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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

Homepage:  http://www.jcfn.org 経済的支援の詳細 ： https://jcfn.org/howtodonateJP

先の事に心を留めるな。先の事に心を留めるな。
昔の事に目を留めるな。昔の事に目を留めるな。

見よ、わたしは新しい事を行う。見よ、わたしは新しい事を行う。
今、それが芽生えている。今、それが芽生えている。

あなたがたは、それを知らないのか。あなたがたは、それを知らないのか。
必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に川を設ける。必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に川を設ける。

イザヤ43:18-19イザヤ43:18-19
30周年を迎えるまでこのJCFNの働きを始め、導いてくだ

さる主に感謝をささげます！

世間同様、ECやGRC、他のミニストリーもオンライン開
催でしたが、オンラインだからこそ受けることのできる、
数々の恵みが与えられました。今、将来の対面開催を視野
に入れつつEC会場を探しています。今までの会場がコロナ
の影響で売却されたためです。過去のECを基準に場所を探
していますが、同じような場所はありません。また今後、
そもそも同じような形でECが開催できるのかもわかりませ

ん。ECだけでなく、教会生活、はたまた一般生活そのもの
がどのような形になるのか、未知数だらけです。 

昨今では、ミヤンマーやギニアのクーデター、アフガニ
スタン政権崩壊、山火事、台風、地震による災害やパンデ
ミックと今までになく厳しい状況が世界中で起こっている
ことに心を痛め、祈りに導かれていますが、上記の御言葉
は、このような中にいる私たちへの主からの約束であり、
宣言です。この約束は、あなたに、またJCFNミニストリー
に与えられているものです。「今まで」を主に感謝し、新
しい事をすると宣言されている主に、荒野に道を、荒れ地
に川を設けていただきたいと心から願います。「今」主が
なされることを期待し、祈り求めるということが、31年目
を歩み始めているJCFNへのチャレンジです。 

JCFNでは新主事が与えられていることを心から主に感謝
し、期待しています！JCFNミニストリーが更に主の栄光の
ために、日本と世界宣教のために用いられますように、ぜ
ひ今後ともお祈り、ご協力をよろしくお願いいたします。

清水摂・北米代表主事

Calling, Character, Commission, Community周年記念号：2021 年秋

年報年報
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清水摂
北米代表主事北米代表主事

　オンラインだか
らこそ出来るこ
と、出会える人が
いるのは喜びです
が、対面で出来る
のを楽しみにして
います！

祈祷課題：祈祷課題：主の親しい臨在の中で静まり、主の声を聞いて
従うことが出来るように。

尾関祐子
北米主事北米主事

　コロナ禍でのミ
ニストリーと家庭
のバランスを見つ
けることに苦労し
続けていますがそ
れなりに楽しんで
います。

祈祷課題：祈祷課題：主に留まり続け、実を結ぶことができるよ
うに。

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/fffyuko2

岡田千尋
日本代表主事日本代表主事

　主事5期目に入
り、思い巡らしの1
年目を送っていま
す。家族（娘達は
年中と2歳に！）も
元 気 に し て い ま
す。

祈祷課題：祈祷課題：御言葉に近くあり、家族共々、霊肉ともに
健康が支えられ、奉仕できるように。

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

後藤満喜
日本主事日本主事

　コロナ禍でも守
られ、家族共々元
気にしています。
このような状況下
で、できることを
精一杯させていた
だいています。　

祈祷課題：祈祷課題：家族も働きもコロナ禍にあって守られ、支
えられるように。

古屋詩織
日本主事日本主事

　主事となり、一
人暮らしを始め、
新しい生活が守ら
れてエンジョイし
ています。

祈祷課題：祈祷課題：心も体も霊も守られ、日々主に聞き従い奉仕
を全うすることができるように。

土田大介
主事候補主事候補

（12月就任予定）（12月就任予定）
　コロナ禍でも訪
問教会が与えられ
感謝です。仕事を
しながら、今後の
具体的なことを準
備しています。ビ
ザ発給待ちです。

祈祷課題：祈祷課題：就任に向けてビザが発給されるように。

佐伯良樹
北米協力主事北米協力主事

（OR）（OR）
　 こ の 9 月 か ら
Multi Language
の教会でJapanese 
Ministry Pastor
として奉仕を始め
ます。

祈祷課題：祈祷課題：トランジッションと今後の働きのためにお
祈り下さい。

倉田めぐみ
北米協力主事北米協力主事

（MI）（MI）
　家族全員が守ら
れ、コロナ禍の中
でもオンラインで
出会いや繋がりが
与えられている事
に感謝です。

祈祷課題：祈祷課題：家族の
それぞれが主にあ
るコミュニティ繋
がって成長出来る
ように。

レディントン香
北米協力主事北米協力主事

（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）
　WIT22の準備を始め
るところで、ワクワク
しています。今年から
留学生ミニストリーに
も関わります。

祈祷課題：祈祷課題：ミニストリーの中で、勇気を出して新しい事
にチャレンジが出来るように。

中尾真紀子
北米協力主事北米協力主事

（C-WIT）（C-WIT）
　娘二人が巣立
ち寂しさはあり
ますが、神さま
が備えてくださ
るこれからの毎
日が楽しみです。

祈祷課題：祈祷課題：どんな時も、主の導きに開かれた心でいれ
ますように。

梯弘実
日本協力主事日本協力主事

（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）
　GRC21で沢山の祝
福を受け、新たなミ
ニストリーR35+も始
まり楽しみにしてい
ます。

祈祷課題：祈祷課題：健康が守
られ活動できるよう
に。

ピーバディ
ロベルタ
日本協力主事日本協力主事

（関東）（関東）
　オンラインで、特
にECやCC、GRC、そ
してオリンピックで
人と会うことができ
ています。

祈祷課題：祈祷課題：新しい教
会の人たちと良いコ
ミュニケーションや
繋がりを持つことが
できるように。

大西邦嗣
日本協力主事日本協力主事

（関西）（関西）
　40歳になりまし
た。主から与えら
れた召しに謙遜で
かつ、いい意味で
自信をもって歩み
たいと頑張ってま
す。

祈祷課題：祈祷課題：霊肉と
もに、また心も、
健康が守られます
ように！

石橋憲
日本協力主事日本協力主事

（東海）（東海）
　大きな試練の時
を通され心身の疲
れと弱さを覚え、
一方で多くの人の
祈りと助けに感謝
をしています。

祈祷課題：祈祷課題：家族一人一人の心身の体調と歩みが守られる
ように。

立山千里
英国協力主事英国協力主事
（ロンドン）（ロンドン）

　英国はロックダ
ウン解除され、対
面に戻る教会、大
学も増えました。
留学生＆ワーホリ
の方達も戻ってき
ています。感謝！

祈祷課題：祈祷課題：今まで以上に神様を愛し、喜びを持って人と
コミュニティーに仕えていくことができますように。

日本円でのオンライン献金（クレジッ
トカード決済）が可能です！
https://jcfn.org/donationJP
クレジットカード決済には手数料が発生
します。決済手数料のご負担にご協力い
ただける方は、手数料が加算された金額
をお選びください。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。
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しゃしんでつづる３０周年Urbana 90（1990年）Urbana 90（1990年）

2006年４つのC４つのC誕生▶
CCalling

CCharacter
CCommision
CCommunity

2005年スモールグループ
ミニストリー開始▶

Urbana 90（1990年）

ここから始まりました

1991年アーバナ会から

JCFNJCFNへへ

1994年コロラド州リト
ルトンに本部事務所設立
◀︎ディック・ダーストン先生
（元総主事）

サマコンサマコン
▲1992〜2002年サマーコンファレンス

Equipper Conference 97
Equipper Conference 97第一回目EC。シアトル近郊にて。

第一回目EC。シアトル近郊にて。

▲2007年WITリーダーシップ
キャンプ開始

▲2015年Global Returnees 
Conference開始

▼2017年BBWITリーダーシップ
キャンプ本格始動

◀︎2005年北米本部カリフォルニア移転

2001年東京御茶ノ水に日本事務所設立▶
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　しかし、自分自身の本当の姿と正
直に向き合い、もう一度神様に与え
られたコーリングを見つめ直す機会
としても、この働きに呼ばれている
気がしました。実行委員長としての2

年間は、まさにECの働きにどっぷり
と浸からせて頂きました。JCFN主事
の方々を始め、主は最高の実行委員
会メンバーを集めて下さいました。
　与えられたテーマを分かち合い、
祈り、考え、計画し、時には方向転
換し、決断し、プログラムを紡ぎあ
げていくプロセスを通して、神様は
いつも私たちの計画と期待を超える
祝福を見せて下さいました。そして
このシーズンを通して、主は倒れか
けていた私に静かに力強く触れて下
さり、今委ねられている働きへと繋
がっています。

　振り返ってみて確かに言えること
は、JCFNの働き、出会いや交わり
を通して、いつも自分と神様との関
係を見つめ直す機会を頂き、与えら
れた召しに忠実に歩めるように、常
に励まされてきたということです。
　JCFNというこの地に撒かれた小
さなからし種のような働きが、各地
に散らされた私たち1人1人を通し
て、さらに豊かな実を結んでいくこ
とを願わずにはいられません。イエ
ス様がおっしゃられたように、神の
国は私たちのただ中にあるからで
す。

　JCFN創立30周年おめでとうござ
います。
　私は現在、会社勤めをしながら、
ポートランドの多言語・文化の働き
を行っている教会で日本語ミニス
トリーの牧師として奉仕していま
す。JCFNの働きにどのように巻き
込まれ、、ではなく、関わるように
なったか振り返ってみたいと思いま
す。
　始まりは2001年のEC　Forest 
Homeのあの寒い寒い雪山でのカン
ファレンスでした。引きこもり状態
からイエス様に出会い、海外産でま
だまだ生まれたてホヤホヤのクリス
チャンだった私にとって、初参加の

ECはまさに衝撃の一言でした。こ
んなにもたくさんの海外でキリスト
に出会った兄弟姉妹がいることに、
しかもその個性豊かでユニークな賜
物や働き人達に大きな励ましと刺激
を受けました。
　翌年のEC02はユースプログラム
の立ち上げでした。　“プログラム”
と言っても、　1年目は皆でワイワ
イと雪合戦したり、夜通しでおしゃ
べりしたり、ただただ遊んでいただ
けの記憶があります。その後も夫婦
で数年間ユースの働きに専心しまし
たが、約20年経った今もECユース
の働きが祝福されている様子を耳に
するたびに、私たちの小さな奉仕を
豊かに用いて下さる主のご計画に圧

倒 さ れ る
ば か り で
す。
　 そ ん
な 自 分
に と っ
て、JCFN
を通じて与えられた繋がりと働きの
中で最大の転機（事件？）はEC 10 
での実行委員長への就任依頼でし
た。当時私はスタッフとして奉仕し
ていた教会での働きに行き詰まり、
バーンアウトからの回復途上の状態
でした。人間的な目から見ればとて
もベストなタイミングとは言えませ
んでした。

JCFN30周年に寄せて　佐伯良樹・北米協力主事

　日本事務主事として仕えた4年間
は神様を知る恵みの時でした。ちょ
うど日本事務所立ち上げの時期と重

なり、日本でのJCFNミニストリーの
展開を間近に見た恵み。事務主事と
して、事務全般、会計、集会やコン
ファレンスなどに関わりながら、自
分の未熟さとそこに注がれる神の愛
を知った恵み。仕事面でも、信仰面
でも、自分の枠組みのようなものを
何度も崩され、キリストの似姿に変
えられることを教えられた恵み。神
様は、罪深く不完全な私たちを通し
てみこころを成し遂げる。それは、
恐れ多いことでありながら、主はな
んと優しく、なんとあわれみ深いお
方なのかを体験する日々でした。

　 退 職 後
も 、 神 学
生 、 伝 道
師 、 副 牧
師 、 牧 師
夫 人 と 、
立場は変わりながら教会に仕えてい
ますが、JCFN時代に育まれた信仰
は、大きな財産として私のうちに留
まっています。これからも主が海外
経験クリスチャンを豊かに用いてく
ださいますように。30周年を主に
感謝します！

「恵みの時」　芳田佳奈（旧姓：長谷川）

　JCFN30周年おめでとうございま
す！神様が始められたJCFNのお働
きにどれほど多くの帰国者の方々が
励ましをいただいたでしょうか。家
族にも職場にも友人にもクリスチャ
ンがいない環境に一人で帰国するこ
とほど不安なことはありません。し
かし、主は帰国することに躊躇して
いたこの者に御言葉を与え励まして
下さいました。主は私たちが帰国す

る前から御言葉通り信仰の仲間を用
意して下さっていたのです。2005
年、名古屋で帰国者の集まりが始ま
りました。その後JCFNの皆様の祈
りとサポートにより定期集会が持た
れました。私たちは互いに集まるこ
とで信仰を励まされ、日本のそれぞ
れの地域に遣わされている者だと自
覚させられていきました。JCFNを
通して、かけがえのない信仰の友が

与えられ、今でもそのつながりの中
にあることを感謝しています。

「恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。
（イザヤ書43:5-6）」　東 浩子＆賢作

JCFNに関わった方の証
主事会報告  清水摂・北米代表主事

JCFNの働きは、様々な形で関わ
ってくださっている皆さんによっ
て進められています。関わりは、
帰国者を個人的にフォローしてく
ださったり、集会やスモールグル
ープで準備や奉仕をしてくださっ
たり、祈りや献金で支えてくださ
ったり、とさまざまです。

また、「収穫のための働き人を
送ってくださるように」という祈
りに主が応えてくださり、二人の
新主事を迎えることになりまし

た。感謝します！古屋詩織さん
は、4月1日付で日本主事として就
任し、すでに関東地域を中心に働
きを進めています。土田大介さん
は、12月1日付で北米主事として就
任する予定ですが、ビザが降りる
まで（おそらく春頃まで）は、日
本で働きを始める予定です。

以下のためにお祈りください。

● 新主事たちの神様との関係が日
々深められ、ミニストリーに喜

びと平安をもって仕えることが
できますように。

● 土田主事の就任準備のために。
また、ビザが速やかに与えられ
ますように。

● 帰国者ミニストリーのために様
々な形で関わり、仕え、ささげ
くださっている人々の上に主の
豊かな恵みと祝福が与えられま
すように。

JCFN 30周年〜FLOW〜
1990年の年末、アーバナ宣教大会でJCFNの前進、

「アーバナ会」が発足してから30年が経ちました。

今までの歩みを神様に感謝して、今年一年、様々
な形で主に感謝を捧げ、これからのJCFNの歩みを主
に期待したいと思っています。

ぜひ、JCFN30周年、特別ページを訪問ください！

https://jcfn.org/30thanniversary

YOUTUBE チャンネル：
http://bit.ly/30playlist

また、30周年を記念して、300人の維
持会員募集キャンペーンを行っていま
す！ぜひ、ご参加ください！申込手続
きはこちらから！

https://membership.jcfn.org/

キャンペーンコマーシャル：
http://bit.ly/300for30

JCFN30周年記念 
「帰国者クリスチャンを理解するために」 

贈呈プロジェクトのご案内
日本にある教会・神学校・宣教団体に贈らせていた
だきます。 https://bit.ly/GiveURC ぜひ、お申し込
みください。
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AmazonSmileでお買い物をすると、 Am-
azonSmileでの対象商品の購入金額の0.5%
が日本クリスチャン・フェローシップ・ネッ

トワークに寄付されます。

LINEでの祈りの勇
士レター配信もし
ています。受け取
りを希望される方
は、QRコードから
ご登録ください。

日本語のみの配信とさせていただいています。

　JCFNがスタートして30周年と
いうことですが、私自身が理
事としてご奉仕をさせていただ
いている9年間の中にも、一つ
のとても大切な出来事がありま
した。それは、日本での帰国者
のための集まりであるGRCをス
タートしたことです。それまで
他団体と協力してもってきた帰
国者のための集まりが、その対
象を「帰国者」ということを超
えて大きく広げていこうとする

中で、JCFNはもっと「帰国者のために」ということを大
切にしていくべきではないか、と独自の働きとしてGRCを
スタートすることになったのです。理事会がそのような
決断をするにあたっては今まで協力してきた他団体との
信頼関係や、経済的な必要など懸念する問題はありまし
た。しかし、JCFNがその使命に堅く立って行くときに、
大切にすべきことを大切にしていくときに、神様はすべ
てを導いてくださる、と信仰をもって決断をしました。
神様は私たちの決断を祝福してくださり、今日に至るま
で、その働きは守られ、更に拡大されています。30周年
を迎えたJCFNがその使命に堅くたって、歩んでいくこと
ができるように、これからもお祈りと支援をよろしくお
願いします。

JCFNに
与えられた使命

錦織学・JCFN理事長


