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ラッパが もしはっきりしない音を出したら だれが戦闘の準備をするでしょう
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God giveth the increase

第19声「成長させて下さる神」
関西単立バプテスト神学校 校長村上聡

私が植えて アポロが水を注ぎました
しかし 成長させたのは神です

それで たいせつなのは
植える者でも水を注ぐ者でもありません
成長させてくださる神なのです
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コリント人への手紙第一 三章

今年のバイブルカンファレンスには、冒頭の第一コリント三章六・七節の御言

葉から、﹁成長させてくださる神﹂というテーマを掲げたいと思います。

伝道者の特徴や能力、あるいは、自分と合うか合わないかによって、伝道者を

批評していたコリント教会の人々。彼らは、教会の成長は人によっていると考え

ていました。しかし、パウロは、その考え方を是正しようとしたのです。これま

での成長の源は、どこにあったのか、そして、これからの成長のために注目すべ

き事は何であるのかが明確に記されています。つまり、これまでの﹁成長させた

のは神﹂とこれからを﹁成長させてくださる神﹂を取り上げて、﹁人﹂ではなく
﹁神﹂に注目をさせたのです。

コリントは、一度滅んだ百年後に、ローマ皇帝ユリウスカイザルによって再建

されたニュータウンでした。社会的地位も高く、能力に優れた人々が、ローマか

ら植民され、経済的、能力的、また全てにおいて、豊かなに恵まれた街でした。
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街でした。彼らの誇りは、自分の強さでした。

多くを持ち、自信があった人々が集まっていた

うなものではなく、立地条件や宣教年数、リーダーの素質等に一定の

は、まさにそうでした。特定の教会だけが、突然に倍増するというよ

あったとしても、共に成長するはずであり、過去に起きたリバイバル

影響は受けつつも、その国全体の教会が成長したのです。

ですから、彼らが、﹁神﹂ではなく﹁人﹂に注
目するようになり、特に人の能力を崇めるよう

特定の教会だけが、突然に倍増するというような現象があれば、感

謝謝しつつ、そこから学ぶとともに、そこには、人間的で、不健全な

要因がないか検証してみることも大切です。何故なら、主による健全
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になったのは当然の結果と言えるでしょう。

私は、教会の成長に、﹁人﹂が全く関係して

な成長でなければ、主の栄光も現れず、崩れるのも早いからです。

﹁私はアポロ﹂、﹁いや、ペテロだ﹂と叫び、人に注目していたコ

リントの人々でしたが、彼らに必要だったことは、﹁成長させてくだ
さる神﹂に注目することでした。

﹁成長させてくださる神﹂に注目すると、神が成されるんだと、辛

く苦しい時でも継続することができます。不足を覚える時でも、未来

を信じることができ、神の中に可能性を見出すことができます。そし

て何より、人ではなく、神に注目すると、他者の弱さを見ても、神が

用いるんだと安心して任せることもでき、素敵な協力関係が築けるの

ではないでしょうか。カンファレンスの諸集会で、﹁成長させてくだ

さる神﹂に注目し、継続と協力のビジョンを分かち合いませんか。

2016 春号

Bible School Periodical ｢バプテストラッパ」

いないと言おうとしているのではありません。
熱心に植え、絶え間なく水を注ぐ忠実さは、必

mail̲murakami@mac.com
For comments or questions, email

要であることは言うまでもありません。ここで
問題とされていることは、人の能力や見栄えの
華やかさが、成長の不可欠な要因と考えられて
いることなのです。たとえ、そのようなものに
不足していたとしても、忠実で熱心であれば、
﹁成長させてくださる神﹂が成長させてくださ
ると信じ続けることが正しい方向性です。

確かに、教会の立地条件、宣教年数、構成要
因、リーダーの素質によって、成長の度合いに
差が生じることがあるものです。しかし、正し
い聖霊のご支配による教会成長は、多少の差は

人ではなく成長させてくださる神に注目すると

「可能性を見出すことができる」

成長させてくださる神
関西単立バプテスト神学校バイブルカンファレンス

神様に大変用いられている国内外の素晴らしい説教者にお越し頂きカンファレンスを開催いたします。
今年のカンファレンスは、日本国内で主に仕えている宣教師の先生方も多数出席
神学校の卒業生、諸教会の兄弟姉妹とのビジョンの共有を望んでおられます。
「成長させてくださる神」のもとに集まり、祝福を分かち合いましょう。

今年度バイブルカンファレンス特別説教者

小崎

稔

鈴木 裕之

J. B. Godfrey

Ron White

単立バプテスト
荒川沖教会牧師

2016

時間

１４日（月）

１５日（火）

１６日（水）

１７日（木）

１８日（金）

2016

3月14日〜18日

TIME

MON

TUE

WED

THUR

FRI

MARCH 14~18

小崎
KOSAKI

鈴木
SUZUKI

ゴッドフリー
GODFREY

グリンステッド
GRINSTEAD

PROGRAM

グリンステッド
GRINSTEAD

ゴッドフリー
GODFREY

小崎
KOSAKI

ホワイト
WHITE

１０：００
プログラム

AM
１１：００

５人の特別説教者

AM

特別賛美

１２：００

バプテスト国際宣教団
副理事長

C.O. Grinstead

単立バプテスト
苫小牧キリスト教会牧師

米国アラバマ州
トリニティバプテスト教会牧師

PM

本校名誉校長

５ SPECIAL
SPEAKERS
SPECIAL MUSIC

新入生面接
NEW STUDENT
INTERVIEWS

自由
OPEN

自由
OPEN

理事総会

同窓会総会

ALUMNI MEETING

同窓会

ALUMNI BANQUET

卒業式
７：００
PM

自由
OPEN

グリンステッド
GRINSTEAD

鈴木
SUZUKI

ホワイト
WHITE

説教者は諸教会
に行きます

卒業式
GRADUATION
SERVICE

ゴッドフリー
GODFREY

SPEAKERS IN

VARIOUS CHURCHES

各集会にナースリーがあります
NURSERY PROVIDED FOR ALL SERVICES
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KIBBS GRADUATION
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CLIMAX

神の前に錬達せる者とならんことを勵め

卒業生の証

雄気

聖書神学科卒業

福本

章光

聖書神学科卒業

馬渡

主の御名を賛美いたします。

しがありました。表牧師から語られる御言葉と、その御言葉の上に生きる実践を通し

くださった神学校の先生方によって今があります。母教会の兄弟姉妹方の祈りと励ま

多くの方々の祈りに支えられてここまでくることができました。忍耐をもって導いて

西舞子バプテスト教会

この三年間、主に守られ母教会である千里ニュ

5

千里ニュータウンバプテスト教会

ータウンバプテスト教会の小川宗五郎先生、神

て、素晴らしいクリスチャンの姿を示し続けてくださいました。また、朝早くから一

神学校で学べば学ぶほど、知らないことがあふれるほど出てきました。本当に知らな

つの仕事を終え、風の日も、雨の日も、嵐の中でも、バイクに乗り働いた家内の支え

いことがまだまだ沢山あります。しかし、知らないことで恐れるのではなく、私の知

学校校長の村上聡先生をはじめ多くの先生方や

この神学校で学んだことは、単に聖書の知識

っていることを土台に益々主に仕えていきます。それは、私のすべての罪のために、

兄弟姉妹に祈っていただいていることに心から

だけでなく、さらに仕えることやへりくだるこ

イエス様が身代わりの十字架にかかり死んでくださったことにより、永遠のいのちが

があったからこそ、今、卒業を迎えようとしています。本当に感謝です。

と、自分の力だけでは、とうていできず主によ
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感謝いたします。

り頼み、助けを求めることを学びました。

に、この地上の働きを終えたのちに、先に召された方々と再び会い、そして神様から

与えられていること。そして、復活されて今も生きて私を導いてくださること。最後
まだまだ足りない弱い者です。さらに学びも続

お言葉をかけていただくことは確かなことなのです。

マタイの福音書二五章二三節

んでいきますので、続けて祈ってください。

先はまだ見えません。しかし、主に用いてもらえるように歩

けさせていただきますので、どうぞ続けてこの
者のためにお祈りください。

第四十六回卒業式
三月十八日午後六時半

KIBBS

万事益
賜物を主にささげ 主の栄光のためだけに生きた

岸本正也牧師天国へ

■一九八六年

■一九八一年

■一九七七年

■一九七四年

■一九四四年

関西単立バプテスト神学校理事就任

長島恵みバプテスト教会として母教会より独立

千里ニュータウンバプテスト教会の伝道所として鹿児島県長島にて開拓伝道を始める

関西単立バプテスト神学校入学 四年後卒業

三○歳の時 千里ニュータウンバプテスト教会︵小川宗五郎牧師︶で救われる

大阪府豊中市にて生まれる

家族一同

本紙右側の 「関西単立バプテスト神学校」 は、 生前に岸本師に書いて頂いたものです

本校第一二期卒業の岸本正也牧師が、 主のみもとにお戻りになりました。
高校教師として、 また書道家としても未来を有望視されていた中、 福音宣教のために全てをささげられました。
ささげられた書の豊かな賜物は、 主の栄光のために大きく用いられ、 多くの人の慰めと励ましになりました。
自らを捨て、 神の栄光のためだけに生きたその生涯は、 私たちの誇りであり、 模範です。

■二〇〇五年
満七一歳 召天

天国での再会を期待しつつ、 師の志を受け継ぎ、 私たちもこの道を歩み続けようではありませんか。

■二〇一五年

主人の召天に際しましては、 多くの方々に慰めと励ましをいただき、 誠にありがとうございました。
主人は地上での人生、 役割を終えて天国に召されました。
信仰に入って四一年間、 神の守りの中で、 真っすぐにイエス ・キリストと向き合った生活を送らせていただいた主人でした。
神と人とに愛され、 地上で豊かな人生を歩ませていただいたと思っております。
突然の召天でしたが、 これも神のご計画の内と確信しております。

岸本 佳子

残された家族は、 天国での再会を楽しみにしつつ、 万事を益とされる神のみを信じて、 上を向いて歩んで参ります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。感謝を込めて。
二〇一六年一月三一日

岸本師の筆による教会納骨堂

教会の前で最愛の奥様と

本紙背景写真は、 長島の高台から島を眺めているところで、 中央の赤い屋根が長島恵みバプテスト教会です

『書』への興味は幼少の頃の書道塾に始まる
その道に進み 乾鍵堂 小阪奇石 谷辺橘 谷辺橘南 梅舒適 天石東村 田中塊堂 松井如流各氏の指導を受ける
また小沢神魚氏に師事 各種展覧会に出展し 大学在学中に日展にも入選する
しかし 純粋に『書』を求める心と 自分自身を価値以上に見せようとする醜い心との葛藤に苦しむ
その苦悩は 十字架のキリストに救われるまで続く
キリストに出会って 書道界の活動から身を引き 一筋に神の道を歩む
その後「わが子よ 汝の心をわれに与え 汝の目にわが道を楽しめ」（箴言 23 章 26 節）のみことばを示され
福音伝道者として 救われる方が一人でも多く起こされることを願いつつ筆を執る
雅号『長島魚人』

岸本師の御言葉の作品について 多くのお問い合わせを頂き この度 御家族のご協力のもと
神学校の「バプテスト書店」に置かせて頂くことになりました
3 月のバイブルカンファレンス期間限定で数量にも限りがありますが 是非ご利用下さい

今回は︑聖書の中に︑多く出てくる﹁長子︵初子︶﹂の
意義と用法について学び︑聖書の理解を深めましょう︒

Ⅰ ．旧 約 聖 書にお け る﹁ 長 子 ﹂
Ａ ．﹁ 長 子 ﹂の 語 意
１．﹁長子︑初子︵ ヘ ベコール︶﹂
語根の意味は﹁早い﹂です︒新改訳では︑
﹁初子﹂︵創世記四・四等︶︑﹁長子﹂︵同一〇・一五等
︶︑﹁長男﹂︵同二二・二一等︶︑﹁初めの男の子﹂︵申
命記二五・六︶等に訳されています︒

吉本隆史

イスラエルは主の初子︵長子︶であり︵出エジプト四・二二︶︑諸国に対する指導的

Ｃ ．﹁ 長 子 ﹂の 適 用

ました︒

三四︶︑ルベンは罪により︵同三五・二二︑四九・四︑Ⅰ歴代五・一︑二︶︑長子の権利を失い

エサウはこの﹁長子の権利︵ ヘ ベコーラー︶﹂を軽蔑することにより︵創世記二五・二九ー

も適用されています︵Ⅱ列王二・九︶︒

倍の相続が与えられました︵申命記二一・一五ー一七︶︒この概念は︑後に預言者の霊の相続に

族長時代では︑父の祝福︵創世記二七・三五︑三六︶が︑また律法の時代では︑二

３．相続

のであり︑所有物はすべて主から与えられているということを告白しているのです︒

ここには︑初穂の原理があります︒初穂である長子を主に献げることにより︑すべては主のも

く禁じられました︵申命記一二・三一等︶︒

・一六︶によって贖われました︒当時の異教徒達が行った人身犠牲は︵Ⅱ列王三・二七等︶︑堅

一九等︶︒但し︑子供たちはレビ人︵民数記三・四〇︑四一︶︑後に銀五シェケル︵民数記一八

長子は︑神に聖別されたもの︑神のものです︵出エジプト一三・二︑一二︑三四・

２．聖別

八・五一︑一〇五・三六︶︑母の胎を最初に開く者︑最初に生れた者です︒

長子は︑父の力︑父の﹁力の初め﹂︵創世記四九・三︑申命記二一・一七︑詩篇七

１．初め

Ｂ ．﹁ 長 子 ﹂の 意 義

ー﹂︵民数記八・一六︶も同義です︒

いられ︑﹁最初に生まれる者﹂︵同一三・一二︶等と訳されています︒なお︑女性形の﹁ピトラ

●聖書語句の学びシリーズ第二六回

子

そして﹁長子﹂は︑ダビデ系の王︑メシアの称号でもあります︵詩篇八九・二七︶︒

立場と︑特権と責任を持っていました︒
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動詞形の﹁ ヘ バーカル﹂は︑強意能動態で﹁新しい実
をつける﹂︵エゼキエル四七・一二︶︑﹁長子として扱う
﹂︵申命記二一・一六︶︑強意受動態で﹁初子として生ま
れる﹂︵レビ二七・二六︶︑使役能動態で﹁初子を生む﹂
︵エレミヤ四・三一︶と訳されています︒
同語源の名詞には︑﹁長女︵ ヘ ベキーラー︶﹂︵創世
記二九・二六等︶︑﹁ ヘ ベコーラー︵長子の権利︶﹂︵
創世記二五・三二等︶︑﹁ ヘ ビックーリーム︵初穂︑初
なり︶﹂︵出エジプト二三・一六︑民数記一八・一三等︶︑
﹁ ヘ ビックーラー︵初なりのいちじく︶﹂︵イザヤ二八
・四等︶等があります︒
２．﹁初子︵ ヘ ペテル︶﹂
動詞﹁ ヘ パータル︵分ける︑取り除く︑
自由にする︶﹂の名詞形で︑﹁分けるもの︑最初に開くも
の﹂を表し︑﹁母の胎を最初に開くもの︑最初に生れた子︑
初子﹂を意味します︒
新改訳では︑単独で﹁初子﹂︵出エジプト三四・二〇等
︶と訳されます︒また﹁胎︵ ヘ レヘム︶﹂と一緒に﹁ ヘ
ペテル・レヘム︵胎を最初に開くもの︶﹂という形でも用

6６

長

Ⅱ ．新 約 聖 書にお け る﹁ 長 子 ﹂
Ａ ．﹁ 長 子 ﹂の 語 意
﹁長子︵ ヘ ベコール︶﹂の七〇人訳︵旧約ギリ
シャ語訳︶の訳語が︑﹁ ギ プロートトコス﹂です︒﹁長
子︵ ギ プロートトコス︶﹂は︑﹁ ギ プロートス︵第一

１．降誕における長子

処女マリヤは︑﹁初子︵ ギ プロートトコス︶﹂イエスを産みました︵ルカ二・

七︶︒これは︑文字通りのヨセフとマリヤの長子であるとともに︑イエスは神に聖別された長子

︵同二・二二︑二三︑出エジプト一三・二︑一二︶︑ダビデの家系のメシア︵キリスト︶として

の長子︵ルカ一・三二︑三三︑二・四︑詩篇八九・二七︶であることをも示しています︒

約に八回出てきますが︑一箇所︵ルカ二・七︶を除き︑名

由来する﹁最初に生まれた﹂という意味の形容詞です︒新

に︑御子は︑万物より先に存在する創造の仲介者であり︑万物の相続者︑支配者であることを表

れており︵本シリーズ第二五回﹁神のかたち﹂参照︶︑次の一六︑一七節で説明されているよう

あることを示しているのではありません︒同節で御子は﹁見えない神のかたち﹂と神性が明言さ

サイ一・一五︶です︒これは︑紀元四世紀のアリウス派の主張のように︑御子が最高の被造物で

御子キリストは︑被造物より﹁先に生まれた方︵ ギ プロートトコス︶﹂︵コロ

２．創造における長子

詞として用いられています︒新改訳では︑﹁長子﹂︑﹁初

の︶﹂と﹁ ギ ティクトー︵産む︑産する︑生ずる︶﹂に

子﹂等に訳されています︒その派生語が﹁長子の権利 ︵ ギ

現しているのです︒

・一八︶︑﹁最初によみがえられた方︵ ギ プロートトコス︶﹂︵黙示録一・五︶です︒キリス

御子は︑死者の中から﹁最初に生れた方︵ ギ プロートトコス︶﹂︵コロサイ一
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プロートトキア︶﹂︵ヘブル一二・一六︶です︒

ギ プロートス﹂は︑﹁ ギ プロ︵前に︶﹂の最上級の﹁

３．復活における長子

ギ プロアトス﹂の約音形です︒時間︵ルカ一四・一八等

トが復活されたということは︑信じる者も必ず復活するということの根拠であり︑保証なのです

単独でも﹁長男﹂︵マタイ二二・二五等︶を意味する﹁

︶︑地位︵マタイ二〇・二七等︶︑重要性︵同二二・三八

︵Ⅰコリント一五・二〇︑二三︶︒ここに私達の確かな希望があります︒

信者は﹁長子たち︵プロートトコイ︶﹂と複数形で呼ばれています︵ヘブル一二・二三︶︒信者

特別な意味で﹁長子︵ ギ プロートトコス︶﹂と呼ばれる主イエスとの一体化によって︑

Ｄ ．﹁ 長 子 ﹂と 信 者

位︑卓越性が表現されています

ス︶﹂が用いられています︒神の御使いが礼拝すべき︑神の長子キリストとしての優先性︑最高

ヘブル人への手紙一章六節では︑修飾語もなく単独で﹁長子︵ ギ プロートトコ

５．本質における長子

八・二九︶なのです︒主は私達を兄弟と呼ぶことを恥とされません︵ヘブル二・一一︶︒

と同じ姿に変えられます︒御子は多くの兄弟達の中で﹁長子︵ ギ プロートトコス︶﹂︵ローマ

再臨の時に︑信者は受肉され栄化されている永遠のひとり子である御子のかたち

４．兄弟達の中の長子

等︶等において﹁第一の︑最初の︑最高の︑主要な﹂とい
う意味です︒

Ｂ ．﹁ 長 子 ﹂の 用 法
１．字義的な用法
字義通りに﹁初子︑初めの子︑長子﹂の意味

２．適用的な用法

に用いられています︵ルカ二・七︑ヘブル一一・二八︶︒

キリスト︵ローマ八・二九︑コロサイ一・一
五︑一八︑ヘブル一・六︑黙示録一・五︶と信者︵ヘブル
一二・二三︶に関して︑用いられています︒

Ｃ ．﹁ 長 子 ﹂と 御 子

7

すべて長子の身分が与えられ︑天に登録
されており︵黙示録二一・二三︶︑万物
の相続者︵ヘブル一二・二︶である長子
キリストとの共同相続人︵ローマ八・一
七︶です︵本シリーズ第一四回﹁相続﹂
参照︶︒この﹁長子の権利︵ ギ プロー
トトキア︶﹂がどれほどの富であるかを
もう一度確認致しましょう︵ルカ一〇・

2016 春号
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８

二〇︶︒そして︑エサウのように︑この

元プロボクサーの情熱溢れる宣教師
只今神学校宣教師館で日本語習得中

神の前に
錬達せる者とならんことを勵め

世の一時的なものに心が奪われ霊的価値

Josh & Amy Durden

卒業式

に無感覚になり︑自分のものになるはず
の神の大きな祝福を失ってしまうことが
ないようにしようではありませんか︒

﹁また︑不品行な者や︑一杯の食物と引
き替えに自分のものであった長子の権利
を売ったエサウのような俗悪な者がない
ようにしなさい︒あなたがたが知ってい
るとおり︑彼は後になって祝福を相続し
たいと思ったが︑退けられました︒涙を
流して求めても︑彼には心を変えてもら
う余地がありませんでした︒﹂

面接試験日3月14日

2016年度生 後期日程願書受付中

来日新宣教師紹介
Kansai Independent Baptist Bible School
3.18

︵ヘブル人への手紙一二章一六︑一七節︶

●聖書語句の学びシリーズ第二六回﹁長子﹂

そのとき、弟子たちに言われた「収穫は多いが、働き手が少ない」

資料請求等 所属教会を通して お気軽にお問い合わせ下さい

