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神様の川の流れとして
「偉大なる主が、私たちに対して驚
くべき御業を行われました。あのUrbanaの地に日本人を50人以上も送って
くださり、そして、アーバナ会を発足
されたのです。…似たような経験や苦
しみを背負ってきた者同士が、主があ
らかじめ決められた計画によって会う
ことが許されたのです。…主によって
集められ、始められたこのアーバナ会
は、主が望まれるまでずっと存続して
いくことと私は確信しています。」
これは、JCFNの第一号の会報（1991
年1月16日発行）、「アーバナ」の巻
頭分からの抜粋です。そしてこれを書
いたのはJCFN創立者の一人、津倉茂さ
ん。当時、救われて間もない大学生。
彼が主の語りかけに応答し、JCFNの物
語は始まったのです。
あれから30年。JCFNの軌跡は主の働
きです。
11人の主事、21人の理事、2000年
から立てられはじめた協力主事は27
人。今年はオンラインになりました
が、WITリーダーシップキャンプは、
これまでに15回開催され、のべ373名
のリーダーが参加しました。また、97

年に始まったイクイッパー・
コンファレンスは、今年で
17回目になります。日本で
は、フォローアップのため
に地域集会やスモールグルー
プ、また帰国者リーダー訓
練のためのBBWIT、そして、
リターニー・コンファレン
ス、ANRC、GRCなどの修養会が
展開しています。
30周年のテーマは、
「FLOW」です。テーマ聖句は
エ
ゼキエル47:9「この川が流れて行く所
はどこででも、そこに群がるあらゆる
生物は生き、非常に多くの魚がいるよ
うになる。この水がはいると、そこの
水が良くなるからである。この川がは
いる所では、すべてのものが生きる。
」です。
JCFNの働きは神様の壮大な宣教の
働きの一部であり、主ご自身が始め
られたものです。この「川の流れ」
を主の働きと想定するならば、神様
の御心のままに、流れが源流から支
流になり、それぞれ流れ出ていると
ころで働きが発展する様を表してい
ます。「そこの水が良くなり」、「
すべてのものが生きる」ごとく、帰
国者が、また海外邦人が、送り出さ

れて
いるその場所で、主の働きに招き入
れられ用いられてきています。
30年に渡るJCFNの歩みを通して、神
様ご自身にのみご栄光が返されること
に感謝します。また、帰国者が海外で
救われ、日本に帰国、または他国に派
遣された後も、それぞれの送り出され
た場所でキリストの使節として仕え、
愛を流す者として福音を宣べ伝え続け
ることを祈ります。そして帰国者が、
与えられた賜物を主とのパートナーシ
ップ（御霊の内で働く）の中で主に託
された善き働きのために用い、自分が
置かれているそのコミュニティーを祝
福することができるように願い、祈り
ます。帰国者の働きは、海外の教会、
クリスチャン、ミニストリー団体、ま
た、日本にある教会や諸団体、兄弟姉
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妹が、共に仕えるときに前進します。
これからも、JCFNという一つの川の流
れとして、神様の働き全体における支
流の一つとして、神様の導きと許しの
中、流れ続けたいと祈ります。
今、あなたがすでに送り出されてい
るその場所は、主の流れの中にありま
す。私たちを愛してくださるイエス様
のその愛にとどまり、与えられている
賜物を用いて、周りの人々を愛し、仕
えていきましょう。その流れが入ると
ころでは、全てが生かされます！
清水摂・北米代表主事

ロゴについて
「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫
の主に、収穫のために働き手を送って下さるよう
に祈りなさい。」
マタイ9:37b-38
「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それ
は一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。」
ヨハネ12:24b
1993年からのロゴをリニューアルしました。しかし、そのJCFNに与えら
れている召しは変わることなく、これからも日本の収穫の日を主に祈り
つつ、主に仕えます。

帰国者インタビュー
コロナ禍で
予定を早め
帰国するこ
とになった
帰国者の江
戸さつきさ
んにインタ
ビューしま
した。さつ
きさんのよ
うに帰国された方も多くいらっしゃ
います。ぜひ、帰国者の歩みのため
にお祈りください。
（Q）海外経験とその目的を教えて
ください。
2018年から2020年、コミュニティカ
レッジで学ぶためにアメリカ、カリ
フォルニア州に滞在していました。
幼いときから英語が好きだったの
で、好きな英語で学んでみたいと思
い、アメリカに留学しました。
（Q）アメリカ滞在中に、クリスチ
ャンになったそうですが、日本を出
る前はクリスチャンになると思って
いましたか？また、留学前のクリス
チャンに対するイメージはなにかあ
りましたか？
自分がクリスチャンになるとは思っ
ていませんでした。実家は日本の新
興宗教を信じ、幼いころから新興宗
教に育っていたのですが、家族の宗
教を含め、キリスト教や他の宗教に
対して、不信感を持っていました。
しかし、アメリカに行く前に、母を
通してクリスチャンの方に知り合う
機会があり、その方が家族に対して
無償の愛をくださったという経験が
ありました。それで、不信感が安心
に変わっていました。
（Q）イエス・キリストを信じる決
心に至った経緯はどのようなもので
すか？
初めて礼拝に参加したときに、ヨハ
ネの福音書にあるイエス様が羊飼
いであるという話を聞きました。
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江戸さつき

羊は、「真の牧者」が呼べば返事を
するが、そうでない場合は反応しな
いことを聞きました。家族の宗教と
されていたものは、私の宗教ではな
いということに気がつきました。「
真の神様」がイエス様なのかどうか
は、そのときはまだわかりませんで
したが、私も「真の神様」を知りた
いと思いました。
教会に続けて通い、聖書を読む中
で、神様の大きな愛と、こんな私で
も愛されているということに気がつ
きました。私が罪人であるのに、神
様は私を赦し、受け入れてくださる
ことを知りました。そして、私は多
くの人を憎んで、多くの人を恨んで
生きてきたが、こんな私が赦されて
いるのであれば、私も人を赦せるよ
うになりたいと思いました。それが
私が信仰をもつ決心をする最後のひ
と押しとなりました。2019年12月に
洗礼を受けました。
（Q）あとセメスターをひとつ残し
たところで、新型コロナウイルス感
染拡大となり、急遽帰国したそうで
すが、帰国を決断したときに語られ
たことは何かありますか？
ヘブル人への手紙12:11に出会いま
した。自分が思ってもみなかった帰
国をし、帰国後、違う宗教を持つ家
族の中でクリスチャンとして立って
いることは苦しいことです。今、チ
ャレンジを受けていると感じている
自分にとっても、帰国というチャレ
ンジはのちになって、これによって
鍛えられた人々に義という平安の実
を結ばせるということを知りまし
た。この主からの平安が与えられる
ということが確信となり、日本へ本
帰国をし、次の進路を歩む決意に至
りました。
（Q）帰国した今は何をしていますか？
アメリカで幼児教育を勉強していた
中、子どもを愛する賜物が与えられ
ていることに気づきました。日本で

も、神様の愛を伝えられる教育者に
なりたいと思い、教育の学びを続け
るため、編入試験に向けて勉強して
います。
（Q）帰国してから、どのように信
仰の励ましを受けていますか？
たくさんあります。まずは、アメリ
カに行く前に母を通して出会ったク
リスチャンの方と今も繋がり、同じ
教会に繋がっています。教会が家か
ら自転車で5分の距離にあります。
また、アメリカの母教会との繋がり
が続いていることも励ましです。オ
ンラインのバイブルスタディに参加
しています。日本での教会とアメリ
カの母教会が繋がっていることも心
強いです。他にも、平日にアメリカ
で出会った兄弟姉妹と連絡を取り合
っています。
（Q）家族からの理解はどうですか？
去年の夏に信仰告白の後に家族に会
った時は、違う宗教を持ったという
ことでお互いに構え過ぎで、家族の
宗教を必要以上に誘ってきたり、要
求が多かったりと難しさを感じてい
ました。帰国してからの今は、家族
が体調が悪いときや悩んでいるとき
に、祈っていると伝えることがで
きたり、一緒に祈ったりできていま
す。神様の恵みや愛を伝えることも
受け入れてくれているという感じが
しています。
ありがとうございました。
これからもJCFNが帰国者のフォロ
ーアップのため用いられるように祈
り、支えてくだされば幸いです。
JCFNでは、『祈りの勇士（週に一
度LINEやメールで送られる祈りの
課題を祈る人々）、『年間維持会
員』（年間一口30ドル（3,000円）
の経済的支援をする人々）をいつも
募集しています。
祈りの勇士登録：
http://bit.ly/JCFNPW
維持会員登録：
http://bit.ly/JCFNMember

日本活動報告
本当に大切なもの
2020年3月、日本での開催を予
定されていた合同主事会は、新型
コロナウイルス感染拡大の影響を
受けて、オンラインで行われるこ
とになりました。振り返ると、
その合同主事会から始まって、そ
の後の多くの働きはオンラインへ
の移行を迫られることになりまし
た。
コロナ禍で多くの留学生や駐在
ファミリーが予定を繰り上げて帰
国しました。怒涛の身の回りの変
化を通って帰国した先で待ってい
たのは、礼拝のために集まること
を自粛する教会、という環境でし
た。教会の中での感染対策に大変
な中にも、「コロナ禍での帰国」
を経験した方々へのフォローアッ
プのお願いに心を寄せてくださっ
た教会や個人の方があったことに
は励ましを受けました。今もこの
変動の中を、帰国者も、また教会
も通っていることを思い、祈らさ
れます。
毎週カフェなどで行われていた
スモールグループも、3月から対
面で会うことを止め、多くのグル
ープがオンラインで集まるように

なりました。今もその状況は続い
ています。地域集会も、実際に集
まるのが難しい中で、集まりを自
粛したり、オンラインでの集まり
に移行しています。ある地域集会
は、オンライン集会が続く中で、
「オンラインでも集会を続けてい
くことに、地域集会としての意味
があるのか？目的を遂行できてい
るのだろうか？」ということを中
心メンバーで話し合う機会を設け
ました。その上で、このような事
態だからこそ、帰国者にとって必
要な繋がりの機会を、オンライン
であったとしても提供していくこ
との大切さを確認し、働きを続け
てくださっています。
この状況はGRC21（Global Returnees Conference）の準備にお
いても同様のことが言えます。5
月の連休に予定され、準備を進
めています が 、
コロナ禍で の 開
催形態につ い て
話し合いを 重 ね
ているとこ ろ で
す。GRC21の価値
として神様 に 与
えられてい る も
のをどのよ う に
形にしてい く こ

北米活動報告
初心を思い起こしつつ
〜結果は御手の中〜
コロナ禍でのミニストリーの形
は、世界の変化に伴い大きく変わ
ってきています。ある大学では毎
年約1,000人の新留学生が入学し
てましたがこの秋は50名のみ。そ
の中に日本人留学生はいませんで
した。殆どの大学では授業がオン
ラインになると分かった途端、在
校留学生の６〜８割が帰国し、休
学をするか、あるいは母国から授
業を受けています。
30周年を迎える助走に当たる今
年の予測もしていない変化は、主
によって用いられ、私たちをひざ
まづかせ、祈りに導いています。
そのような中で、私は「初心」を
思いおこさせられています。それ
は、「信じなさい」の一言です。
神様の導きを求め、その御手に
引かれて進む時、主が見せてくだ
さるのは次に必要な一步です。つ
まり、「信じる」というのは、主

岡田千尋・日本代表主事

清水摂・北米代表主事

を信頼して一步進み出ることであ
り、進んだがゆえの結果は私たち
の管轄ではなく、主のものだとい
うことです。
イエス様の「行ってシロアムの
池で洗いなさい」という言葉を信
じて、盲目の男は行って目を洗い
ました。しかし見えるようにして
くださったのはイエス様です。５
つのパンと二匹の魚をイエス様に
渡したのは少年ですが、群衆の腹
を満たすほどに増やしてくださっ
たのは主です。嵐の中「来なさ
い」という声に従って舟から出た
のはペテロですが、水の上を（少
しですが）歩かせてくださったの
は主です。
私たちが主に従うのは、一步の
み。その結果は、主の御手の中に
あります。
日本人留学生が激減している中、
そこにも救われるべき魂があると示
された学生リーダーたちによって新
しい伝道ミニストリーがはじまり、

とができるのか、本当に大切なも
のに目を留めるときが与えられて
います。
帰国者の通る変化の歩みの中で
「本当に大切なもの」に心を向け
ていくことがとても重要になりま
す。このとき、私たちも「本当に
大切なもの」を見つめ、帰国者と
共に、神の国での歩みをさせてい
ただきたいと思います。
祈祷課題：
（１）コロナ禍でオンラインで対
応している地域の帰国者受け入れ
の働きやスモールグループのため
に。特に働きに関わる方々が励ま
されて、奉仕できるように。
（２）古屋詩織主事候補のサポー
トレイズが支えられ、神様の導か
れる時に就任できるように。
（３）GRC21の準備のため、開催
形態の決定のために知恵と一致と
があるように。

また今まで行ってきた集会をオンラ
インに移行し始めています。結果は
主にお任せしての一步です。しかし
この一步がなければ、主の働きは進
まないのです。
EC20のオンラインも、また二人
の主事候補の歩みも、信仰の一步
です。結果は主のもの。それを委
ね、楽しみにつつ、今与えられて
いる一步を主と共に前進したいと
心から願っています。
祈祷課題：
（１）コロナ禍の変化の中にある
各地域の伝道ミニストリーのため
にお祈り下さい。救われる魂の必
要は変わっていません。福音を届
けることができるように。
（２）土田主事候補のサポートレ
イズのために、また、ビザの申請
が始まっています。速やかに与え
られるようにお祈り下さい。
（３）EC20 Beyond（オンライン
EC20）の準備と祝福のためにお祈
り下さい。
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JCFNスタッフアップデート

岡田千尋
日本代表主事

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

尾関祐子
北米代表主事

JCFN30周年がこの年末のEC20から
始まるという大切な時期、まさかの
コロナ禍による生活、ミニストリー
の変化。随分と『ニューノーマル』
に生活は慣れてきたものの、留学生
激減の状況への対応など、まだまだ
ミニストリーは手探り状態です。
どんな変化が起こっても、時は進み
続けます。この30年を振り返ると、様
々な壁や課題がありましたが、どのよ
うな状況にあったとしても時が止まる
ことはなく、進み続けました。私にと
って、「時の流れ」は、神様の誠実さ
を思い起こさせます。待ったせずに、
容赦なく進んでいくように厳しく感じ
ることもありますが、主の愛といつく
しみが変わらないというリマインダー
でもあります。
私自身も、JCFN主事になって26年
（人生半分以上がJCFN！）。変わら
ぬ主の憐れみと皆さんの祈りとサポ
ートがあったからこそ、ここまでこ
れたことを心から感謝します。
①変化の中にあるミニストリーに変わ
らぬ主の愛を伝えるために、クリエイ
ティブになることができ、失われた魂
に対する主の思いが増し加えられるよ
うに。
②開拓2年目のアメージンググレー
ス・ジャパニーズチャーチの働きのた
めに。牧師として立てられている夫が
主のメッセージを力と思いを尽くして
語り続けることが出来るように。
③自分と神様の関係が日々、深められ
るように。

北米主事

コロナ禍の前、日々の忙しさの中
で、ゆっくり神様と時間を過ごすこ
とを求め続けていました。3月の合
同主事会の最中に発令したロックダ
ウンで、一旦全てのことがストップ
し、まったく想像しなかった形でそ
の祈りがきかれました。それ以来、
新しい生活のリズムと新しいミニス
トリーの形を模索し続けています。
今回のことで突然の帰国を余儀なく
された学生たちのための教会探し
や、帰国者たちとのバイブルスタデ
ィ、英会話アウトリーチ、オンライ
ンECのための取組みなど、オンライ
ンで行われる中、今までのやり方を
一旦神様にお返しし、何を神様が望
んでいらっしゃるかを模索し続けて
います。今思うと、コロナ前の静ま
ることへの渇望、そのためのC-WIT
や霊的形成の学びがコロナ後の変化
への良き備えになったと思います。
幸い家族も新しい状況に適応しなが
らそれぞれフレキシブルに学校の学
びや仕事を続けることができていま
す。感謝します。

次女の出産後の休暇明けから始まっ
た2019年度、ミニストリーにおいても
家庭においても新型コロナウイルス対
策に追われる日々で終わりました。働
きの多くはオンラインで対応されるよ
うになりました。新しい体制に徐々に
慣れていく中、様々な場面で「なぜこ
れを行っているのだろうか？」という
本質を問う機会を神様に与えられてい
るように思います。
教育現場に関わる夫、幼稚園に入園
した長女、新しい保育園に転園した次
女それぞれのいる「人が集まり交わる
環境」での取り組みと配慮に日々学ば
されています。そして、子どもたちの
成長の過程に、共に学び、成長させて
いただいている毎日です。
2020年度はEC20 BeyondにGRC21、ま
たその他のミニストリーにおいても、
本質を神様から改めて教えていただき
ながら、ひとつひとつの決断、コミュ
ニケーションが支えられて進んでいけ
るようにと祈っています。
①家族の健康が守られ、神様を愛す
るものとして成長していくことがで
きるように。
②日々のコミュニケーションや決断
において神様の御心を求めていくこ
とができるように。

①この上もなくチャレンジを受けて
いる、北米の留学生・駐在アウトリ
ーチミニストリーの上に、神様の守
りと導きがあり、私も含めたそれぞ
れが置かれた場で忠実に仕えていく
ことができるように。

③みことばと祈りを中心に生活する
ことができるように。

②ミニストリーと家庭のバランスの
ために。きっちり分けることが不可
能な今の状態の中で、クリエイティ
ブに、喜びをもって時間とエネルギ
ーの管理をしていくことができるよ
うに。

後藤満喜

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

日本主事

③日本の家族の救いのために。
日本円でのオンライン献金（クレジッ
トカード決済）が可能になりました！

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/
fffyuko2

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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2020年明けるまでは、全てが順調
かに思えるような世界だったのです
が、そこから予想もしなかった状況
に世界中の人が巻き込まれてきまし
た。新型コロナのニュースが日本に
届くようになったと思っていたら、

日本でも気づいたら感染拡大が始ま
っていました。JCFNの働きも、大き
く影響を受け、働きの修正を余儀な
くされてきました。しかし、関わっ
てくださっている帰国者の皆さん
が、とても柔軟に対応してくださ
り、とても大きな支え、そして、励
ましとなっています。来年のゴール
デンウィークにはGRC21が予定され
ています。主が帰国者を通してなさ
れる御業に期待していきたいと思い
ます。
就任してから21年目に突入しまし
た。コロナ禍にあっても家族が守ら
れつづけ、感謝です。子どもたちの
成長にも大きく影響を及ぼしかねな
いパンデミック下にありますが、さ
らに主にあって成長する家庭として
邁進してしていければと願っており
ます。

切にしつつ、日々主に応答しつつ歩
んでいます。
①私たちの住むポートランドで起き
ている政治的な衝突や混乱の中で主
が何を語られているか知恵をもっ
て、時を見極めて行動していけるよ
うに。

③地域教会の働きのために。変化の
激しい時代の中で改めて教会に託さ
れた働きを忠実に行っていけるよう
に。

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

②日本での働きが、コロナ禍にあっ
ても守られ、前進していくことがで
きるように。
③GRC21の準備のために、知恵が与
えられ続けるように。

佐伯良樹

この1年も主の守りと皆さんのお
祈りに支えられた歩むことが出来て
感謝でした。
良樹は仕事を通して主から様々な
チャレンジを受けつつ、地域教会の
働きでは御言葉の奉仕に専念してい
ます。特に2019年は出エジプト記を
終え、士師記、ルツ記の学びを通し
て神様の契約の確かさと、神の民に
歴史に流れる主のご計画の素晴らし
さに触れる機会でした。またビジネ
スのネットワークを通して、地域で
の奉仕活動や日本語を学ぶ現地の大
学生達と関わるチャンスが与えられ
続けていることも感謝です。
真理子は子どもたちの学校を取り
巻く環境が変化する中で、チャレン
ジを受けつつも彼らのニーズに寄り
添いながら、その成長を励みに歩ん
でいます。
生活や仕事も新しいシーズンに入
りつつありますが近隣のコミュニテ
ィーや職場で与えられた繋がりを大

北米協力主事（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）

②こどもたちが主なる神様に出会
い、キリストにあって豊かな道を歩
んでいけるように。

①子どもたちの成長が引き続き守ら
れ続けるように。

北米協力主事（OR）

レディントン香

多くの方々と同じようにパンデミ
ックにより直接人と会うミニストリ
ーは全て一時停止となっています。
そんな中ですが、オンラインで行わ
れたCentral Conferenceで若い奉仕
者達が知恵と情熱を持って最善を主
に捧げる姿をチームメンバーの一員
として見る恵みに預かり励まされま
した。ローカルでも少しずつオンラ
インでのミニストリーに関わる機会
が開かれています。8月には子ども
達の学校がオンラインで再開しまし
た。家族の健康が支えられている事
も感謝です。
①神様がこの状況を用いてくださっ
て私の心を新しくし、主への愛が深
められるように。
②子ども達の学びがオンライン、又
はインパーソンになっても守られる
ように。

EC19では実行委員長として奉仕を
させていただいたのですが、恵みの
中に終わる事が出来ました。その数
ヶ月後にコロナで全てが変わった事
を考えると、開催できたこと自体が
恵みなんだなあと思わされます。テ
ーマとして与えられた「Trust …〜
どんな時でも〜」も、今コロナの中
に生かされている私たちにとって必
要な言葉だったんだなと思います。
WIT20はコロナの事があり、オンラ
インで行われました。オンラインであ
った分心配していた事もあったので
すが、私たちの期待していた以上の
学び、そして交わりの時が与えられま
した。面白いことにテーマは「明け渡
し〜マジで諦めろ〜」。自分たちが思
い描いていたWITをコロナのために諦
めなければならなかった私たちにとっ
て、ぴったりのテーマでした。
EC20もオンラインで開催する事が
決定しています。初の試みで分から
ない事も沢山あるので、守られるよ
うお祈りください。
①神様の御前にありのままに出てい
く事が出来るように。
②与えられている仕事、奉仕を喜び
を持ってこなせるように。
③初のオンラインECのために。ネッ
ト環境、奉仕者のため等。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

③新しく始まるオンラインでのミニ
ストリーに関する知恵と祝福が与え
られるように。

昨年は自分の救われたニュージー
ランドの地へ教会のメンバーとミッ
ショントリップへ行きました。ミッ
ションという角度からニュージーラ
ンドを見ることができ、ここにも沢
山の帰国者クリスチャンが生まれて
いる現状を見たり、現地で留学生ミ
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ニストリーをしている方々と共に働
き、帰国者ミニストリーの大切さを
改めて実感しました。関東のGiFTは
今年リーダーとなり新しいコアメン
バーとともにコロナ禍の中、一度も
対面で会えないままにミニストリー
を続けています。来年開催のGRC実
行委員としてのミーティングも重ね
ています。コロナでどのような状況
での開催かわかりませんが、神様の
最善がなされるように期待して準備
しています。

大西邦嗣
日本協力主事（関西）

①健康が守られ活動できるように。
②神様の知恵によってミニストリー
を行えるように。
③必要な人のフォローアップができ
るよう用いられるように。

ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

2020年は、いろんな意味でチャレン
ジングな年でした。今までの日常が壊
れ、新しい日常に慣れていかなければ
ならない中で、自分の信仰や人生の
あり方を本当に考えた年となっていま
す。その中で、JCFNの活動に積極的に
かかわれなかったことは残念ですが、
教会開拓者としてどこにいっても、新
旧ともに帰国者との繋がりに励まされ
ているのも事実です。JCFNも今年は大
変な年であったと思いますが、改めて
貴重な団体であることも気づきまし
た。今年は、EC20の奉仕もあるので、
微力ながらできるだけ頑張りたいと思
っています。少しでも多くの帰国者に
励ましと、新しい世界へ勇気と信仰を
もって歩めるような指針をしめせるよ
うに準備したいです。
①家族の健康のために。
②関西の帰国者の働きのためにフルタ
イムが起こされますように。

昨年、タイで開催されたEquipping
Women Internationalの3つ目のクラ
スに参加することができました。
他のミニストリーの女性たちと一緒
にスキルアップしていくことができ
て、とても楽しかったです。
この一年のハイライトは、カリフォ
ルニアで開催されるECに参加し、RJC
のトラックを手伝ったことです。

③EC20の準備をするにあたり、しっか
り神様に聞くことができるように。

峯恵梨香

さっています。ここまで改善された
事、また、賛美をする事ができてい
ることを感謝しています。信仰によ
って、完全に癒やされる事を確信し
ています。
もう一つの大きな出来事は夏に大
学院を卒業した事です。礼拝学を3
年半勉強して、最後までしっかりと
課題をこなして卒業出来たことを感
謝します。神様は既に私を色々な人
に礼拝について講義する機会を与え
てくださっています。正直、もう少
し休みたかったですが、用いてくだ
さっている事は本当に感謝です。
最後に、今年の2月に兄弟(ルア・
ワーシップ)と1stアルバムを発売し
ました。それにならび、ルア・ワー
シップ、サードプレイスワーシッ
プ、そしてエイムそれぞれの私が入
っているクリスチャン賛美グループ
のYouTubeにも沢山の動画を配信し
ています。コロナ禍で私達は当たり
前のものが出来なくなり、想像力を
使いながら出来ることをやっている
と思います。新しいチャレンジとそ
れを通しての祝福を与えてくださっ
ている神様に感謝しています。
①神様から新しいミニストリーの領
域が与えられたので、主の助けと導
きが欲しい。
②結節の完全な癒しが与えられるよ
うに。
③もっと人生を主への礼拝として生きる
ことについて学び、実践できるように。

石橋憲
日本協力主事（東海）

日本協力主事（関東）

多くのミニストリーがオンライン
化し、それに応じて自分のライフ
スタイルを調整することを学びまし
た。
2月からは、東京の別の教会に通い
始めましたが、この教会の活動も3月
からはすべてオンラインになりまし
た。オンラインで教会の人たちと一緒
に参加できる日本語のスモールグルー
プには、とても励まされています。
アメリカの家族については、95歳
の母の体調不良に直面しました。10
月3日、兄弟たちのそばで安らかに息
を引き取りました。
①日本人クリスチャン、またノンク
リスチャンの方々との日本語でのコ
ミュニケーションのために。
②オンラインミニストリーの中でク
リエイティブに働きを進めていくこ
とができるように。
③アメリカの教会でのオンラインサ
ポートレイズのために。
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今年はみなさんにとって大変だっ
たと思います。確実に支障はありま
したが、沢山の祝福も数えることが
できました。
昨年の9月から私は声の使い過ぎ
で結節になってしまいした。結節が
治るのには喉を徹底的に休ませる
か、手術をすることのみです。長い
年月が経っていて、いまだ完全に癒
やされていませんがだいぶ改善さ
れました。コロナの影響で仕事に行
けなくなったため、プラス3ヶ月も
喉を休ませることができました。少
しずつ神様がまた私を遣わしてくだ

2017年に一度地域集会インスパの
リーダーを後任に託し、この2年間
は協力主事として側面的な働きをし
てきましたが、2019年末からもう一
度インスパのリーダーシップにカム
バックしました。新たな試みとし
て11月からスモールグループ（リカ
フェ）をスタートしました。2年に
及ぶ東海地域の帰国者情報整理を
終え、過去15年の400名の帰国者か
ら、現在もフォローが必要な対象者
をリストアップし、コアメンバーと
分担して連絡を取ったりフォローに
当たっています。コアスタッフも新
たなメンバーが加わり、今後は帰国
直後の帰国者や若年層へのフォロー
を見直していきたいと思います。

①帰国したての帰国者や若年層への
フォローアップのために。
②祈りと御言葉を中心とした毎日を
家族で送れるように。
③生活拠点が決まり、家族と一緒に
生活、成長出来るように。

浜村俊傑
日本協力主事（GRC）

初めて投稿ですがお祈りに覚えて
くださりありがとうございます。
私は海外でイエス様を信じたので
すが、帰国後にGlobal
Returnees
Conference 2021 (GRC21)の働きに
関われることは大きな恵みだと感じ
ています。今回のGRC21は「イエス
の御名によって...」をテーマに準
備を進めています。実行委員のメン
バーが集まり、現在は毎月オンライ
ンで打ち合わせています。また月に
一度、（私がサボらないように）後
藤主事とアカウンタビリティーの時
間を持っています。今年はいつもと
違う一年でしたが、このような状況
の中で神様がどのようにGRC21を用
いてくださるのか、委ねつつも、主
の特別な御業に期待しています！
①参加形態を遅くとも年明けには決
めるので知恵が与えられるように。
②GRC21の準備が主の御心のままに
進むように。

12周年でした、感謝！）
この2020年がこのようになると誰
が想像したでしょうか・・・。3月
以降、イギリスは依然厳しいロック
ダウン状態が続き、学生伝道や駐在
さんご家族へのアウトリーチに苦戦
する日々です。
このような礼拝のためにも私たち
教会が集りにくい状況にも関わら
ず、不思議と神様は教会としての皆
の心の絆を強めてくださいました。
また、遠く離れているはずの日本や
海外日本人ミニストリーの働きをこ
れまで以上に身近に体験できている
ことは、「New Normal」における、
神様の「New Blessings」だなとし
みじみ感じさせられています。オン
ラインECもその一つ。今からとても
楽しみです。
今年から新しくJCFNの協力主事と
しての働きを神様に与えてもらった
ことにも感謝しつつ、依然多くのこ
とが不確かなこの世だからこそ、神
様の用意して下さっている新しい祝
福に期待したいと願っています！

帰国後子どもたちも成長し大きく
なりました。日本語や日本の文化に
対する難しさとも向き合いました
が、新しい友達とも楽しく過ごして
いるようです。

①コロナ禍にあって帰国をした方
々の信仰が守られて、教会、仲間た
ちと繋がっていくことができるよう
に。
②主事就任に向けた経済面での必要
が満たされていきますように。
③家族一人ひとりの心と体が守られ
るように。

古屋詩織
主事候補

①今まで出来ていたことに目を向け
るのではなく、今あるもの、これか
ら神様がされようとしていることに
目を向け、忠実に仕えて続けていく
ことが出来るように。
②ロンドンやイギリス在住の日本人
留学生や駐在さんご家族へのアウト
リーチへの知恵と機会が与えられま
すように。
③神様の愛をもっと体験し、神様
をこれまで以上にもっと愛せるよう
に。

土田大介
主事候補

③信仰の励ましを必要としている方
々がGRC21に参加できるように。

立山千里
日本協力主事（ロンドン）

祈りに覚えていただきありがとう
ございます。昨年の帰国以来、仕事
をしながらのサポートレイズ期間と
なりました。時には訪問教会で「
私も海外で救われた」と声をかけら
れ、働きの必要さを再確認する時で
した。
JCFNの海外日本人宣教の働きとビジ
ョンに感銘を受け、そして、フルタイ
ムで仕える召しを受け、イギリス・ロ
ンドンで日本語教会を開拓し始めたの
がちょうど12年前の2008年。（今年は

て用いられてきました。我が家の目
指す関係作りを通してのローカルミ
ニストリーの喜びを味わいました。

在米時、ノンクリスチャンの学生
との関係作りをしてきましたが、帰
国後に何人かが遠方から我が家を訪
れ、祝福された交わりには感謝でし
た。日本人として「変わっている」
我が家の歩みに関心を持つ若者は少
なくなく、それが同時に証の場とし

皆様のお祈りと励まし、お交わり
を感謝します！主事候補となり12月
で丸2年となります。
今年度から神奈川と千葉の二重生
活を思い切って辞め、サポートレイ
ズに集中しよう！と思っていた矢
先、新型ウイルス感染拡大の影響を
受けました。しかし、その中でアク
セサリーサポートレイズやポッドキ
ャストの配信など、新しいレイズ
の形と出会いました。また、コロ
ナ禍で帰国した姉妹のサポートや
交わり、BBWIT20で1セッション担
当、EC20 BeyondとGRC21の実行委員
として仕える機会も与えられていま
す。
振り返ると沢山の機会に恵まれた
反面、チャレンジも沢山ありました
が、ミニストリーをする喜びゆえに
幸せを感じる場面も多くありまし
た。引き続き、主のみ声に聞き従
い、主に期待しつつ歩みたいと思い
ます。

①日々、神様との時間に浸り聞き従
うことが出来ますように。
②EC20 Beyond、GRC21の準備と当日
が守られますように。
③主事として整えられ、必要が満た
されますように。
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JCFN新理事長挨拶
JCFN理事長

2020年
7月から
理事長と
してご奉
仕させて
いただく
ことにな
りました
錦織学で
す。アメ
リカのニ
ュージャージー州で日本語教会の牧
師をしております。アメリカの日本
語教会・日系教会はどこでもそうで
しょうが、私達も、こちらでイエス
に出会い、信仰を持った多くの方々
を日本に送り出しています。その中
で、JCFNがアメリカで信仰を持った
方々、帰国される方々の準備やサポ
ートがどれほど大切な働きなのかと
いうことを、痛切に感じています。
私どもアメリカの牧師たちも、日本
語教会も、現地の英語の教会も、信
仰を持った方々のために祈り、準備
をし、その信仰が明確なものになる
ようにと、願って、励んでいるか

錦織学

ニュージャージー日本語キリスト教会牧師

わかりません。日本で受け入れて
くださる教会の牧師たちも、また教
会の皆さんも、どれほど祈って喜ん
で迎えてくださるかわかりません。
時に、「日本の教会の受け入れ体制
が・・・」とか、「アメリカで信仰
を持ったと言っても、どこまでホン
モノなのか・・・」などという互い
へのちょっとした批判を耳にするこ
ともありますが、私達は互いに、決
して何も考えていないわけではない
のです。それでも、しばしば、帰国
後の信仰生活に困難を覚える方々が
おられます。だからこそ、このJCFN
のような、その帰国者サポートに使
命を感じて、帰国前に訓練をして、
帰国した人たちをサポートする団体
がどれほど尊いものかということを
感じます。
JCFN理事会は実働部隊で奉仕をし
ている主事のみなさんが、団体の責
任とか、お金のこととか、そのよう
なことに心を奪われないで、思いっ
きりご奉仕ができるように、サポー
トするのが使命だと思っています。
AmazonSmileでお買い物をする
と、AmazonSmile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。

なかなかそこまでできなくて、申し
訳ない思いもするのですが、そこを
目指しています。
そのために、皆さんにご協力い
ただきたいこと、それはもちろん、
第一にはお祈りしていただきたい
のですが、それと共に、もしも、導
かれますならば、「献金」をしてい
ただきたいです。JCFN本体へのご献
金も感謝しますが、各主事、各主事
候補にはサポート献金があります。
主事が経済的なことを心配しないで
思いっきり奉仕ができるように、支
えていただきたいのです。もし、「
そういえば、前はコミットしていた
のに、最近忘れていた！」という方
がおられたら、今、あなたに思い出
させてくださっているのですね！も
し、「たくさん神様から任されてい
るから、それをどのように用いよう
か、迷っていた」という方がおられ
たら、ぜひ、JCFNのことを祈って、
「神様、ここですか？」と聞いてみ
てください。主がすべてを導いてく
ださいますように！

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：

Equipper Conference 2020 (Online)
2020/12/27-30 (US) 28-31 (JP) equipper.org
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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。

