
1

Equipper年報

Calling, Character, Commission, Community2018 年秋

お問い合わせ
北米本部：P.O. Box 17982, Irvine, CA 92623-7982 USA Tel: 949-424-7535 E-mail: ushq@jcfn.org

日本本部：〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1OCC ビル内　Tel/Fax:03-5217-2505 E-mail: nihon@jcfn.org

郵便振替 : 『JCFN』 00100-8-565348 Homepage:  http://www.jcfn.org 

『するとシモンが答えて言っ
た。「先生。私たちは、夜通
し働きましたが、何一つとれ
ませんでした。でもおことば
どおり、網をおろしてみまし
ょう。」 そして、そのとお
りにすると、たくさんの魚が
はいり、網は破れそうになっ

た。』（ルカ5:5-6）

 

「でもおことばどおり」
 

よく聞かれる質問の一つに、　
「何がどうなれば、帰国後もその
人の信仰が成長し続けるのか？」
というものがあります。そのこと
を考える中で一つの状況が浮かび
ます。

海外に出てきてクリスチャンにな
る人たちは、人生の中で最大の決断
である「イエス様を信じる」ことを
します。しかし、帰国後様々な壁に
ぶつかるとき、その決断は揺らぎ、
時には信仰から離れてしまいます。

そのような状況を観察していて思う
ことは、彼らが帰国する前、つまり
海外にいる間に何らかの形で信仰の
試練に遭い、しかしその中で自分
の思いではなく神の御心を選ぶとい
う決断をするという体験があれば、
その人の帰国後の歩みに良い影響を
与える、ということです。帰国前に
試練に遭う場合、その人を信仰に導
き、育ててくれている神の家族が支
え、祈ってくれます。しかし、帰国
後は神の家族が海の向こうという状
況の中、たった一人で試練を乗り越
えなければならないのです。

このような試練は帰国前に人工
的に起こせるものではありませ
ん。しかし日々の歩みの中で、冒
頭のみ言葉にあるように、「でも
おことばどおり」を合言葉にしな
がら、帰国準備、また帰国後のフ
ォローアップをすることができる
ようにミニストリーを進めたいと
願っています。

日本ではGRC18（グローバル・
リターニーズ・コンファレンス）
を経て世界中から帰国する人たち

とのつながりが拡がりつつありま
す。GRCで行われた、C-linkと本
大会を通し、帰国者がそれぞれに
与えられている賜物を用いて教会
を建て上げ、福音を伝えるために
どのように仕えているかという証
が分かち合われ、その賜物を共に
用いあうことを通して何ができる
かを考える、ネットワーキングタ
イムが設けられました。GRCのフ
ォーカスが帰国者のケアはもちろ
んのこと、帰国者のミッションへ
と前進したように思えます。「お
ことばどおり」に生きる帰国者た
ちの歩みの証だと思います。

北米では、EC（イクイッパー・
コンファレンス）やWITを通して
のリーダー育成が続けられ、「お
ことばどおり」に生きる信仰者の
成長に携わっています。また、交
換留学生の伝道とフォローアップ
を更に戦略的に考え、留学生伝道
団体や日本の学内宣教団体とのネ
ットワークを効果的に用いたいと
願っています。更に、駐在員伝道
としてESLを提供している現地教
会と彼らが帰国していく先の教会

Global Returnees Conference 2018（山梨：5/2-5/2018）
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をつなげ、海を超えての伝道とフ
ォローアップに力を入れたいと願
っています。

最後に嬉しいご報告と心からの
お願いで終わりたいと思います。い
つも新しい主事が与えられるように
と祈っていただいていましたが、証
にある通り、土田大介さんが主事に
なるように導かれ、今、祈りと献金
で支えてくださる方々を募っていま
す。彼らは「でもおことばどおり」
と主に従った一歩を歩みだしたばか
りです。ぜひ、彼らの歩みに加わっ
てください。そして、祈り、お支え
いただけますよう、心からお願いい
たします。

ビジョンミーティング（東京：3/10/2018）

2018年理事会年次報告	 JCFN理事長　米内宏明
JCFNを支援くださっているみなさまへ 

西日本豪雨、台風21号及び北海
道胆振東部地震により被害を受け
られた方々にお悔やみとお見舞い
を申しあげます。一日も早い日常
の回復をお祈り致します。 

皆さまのお祈りとご支援に支えら
れ、年次報告をお送り致します。

今年はGRC18（グローバル・リ
ターニーズ・コンファレンス2018
）が日本で開催されましたので、
年次理事会も東京で行いました。

１）GRC18
２）これからの展望
３）主事のためにご支援を
４）理事会の構成

１）GRC18

参加くださった皆さまに、そし
て企画とご奉仕に当たられた皆さ
まに感謝を申し上げます。新しい
試みとして、これまでの「教職者
ネットワーク」から「C-link」と
いう地域や世界での活動を繋げ、
拡げるプラットフォームのような

場を提供しました。特色ある4つ
の事例紹介が行われ、これからの
地域伝道は地域を越えた多様なつ
ながりの中で進んで行く可能性を
見ることができました。

また、「アート」分野のワーク
ショップを設けました。各集会の
舞台でも新しい試みがあり、大変
祝されました。

参加者の世代にも拡がりがあり
ました。ミドルエイジの経験をい
かして若い世代の役に立つような
工夫も検討したいと願っていま
す。

２）これからの展望

2021年にはJCFNは30周年を迎え
ます。時代と共に留学生、帰国者
にも変化があります。成長もあり
ます。もはや帰国者はフォローさ
れるだけの対象ではありません。
共に成長していく仲間です。日本
へ帰国された帰国者の中から献身
者も生まれ育っています。そのよ
うなみなさんとの連携、また地域
教会との連携がますます期待され
ています。

北米でのEC、日
本でのGRCを大きな
両輪としています
が、ECではユース
トラックの工夫が
必要となってきま
した。JCFN全体と
しても、ポスト学
生世代をセカンド
ステージと位置づ
け、リーダーシッ
プの育成をはかり
ます。

３）主事のためにご支援を　

現在、新主事候補がたてられて
います。今後サポートレイズが必
要です。引き続き、主事への支援
をよろしくお願い申し上げます。
維持会員を継続して募集しており
ます。ウエブ等でご覧ください。
地域集会ごとでの主事支援もご検
討いただければ幸いです。

４）理事の構成

理事長
米内宏明

（国分寺バプテスト教会牧師、日本在住）

理事
ウィテット・ダグラス

（OMF International 宣教師、北米在住）

柴崎芳生
（プラントモラン税務シニアマネージャー

兼営業本部長、北米在住）

高橋秀典
（立川福音自由教会牧師、日本在住）

中村佐知
（心理学博士、翻訳家、北米在住）

錦織　学
（ニュージャージー日本語キリスト教会牧

師、北米在住）

山崎龍一
（お茶の水クリスチャンセンター理事・総主事、日

本在住）

中馬リック
（JEMSディレクター、北米在住）

監事
尾上選哉

（大原大学院大学教授、日本在住）

主幹（財務関連）　
三上洋輔

（元ヤマハ・カナダ・ミュージック取締役社

長、北米在住）
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2017年度JCFN日本のハイライト
は、2018年5月に開催したGRC18（グ
ローバル・リターニーズ・コンフ
ァレンス）でした。2016年5月に実
行委員長が立てられ、それ以来2年
を費やして準備が進められてきま
した。「DWELL〜主は私達と共に住
む〜」をテーマに、私たちのただ中
に住んでくださる神様と共に、神の
国の大使としてそれぞれが遣わされ
ているところで、神様の心を実現し
ていくことが語られました。期間中
に築かれたネットワークが今後とも
引き続き用いられていくことを期待
しています。GRC18実行委員会の顔
ぶれを見ると、その多くが以前に北
米でのイクイッパー・コンファレン
ス（EC）の実行委員を務めたことの
ある方々でした。リーダーシップ訓
練の一環でもあるEC実行委員会の実
りを日本で見ることができたGRC18
となりました。

また、GRC18を経て、実際のミニ
ストリーでもいくつかの実りを見て

日本活動報告	 岡田千尋
います。地域の働き
においては、ミニス
トリーの地域間の訪
問がおこりました。
また関東において
は、丸の内、船橋、
宇都宮、横浜で新し
いスモールグループ
が起こされました。新しいグループ
を加え、この秋の時点で関東で12グ
ループが活動しています。

遡ること2017年、12月のECでは、
日本からECに参加された方々の、帰
国者を受入れることへの意識はとて
も高かったように思います。カンフ
ァレンス期間中にはできるだけ日本
帰国予定の方々と繋がり、そして、
帰国予定時期に連絡を取る担当者を
立てるようにするという形が整えら
れました。　

また、日本で初めて、3月から6月
にかけて、神学校からインターン生
を迎えることができました。今後、

北米活動報告	 清水摂
　今年度も、北米ではWITリーダー
シップキャンプや、セントラル・カ
ンファレンス、イクイッパー・カ
ンファレンスなどの行事がありまし
た。これらの働きを通して、神様が
働き、語りかけ、参加者一人一人を
帰国に対しても整えてくださってい
ます。また、準備委員やリーダーな
どの奉仕者が、仕えることを通し
て、多くの恵みと祝福を受け、成長
し、日本に帰った後の歩みのために
備えられていきます。彼らが帰国後
帰国者ミニストリーの「受け皿」と
して仕える姿を見ることは私たちに
とって何ものにも代えがたい喜びで
す。と同時に、帰国者ミニストリー

以外の場所、例えば、教会、職場や
家庭、学校や友人関係の中で、彼ら
がイエス様のことを伝える者として
日々歩むことこそが私たちの働きの
存在する意味であり、目的です。

　また、今年は、日本でグローバ
ル・リターニーズ・カンファレンス
（GRC）という大きなカンファレン
スがあり、海外と日本がさらに繋が
っていく様子を見ることができまし
た。海外と日本のネットワークの
拡大の具体的な働きの一つとして
JCFNが関わっているミシガンネット
ワークもさらに発展しています。
ミシガンにおける現地教会の駐在員
家族への伝道と、帰国先の豊田市の

教会とのつながりが
2011年から始ったの
ですが、2015年には
豊田市から牧師が訪
問し、なんと今年は
ミシガンから豊田市
に短期宣教チームが
訪問することができ
ました。宣教チーム
が訪問してくれた際
は、ミシガンからの
帰国者たちの同窓会
が行われ、また豊田
市で子ども達への英
会話キャンプを行う

ことができました。このような具体
的な繋がりが出来たことに感謝しま
す。

　さらに、「ローザンヌ運動留学生
伝道フォーラム」においては、JCFN
の帰国者フォローアップのあり方、
ミニストリーの展開の仕方などを発
表する機会が与えられ、この小さな
働きを主が世界各地の留学生伝道の
共通の課題であるフォローアップの
ために用いてくださいました。

　今後取り組んで行きたいこと
は、①豊田市とミシガン以外の駐在
先と帰国していく地域のつながりを
調べ、教会をつなげていくこと、②
クリスチャン交換留学生と留学生伝
道団体をつなげ交換留学生がケアさ
れ、主の働きのために用いられるこ
と、③北米で次世代を担うユースミ
ニストリーをJCFNとしてどう捉える
かの見極めなどです。

祈祷課題：

（１）帰国する前に帰国者が整えら
れるための働きを更に進めて行くこ
とができるように。

（２）駐在員や留学生など、与えら
れている情報を用い、伝道、フォロ
ーアップが行えるように。

（３）新しく与えられている課題、
取り組みに誠実に応答して行くこと
が出来、必要な働き人がこれからも
起こされるように。

この制度から新しい主事が起こされ
ていくことができるようにと期待し
ます。昨年度中に1名、新年度にな
って1名の協力主事が加わり、2名の
主事、6名の協力主事、1名の事務員
となりました。この体制で今年度も
JCFN日本の働きを進めていきます。

祈祷課題：

（１）スモールグループや地域の帰
国者受入れの働きが励まされ用いら
れるように。
（２）GRC18参加者の歩みが引き続
き整えられていくように。
（３）主事、地域協力主事が加えら
れるように。そのために良い体制を
整えることができるように。

日本地域別リーダーズミーティング＠GRC18 
（山梨：5/4/2018）

WIT18（カリフォルニア：6/21-23/2018)
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JCFNスタッフアップデート
アップデートの構成は以下の通りです。　名前．担当分野．報告．祈祷課題

清水摂
北米代表主事

私の喜びは、神様の語りかけに応答
し、信仰を持って一歩進む人の姿を
見ることです。それだから、JCFNの
働きは非常にやりがいがあるので
す。特に北米におけるミニストリー
は、帰国と同時にリーダー交代は避
けられなく、これが上手くできない
と働きの存続に関わるほど大切なも
のです。WITや各地域集会の働きで
リーダーと接し、彼らの成長に関わ
ることが出来るのは本当に感謝なこ
とです。主の召しに応答する人が与
えられるように日々祈っています。
そのような中、主事候補としてプロ
セスを始められた土田さんの存在は
大きな励ましです！神様の導きを期
待して、これからもキリストの弟子
が育てられるように仕えていきたい

と願っています。

①日々、自分の知恵や経験に頼ら
ず、主の御声を聞き、信仰をもって
従う者となれますように。

②2020年年末でJCFNの働きは30年目
を迎えます！私と中村理事でその計
画を始めていますが、知恵が与えら
れるようにお祈りください。

③夫マオと始めている教会開拓が主
の御心のままに進められるように。

尾関祐子　
北米主事

前半は落ち着いていたものの、年明
けからは、事務所の引っ越しや、我
が家で起こった火事、また、教会で
の体制の変化など、いろいろな所を
通らされ、チャレンジを受けた年と
なりました。そのような中でも3月
にカリフォルニアで初めてのCWIT　

（静まりのリトリート）を開催する
ことができ、また6月のWIT（リーダ
ーシップキャンプ）の後の恵まれ様
会を、引越しが終わったばかりの新
しいオフィスで行うことができたこ
とは感謝なことでした。主は良いお
方であることを学ばされ、周りで支
えてくださる兄弟姉妹たちの愛に励
まされた1年になりました。個人的
には引き続き、霊性に関する学びを
続け、JCFNミニストリーに生かして
いきたいと考えています。

①家庭とミニストリーの両立とバラ
ンスのために。 

②日々、みことばに養われ、祈り、
御霊に導かれて歩むことがで きる
ように。 

③JCFNの次世代を担う主事・協力主
事のリクルートのために。 

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/
fffyuko2

2015年夏にサウスカロライナ州
のCIU(コロンビアインターナショ
ナル大学)で聖書を学ぶため家族
で渡米し、英語の勉強から始めま
した。学びが始まってしばらくし
た頃、留学生向けバイブルスタデ
ィやイベントに参加し、日本人ノ
ンクリスチャン数人と出会いまし
た。語学学校や仕事で一時滞在の
彼らと、時に食事を交えて関わり
ました。そこで、予想に反して彼
らの口から質問がたくさん出てき
ました！「質問ある人」と呼びか
ければ、手を挙げない国民性をよ
く知っているだけに驚きました。
関係を続ける中で、クリスチャン
や福音についてなど、彼らから「
ここに来ていなかったらこういう
ことを聞こうとすらしなかった」
と言われました。

「しかし、信じたことのない方
を、どうして呼び求めることがで

新主事候補紹介・証「架け橋として」
土田大介

きるでしょう。聞いたことのない
方を、どうして信じることができ
るでしょう。宣べ伝える人がなく
て、どうして聞くことができるで
しょう。」

 ローマ人への手紙10:14

多くの人は今までの環境を離れ
た時に開放的になることは確か
で、新しい何かにオープンになり
ます。初めて人生の意味を考える
機会にもなり得ます。彼らにとっ
て、我が家との時間は人生のほん
の一瞬です。しかし、その時は人
生を変えるきっかけになるのかも
しれません。

長い間「架け橋としての働き」
を祈り求めて来た中で、JCFNと出
会いました。海外でクリスチャン
の交わりに加わえられるようにな
ったとしても、日本に戻ると離れ
てしまうことも聞きます。海外と

日本両方に注目し、帰国後もキリ
ストの香りを放ち、地の塩、世の
光として活かされる存在育成を目
指すJCFNの働きはまさに架け橋そ
のもので、他に類を見ない特異な
ものでした。現在は主事候補です
が、諸準備が整い、後に神様が出
会わせてくださる方々に仕えてい
くことを楽しみにしつつ、備えの
時を誠実に歩んでいきたいと思い
ます。ぜひこの小さな家族のこと
を祈りに覚えてください。

blog.jcfn.org
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岡田千尋
日本代表主事

JCFNでの働きが11年目、日本主事と
しての働きは5年目、子育てをしな
がらのミニストリーも2年目に入り
ました。この働き方を通し、日本で
ミニストリーをしている女性が子育
てをしながらも働きを続けていくこ
とへの励まし、また、帰国者子育て
世代の方が子連れで帰国者関連イベ
ントに参加することへの励ましにな
れたらと願っています。実は娘が流
行り目にかかっていたというのは後
日 談 で す が 、 家 族 に 支 え ら れ
て、GRC18にもフルに関わることが
でき、事務局として奉仕させていた
だくことができました。娘は8月で1
歳半になり、自分でなんでもやりた
いという意欲を見せてくれていま
す。いよいよ、信仰を持つ親とし
て、何を子どもに伝え、どのような
生活を見せていくのかが大切になっ
てきます。神様に聞きながら、夫婦
で関わっていくことができるように
と祈っています。

①子育てにおいて神様からの知恵を
いただき、夫婦で一致して関わって
いけるように。

②御言葉と祈りに専念し、ミニスト
リーに関わっていけるように。

③新しい働き人を迎え入れやすい体制
づくりをしていくことができるように。

ブログ：http://chofu.ch/cbc/
blog/missionary_chihiro/

後藤満喜
日本主事

この働きに携わり20年目に突入し
ました。日本での帰国者認知がと
ても低かった20年前を思い出し、

確実に主が働かれたことを知り、
感謝の心でいっぱいです。それで
も、この働きがさらに拡がるよう
にと、心を新たにし努めさせてい
ただいています。子どもたちは、
ここまで成長が守られ、主にある
とても祝された歩みが許されてい
ます。昨年9月に父が召されたこ
とにより、改めて「父」という存
在の大きさを実感しました。そし
て、3人の子どもの父親として、父
が歩んできたように、主にあって
成長していかなければならないこ
とを日々教えられています。

①子どもたちの成長が引き続き主にあ
る祝福に満ちたものとなるように。

②後藤家が主の祝福を分かち合うこと
のできる器として用いられるように。

③家族とこの者の健康が守られるよ
うに。

佐伯良樹
北米協力主事（OR）

この1年も皆さんのお祈りに支えら 
れ過ごすことが出来ました。相変わ
らず良樹も真理子も二児の父とし
て、母として、子育て、仕事、ミニ
ストリーとフル回転の毎日ですが、
様々な変化の中にも神様の変わらな
いご計画と導きを知ることが出来た
感謝な1年でした。地域の働きの中
では、RJC（Reaching Japanese for 
Christ）のつながりの中で特に私た
ちの住むオレゴン州の日本人へ重荷
を持つ同労者のネットワークが生ま
れ始めており、その中で自分たちが
出来ることを祈らされています。地
域教会の働きですが、早いもので5
年目に入ろうとしています。時が良
くても悪くても主に信頼しつつ働き
を持続していくことを学ばされる日
々です。

①職場においてキリストの香りを放
ちつつ、サーバントリーダーとして
仕えていけるように。 

②夫婦で一致をもって子どもたちを
育て訓練していけるように。

③関わっている地域教会を通して、
知恵をもってより一層キリストの弟
子を育てていけるように。

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

引き続き3人の子育てをしながらで
きる時にできる事を、のスタンスで
ミニストリーに関わらせていただい
ています。今年長男は2年生、次男
はキンダー、長女はプリスクールに
なりました。ここ一年で様々な働き
にこのライフステージでどのように
関わっていくべきか、主人Jそんと
祈りつつ模索してきました。結果、
徐々にステップバックした働きもあ
り、また新しく開かれつつある扉も
あります。イベント系では主にCen-
tral Conference、またローカルの
インターナショナルミニストリーの
サポートを継続しています。

①家族と自分の体調が守られるよう
に。

②新しく開かれつつあるミニストリ
ーの機会の中でどのような形で関わ
っていくのか、御心を求め続けられ
るように。

③常に主の臨在に満ちた生活を求め
ていけるように。

栗栖信之
北米協力主事（Youth）

昨年末は初参加のECでハワイや西海
岸のユースたちに出会いました。ま
た6月は東海岸日本語ユースキャン
プ(ひがきゃん)、9月は東海岸ファ
ミリーキャンプで東海岸のユースた
ちと過ごしました。全米のジャパニ
ーズ・アメリカン・ユース(JAY)が
イエス・キリストに出会うように祈
らされます。昨年9月から教会の礼
拝が土曜日になったため、日曜日に
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自由に動けるようになり、月に2回
は東海岸の教会を回りながら、ユー
スたちと時間を過ごしたり、ユース
の大切さを伝えたりしています。ユ
ースたちが神様の愛を体験するため
に、周りの大人たちや教会も変えら
れていくことを祈ります。

①ユース一人ひとりがイエス・キリ
ストに出会い、神様の愛を知ること
ができるように。

②ユースを愛し、仕える人々が各地
域・教会に起こされるように。

③家族のニーズが満たされるように。

レディントン香
北米協力主事（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）

JCFNは私にとってとても大切な団体
で、この度協力主事としてJCFNに関
われる事、本当に感謝です♡去年一
年は引っ越し、新しいミニストリー
の始まり、JCFNのミニストリー等で
忙しい一年でした。新しいミニスト
リーを始めるにあたって自分の無力
さと葛藤したり上手くいかない事も
ありましたが、それを通してもたく
さんの事を学ばされました。6月に
行われたWITでは立山牧師夫妻がイ
ギリスから参加するなど、とても豪
華で恵みの詰まったWITでした。21
人の参加者の中でもうすでに日本に
帰国した人達もいるので、帰国者の
ためにお祈りください♫今年はなぜ
か分からないのですが神様に「楽し
め」と言われているような気がする
ので、ミニストリーそして日々の生
活の中で神様と共に「楽しむ」事が
出来たらいいなと思います。

①来年のWITの準備のために。

②日々神様と「楽しむ」事が出来る
ように。

③小さな事の中でも神様の働きに気
付く事が出来るように。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

今年はGRC18があったので、帰国者
クリスチャンを誘うために色々と声
をかけました。誰に声をかけるか思
いめぐらしていたら本当に大勢の帰
国者クリスチャンが教会から離れて
いること、そしていつの間にか連絡
を取らなくなった人が大勢いること
に気が付きました。改めてこのミニ
ストリーの重要性を認識しました。
週末は相変わらずほとんどミニスト
リーでカレンダーが埋まり大忙しの
まま過ぎています。昨年から勉強し
ているビブリカルカウンセリングも
現在課題に取組中であと1回の受講
で修了証をもらえるところまできま
した。今後帰国者のケアに用いられ
るように経験を積んでいきたいと思
っています。

①忙しい中でも毎朝デボーションを
しっかりとって成長していけるよう
に。

②必要な体力が与えられ健康が守ら
れるように。

③神様からの知恵と愛で帰国者を励
ましていける力が常に与えらえるよ
うに。

ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

今年はいろいろな変化を経験し、試
練を体験する年となりました。EC17
ではすばらしいRJCプログラムのコ
ミッティメンバーと共に、英語スモ
ールグループのスモールグループコ
ーディネーターとしての奉仕を楽し
みました。RJCプログラムはとても

一体となっていて、特に、RJCプロ
グラム参加者たちが帰国者たちへの
情熱をもっていたことに大きな祝福
を受けました。個人的には、5年間
続けてきた英語クラスが終わったこ
とや、アメリカでの親友のドリーン
の死など、今年はいくつかの大きな
喪失体験を通りました。そのような
試練の中にも、神様が周りにいる帰
国者に対して敏感になって関わるこ
とへの思いをくださいました。簡単
な会話の中でもコーチングやメンタ
リングに関わる機会が増えてきまし
た。

①難しい状況に対しての心の状態に引
き続き対処していく中で、霊的成長、
そして深い礼拝の機会を得ることがで
きるように。

②アメリカにいる93歳の母（日本と宣
教を愛しています！）の健康が引き続
き守られるように。

③忙しい生活を送っている帰国者への
フォローアップにおいて知恵が与えら
れるように。

大西邦嗣
日本協力主事（関西）

去年一年間の歩みを振り返って感謝な
ことは、ANRK（All Nation Returnees 
in Kansai） がこの一年間、ほぼ毎月
守られたということ、その結果、毎月
見られる顔が増えて来ていることだと
思います。忙しい日常の中で、帰国者
が励ましを受けられる気のいい仲間
たちの場所が定期的に設けられている
ことは感謝なことです。それと同時に
帰国者という希少なグループが日本の
キリスト教界において、どのような召
しと働きがあるのかを模索するように
促されているような気がします。今後
は、現在大阪に集中してしまっている
活動を他の地域へ分散させることを願
いながら、帰国者クリスチャンの召し
や役割などについて話し合いながら関
西の帰国者ミニストリーを盛り上げに
協力して生きたいです。

①関西に帰国しているクリスチャンた
ちが健康的な教会に繋がれますように

②他の府県での働き手が与えられ、
帰国者の集まりが興されますよう
に。

③帰国者クリスチャンへ神様が期待
しているの召しや働きに具体的な知
恵が与えられるように。
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西潟証
日本協力主事（東京）

今まではアメリカで学生生活をして
いる中でJCFNの働きに携わらせてい
ただいていましたが、この一年は初
めて日本でJCFNのイベントの奉仕を
させていただきました。規模は小さ
いながらも男性のスモールグループ
を始めさせていただき、日本からの
参加は難しいと思われていたECにも
参加させていただき、チャイルドケ
アの奉仕をさせていただきました。
また、一日参加ではありましたが、
この5月に行われたGRCにも参加を
し、日本地域別集会のコーディネー
トをさせていただきました。帰国を
してからのこの一年、確かな導きを
与えてくださった主に感謝をすると
ともに、この小さな器を日々祈りに
覚えてくださっているみなさまに感
謝をしています。

①いまの学びのため。

②これからの進路のため。

③教会での奉仕のため。

峯恵梨香
日本協力主事（GRC）

JCFNはカリフォルニアで留学中に知
り、そこからミニストリーをどう運
営するか、リーダーシップの事など
奉仕を通して沢山学ばせてもらいま
した。日本に帰って来て3年が経ち
ますが、今年は2年前から計画して
いたGlobal Returnees Conference 
2018が行われました。私はそのコン
ファレンスで実行委員長として奉仕
させていただきました。本当に神様
の恵みが溢れ流れるコンファレンス
となり、ただただ主がしてくださっ
たんだとしか思えません。沢山の参
加者がいて、既にグリコを通して新

しいスモールグループなどが始まっ
ていることが一番嬉しいことです。
今年は東京で行われているミニスト
リーGiFTリーダー、バイブルスタデ
ィー、その他個人的にやっているミ
ニストリーがあり、神様が全てを与
えてくださった事に感謝していま
す。日本に帰って来る帰国者クリス
チャンとドンドン会って、日本でも
沢山繋がりが持てるようにと祈って
います!

①帰って来たばかりの帰国者クリスチ
ャンともっと繋がって行けるように。

②神様の御言葉に触れる時がもっと増
えるように。

③2年前から礼拝の事をもっと学ぶ為 
に大学院に行っています。学びが祝 
福されて、神様が喜ばれる真の礼拝 
者として成長出来るように。

石橋憲
日本協力主事（東海）

2011年に東海地域のインスパに一参
加者として参加してから、いつの間
にかJCFNの働きに加わるようにな
り、昨年2017年から東海地域の協力
主事に就任しました。まだ1年も経
っておらず、お世辞にも協力主事の
働きを十分に出来たとは思えません
が、私は名古屋、家族は東京にいる
関係で、家族や仕事の関係で東京に
行く機会が多く、JCFN主事たちと頻
繁に情報共有や相談をすることが出
来て感謝しています。東海地域帰国
者ミニストリー・インスパのリーダ
ーを5年務めていたので、これまで
のネットワークを活かしつつ、ミニ
ストリーの事をより多くの教会、ク
リスチャンに知っていただく機会を
作るように努めています。2019年は
「リトリート愛知」という帰国者キ
ャンプが開催されます。また少し先
ですが2023年には日本伝道会議が名
古屋で開催されます。東海地域で一
層このミニストリーの大切さを知っ
ていただく機会になればと願ってい
ます。

①家族が名古屋と東京で離れて暮らす
中でも、キリストを中心として家庭生
活が送れるように。

②家庭、ミニストリー、ミッションビジ
ネスの経済の必要が満たされるように。

③ミッションもビジネスも優先順位を

間違えずに管理が出来るように。

竹沢めぐみ
日本協力主事（PR）

今年から協力主事としてご奉仕させ
ていただいています。教会でミニス
トリー・コーディネーターをする傍
ら、スモールグループへの参加や
EC、GRCでご奉仕させていただく中
で、自然と協力主事に導かれたこと
のように思いますが、15年前にコロ
ラドでJCFNと出会った時には想像も
していなかったことです。私は日本
で帰国する皆さんをお迎えする側で
すが、帰国者との出会いはいつも刺
激的でわくわくします。神さまが世
界に送り、多くのことを肌で感じ、
経験して日本に帰って来る皆さん
は、日本の祝福であり、希望だから
です。そんな神さまの夢とビジョン
が詰まったJCFNの働きを、JCFNブロ
グを通して皆さんにお伝えします！

①私が発する言葉、態度がキリストを
証するものでありますように。

②神さまに誠実に、丁寧にミニストリ
ーをコーディネートしていけるよう
に。

③これから出会うひとりひとりと、共
に神さまを見上げることができるよう
に。

LINEで祈り
の勇士レター
配信受け取り
を 希 望 さ れ
る方は、次の

QRコードからご登録くだ
さい。日本語のみ。
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私は大学の頃
に英語を専攻し
ていました。留
学は断念したも
のの、海外に住

みたい気持ちは強かったため、海外
へ行くなら自分のお金で行こうと決
めていました。

24歳の時にマレーシアでの仕事が
決まり、海外に住むという夢が叶い
ました。クアラルンプールで、ハウ
スメイトであり職場の同期の日本人
クリスチャンと仲良くなり、私は教
会へと導かれました。クアラルンプ
ールの日本人教会に誘われ、約1年
半後に信仰告白、受洗へと導かれ、
クリスチャンになりました。

マレーシアで2年ほど生活をした
後、ドバイで働くことになりまし

「海外での教会生活の葛藤と、
スモールグループへの導き、恵みについて」　井上翔太

た。ドバイには日本人教会がなく、
フィリピン人教会へ行くことになり
ました。その教会は熱心なバプティ
スト教会でして、約3年間お世話に
なりました。この3年間は私にとっ
て、とても辛い3年間でした。海外
へ出る前は日本や日本人の良さが分
かりませんでしたが、ドバイへ行っ
て、考え方や日本に対する気持ちが
180度変わりました。フィリピン人
教会ではタガログ語と英語のミック
スでしたので、メッセージがわから
ず、交わりやバイブルスタディーも
全く理解できず、悲しくもどかしい
気持ちでした。

日々、日本へ帰りたい気持ちが募
っていきました。日本人や日本が恋
しくなったのです。日本へ帰国する
ことを決意し、インターネットで地
元の周辺の教会を調べ、千葉のおゆ

AmazonSmileでCharity
グループをJCFNに設定
すると、自動的にお買
い物の0.5％がJCFNに
献金されます！ぜひこ
の機会にAmazonSmile
にご登録ください！！

維持会員加入のお願い

維持会員の会員任期はお申し込みの時期にかかわらず、7月〜6月になり
ます。「年間維持会員」とは、維持献金（年間3,000円／30ドル）をもっ
て、JCFNの働きをご支援いただく会員になります。よろしくお願いします。 
【維持会員登録手順】
●すでにJCFN一般会員の方へ：

こちらのリンク（https://www.jcfn.org/db/profpmap.php）よ
り、アカウントにログイン、登録内容の確認、約束献金の送金へとお進
みください。
●新規JCFN会員登録をされる方へ：

こちらのリンク（https://www.jcfn.org/db/signup.php）より、一
般会員への登録をお済ませください。その後、上記の一般会員の方への
手順にお進みください。 

み野教会へと導かれていきました。

日曜日の礼拝や愛餐時の交わり
だけでなく、平日でも聖書の勉強や
クリスチャンの兄弟姉妹との交わり
を保ち、成長していきたいと願って
いました。2018年のゴールデンウィ
ークにJCFNのリトリートに参加し、
同室だった兄弟と仲良くなり、丸の
内のスモールグループ（SG）に誘わ
れました。水曜日の夜にSGの交わり
があります。地元の教会のSGもあり
ますが、兄弟姉妹と分かち合い、皆
で聖書を読み、お祈りし合うことは
恵みです。心身ともに落ちてしまっ
ている時も、励まされ支えられてい
ることに気付かされます。SGを与え
てくださった神様には感謝していま
す。また、多くの方々にSGの恵みを
経験していただきたいと願い、お祈
りしています。


