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萩山神の教会 

永田 薫
かおる

(小 2)  

 

わたしが楽しかったことは、ヘブル語のうたのダンスと、ヘブ

ル語と日本語がまざったうたがうたえてよかったです。ほかには、ボールプール

であそんだり、おんせんにはいったり、なおちゃんというお友だちといっしょに

ぬりえをしたり、ひこうきにのれたことが楽しかったです。ほかにも楽しいこと

がいっぱいありました。また なつのしゅうようかいで、お友だちにあえるのが

楽しみです。このキャンプにいけて よかったです。 

 

 

 

永田 知恵 

 

主の御名を賛美致します。 

第 1 回「オール.キッズ.キャンプ」に参加させて頂い

た事、心から感謝致します。 

最初 このお話を伺った時は、キッズキャンプとしては余りにも遠く、費用は子

供の分は出して頂けるとの事でしたが、親の分一人分だけでも大きな負担だと思

いました。また残る家族の事もあり、参加するのはそう簡単なものではないと感

じました。しかし連盟で取り組む「次世代育成プロジェクト」の一環として 一

生懸命労しておられる先生方への協力を、「参加」という形でしなければいけな

い、と思い すぐに参加を決めました。 

 

行くまでは、ただクリスチャンの親として、我が子を信仰の道へしっかり導く

為だけのもの、と考えていました。またこの一回だけ参加すれば良い、とも思っ

ていました。実際参加してみて 銘形先生から直接このキャンプの目的を聞き、

私は教えられました。それはクリスチャンホームである事が、特別に主から召さ

れたのだという事、召命なのだという事です。私は結婚をしてクリスチャンにな

れたので、これは確かに導きで、主の憐れみによって救われたと確信しています。

でも主の目的は、私の救いという小さな事では終わらず、もっと大きなご計画が

あった事を知らされ、一人の信仰者として、又 クリスチャンホームとしての主

からの大きな使命を感じております。今回気付かされた事を心にいつも留めて、

また怠ける事がないように、祈り、神様に従って行きたいと思っています。 

 

この信仰の継承という息の長い取り組みが、神様の御心通りに成されますよう

に、お祈り致します。 
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沖縄ゴスペルファミリーチャーチ 

新田 悠斗
ゆ う と

(小 2)  

 

 ほっかいどうのキャンプにいきました。ゲームをれい兄ちゃんたちとしました。

楽しかったです。ダビデ先生のナアマンしょうぐんの話がおもしろかったです。

またいきたいです。 

 

 

新田 琉奈
り ゆ な

(小 4)  

 

 北海道に行っての感想は、北海道は沖縄と一番はなれているところなのに、そ

こでも教会に行けることができるからとてもうれしかったです。 

あと、アダム、セツ、エノシュのうたも、オール先生のおかげで、今も覚えて

います。北海道でオール先生とサンビ先生、バンビ先生のおはなしをきけてうれ

しかったです。 

  

新田 愛香 

 

 ハレルヤ！第一回オールキッズキャンプへの参加が許され、多くの恵をいただ

けたことに感謝します。 

 

 今回のキャンプに於いて、これまでも私の課題であると感じていた“信仰の継

承”に関して、より強く召命感を与えられました。クリスチャンの親として、自

分から始まる家族（特に子・孫）にしっかりと神様の愛と救いの喜びを伝えてい

きたいと強く思いました。 

 

 また、定期的に全国の神の教会からクリスチャンホームが集い交わりを深める

ことで、お互いに祈り合いながらクリスチャンホームを建て上げていくことがで

きたらどれだけ心強いだろうとも考えました。 

 今回は少人数の参加でしたが、それにより子どもたちも親同士も深く交流を持

つことができたと思い、導きを感じています。ただ、この恵みを一人でも多くの

兄弟姉妹と分かち合いたいと心から思っています。そのために私ができることが

何かを祈りつつ考え、行動していこうと思います。 

 

 このキャンプを準備し、ご奉仕してくださった先生方と、キャンプを導き守っ

て下さった主に心から感謝します。 栄光在主。 
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沖縄ゴスペルファミリーチャーチ 

 

 

 

与那嶺 歩
あゆ

(小 6)  

 

四月二十九日、北海道深川市で、母と教会の家族と一緒に始めて北海道に行き

ました。北海道に着くと、雪が降っていました。私は、初めて雪をみたのでとて

も嬉しかったです。キャンプの場所は、ネイパル深川という所でした。到着する

と、すぐにオリエンテーションがありました。その後は、夕食、お風呂と続き、

翌日の四月三十日は集会がありました。 

 

 集会では、楽しいゲームや聖書のお話がありました。聖書のお話は、イザヤ四

十六章十節で、“私と私の家族は、これからも神様を信じてしたがっていく”と

いう内容で、家族で神様を信じていくことが大切だということがわかりました。 

 集会が終わると、旭山動物園に行きました。動物園は、色々な動物がいました。

とてもかわいかったです。 

 

 キャンプは、最初から最後まで楽しくて、また参加したいです。神様に感謝し

ます。そして、キャンプに招待していただいてありがとうございました。 

 

 

与那嶺 聡美 

 

去った 4/29、2泊 3日 北海道にあるネイパル深川でオールキッズキャンプに

参加させていただきました。きっかけは、自宅に届いたキャンプへの招待状で、

ぜんぜん予測せず突然の招待状に娘は大喜びで、参加したいといいだした事でし

た。行ったことのない北海道に娘をひとりで参加させることに迷いがあり、当初

は参加を辞退させていただこうかと考えていました。しかし、保護者も同伴とい

うことと、娘が喜んで参加をしたいという思いを大切にしたいという気持ちから、

また、家族からの薦めもあって参加を決心致しました。行く事が決まってからは、

娘と共に喜びました。キャンプの参加は初めてで緊張しましたが、参加する事で

何かしら主から語られているのではないかと、不安よりも期待の方が大きかった

です。ところが、キャンプの日が近づくと家族が倒れてしまった事や、母のリハ

ビリの事なども気になり、思いとどまっておりました。しかし、家族は「2～3日

だから、歩も楽しみにしているから行ってきて」と背中を押してくれました。主

におゆだねしつつも、参加する事に引っかかりもありましたが、気持ちを切り換

え、「北海道で雪をみたいな」と娘とひそかに願ったりもしました。 
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北海道に到着すると、サラサラした雪が降っていて、雪を見たことない娘や子

ども達、そして私たち保護者も嬉しくなりました。更に翌日はもっと多く雪が降

り、この時期に冬となり願っていた通りになりました。その翌日は帰る日で、雪

は止み、嘘のように晴天となりました。神様の想像した北海道の広大な景色の素 

晴らしさと、願っていた雪は、私にとっては“主が共にいてくださる”という象

徴でした。そんな感じでスタートしたキャンプは、少人数で家庭的な雰囲気でし

た。キャンプでのまなびは、“主にある家庭を建て上げていく取り組み”という

ことで、主にある家族がそれぞれ家族としての召しを自覚し、２代、３代と世代

を超えて信仰を継承していくために互いに励ましあっていく事が必要であると

いうことでした。詩篇 127篇 1節にある「主が家を建てるのでなければ、建てる

者の働きはむなしい」3 節「見よ。子どもたちは主の賜物である」というつなが

りを見直す必要があるということで、クリスチャンホームの両親の自覚的信仰に

より、主から託されたこどもたちをみこころにそって育てていこうというもので 

した。 

 

私は自分中心の生き方で歩んできました。今ここで悔い改めつつ、家庭の中に

常に主を置いた生活がどれほど尊いのかといまさらながら思い、今与えられた家

庭を大切にし、子どもたちへ信仰を継承していけたらと思います。今回このよう

に、信仰の継承をサポートしていただく形で行われたキャンプに感謝して、また、

次回に参加される方のためにも支援し、今後もオールキッズキャンプが継続でき

ますことを御祈りいたします。今回は貴重な体験をさせていただいた事を主に感

謝し、また、支えてくださった神の教会の皆様にも感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

 

空知太栄光キリスト教会 

                    神田 尚
なお

(小 2) 

 

ほとんどの子どもたちと友だちになれて良かったです。特にかおるちゃん、あ

ゆちゃん、ゆうと君、りゆなちゃんと友だちになれて本当に良かったです。温泉

にも入れて気持ち良かったです。動物園も楽しかったです。特に良かったのはレ

ッサーパンダです。なぜかというとすごくかわいかったからです。チンパンジー

もおもしろかったです。わたしの（宿泊していた）部屋でみんなでアイスを食べ

たこともとてもうれしかったです。アイスもとってもおいしかったです。いろい

ろなことがいっぱいあって楽しかったです。 
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           神田 安
あん

(小 3)  

 

わたしの楽しかったことは、ゲームとい

ろんな賛美と、あとは旭山動物園に行けたことです。一

番笑った出来事は、親同士の話し合いの時間（子どもは

別室で遊び）で、新田ゆうと君がおもしろかったです。あとはオールキッズキャ

ンプが始まる最初の時とか、ネイパル深川で神田家の（宿泊している）部屋に集

まってみんなでアイスを食べたことが楽しかったです。アイスもとてもおいしか

ったです。 

 

 

「神様のことをもっと知りたい」 

   神田 礼
れい

(中 1) 

 

 今回初めてのオールキッズキャンプのテーマは、「光」でした。そのキャンプ

では、神様に聞き従うことは、とても大切だと教えられました。光とは、ヘブル

語でオール「אור」と書きます。ヘブル語は、約 9,200 ㎞も日本から離れている

イスラエルという国だけでしか使われていませんが、世界で初めて書かれた聖書

は、このヘブル語で書かれたということを知りました。ヘブル語は日本語のひら

がなの 50音とちがい 23文字しかありませんが、漢字のように文字の一つひとつ

に意味があります。それにヘブル語は、右から左へ読みます。だからこの「אור」
という三つの文字も右から左へ読み、一つひとつに意味があります。最初の文字

「ו」の部分はアーレフといい、「神様、最初」という意味があります。次の「א」
の部分はヴァーヴといい、「釘、鉤」などの意味があります。最後の「ר」の部分

は、レーシュといい「考える、計画、王様」などの意味があります。この３つを

合わせると、「初めに神様が決めた計画」や「神様が下りてきて王様になる」と

いう意味があります。他にもこの「אור」には、イエス様、十字架のことも表さ

れています。私は、創世記 1:3で、ただ光と表されているものがヘブル語を使う

と見え方も違うし、意味も変わってしまうんだなと思いました。ですから聖書を

解読するには、ヘブル語を知って、できるだけヘブル語を使う必要があると思い

ました。 

 

また「אור」のことだけではなく、アダムからノアまでの系図についても学び

ました。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノク、メ

トシェラ、レメク、ノアまで。その中でエノクだけ死なないで天に上げられまし

た。メトシェラは 969歳まで生き、世界で１番長く生きたそうです。私はアダム
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からノアまでの間に、8人もの人がいたということを知りませんでした。 

 

その他にもイースターについてゲームで楽しく学んだり、動物園に行ったり、

今回一緒に参加した沖縄や埼玉の子どもたちとも仲良くなれて良かったです。ま

たこのキャンプをやりたいです。次はもっとたくさんの人が来れたらなと思いま

す。 

 

神田 飛鳥 

 

初めてのオールキッズキャンプ。果たしてどんな集会となるのか全く見当がつ

きませんでしたが、準備の段階から「主がなさりたいことをなさる」キャンプで

あるということだけは確信していました。実際には埼玉、沖縄、北海道から 4つ

のクリスチャンホームが主によって集められました。出会いと交わりを通して、

信仰継承という同じ使命を主からいただいた者同士として、大いに励まされる機

会となったことを心から感謝します。 

 

信仰継承といえば、私たち親はやはり、子ども達が成長し、やがて信仰者とし

ての歩みを自ら選び取っていくことを願っています。しかし神を認めないこの世

の中で育つ子ども達に対して、どのように祈り、育て、支えるべきかと思い悩み

ます。 

 

キャンプのオープニングで語られたメッセージの中で私の心に残ったことは、

「神様は天地創造の時から『区別』することをよしとされた」ということです。

光とやみ、昼と夜、地と海、太陽と月・星、種々の植物、動物、男と女…。それ

はやがて終わりの日に待ち受けている「救いと滅び」というさばき（区別）に集

約されるように、神様はご自分のみこころにかなうものとそうでないものとを、

はっきりと区別されるお方です。私たちが神様に喜ばれる生き方を選ぼうとする

ならば、神様のみこころにかなう「区別」、あるいはこの世と調子を合わせない

「区別」がいつも重要な課題となってくるでしょう。私自身もそうですが、これ

から世の中で成長していく子ども達に、神様のなされた「区別」という視点、判

断基準をもって、その都度神様に聞き、また従う歩みをしていってほしいと強く

願わされました。 

 

親として具体的にどのように関わるべきかはまだわかりません。また私という

一人間ができることはほんのわずかです。何よりも神様ご自身が子ども達一人ひ

とりを愛し、選び、導いてくださることをただ信じ、傍らで主の御業を見て感謝

するのみかもしれません。アダムからノアまでの 10 代、しっかりと信仰の歩み

が継承されたように、私たちが両親から託された、あるいは神様から直接いただ
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いた「信仰のバトン」を、今度は子ども達に手渡していくために、親同士、子ど

も同士、お互いの存在を通して励まされ、共に主に導かれていくことを期待して

います。そのために各教会での礼拝や教育、そして連盟におけるプログラムをこ

れからも主が最善に備えてくださることを信じて期待します。 

 

 

「集まること」 

神田 満  

 

日本神の教会連盟の「次世代育成プロジェクト」を提唱する国内宣教委員会の

企画によります、クリスチャン家庭を対象にした「オールキッズキャンプ」が 2016

年 4 月 29 日から 5 月 1 日の日程で、会場を北海道深川市にあります宿泊研修施

設「ネイパル深川」にて行われ、今回これに参加、参与させていただけましたこ

とを感謝いたします。また妻と三人の子どもたちもこれに参与、参加し、他の参

加者である東京、沖縄から来られた三家族と、銘形先生、安藤先生、藤原先生と

ともに二泊三日の時を過ごしました。 

 

今回の企画は、クリスチャン家庭を対象とするということで、親と子が一緒に

なって参加し、従来のキャンプのような大人と子どもがそれぞれ別々のプログラ

ムを持つのではなく、ほとんどすべての時間を親と子がともに時間を過ごし、同

じものを共有するというものでした。それは次世代を担う子どもを育てるという

よりもむしろ、その子どもを育てる親をも育てる、つまり家族、家庭を育てるこ

とを目的、コンセプトとして置いたものです。その第一回目として行われた今回

のキャンプの企画の段階から、私はこれに関わり、そして内容に関しては、オー

プニングの集会、そして全集会のゲームと賛美の時間を担当させていただきまし

た。今回のような親子一組で参加する形のキャンプは、連盟としてはおそらく初

めて、若しくは稀な企画だと思われますが、私個人、また私の家族としては、二

年ほど前から超教派でこのような形の企画に度々参与、参加させていただいてお

り、その時からすでにこのための準備が神様によってなされていたことに感謝し

ています。また今回の会場も地元ということで、特に不安も恐れもなく取り組む

ことができました。 

 

内容としては、従来の子どもキャンプとほぼ同じようなスタイルで、ゲームあ

り、賛美あり、ダンスあり、そして銘形先生、安藤先生、藤原先生と私の四人の

牧師が持ち回り一回ずつメッセージを担当するというような形のものでした。そ

れぞれの先生が準備してくださったメッセージの内容は、どれも個性的で、バラ

エティに富んだものでしたが、参加者は親も子もみな抵抗なく和やかに進められ

ていきました。 
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参加者同士は親戚であったり、多少顔見知り程度であったりと様々でしたが、

私自身はほとんどが初対面の方々で、多くの出会いの時、新鮮な交わりの時とな

りました。中にはこのようなキャンプというものに参加すること自体が初めてと

いう方もおられました。人数的には十五、六名ほどで、決して多い人数ではあり

ませんでしたが、北海道、東京、沖縄という、狭い日本の中でも特に遠く離れた

地域に住む者同士が集うという結果となり、このキャンプに対する神様の不思議

な導きを感じました。また少ない人数なだけに、それだけに全員が全員と交わる

機会があり、また多少の違いはあれど、同じクリスチャン家庭、子育て中という

共通の土台もあって、お互いすぐに打ち解けることができたと感じています。楽

しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、まさにそのようなキャンプであ

ったと感じています。 

 

親から子へ、子からまたその子へ、「信仰の継承」という大きなテーマを掲げ

て進められている次世代育成プロジェクトですが、正直なところまだ動き始めた

ばかりで「とにかくやってみよう」、優れた知識や斬新なノウハウや、興味深い

カリキュラムなどがあるわけではないけれど「まず始めてみよう」というような

状況で、今後についても手探りのような状態で進むことになると思います。ただ

一つ、今この企画、このキャンプだけに特別に与えられているものがあるとすれ

ば、それはこのキャンプに「オール」という名が付けられていることでしょうか。

このオールという言葉は、聖書の原語であるヘブル語で「光、光る」ということ

を意味する言葉ですが、そこには「初めに神様が定められたご計画があり、それ

は王であるイェシュア（イエス・キリスト）にある。」というメッセージが込め

られており、このオール、すなわち「光」に照らして聖書を学び、またこの「光」

に照らして物事を、世界を、時代を見て生きることを目指すことがテーマとして

神様から与えられた、名付けられたということです。聖書を、神様を、信仰の力

を私たちの問題解決や自己実現、そして教育や人材育成のために用いるのではな

く、神様の自己実現、つまり神様のご計画を学び、そして誰よりイエス・キリス

トがそうであられるように、そのご計画に賛同、参与する人材を目指す、それが

今このオールキッズキャンプに与えられた神様の導きであると信じます。 

 

では具体的にこれからどうなっていくのか、このような企画が継続するのか、

また新しい形で行われるのか、私としてははっきり言ってまだよく見えない状態

です。正直なところ、教会だけでなく社会全体を見ても高齢化、少子化が進む今

日において、果たして今このマイノリティに対するこの企画に力を注ぐことが私

たち教会にとって重要なのかどうかさえも疑問が持たれるところです。ですから

私はこの企画に参与しながらも、常に謙虚でありたいと祈らされます。神様の導

きに対していつでもオープンマインドでありたいと願っています。「行け」と言
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われれば行き、「とどまれ」と言われればとどまり、「戻れ」と言われれば素直に

従えるようでありたいと願います。私たちは神様の導きを勝手に予測して、先を

急ぐわけにはいきませんし、導きを求めていながら耳をふさぐようであってはな

らないと思います。ましてや自分こそが知者だなどと思うことは、避けなければ

なりません。 

 

ただ今回のキャンプの中で、私が単純に感じたことは「集まること」の楽しさ、

素晴らしさです。どの集会の内容も、食べた物も、経験したことも特に新しいも

のでも珍しいものでもなかったのですが、そこに下は生後八か月の子どもから、

上は六十代の大人がともに集まり、神様について、聖書について考え、同じ時間

を共有していることに大きな喜びと楽しみを感じたのです。イエス様も二人でも

三人でも御名において「集まること」を勧めておられます。なぜなら集まるとこ

ろに「主がともにおられる」からです。 

 

「ふたりでも三人でも、わたしの名において集まる所には、わたしもその中に

いるからです。」（マタイ 18:20） 

 

そこに楽しいプログラムやおいしい食べ物や感動的なメッセージがあるより

も「集まること」つまり主がともにおられることが重要であると信じます。なぜ

ならもし主がともにおられないのであれば、どんなに優れた企画であったとして

も、そこに何の益ももたらされないからです。「主がともにおられること」以外

に私たちは何を求める必要があるでしょうか。ですからこれからどのような形で

この企画が進められていくにせよ、「集まること」をやめてはいけないと信じま

す。たとえどんな犠牲を払っても「集まること」を求めるべきだと考えます。で

すから私たちは何であれ、できうる限り機会を設けて集まるべきです。しかし誰

でも良いからただ集まれば良いというわけではありません。それでは目的や方向

性においてまとまりのない烏合の衆のようになってしまいます。ですから今回ク

リスチャンホームという一つの枠を設け、この集まりに一つの流れを持つことと

なりました。そしてその結果は、小さいながらも成功と呼べるものであったと思

います。しかしこれは私たちが考えたことではなく、神様から与えられた知恵だ

と感じています。 

 

 「集まること」は「主がともにおられること」に繋がるのですから、「主がと

もにおられること」とは、「主の御名によって集まること」と言い換えることが

できます。主がともにおられるということは、そこに主の御言葉が語られ、御心

がなされるということですから、私たちは集まって何をするかが重要なのではな

く「集まること」自体が重要なのです。それを象徴するかのように、今回のキャ

ンプの内容や方向性について、一つの枠を設けただけで、牧師たちの間でほとん
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ど打ち合わせることなく当日を迎えました。準備も多くの時間をかけたわけでは

ありませんでした。本当に、集まるために集まったキャンプだったのです。しか

しそこには喜びと楽しみがあり、絆が生まれ「また来たい」と、参加した誰もが

口をそろえて言う結果となりました。これが「主がともにおられること」なのだ

と感じました。これからもますます「集まること」、すなわち「主がともにおら

れること」がこの神の教会の間で尊ばれますようにと祈ります。 

 

「ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって 

励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありま 

せんか。」（ヘブル 10:25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


