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「The Unshakable
〜揺るがない土台〜」

「神こそ わが岩 わが救い わがやぐ
ら。私は決して揺るがされない。」

詩篇62篇2節 

これは Equipper Conference 
2022のテーマです。3年ぶりに対
面で行われるEC22ですが、準備を
進める中で会場が新しくなった
こともあり、分からないことが多
く、様々な角度で揺るがされるよ
うな体験をしています。実行委員
の一人一人も、仕事、家族、将
来、人間関係などで様々な試練・
チャレンジに直面し、信仰が試さ
れる経験をしています。

これを読んでいる皆さんも、人
生や信仰の土台が揺るがされるよ
うな体験をしたことがあるでしょ
う。もしかしたら、今体験されて
いるかもしれません。その揺れも
小さなものから、立っていられな
くなるような破壊的な力を持った
揺れの場合もあるでしょう。しか
し、今ここにあなたがいるのはそ
の揺れを耐え抜いたからです。も

う終わりだと思えるような揺れで
あったとしても、今ここにいると
いうことは、その「揺れ」、試練
を乗り越えたのです。

私たちは揺るがされる事を通し
て主との関係を確かめることがで
きます。私たちの土台が揺れ動か
ない土台であるイエス様だという
ことを確かめることができます。
揺れるたびに、私たちは取り扱わ
れ、悔い改め、赦され、癒され、
建て直されるのではないでしょう
か？つまり「揺れ」がある度に  
「揺るがない土台」を信頼する信
仰が深められることができたら、
その「揺れ」は必ずしも問題では
なく、祝福につながる恵みとも言
えるのではないでしょうか。

昨今、コロナ、インフレ、戦
争、自然災害、円安など、土台が
揺るがされることがたくさんあり
ます。統一教会の影響で宗教の
イメージが悪化し、教会は牧師不
足、海外邦人ミニストリーも留学
生・駐在員の変化があります。し
かしこの「揺れ」が、どのよう
な祝福や恵みにつながるのか、主
に祈り期待したいと願えるのは、

キリスト者の特権ではないでしょ
うか？また不安な世の中だからこ
そ、人々は揺るがない土台を求め
ます。私たちは、決して揺るがな
い土台、イエス様を知っていま
す。そしてこのイエス様を伝える
特権、責任が与えられているので
す。

JCFNでは、コンファレンスやセ
ミナーなど対面に戻しつつ、コロ
ナ禍で得た恵みのツールを用い、
オンラインでスモールグループや
バイブルスタディーの機会を積極
的に持っています。秋には主事主
導のスモールグループを行ない、
帰国者が帰国前と帰国後、送り出
す人、受け入れる人も含めて繋が
れるように、「ZOOMコネクト」と
いうフォローアップの方法のテス
トパイロットをしています。

土台が揺るがされている時代だ
からこそ、主の働きが用いられる
ように、ぜひ共に祈り、今あなた
が置かれているその場所で、み言
葉をしっかり宣べ伝えることがで
きますように。

清水摂・北米代表主事清水摂・北米代表主事
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　帰国3年目、神さまと再会した証
です。 

　クリスチャンホームで育ち、米国
ペンシルバニア州に留学。小さい頃
からの夢であった平和学・聖書学を
学びました。

　そんな私は、神学の授業を多く取
る中で、「神学的危機」に陥りまし
た。聖書の編纂過程、歴史的信憑
性、「聖絶」、救済論。夢の学びは
全て実現し、初めは楽しく冒険し
ていたのですが、初めて見聞きす

「導かれたその場所で」　川嶋ほさな

る解釈による衝撃波がじわじわと押
し寄せ、私の信仰の灯火は日に日に
小さくなりました。素直に聖書が読
めない、賛美の歌詞に「神学フィル
ター」をかけてしまい、賛美できな
い。悔しい。卒業時には、もう自分
は今までとは違うんだ、と悟ってい
ました。

　2019年、本帰国。私の一番の不安
は「クリスチャンの家族と、信仰の
話で衝突すること」でした。「お互
いが葛藤するぐらいなら信仰の話を
しないのが一番」と心を決めた私の
生活からは、聖書も信仰も姿を消し
ていました。コロナ禍で、教会から
も足が遠のきました。

 時が流れ、仕事の疲れから心身の
体調を崩し始めた頃、生きる指針が
ほしい、御言葉を聞きたい、とリモ
ートのスモールグループに合流。週
一回、聖書を開き、分かち合い、声
に出して祈る時間に、懐かしさと温
もりを感じました。

　そんな頃、EC20のオンライン同窓
会が開かれました。私たちは場所か
ら場所への物理的移動、そして霊的
な大移動をしています、というメッ
セージ（市川祥先生）に、自分の体
験を重ねました。

　最後の祈りで涙が溢れました。

　「導かれたその場所で、私たちが主
と共に歩み続けられますように。」

　私は、特殊な信仰の歩みをしてき
たことに対して焦りや孤独を感じて
いたけど、実は一人ではなかったの
だ。再び歩み始めることに怯える私
の手を取って、主は共に移動してく
ださるのだ、と。

　「主よ、またよろしくお願いしま
す。1日1日、その日私に必要なこと
を教えてください」と祈る日々に、
包み込むような主の平安と回復を感
じています。

北米インターンとして、ワシントン州ベリンハムの北米インターンとして、ワシントン州ベリンハムの

大学学内でバイブルスタディをしている 大学学内でバイブルスタディをしている 

平山まいさんにインタビューしました。平山まいさんにインタビューしました。

なぜバイブルスタディをしようと思ったのですか。
　EC19で友だちが学校でバイブ
ルスタディをしている話を聞
き、もし自分もできるのなら始
めてみたいと思いました。しか
しその後コロナになり、急遽帰
国。そのことは忘れてしまいま
した。でもこの夏、WIT22に参
加したことで、もう一度その思
いが与えられました。

　神様の目的は神の国を広げる
ことであり、恵みを自分に留

めておくことではないとはわかっていましたが、私
には恐れがありました。人から拒絶されることへの
恐れ、自分が伝道の妨げになるという恐れ、体力に
自信のない私は、健康を損ねるのではないかという
恐れもありました。なんとWIT22のテーマは「恐れる
な、畏れよ。」そこで自分の状況を恐れるのではな
く、その状況を治めておられる神様を畏れるという
ことの重要性を学びました。結果、神様の本当の強
さを更に知ることができ、全知全能の神様が共にお
られるならなんとかなる、だからやってみようと、
私の思いは変えられました。 

恐れはどうなりましたか。
　自分が伝道の妨げになってしまうという恐れに関
してですが、神様は、私のすることは福音の種を撒

き、水を注ぐことであって、成長させてくださるの
は主ご自身なのだから、その心配は傲慢だったと思
うようになりました。今は10年後花咲くかもなとい
うゆっくりした思いでいられています。

　体調に関しては、月曜日は安息日として休んで寝
るようにしています。休みの日が妨げられることは
なく、体調が守られています。

　人の目は気にならなくなりました。実際に変な風
に思っている方も何人かいると思います。バイブル
スタディの案内をしても、忙しいといって拒絶する
人もいますが気にならなくなりました。

10〜25人くらいの参加者があったと聞きましたが、ど
のように誘ったのですか。
　何人かはすでに行われていたインターナショナルバ
イブルスタディーやイベントに参加したことのある人
たちでした。そこにコミュニケーションを取るのがと
ても上手な友達がいるので、その人をまず誘い、次に
その人を通して他の人たちと繋げてもらいました。最
初の数回のバイブルスタディで、初めての人には自分
のことを知ってもらい、信頼関係を築くため、意識的
に沢山その人たちと話す時間をとりました。
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日本活動報告 岡田千尋・日本代表主事
新しい可能性への期待新しい可能性への期待

コロナ禍でのミニストリーも3
年目を迎えます。北米の働きは少
しずつ対面中心になってきました
が、日本ではまだオンライン中心
で活動した1年間でした。最近に
なってようやく対面の働きが日本
でも再開しつつありますが、単に
以前の形に戻すのではなく、感染
対策やオンライン経験で得た良い
部分を取り入れていく知恵を祈り
求めることの必要を感じていま
す。そしてスモールグループ、地
域帰国者集会、カンファレンスな
ど、各方面の帰国者のための働き
が新しい可能性へ導かれるように
祈っています。

昨年2021年5月にオンラインで
行われたGRC21を機に、35歳以上
の帰国者のための集まり「R35+」
が始まりました。これは3ヶ月に1
度開かれるオンライン集会です。

この働きを通して帰国者たちが励
まされています。このことによ
り、特に日本では様々な世代の帰
国者にミニストリーを届けていく
ことの大切さを毎回考えさせられ
ています。また、年齢別だけでな
く、職業別・ライフステージ別な
ど、帰国者が様々な形で繋がって
いくことを期待しています。

来年2023年5月の連休には山
梨県でG R C 2 3が行われていま
す。GRC23がその新しい形での帰
国者の繋がりのきっかけになるよ
うに祈っています。

GRC23の準備に関しては、キサ
ンガラ詩織主事が実行委員長を担
当することになり、4月から委員
会が始動しました。5月には開催1
年前のキックオフ集会を行い、実
行委員が対面で集まることができ
ました。GRC23のテーマは「CEL-
EBRATE〜神様からの招待状」で

す。このチームが守られ、それぞ
れの賜物を持ち合わせてGRC23を
作り上げ、集まる方々と共に出会
いや再会を喜び祝うことを楽しみ
にしています。

また、6月より1年間の予定で、
インターンシップの学生を迎えて
います。彼女が帰国者に関わり、
帰国者を知ると共に、自身が与え
られた賜物を用いて、他の人の成
長に関わる機会を体験してほしい
と願っています。これまで多くの
主事たちがインターンシップの経
験を通して、主事になる歩みへと
導かれてきました。これからもイ
ンターンシップを経験する人が起
こされ続け、いずれJCFNの働き人
へと加えられていくように祈りま
す。

祈祷課題：祈祷課題：

コロナ禍を経験することにより受
けた機会に応答して、これからの
ミニストリーを柔軟に発展させて
いくことができるように。

北米活動報告 清水摂・北米代表主事

　ハレルヤ！5月に待ちに待った土
田主事ファミリーが任務地のジョ
ージア州アトランタに赴任しまし
た。JCFNの働きに導かれ、主事に
なる決心をして準備を始めて2年以
上の月日を経ての赴任。しかしよ
うやくアメリカに赴任しいざ働き
が始まるという時に、円安、車の
故障、子ども達の学校生活のアジ
ャストなど、次々と「えー!?」と
声を出したくなるようなチャレン
ジが待ち受けていました。

　彼らの歩みを思うときに、マタイ
14章の弟子たちをイエス様が舟に乗
り込ませ、向こう岸に渡らせようと
して嵐に遭う話を思い出します。赴
任は、まるで嵐の中でペテロが水の
上を歩いている時のように期待に満
ち溢れていました。しかし前述の通

り、様々な困難に直面した時は、ま
るでペテロが波を見て怖くなり沈み
かけた場面と重なるのです。この話
の希望は、たとえ沈みかけたとして
も、「主よ、助けてください」と叫
ぶ時にイエス様はすぐに手を差し伸
べ、救ってくださるということで
す。また最後には「まことに、あな
たは神の子です」と弟子たちが告白
します。私たちの祈りは、土田主事
が、アトランタを拠点に働きを進め
ていく中で、いつも最後に「まこと
に、あなたは神の子です」と、彼と
家族はもちろんのこと、関わってい
る全ての人、特に彼らが祈りながら
福音を伝えている人たちが「まこと
に、あなたは神の子です」と告白す
ることです。

　土田主事が赴任した前後で、対
面のセントラルコンファレンスと
WITが持たれました。対面に勝る
ものはない！と思える本当に素晴
らしい時でした。しかしもっと素
晴らしいのは、この年報の証にも
ある北米インターンの平山まいさ
んを主が用いてくださっているこ
とです。WITやECが、彼女が信仰
の一歩を取るきっかけを提供する
場所として用いられたことが何よ
りも感謝です。

　主がますますJCFNを用いてくだ
さり、イエス様の弟子が生まれ、
成長し、整えられて、日本と世界
に派遣されるようにと祈ります。

祈祷課題：祈祷課題：

海外在住邦人や留学生の人数、滞
在期間が変化する中、神様からの
知恵を得てミニストリーを前進さ
せることができるように。

このバイブルスタディを続けてきた中で、神様というお
方の理解は変わりましたか。
　神様のイメージが変わりました。それまで神様と

の関係に関しては必死に求めておらず、一人で生き

ていけると思ってきましたが、バイブルスタディに

関しては聖霊に頼らずには行うことはできませんで

した。自分が砕かれるプロセスを通して、神様との

繋がり方がわかるようになりました。

最後に一言。
　留学中は、新しく出会う学生たちがいると思うの
で、来年もバイブルスタディを続けていきたいと思っ
ています。ぜひ、お祈りしてください。段々と物事の
やり方がわかってきて慣れてくると祈らなくなってし
まうので、自分の力ではできない、神様に頼らずには
できないことを忘れないように。もし、バイブルスタ
ディをしようと考えている人がいたら、ぜひ、自信を
持ってして欲しいです。私たちは神様に言われたこと
をするだけだから誰でもできます！
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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
北米代表主事北米代表主事

　対面ミニストリ
ーに戻る中、「交
わり」というのは
オンラインであっ
ても「繋がる」
ということ、つま
り、分かち合いや
祈り合いの「互い
に」が体験できる
ところだと感じて
います。オンライ

ンでできることも大切にしながら、久々に各地を実際に
訪問し、対面だからこそできる働きの展開を期待してい
ます。

　最近の私のハイライトは、葛藤の末に神様の声に聞き
従うことを選んでいる学生の証です。それらは、この年
報にあるまいちゃんの信仰の一歩から始まった伝道バイ
スタだったり、帰国者学生のさっちゃんがKGK夏期合宿
の準備委員長を務め、祈りの中で成長している姿です。
信仰の一歩を踏み出す時にのみ広がり見える神様の祝福
を私も見せてもらいたい！そう思いながら主事人生30年
目を迎えています。

①新しい会場でのEC22のロジスティックの準備と運営が
スムーズに行くことによって参加者一人一人が神様から
の声を妨げなく聞き、応答することができるように。

②JCFN主事になって29年になります。主からのビジョンを
受け、更に働き手が与えられるようにお祈りください。

③夫の日本語ミニストリーの牧師としての働きが導か
れ、夫婦として仕えていくことができるように。

尾関祐子
北米主事北米主事

　コロナ禍の中で
も少しずつ社会が
オープンしてくる
中で、人と対面で
会う機会が増えて
きたことを感謝し
ています。昨年の
秋からイングリッ
シュカフェミニス
トリー（駐在主婦
の方へのアウトリ

ーチ）も対面に戻しています。またJCFNの行事も対面
に戻りつつある中で、泊り客も少しずつ増えてきまし
た。改めて、人と会うことの大切さ、与えられる交わ
りの恵みを噛み締める日々です。

　もう一つ感謝だったのは、こちらはオンラインでし
たが4月イースター前のGood Fridayに静まりのリトリー
トを持ち、イエス様の十字架の道行を瞑想する機会が
与えられたこと。忙しさが戻ってきているからこそ、
定期的に退き、沈黙の時をもち、主との個人的な関係
を深めていきたいと思わされています。

　イベントだけではなく定期的に霊的同伴を受け、ま
たグループでも霊的同伴を続ける機会が与えられ続け

ています。静まることと神様の促しを受けて行動する
ことのバランスを学ばされています。

①求道者の方たちとのバイブルスタディが祝福され、
救われる人が起こされるように。

②家族の守りと子どもたちへの信仰の継承。

③日本の家族の救いと守り。

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/fffyuko2

土田大介
北米主事北米主事

　お祈りありがと
うございます。5
月下旬にジョージ
ア州アトランタに
来ました。その直
後から、生活のた
めの様々な手続き
などに追われ、多
くの方々に助けら
れながら一歩ずつ
進んできました。

子どもたちの学校生活も始まり、子どもたちも大きな
変化に直面しています。住居を含めて生活環境を少し
ずつ整えながら、現地の日本人の方々との関係作りを
始めています。

　また、今年は新しい場所（Palomar Christian Con-
ference Center）で行われるEC22（12/28-1/1）の実行
委員長として仕えています。他の実行委員たちと共に
年末に向け、具体的な準備を進めています。

①これからアトランタで出会う日本人の方々との関
係が祝福されるように。

②子どもたちの学校生活が守られ、友人が与えら
れ、楽しく通うことができるように。

③経済的な必要が満たされていくように。

岡田千尋
日本代表主事日本代表主事

　各方面の働きが
オンラインで続く
中にも、少しずつ
対面での働きへの
動きや企画が進め
られ、新しい形へ
の知恵や柔軟性を
祈らされていま
す。オンラインの
手段があるからこ
そ、オンラインカ
ンファレンスやイ
ギリスの地での他

団体のカンファレンスで帰国者に関するセミナーを担
当することもできました。

　6月から日本ではインターン神学生を迎え、月に1度
の面談を通して良い刺激をいただいています。GRC23に
向けての準備が始まり、実行委員のアドバイザーとし
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ての関わりを通して、帰国者たちが神様からの賜物を
最大限に用いられてい姿を垣間見、励まされています。

　夫の高校聖書科教諭としての働き、娘たち（年長・3
歳）の成長も守られていることも感謝します。

①家族の健康が支えられ、霊肉共に良い状態で神様と
周りの方々に仕えることができるように。

②人との関わりにおいて良い励まし手となれるように。

③御言葉の奉仕において神様に忠実でいられるように。

後藤満喜
日本主事日本主事

　3年目に入った
コロナ禍での働き
で私は、オンライ
ン配信での働きに
携わることが増
え、JCFNで培った
配信の知識が、他
団体の働きにも用
いられるようにな
ってきました。こ
のことは、私が思

い描いたことではありませんでした。集会やスモール
グループがオンラインのみで行われてきましたが、よ
うやく対面への移行が少しずつ始まっています。オン
ラインで得たことが活かされつつ、対面で受ける大き
な祝福を期待し、味わっていきたいです。

　家族においては、息子が大学生になり、新しい風が
家庭の中でも吹き始めた年となっています。妻と長女
がコロナに感染しましたが、大事に至らなかったのは
感謝でした。主にある家庭として、これからも成長し
ていけるようお祈りに覚えていただければ幸いです。

①家族の上に主からの守りと祝福がありように。子ど
もたちの学校生活、妻のパートの仕事のため。

②これからも主が進むべき道を示し続けてくださるよ
うに。

③施設で暮らす母のため、治療中の姉の癒しのために。

キサンガラ詩織
日本主事日本主事

　主の御名を賛美
します！いつも働
きのことを覚えて
くださり感謝しま
す！

　この春、結婚し
半年が経ちまし
た。日々主の愛と
赦しを体験し楽し
く新婚生活を送っ
ています。

　ピカピカの新主事1年目が終わり、コロナで制限があ
った昨年よりも少しアクティブに動くことができてい
るように感じ、対面で会えることに喜びを感じていま
す。東京集会のGiFTでは3年ぶりの対面集会をこの夏
に行ったり、教会訪問、帰国者訪問やゲストを家に招
いたりとオンラインから徐々に対面へと移行していま
す。また同時にオンラインが用いられている場面も多
く、横浜スモールグループはコロナ禍で引っ越したメ
ンバーもオンラインで参加しています。横浜に住みな
がら関西のANRKにオンラインで参加したりと対面とオ

ンラインと上手く活用することができていることも恵
です。

　また、来年のGWに行われるGRC23の実行委員長になり
ました。素晴らしい実行委員と共に対面開催での準備
をしています。毎月の実行委員会が楽しくて仕方あり
ません！

①夫婦共々、主の御声に聞き従い、聖霊に満たされ
て働きを全うすることができるように。

②GRC23の準備に関わる全ての人たちに主の知恵と導
きと喜びがあるように。

③ミニストリーに於いて必要の全てが与えられるよ
うに。

佐伯良樹
北米協力主事（OR）北米協力主事（OR）
　約7年間のハウ
スチャーチの働き
から、多言語・多
文化の教会へ日
本語部として合流
し、その教会での
スタッフとしての
働きが始まりまし
た。オンラインで
のバイブルスタデ
ィー、対面に戻り
つつある各種イベ
ント活動等、まだ

まだ模索することの多い中ですが私たち日本語の群れ
も様々な国の兄弟姉妹に囲まれながら、1つのキリスト
の体として共に歩める幸いを体験しています。今年2月
には多くの兄弟姉妹、牧師・宣教師の方々のお祈りの
もと、牧師としての按手礼を受ける恵みの時にも預か
りました。仕事の面においてはポートランド日本人商
工会の働きにも深く関わるようになり、日系コミュニ
ティーの中にどっぷりと浸る1年でもありました。引き
続きポートランドの地で神様のなさる働きに関われる
ことを感謝しています。

①子どもたちの成長と信仰のあゆみの上に。

②与えられた仕事のミニストリー責任の中で、主に喜ん
で仕えることができるように。

③今任されている働きの中で主にある同労者が与えられ
るように。　　　

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）北米協力主事（MI）
　今年は立て続け
に自分や家族の病
気があったり、自
分も小さな手術を
受けたりで、心身
の健康の事を多く
考えさせられまし
た。また13年ぶり
に仕事に復帰し、
トランジションを
経験する年でもあ
りました。その中
でも細々と、小規

模ではありますがミニストリーの機会や繋がりが与え
られ続けているので感謝です。

①神様との繋がりを熱心に求める事ができるように。
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②家族としての仕え方について、主の導きを忠実に求
めていけるように。

③色々なアクティビティの中で健康なプライオリティ
を設定できるように。

レディントン香
北米協力主事（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）北米協力主事（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）

　今年の活動で一
番大きかったの
は、三年ぶりに
WITを対面で開催
できた事です。

　参加者の多くは
もうすでにオン
ラインWITに参加
した事がある人た
ちで、会えるとい
う事に大きな喜び

を感じていました。WITでは「おそれ」をテーマに自分
の恐れと向き合い、神を畏れる事を学びました。毎回
の事ですが参加者もたっぷり恵まれていたのですが、
準備の中でスタッフの一人一人が強く語られ、特に恵
みを受けていました。自分自身も自分の恐れと向き合
い、解放される経験があったのは感謝な事でした。今
年は残念ながらアーバナに行くのでECには参加出来な
いのですが、準備にだけ関わらせてもらっています。
学生ミニストリーの方では、新学期が始まり忙しくし
ています。

①忙しさの中で神様のうちに休む事が出来るように。

②目に見える事だけでなく、色んな形で働かれる神様
に目を向ける事が出来るように。

③祈りを楽しむことが出来るように。

中尾真紀子
北米協力主事（C-WIT）北米協力主事（C-WIT）

　協力主事最初の
この一年は、JCFN
の働きの素晴らし
さを改めて気づ
かされる一年でし
た。

　クリスチャンに
とって、特に慌た
だしいイースター
前日に、オンライ

ンでのC-WITが開催されました。今年は、コロナ禍の葛
藤や不安、疲れもあって、なかなか希望が見えてこな
い「暗黒の土曜日」の開催でした。そんな、まだ暗い
うちにこそ見えてくる「ナイトヴィジョン」を知り、
み言葉を味わう静まりの時間を体験する中で、主の復
活を祝えることが、心からの喜びと希望となりました。

　もう一つは、年末に行われたEC Youthです。教会から
初めて参加した7人は、ユースグループやキャンプとの
距離がある子ども達でした。送り出した親と教会が心
合わせて祈るようになり、共にスタッフの働きに感謝
して祈り、帰ってきた彼らの証を礼拝で聞くことがで
きて、皆で主を崇めました。

　そのようにして、オンラインとインパーソンの集
い、ローカル教会とJCFNとのつながりを、神さまが用
いて祝福してくださった感謝な一年でした。

①ユースやヤングアダルトのSALT＋LIGHTが再開でき、
神さまとの関係が回復しますように。

②求道者とのバイブルスタディ、英会話、カフェミニ
ストリーなどを通して、神さまに出逢う方が起こされ
ますように。

③心と身体が健やかであるために、余白の時間と神さ
まとの時間を持てますように。

関愛美
北米協力主事（ユース）北米協力主事（ユース）

　6月より協力主
事としてユースを
担当させていただ
くことになりまし
た。南カリフォル
ニアを中心とした
ユースイベントや
毎週のZOOMディボ
ーションを通して
中高生と交わり、
共に成長する機会

が与えられていることに心から感謝しています。彼ら
が信仰を自分のものとし、キリストの愛に根ざし、一
人一人が豊かな実を結ぶことを祈り願っています。9月
からユースに重荷のあるユースリーダーのためのミニ
ストリーをスタート予定です。ユースのために、そし
てお互いのために祈り合い、励まし合う場として主が
用いてくださることを期待しています。

①中高生にとって今何が必要なのか、その都度主が
知恵を与え導いてくださいますように。

②ECユースのディレクターをさせていただきます。
その準備のために、そしてユースリーダーとして立
てられている一人一人を主が整えてくださいますよ
うに。

③次世代のリーダー（ユースリーダー）の成長のた
めに。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

　今年はとうとうコロ
ナに感染して強制休
暇を取りました。なに
も用事がない、目覚ま
しもつけないで起きる
生活は神様からいただ
いた休暇に感じられ、
深刻な症状もなく、ゆ
っくり体を休めること
ができました。こんな
休みもたまには必要だ
なと思いました。少し

ずつ対面で会う機会が増えてきて、GiFTでコロナにな
ってから初めて対面集会を行い、やっぱり対面は良い
なと思いました。R35+もコアメンバーも増え、レギュ
ラーで参加してくださっている方もいたり、盛り上が
っています。来年開催のGRCは今回はディレクターは降
り、アドバイザーという形でかかわらせてもらってい
ます。若いSGディレクター2名と月1回のミーティング
が毎回とても楽しみです。

①神様が私にやってほしい思うことを行っていくこと
ができるように。

②体調が守られ元気にミニストリーをできるように。

③神様の知恵ですべての働きをすることができるよう
に。
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ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）日本協力主事（関東）

　半年強のホームアサ
イメントを終えようと
していますが、更に支
援を募る必要がありま
す。10月20日に東久留
米のアパートに戻りま
す。支援教会や新しく
支援してくださる方々
を訪問しました。ま
た、今回は新しい支援
者を訪問するため、
カンザスを訪れるこ

とができました。渡米中もオンラインで東京の教会と
関わり続けることができました。日本に戻ってから対
面で教会の方々と会えることを楽しみにしています。
アメリカでの最後の1ヶ月では、地元の人達とバーベ
キューをしたり、イベントに参加する予定にしていま
す。EC22を楽しみにしています。

①スムーズな日本へのトランジションのために。

②TEAMを通して、十分な経済的支援を得ることができ
るように。

③良い健康状態と睡眠を得ることができるように。

堀田悦子
日本協力主事（中国エリア）日本協力主事（中国エリア）

　留学を通して伝
道する「留学伝
道」のビジョンが
与えられ、帰国学
生のケアをする必
要を感じ、JCFNの
GRC18に参加した
ことがJCFNとの出
会いでした。それ
から4年経ち、今
年7月からJCFNの
協力主事として奉
仕させて頂く恵み
を神様から頂き、

感謝です！

　神様から受けている賜物を良い形で用いられていく
ことを願っています。

　今は主に、留学を通して福音に触れられた学生や社
会人たちのBible study、礼拝、また中国、四国、九州
エリアに在住する帰国者クリスチャンの集いをオンラ
インで毎月行っています。集いでは、IBSを通して御言
葉の恵みを分かち合いながら、直面している困難をシ
ェアしたり、教会や神の家族に繋がれていない帰国者
にアウトリーチしていくことを励ましあったりと、互
いのために祈り合うことを大切にしています。主が中
四国九州エリアの帰国者クリスチャンを繋げ、キリス
トの体として共に仕え、それぞれ遣わされている場所
で主に栄光をお返ししていけますように。

①主の臨在の中で静まり、主の御声を聞き、従っていく
ことができるように。

②家族の霊・肉ともに健康であり、歩みが守られるよ
うに。

③中国・四国・九州エリアの帰国者クリスチャンの繋
がりが祝福されるように。

立山千里
英国協力主事（ロンドン）英国協力主事（ロンドン）

　イギリスは、2021
年夏にロックダウ
ンが完全に解除さ
れ、この時以来、
コロナに関する全
ての規制が廃止さ
れました。とはい
え、この一年は様
子を見ながら、恐
る恐る再開したミ
ニストリー・イベ

ントでしたが、全てなんとか守られました！ロックダ
ウン最中、特にオンラインでもやりづらかったアウト
リーチは、一旦は諦めざるを得ないという状態でした
が、それでも神様は我々が何もできない時に、アルフ
ァコースを通して救われる人を送ってくださったり、
救いを求めている人をも送ってくださいました。主は
私たちが眠る時も、何もできないような時にも確実に
働いておられ、またいつも忠実な方でおられることを
改めて教えてくださったようでした。そして、2022年
に入ってからは日本人以外のアジア人（特に香港の方
達）とミニストリーを通して関わることが増えました。

①在英日本人だけでなく、日本人以外の外国の人へ
の働きも大切にしていくことができるように。

②日本にいる家族・親戚（TOKUTAKE（株））の救い。

③協力主事としての働きが導かれ、祝福されますよ
うに。

オンライン献金（クレジットカード決
済）が可能です！
日本：https://jcfn.org/donationJP

北米：http://bit.ly/GiveJCFNonlineUS

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。

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JCFNに寄付さ
れます。（アメリカのみ）



8

維持会員加入のお願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://membership.jcfn.org
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://membership.jcfn.org
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。 

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。

Equipper Conference 2022
2022/12/28 - 2023/1/1   equipper.org

JCFN理事長挨拶
JCFN理事長　錦織学　ニュージャージー日本語キリスト教会牧師

　JCFNは、なかなか新型コ
ロナウィルス感染が終息し
ない中で、円安ドル高とい
う新しいハードルに直面し
ながら新しい年度をスター
トしています。JCFNの働き
は、主に、留学でアメリカ
に来て、ここで信仰をもっ
て帰国される方々を対象と
しています。コロナ禍で留
学生が減っていたのが、少

しずつ戻ってきたタイミングでの円安ドル高、また
留学生の戻りのスピードは遅くなってしまいそうで
す。

　それでも、全体の数ではそれほど多くなくても、
確実に新しくアメリカでの生活を始める方々がおら
れます。私の周りでも、この8月から、9月から、こ

ちらに留学に来られる若者たち、そして、駐在のた
めに来られるビジネスマンの方々がおられます。海
外に来て、日本で生活してきたときには「あたりま
え」だったことが絶対なものではなくて、相対的な
ものであることを思い知らされるこの機会に、土台
が揺り動かされて、その中でイエスさまに出会う方
々も多いです。その方々がまた日本の社会に帰って
いくときに、イエスさまという新しい土台にしっか
り立って、信仰の歩みを続けていくことができるよ
うに、是非、続けてJCFNのためにお祈りください。

　そして、今年度は、昨年日本で就任し、今年の5
月に渡米した土田主事の働きもいよいよ本格化しま
す。日本も含めて、JCFN全般として、この2年間のオ
ンラインでの働きから、実際に出て行って、動き回
って、人々を迎えて持たれる働きにシフトしていく
ことでしょう。そのために一切の必要が満たされる
ように支援をおねがいします。人生を主にささげて
歩んでいる主事たちが、日々の生活の中で、お金の

ことを心配しないで済むように理
事会も尽力していきたいと思いま
す。2022年も神様が素晴らしいこ
とをしてくださいますように！

Global Returnees Conference 2023
CELEBRATE-神様からの招待状

2023.5.3 (Wed) -6 (Sat)

globalreturnees.orgglobalreturnees.org


