Will you support JCFN?
皆様にご支援のお願い
さっていますことを心から感謝いたします！

Hallelujah! Thank you so much for your prayers and
support of JCFN ministry.

春季ファンドレイズ報告

Report for Spring Fundraise

ハレルヤ！いつもお祈りに覚えてくださり、支えてくだ

春のファンドレイズでは、「WIT17 リーダーシップキャ
ンプ ($4,000) 」、「新しいミニストリーと主事・協力

主事のリクルート ($6,000)」、そして「運営費 ($5,000)」
のために祈っていただきましたが、目標額$15,000 の
内、$5,620 (37%)がささげられました。春季ファンドレ
イズで募られた奨学金が用いられた WIT17 リーダーシ
ップキャンプからの証をお読み下さい。本当に感謝で

At our last Spring Fundraiser, we asked you to pray and
give for the goal of $15,000, and we raised $5,620
(37%)! Praise the Lord! It was for the WIT17 Leadership
Training Camp ($4,000), New ministry and Recruitment
of new staff ($6,000), and $5,000 for Administration
Fund. Because of the fund raised, we were able to host
WIT17 Leadership Training camp. Please read some of
the testimonies from the participants and rejoice with us
for His ministry. Thank you! Hallelujah!

す！ハレルヤ！
WIT17 の恵み

（参加者の証）

ある講義の中で赦せない人を赦すことができたと
いう証を聞いて、自分にも赦せない人がいる事を
思い出しました。赦したくない気持ちしかなく、
祈っても無駄、どうせ赦せないと思ってました。
その後祈る機会が与えられ、正直きついと思った
のですが、勇気を振り絞って思ってることや、直
したいことを全て神様に向けてお祈りしました。
すると、気持ちが落ち着き、素晴らしい神様がこ
の私を赦してくださったのを思い出し、その赦せ
ない人のことを赦せるようになりました！やは
り、お祈りをすること、天のお父様に頼むという
ことは本当に大事なもので、祈るのと祈らないの
とでは大きな違いが出ることに気づかされまし
た。これらのことに本当に感謝です。(H.K.)
WIT を通して、私に与えられた人生を父なる神様に
委ねる決心をしました。それは一度、再度ではな
く、毎日、です。後悔や何でだろうという思いが
湧き上がる事が多い私の為に、神様は特別に、そ
の決心ができるよう、語って下さりました。そし
て、この WIT に参加させて頂けたこと、それだけ
でも本当に感謝な事でした。一信徒として、神様
から委ねられた私にもできる事を、遠慮ではな
く、謙遜でもなく、神様の目的として用いられ働
きたいと思います。なにより、全プログラムが本
当に祝福でした。感謝です。 (S.H.)

Blessings from WIT17 (Testimonies)
At one of the lectures, I heard a testimony of
forgiveness. She wasn’t able to forgive that person for a
long time, but she was able to do so with God’s help. I
remembered someone I haven’t forgiven, but when I think
about that person, my heart was filled with hurt and anger
that I didn’t want to forgive. I thought the prayers
wouldn’t work and I won’t be able to forgive him.
However, during the lecture, we had a time to pray about
it. I didn’t want to pray, but I forced myself to pray and I
decided to tell God my true feelings. After a while, I had
this peace in my heart and I remembered how this
wonderful perfect God had forgiven, then, before I knew
it, I was ready to forgive him! It is obvious, but it is so
important to pray to the Father in Heaven. I was
reminded of the power of prayer. (H.K.)
Through WIT, I have decided to give my life to the
Lord which God the Father has given to me. I need to
make decision not once nor twice but daily. I am often
caught with regrets and whys, but God knew such
tendencies that He spoke to me personally to make this
decision. I am truly grateful simply just being able to be
a part of WIT. I want to be used by God for His purpose
as a follower of Christ. Everything God has entrusted me
to have, I want to give all of me back to God. I was
blessed with all of the programs. Thank you. (S.H.)

2017 年度冬季特別献金目標額
WINTER DONATION GOAL2017

$20,000
【$5,000】
リクルートと新しいミニストリー
For recruitment and new ministry

【$7,000】EC17 奨学金 For EC17 Scholarship
今回も EC 全体で$20,000 の奨学金が与えられ、経済的な理
由で参加をあきらめないように祈っています。冬季特別献金で
は、その内の$7,000 が満たされるように期待しています。
This year again we are praying for $20,000 for the scholarship
fund so that none would give up on coming because of financial
reasons. As for this fund raise, we are praying for $7,000 of that
to be filled.
www.equipper.org

【$5,000】現主事サポート不足額の補填のために。
For current staffs support to be filled 100%!

北米では事務主事引退後、二人体制で清水と尾関で事務一
般とミニストリー全般の働きを支えています。今まで以上に時
間が足らなくなった中、十分なデピュテーションを通して祈りと
経済的なサポーターの確保が出来ていません。この一年間の
彼らのサポートが黒で終わるようにお捧げ下さい。また、継続
的なサポーターになってくださる方はご連絡下さい。
Please support our current staffs. After our office staff had
retired, Setsu and Yuko are the two who are serving in the North
America from administrative tasks to overall ministries. They
have gotten much busier than before and not able to allocate
enough time for their partnership development. Please give so
that their support does not need to end in red. If God leads you,
please contact to become their ongoing supporters.

【$3,000】運営費 For Administration Fund
運営費は本当に目立たない、しかし、団体の土台を担う大切
な部分です。事務機能がストップするとミニストリーが止まって
しまいます。ぜひ、お祈りください。
It is always a challenge to promote the financial needs for the
administration fund. However, without it, the entire operation
will stop. Please give to this cause.

JCFN に新たな働き手人、峯恵梨香さん、栗栖
信之さん、そして西潟証さんが協力主事として加
わってくださいました！ハレルヤ！彼らの働きの
ためにお祈り下さい！しかしまだ、フルタイム主
事の必要があります。「帰国者クリスチャンを世
界宣教のために整える」という神様が与えてくだ
さっているこのエキサイティングな働きに召され
ている人が起こされるようにお祈り下さい。
また、新スタッフが手がける新しいミニストリー
の展開のためにもお祈り下さり、お捧げ下さい。
God had sent three new associate staffs, Erika
Mine, Nobuyuki and Akashi Nishigata.
Hallelujah! Please pray for their ministries.
However, we still need full-time staff. Please pray
that God who receives His calling to “Equip Multicultural Japanese Christians for World Mission”
and this exciting ministry.
Please also pray for new ministries that new staffs
are initiating.

必要！

