JCFN 北米・日本代表主事レター
2019 年 12 月
メリークリスマス！そして明けましておめでとうございます！
新年もよろしくお願いいたします！
✿JCFN 日本活動報告✿（日本代表主事：岡田千尋）✿
◎帰国記念週間
北米でサンクスギビングデー（収穫感謝祭）をお祝いする時期に合わせ、11 月 23 日から 12 月 1 日を「帰国記念
週間」とし、帰国者の帰国後の歩みをお祝いする期間を持ちました。帰国者フォローアップ」というと、帰国後の困
難なことだけに注目しがちですが、「帰国した後の歩みは大変だけど、守られていることに感謝！」と帰国後の歩
みを感謝しお祝いしてもらいたいという願いが込めて、今年初めての試みとして行いました。具体的には、帰国者
たちにこの期間に Facebook や Instagram などの SNS を使って、「帰国記念チャレンジ」への参加を促しました。今
年ははじめてだったこともあり、そこまで多くの人に周知させるところまではいきませんでしたが、帰国後の歩みを
神様に感謝するときとして「帰国記念週間」を覚えることはとても大切なことであると感じ、ぜひ、毎年続けていき
たいと思いました。

✿JCFN 日本のためにお祈りください✿
◎帰国者たちの帰国後の歩みを導いてくださっている神様に感謝します。引き続き、それぞれの歩みが守ら
れるようにお祈りください。
◎日本から EC19 に参加し、帰国者を迎えに行ってくださる方々がいます。良いつながりが生まれるようにお
祈りください。

✿JCFN 北米活動報告✿（北米代表主事：清水摂）
◎Trust ~どんなときでも~
これは、EC19 のテーマです。EC19 では、約 350 名の参加者と共に、いつも私達のことを愛し、導いてくださる主
により頼むことができるように、御言葉で励まされ、賛美し、主に取り扱われる時間を持ちます。ぜひ、お祈りくだ
さい。
このテーマは JCFN ミニストリーにとっても大切なものです。帰国者が帰国後の様々なことを体験する時も主に
より頼むこと、状況が厳しいときはもちろん、問題がないように思えるような時こそ、主により頼むことが主を第一
にすることであり、そのことを通して、主の御国が周りに拡がっていくからです。また、JCFN30 年を迎えるにあた
り、いつも思い起こすべきテーマだと思います。30 年前とは社会や状況が大きく変化し、ミニストリーとして継続・
発展している部分もあれば、今までの方法を見直さなければならないところもあるからです。だからこそ、どんなと
きでも変わらないイエス様に信頼していくことができたらと、2020 年を迎えるにあたり、主から語られています。期
待して祈りつつ、進みたいと思います。ぜひお祈りください！
✿JCFN 北米のためにお祈りください✿
◎EC19 の祝福のためにお祈りください。
◎2020 年、30 周年を迎えるにあたり、主により頼みながら、ミニストリーの導きを求めることが
できるように。
◎ファンドレイズをしている土田主事候補・古屋主事候補のために。

Merry Christmas and a Happy New Year!
✿JCFN Japan Activities Report: Japan Director: Chihiro Okada✿
Returnee Celebration Week
During the same week as American Thanksgiving, from November 23 to December 1, we had "Returnee
Celebration Week" where returnees celebrated and reflected upon their experience since coming back to
Japan. "Returnee Follow-up" is where we focused on the difficulties faced, "My walk was hard after I
returned, but I'm thankful that God protected me", we requested testimonies along this theme, and this year
was the first time we had tried this. Practically, we used Facebook and Instagram and texting, to send out
the requests to join the "Returnee Celebration Challenge". Even though this was the first time we have time
we have done this we received an overwhelming response. As a time of reflecting on thankfulness to God,
in their walk as a returnee, "Returnee Celebration Week" was an important to remember the works of God,
and we would like to continue to receive these testimonies every year.

✿ Please Pray for JCFN-Japan✿
◎We are thankful to the Lord for His guidance to returnees and they come home to Japan. Please continue to
pray that their walk of faith would be protected.
◎Pray for those joining EC19 from Japan, they will be the ones receiving returnees back. Pray that good
connections would be developed during the conference.
.

✿JCFN North America Activities Report: North American Director: Setsu Shimizu✿
Trust.....In Every Situation
This is the EC19 theme. Together with about 350 people who will attend EC,we will have time to be
encouraged by worshipping and be ministered by the Lord who loves and guide us always. Please pray.
This theme is important to the JCFN ministry. When returnees go home to Japan they face various
experiences, we hope that they will rely upon the Lord first even when they will face difficulties or even
when there are no problems. By trusting in the Lord is how we seek Him and His Kingdom first and that is
how the Kingdom of God expands. JCFN approaches the 30th anniversary next year, so this theme is one
we must always remember, the world has changed so much in the past 30 years. Parts of the ministry that
continue and develop, and there are parts that need to change. That's why the Lord tells us that we can
trust Jesus who will never change. I'd like to move forward with hope and prayer. Please pray!

✿ Please Pray for JCFN-North America✿
◎Please pray for JCFN North America
◎Please pray that EC19 would be blessed.
◎Please pray for the Lord's guidance as we approach the 30th anniversary in 2020. That we would have the
Lord's guidance and protection.
◎Please pray for the support raising of the Tsuchida family and Miss Furuya
.
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