から
遣わされている場所で、忠実に、また大胆に主に仕えて
おられる先生方の姿を拝見し、お話しを聞く事ができ、
とても大きな力を受けました。

　石坂先生のメッセージでは、それぞれが遣わされてい
る場所で、福音から流れるところの宣教という尊い使命
を互いに担い合うことの大切さ、またその恵みを語って
くださいました。また、主が東京グレイス福音教会に与
えて下さった “東京ミッション” というビジョンについ
て分かち合って下さいました。
 　“東京ミッション” とは、東京都全域に、東から西に
至るまで、主の教会を生み出していくというビジョンで
す。牧師先生をはじめ、教会のスタッフ、教会のメンバー

も皆、そのビジョンを喜んで受け取り、信仰を持って祈
り始めました。なぜ、私たちが東京という地に置かれて
いるのか、主がどれほど日本を愛しておられるのか…そ
して主が、新しく教会を建てたいと願っておられる場所
はどこなのか、主の御心を求めて祈り続けました。そして、
主の導きによって、JR 武蔵境駅に、礼拝をする場所が与
えられ、2018 年の 2月から “東京グレイスプレイズチャー
チ” がスタートいたしました。主の恵みによって、新し
い方が、毎週ぞくぞくと集められ、信仰決心をする方も

　さすがKBIで鍛えられた成果なのか、持ち寄りの食事の豪華なこと！！
昼前に河内長野に集まり全員が解散したのは夜の 8 時半を回っていた。
お腹も心も満腹。帰る前に子どもも大人も手を繋いで円になって互いの
ために祈る姿、なんと麗しいことか・・・。
　なかなか遠くて会えない方もいらっしゃるでしょう、流れる年月の中
で会えなくなる方もいらっしゃるでしょう。でも、どうかこのような機
会をお持ち下さい。同じ空間で同じ時を過ごした同級生の存在がどれほ
ど大きなものでしょう。
「それは、あなたがたの心が、元気を失い、疲れ果ててしまわないためです」

「ワーカーズシェア2 0 1 8」D V D・C D 販売中！
多くの励ましとチャレンジを受けた豊田信行師の各セッションでのメッセージ（4 回）の DVD と
CD（全レジメ付）を 4 枚組 \2,000 円で販売しております。ご購入の申込みは KBI 事務所までご
連絡ください。

中部地域シェア開催のお知らせ
2018 年 9 月 18 日（火）@東名古屋キリスト教会パークサイドチャペル
　詳細は、世話役の先生からのご案内をご参照下さい。
　卒業生、修了生などの多くの方々のご参加を心からお待ちします。

＜お願い＞
　会の円滑な運営・活動のために、年会費納入・メールアドレス・住所変更時の連絡等にご協力下さい。

石坂 聡子（2015 年度卒業）
東京グレイス福音教会

数名与えられました。主の驚くべき御業を毎週、体験し
ています。
　このフレンズの会を通して、このような小さな器をも、
福音宣教という大きな使命のために主が大いに用いて下
さるということ、また主から頂く尊い使命を共に担う、
主にある素晴らしい同労者を主が与えて下さっているこ
とに心から主に感謝し、主を礼拝するひと時でした。

南関東地域シェアよりの報告
－2018 年 4 月 16 日開催－
門谷 晥一（2005年度卒業）
単立アガペーコミュニティチャーチ　牧師

　4 月 16 日（月）に秦野クリスチャンセンターで
開催された、静岡・神奈川地区ワーカーズシェア
に参加し、霊肉ともに満たされた時を持たせてい
ただきました。午前中の礼拝では、稲葉先生のリー

ドによる聖霊の臨在あふれる賛美で燃やされた後、エデフォス先生からマルコ６章７節を通して
力強いメッセージをいただきました。イエスさまは弟子たちを遣わされる前に先ず彼らを呼ばれ
ましたように、「イエスさまとの人間関係こそが奉仕の出発点であり、イエスさまとの距離感によっ
て奉仕は変わる」、「イエスさまの愛を伝えるにはイエスさまに近くなければならない」等、私自
身遣わされた者として一番大切で基本的なことを改めて問われ、悔い改めに導かれると共に、奉
仕の出発点を再確認させられました。単立教会の牧師として直接的に “熱く” 語りかけられる機会
が少ないだけに、本当に良き霊的リフレッシュの時となり、心に喜びが溢れ、この場に導いて下さっ
た主の御名を崇めました。
　ランチタイムでは、心のこもった肉料理や手造りのケーキ等、美味しいものを色々といただき
ながら交わりを持ちました。この中で、話題は自然と各自の生い立ち、信仰のルーツやバックグ
ランド、KBI に導かれた経緯や卒業年度、現在までの働きの内容等に関するものとなり、これによっ
てお互いを良く知ることができ、打ち解けた雰囲気の場が徐々に KBI カラーに染まって行き、苦
しいながらも充実していた懐かしい昔の日々も蘇り、KBI ファミリーである幸いを覚えることが
でき感謝でした。
　その後の交わりの時間では、KBI 生活で最も印象深かったこと、最も役に立った学び、学んだ
ことが現在の働きでどう生きているか等、様々なことをＱ＆Ａ方式で分かち合いました。それを
通して、KBI で受けた恵みがいかに素晴らしいものであったのかを再認識させられました。又私
たちはKBI という消えることのない霊的故郷を持っており、年代は異なっても同じ理念やスピリッ
トを共有する働き人として、現場で得た様々な情報や経験の交換及び証し等を通して、互いに励
まし合い祈り合える同郷者でありフレンズであることも実感でき嬉しく思いました。更に宣教へ
の思いを新たにすることもでき、働き人の輪の中で刺激を受ける必要性を改めて感じさせられた
有意義なひと時を持て感謝でした。
　素晴らしい会を備えて下さった主に、フレンズの会に、又芳先生を初め会のためにご奉仕して
下さった方々に感謝いたします。

西播地域シェアの報告
－2018 年 5 月 31 日開催－
布目 麻矢 (2006年度卒業 )　
尾上聖愛教会　青少年担当主事

 　BBQ の前触れもあってか、夫婦での参加 5 組、
総勢 16 名（うち子ども 2名）という参加率の高さ。
朝からの雨も会場の上郡福音教会に着くころには
上がり、BBQ コンロの設置が進む教会正面から玄

関の受付へ…。「久しぶり～！」とあいさつを交わしながら、2 階の部屋に上がるとくつろいだ雰
囲気の部屋の右の壁沿いには、美味しそうなスイーツが何十人分？というくらい並んでいる…。「こ
れはステキなことになっている。」
　メインは交わりで、賛美と祈りを挟みながらの三部構成。BBQ が始まるまでの屋内でのフリー
タイム、BBQ をいただきながら皿を片手に歩き回って…、食後、屋内に戻ってテーブルを囲んで
のスイーツ＆フリータイムと、場所を替えながらの交わりの時間は、適度に人と話題が入れ替わっ
てナイスアイデアでした。最近ハマっていることや KBI 時代の思い出話、近況の分かち合い、牧
会上の課題など幅広く、色んな話題が飛び交い、交叉
します。ホームの雰囲気というのでしょうか。馬鹿笑
いしたり、冗談を言ったり、真剣な話をしたり。共通
の記憶と思い出を持ちつつ、それぞれに違う教団・環
境で働いてもいる。違いも超えて心を開き、共感でき
るのは同窓だからか…。「すべてのものの上にあり、す
べてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、
すべてのものの父なる神は一つです。」（エペソ 4:6）と
いう聖句を思い起こし、同じキリストの中に根差し、
教会に仕える者の幸いを感じながらのひと時。春と夏
の忙しさの真ん中で、本当にすばらしいリフレッシュの時でした。
　様々な準備をしてくださった上郡福音教会の方々にも、心から感謝申し上げます。

「元気です」2002年度卒業生の集まり報告  －2018 年 3 月 22 日開催－
春名 裕 (2002年度卒業 )　 
ニューライフキリスト教会　牧師

　2003 年に西宮校舎を卒業した、卒業同級生とそ
の家族皆が一同に集まったのは初めてかもしれな
い。
　当時筆者の子どもたちは 10 歳と 2 歳半だった。
あれから 15 年が経ち同級生たちのお子さんたちを
見ながら、時の流れを感じると共に、信仰の継承
の大切さを改めて感じた。同級生たちは何年経っ
ても変わらない（容姿ではない）。あの頃と同じよ
うに大声で話し、笑い、また互いの状況をありの
まま話せる。神の家族、KBI の家族とはそういう
ものだ。

北関東地域シェアよりの報告
－2018 年 4 月 16 日開催－
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えて下さった “東京ミッション” というビジョンについ
て分かち合って下さいました。
 　“東京ミッション” とは、東京都全域に、東から西に
至るまで、主の教会を生み出していくというビジョンで
す。牧師先生をはじめ、教会のスタッフ、教会のメンバー

も皆、そのビジョンを喜んで受け取り、信仰を持って祈
り始めました。なぜ、私たちが東京という地に置かれて
いるのか、主がどれほど日本を愛しておられるのか…そ
して主が、新しく教会を建てたいと願っておられる場所
はどこなのか、主の御心を求めて祈り続けました。そして、
主の導きによって、JR 武蔵境駅に、礼拝をする場所が与
えられ、2018 年の 2月から “東京グレイスプレイズチャー
チ” がスタートいたしました。主の恵みによって、新し
い方が、毎週ぞくぞくと集められ、信仰決心をする方も

　さすがKBIで鍛えられた成果なのか、持ち寄りの食事の豪華なこと！！
昼前に河内長野に集まり全員が解散したのは夜の 8 時半を回っていた。
お腹も心も満腹。帰る前に子どもも大人も手を繋いで円になって互いの
ために祈る姿、なんと麗しいことか・・・。
　なかなか遠くて会えない方もいらっしゃるでしょう、流れる年月の中
で会えなくなる方もいらっしゃるでしょう。でも、どうかこのような機
会をお持ち下さい。同じ空間で同じ時を過ごした同級生の存在がどれほ
ど大きなものでしょう。
「それは、あなたがたの心が、元気を失い、疲れ果ててしまわないためです」

「ワーカーズシェア2 0 1 8」D V D・C D 販売中！
多くの励ましとチャレンジを受けた豊田信行師の各セッションでのメッセージ（4 回）の DVD と
CD（全レジメ付）を 4 枚組 \2,000 円で販売しております。ご購入の申込みは KBI 事務所までご
連絡ください。

中部地域シェア開催のお知らせ
2018 年 9 月 18 日（火）@東名古屋キリスト教会パークサイドチャペル
　詳細は、世話役の先生からのご案内をご参照下さい。
　卒業生、修了生などの多くの方々のご参加を心からお待ちします。

＜お願い＞
　会の円滑な運営・活動のために、年会費納入・メールアドレス・住所変更時の連絡等にご協力下さい。

数名与えられました。主の驚くべき御業を毎週、体験し
ています。
　このフレンズの会を通して、このような小さな器をも、
福音宣教という大きな使命のために主が大いに用いて下
さるということ、また主から頂く尊い使命を共に担う、
主にある素晴らしい同労者を主が与えて下さっているこ
とに心から主に感謝し、主を礼拝するひと時でした。

南関東地域シェアよりの報告
－2018 年 4 月 16 日開催－
門谷 晥一（2005年度卒業）
単立アガペーコミュニティチャーチ　牧師

　4 月 16 日（月）に秦野クリスチャンセンターで
開催された、静岡・神奈川地区ワーカーズシェア
に参加し、霊肉ともに満たされた時を持たせてい
ただきました。午前中の礼拝では、稲葉先生のリー

ドによる聖霊の臨在あふれる賛美で燃やされた後、エデフォス先生からマルコ６章７節を通して
力強いメッセージをいただきました。イエスさまは弟子たちを遣わされる前に先ず彼らを呼ばれ
ましたように、「イエスさまとの人間関係こそが奉仕の出発点であり、イエスさまとの距離感によっ
て奉仕は変わる」、「イエスさまの愛を伝えるにはイエスさまに近くなければならない」等、私自
身遣わされた者として一番大切で基本的なことを改めて問われ、悔い改めに導かれると共に、奉
仕の出発点を再確認させられました。単立教会の牧師として直接的に “熱く” 語りかけられる機会
が少ないだけに、本当に良き霊的リフレッシュの時となり、心に喜びが溢れ、この場に導いて下さっ
た主の御名を崇めました。
　ランチタイムでは、心のこもった肉料理や手造りのケーキ等、美味しいものを色々といただき
ながら交わりを持ちました。この中で、話題は自然と各自の生い立ち、信仰のルーツやバックグ
ランド、KBI に導かれた経緯や卒業年度、現在までの働きの内容等に関するものとなり、これによっ
てお互いを良く知ることができ、打ち解けた雰囲気の場が徐々に KBI カラーに染まって行き、苦
しいながらも充実していた懐かしい昔の日々も蘇り、KBI ファミリーである幸いを覚えることが
でき感謝でした。
　その後の交わりの時間では、KBI 生活で最も印象深かったこと、最も役に立った学び、学んだ
ことが現在の働きでどう生きているか等、様々なことをＱ＆Ａ方式で分かち合いました。それを
通して、KBI で受けた恵みがいかに素晴らしいものであったのかを再認識させられました。又私
たちはKBI という消えることのない霊的故郷を持っており、年代は異なっても同じ理念やスピリッ
トを共有する働き人として、現場で得た様々な情報や経験の交換及び証し等を通して、互いに励
まし合い祈り合える同郷者でありフレンズであることも実感でき嬉しく思いました。更に宣教へ
の思いを新たにすることもでき、働き人の輪の中で刺激を受ける必要性を改めて感じさせられた
有意義なひと時を持て感謝でした。
　素晴らしい会を備えて下さった主に、フレンズの会に、又芳先生を初め会のためにご奉仕して
下さった方々に感謝いたします。

西播地域シェアの報告
－2018 年 5 月 31 日開催－
布目 麻矢 (2006年度卒業 )　
尾上聖愛教会　青少年担当主事

 　BBQ の前触れもあってか、夫婦での参加 5 組、
総勢 16 名（うち子ども 2名）という参加率の高さ。
朝からの雨も会場の上郡福音教会に着くころには
上がり、BBQ コンロの設置が進む教会正面から玄

関の受付へ…。「久しぶり～！」とあいさつを交わしながら、2 階の部屋に上がるとくつろいだ雰
囲気の部屋の右の壁沿いには、美味しそうなスイーツが何十人分？というくらい並んでいる…。「こ
れはステキなことになっている。」
　メインは交わりで、賛美と祈りを挟みながらの三部構成。BBQ が始まるまでの屋内でのフリー
タイム、BBQ をいただきながら皿を片手に歩き回って…、食後、屋内に戻ってテーブルを囲んで
のスイーツ＆フリータイムと、場所を替えながらの交わりの時間は、適度に人と話題が入れ替わっ
てナイスアイデアでした。最近ハマっていることや KBI 時代の思い出話、近況の分かち合い、牧
会上の課題など幅広く、色んな話題が飛び交い、交叉
します。ホームの雰囲気というのでしょうか。馬鹿笑
いしたり、冗談を言ったり、真剣な話をしたり。共通
の記憶と思い出を持ちつつ、それぞれに違う教団・環
境で働いてもいる。違いも超えて心を開き、共感でき
るのは同窓だからか…。「すべてのものの上にあり、す
べてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、
すべてのものの父なる神は一つです。」（エペソ 4:6）と
いう聖句を思い起こし、同じキリストの中に根差し、
教会に仕える者の幸いを感じながらのひと時。春と夏
の忙しさの真ん中で、本当にすばらしいリフレッシュの時でした。
　様々な準備をしてくださった上郡福音教会の方々にも、心から感謝申し上げます。

「元気です」2002年度卒業生の集まり報告  －2018 年 3 月 22 日開催－
春名 裕 (2002年度卒業 )　 
ニューライフキリスト教会　牧師

　2003 年に西宮校舎を卒業した、卒業同級生とそ
の家族皆が一同に集まったのは初めてかもしれな
い。
　当時筆者の子どもたちは 10 歳と 2 歳半だった。
あれから 15 年が経ち同級生たちのお子さんたちを
見ながら、時の流れを感じると共に、信仰の継承
の大切さを改めて感じた。同級生たちは何年経っ
ても変わらない（容姿ではない）。あの頃と同じよ
うに大声で話し、笑い、また互いの状況をありの
まま話せる。神の家族、KBI の家族とはそういう
ものだ。
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ゆうちょ銀行「自動払込利用申込」ご協力のお願い！
「自動払込利用申込」手続きをして下さった皆様、ご協力有難うございました。
5月 10 日現在、184 名。【年会費　2,000 円　毎年 8月 31 日自動引落し】
手続きがまだの方は、是非ともお手続きを、よろしくお願い致します。

総合口座への振込も受付けます！
自動払込の難しい方へ：総合口座へは、随時振込が可能です。
ゆうちょ口座名：KBI フレンズの会　( ケービーアイフレンズノカイ )　
口座番号：１４５２０－２４１０１３３１

フレンズの会への献金も、随時受け付けます。
上記の同じ口座への送金にて随時受付いたします。

KBI への支援献金
「支える会」や「奨学基金」など母校、後輩へのご支援もよろしくお願い致します。
ゆうちょ口座：　関西聖書学院／０１１４０－６－６７７０８

あなたのメールアドレスを登録して下さい！
登録先：kbifriendsnokai@gmail.com ( 会専用のメールアドレス )
このアドレス宛に、住所、氏名、教会名等を書いて、メールをお送り下さい。
「KBI フレンズの会」からのお知らせをお送りいたします。


