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催します。9/1時点で、大人379
人、こども42人の申込を受け付
けています。

北米でのec（equipper confer-
ence）と日本でのGRCという位置
づけで、環太平洋及び世界での日
本人ミニストリーと帰国者ミニ
ストリーに貢献したいと願ってい
ます。GRCを経て、日本でさらに
地域集会、スモールグループ、教
職者ネットワークを進めていきま
す。また将来はJCFNミニストリー
から神学的なテーマを整理し、扱
えるようになっていくことも期待
しています。

２）日本と北米に一人でも多くの
主事を

JCFNは、1990年アメリカのアー
バナ大会での日本人留学生同士の
出会いから起された草の根ネッ
トワークをきっかけに始まりま
した。北米での邦人宣教、日本

2015年理事会年次報告
JCFN 理事長　米内宏明

JCFNをご支援くださっている
世界と日本のみなさまへ

皆様のお祈りとご支援に心よ
り感謝し、今年も理事会の年次
報告をお送り致します。

今回の理事会報告を主に以下
の五つの項目でさせていただき
ます。

１） GRC(Global　Returnees 
Conference)2015の開催

２） 日本と北米に多くの主事を
３） 理事の異動
４） 財政支援へのご協力を
５） ホノルル・コンファレン

スのご案内

１）GRC15

2015年9月20〜23日に「河口
湖エバーグリーン富士」を会
場とし、「Global Returnees 
Conference2015（全世界からの
帰国者コンファレンス）」を開

での帰国者ミニストリーの25年
の歩みの中で、日米に事務所と
代表主事を置くことができるよ
うになりました。しかし、その
必要の大きさに比して、主事な
どの人材不足は否めません。日
米共にミニストリーに携わる主
事、及び事務主事が与えられる
ように、引き続き皆さまにお祈
りをお願い申し上げます。

なお会計業務に関しては、引
き続き日米での連結会計をマネ
ージして参ります。そして、今
年度の主事会議長は、北米代表
の清水摂主事です。
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主事会報告
北米代表主事・主事会議長　清水摂

「主はいつくしみ深くその恵みは
とこしえまで、その真実は
代々に至る。」詩篇100篇5節

1990年のアーバナ宣教大会で
出会った日本人留学生達が、帰
国後自分たちの信仰が守られ、
成長し続けるため、互いの励ま
しと祈り、交わりの拡がりと情
報交換のために始まったこの働
きも25年目を迎えようとしてい
ます。20周年記念誌にも書きま
したが、主御自身が良き働きを
始められ、それを導き、私たち
はただそれに応答（React）し
ていく中でこの働きが進められ
てきていることに、驚きと感謝
の思いで一杯です。25年は決し
て短い時間ではありません。事
実最近では「アーバナ会（JCFN
と改名前の名前）」時代のメン
バーの子ども達がJCFNの集会に
集い始めています。

海外で福音に触れ、信仰を持
った人たちが年間1600人いると
言ってきていますが、この25
年間の帰国者クリスチャンの
数は4万人。97年から始まった
13回のイクイッパー・コンファ
レンスののべ参加者数は約4000
人。WITリーダーシップキャン

プでトレーニン
グ を 受 け た 人
数は、160人、
内、訓練を施す
側のスタッフと
して奉仕した参
加者は、40 人
になります。実
際のところ、日
本 の 福 音 化 に
JCFNの働きと帰
国者がどれだけ
良 い 影 響 を 与
え、貢献してい
るのか、数的分析をするのは難
しいところです。ただわかって
いるのは、JCFNが関わることが
許された多くの帰国者の仲間た
ちは、家族、友人に福音をシェ
アし、地域教会を建て上げる一
部として仕え、キリストの弟子
として成長し続け、日本である
いは海外で宣教に携わっている
ということです。

時代の流れの中で世界経済と
社会の状況変化に伴い、留学生
の人数や性質が変化し、25年を
経た今、留学生伝道の状況は大
きく変わりました。JCFNのミニ
ストリーも年月をかけて活動と

高橋秀典
（立川福音自由教会牧師）

中村佐知
（心理学博士、翻訳家）

錦織　学
（ニュージャージー日本語キリスト教会牧師）

山崎龍一
（前KGK総主事、お茶の水クリスチャンセンター理事）

監事：
尾上選哉
（大原大学院大学　准教授）

任期満了退任：
（財務部門の特命としての主幹へ)

三上洋輔
（元ヤマハ・カナダ・ミュージック取締役社長）

（顧問へ)

レイノルズ・マイク
（ケアフリー・クリアウォーター・エレクショ
ンズ社代表取締役）

認知度の拡がりから、北米のみ
ならず、世界各地にある日本語
教会や集会、海外邦人宣教に携
わる現地ミニストリーとのネッ
トワークも広がりました。ま
た、駐在員など留学生以外の邦
人宣教と繋がり、宣教訓練やリ
ソース、そしてフォローアップ
の提供を行っています。

現在の五カ年計画（2016年度
に変更予定）は、「変化し続け
るこの世界を、決して変わるこ
とのない福音の真理で変革をも
たらすこと」です。この記事を
書いているのは、GRC15開催約1
ヶ月前ですが、私たちはこの大
会を通して神様が日本における

ec14にて

4）財政支援へのご協力を

現主事たちの財政基盤と運営
費（通常のJCFN活動/事務業務
などにあてられる費用）のため
に、維持会員制度を取り入れま
した。詳細はウエブなどをご覧
ください。小さな献げものでも
主の御手に集められることで大
きな働きになります。あわせて
地域集会での主事支援もご検討
いただければ幸いです。

JCFNはその働きの性質上、ミ
ニストリーで関わる対象者と地
域が多岐にわたるため、会員と
しての意識付けを統一すること
は難しい現状があります。それ
を活かす支援体制を検討してい
ます。引き続き、志をご一緒に

してくださる方々のご支援を心
よりお願い申し上げます。

５）ホノルル･コンファレンス

25周年の記念コンファレンス
をハワイ･ホノルルでおこない
ます。北米と日本との架け橋と
なるJCFNが、その中間地点であ
るホノルルで記念コンファレン
スを開催します。JCFNを覚え、
その働きをご一緒に祈っていた
だくためにも、是非おいでくだ
さい。日時等は追ってお知らせ
致します。　

末筆ながらこれをお読みの皆
様方の上に主イエス・キリスト
の祝福をお祈り申し上げます。
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た。海外で生活し子育てをする
実体験を通して学んでいること
が、こちらに住む日本人ファミ
リーへさらに効果的にアウト
リーチにつながることを願いま
す。昨年度から継続執筆中の帰
国者ワークブック・駐在編も折
り返しを過ぎ、近日中に発行に
こぎつけたいと思っています。
相変わらず、妻、母、そして宣
教師の3つの帽子をかぶる宣教
主婦生活が続いていますが、バ
タバタすることなく、「ゆっく
り」イエス様の呼吸とリズムで
日々生活し、出会わせてくださ
る人との時間を大切にしたいと
思っています。また、JCFNミニ
ストリーの10年後を考え、今年
はJCFN次世代を担う人材リクル
ートが大きな課題です。

①家庭とミニストリーの両立
とバランスのために。

②日々、みことばに養われ、
祈り、御霊に導かれて歩むこ
とができるように。

③JCFNの次世代を担う主事・協
力主事のリクルートのために。

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/
fffyuko2

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・主事会議長

今日も祝福とチャレンジに満
ちた歩みが守られていること
を感謝します。個人的にミニ
ストリー20年の節目の年とし
て、今までの歩みを何らかの
形でまとめることができない
かと願い、祈っています。具
体的にどのような道が開かれ
るか分かりませんが、海外邦
人宣教、帰国者ミニストリー
について、次世代に役立つよ
うなものが与えられるのであ
ればと求めています。帰国者
フォローアップのミニストリ
ーと平行に進められているミ
シガンネットワークですが、
具体的に豊田市の諸教会と繋
がり、関係者が 海を挟んでの
ミニストリーパートナーとし
ての協力体制を強化してきて
います。今後、日米を行き来
する中で自動車関係の駐在員
に対する宣教がどう進められ

るか楽しみです。夫、マオは
英語学校で働き始め、そこの 
学生が救われたり、バイブル
スタディーを始めています。
夫婦での教会開拓も多くの恵
みを受けています。

①どのような形で今までの形を
まとめることが良いのか、主の
導きに従えるようにお祈りくだ
さい。

②新しい主事（若い世代）が複
数名与えられるように。

③夫婦での伝道、教会開拓チー
ムの奉仕に忠実に仕え、主の栄
光が表されるように。

尾関祐子
北米主事

今年はムスメ1号がアメリカの
小学校にデビュー、そして、2
号もアメリカのプレスクール
（幼稚園）にデビューがあり、
アメリカ人社会との接点がます
ます増えてきた1年となりまし

帰国者ミニストリーの次のステ
ップ、方向性を与えてくださる
と期待しています。

神様はいつも新しいことを始
められるお方です。25年の主の
誠実な歩みを感謝するととも
に、主が導かれるところに柔軟
に、誠実に、大胆に従って行き
たいと、25年目に突入する今思
わされています。それに対して
必要なのは、ミニストリーを共
に促進する仲間です。フォロー
アップのためのスモールグル

ープリーダー、地域別集会を
サポートしてくださる方、GRC
など修養会の参加はもちろんの
こと、ミニストリーを一緒に作
っていってくださる人が必要で
す。そして、主事、協力主事が
必要です。新しい目、耳、分析
能力、ビジョンをもたらすこと
のできる主に立てられた人が必
要です。引き続きお祈りに覚え
て下さい。

25年経とうとしている今、主
がJCFNに見せたいと思っておら

れることをしっかりと見、受け
止め、それに応答していくこと
ができるように主事一同、期待
しています。

「心を尽くして主に拠り頼め。
自分の悟りにたよるな。

あなたの行く所どこにおいても、
主を認めよ。

そうすれば、主はあなたの道を
まっすぐにされる。」
箴言 ３章５～６節 
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②地域の帰国者ミニストリーと
の関わりにおいて知恵と創造力
が与えられ、地域の励ましとな
ることができるように。特に
GRC15後の地域の働きが強めら
れるように。

③主事・協力主事共に、新しい働
き人がJCFNに加えられるように。

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

後藤満喜
日本主事

昨年度はGRC15一色とも言って
よいほど、GRCに向けて・合わ
せての動きとなりました。年度
初めの7月1日にGRC15開催告知
で始まり、それからと言うもの
GRCのことを聞かなかった日は
一日もなかったほどです。その
中で、働きが守られ支えられて
きました。昨年末には、ec参加
のため初めて息子と二人で渡米
することがゆるされました。今
年の春には、一番下の娘が小学
校に入学し、兄弟揃っての小
学校生活が始まりました。妻
は、PTAの関係で日々大変忙し
くしていますが、変化の中にあ

斎藤真智子
北米事務主事

いつもお祈りとサポート感謝
いたします。就任して4年が経
ち、2期目の3年目に突入しま
した。この1年は、夫婦の足並
みを揃え、新たな道へリフォ
ーカスするような1年でした。
夫婦でバイブルスタディを始
めたり、日本に一緒に一時帰
国し多くの帰国者を訪問した
り、共に主に仕える機会が多
く与えられました。その中、
夫と将来のための準備をする
ため、私も8月から夫が学ん
でいるタルボット神学校で授
業を聴講することになりまし
た。ですので、この7月からフ
ルタイム主事から、パートタ
イム主事へと変更いたしまし
た。今年度も主に期待し、主
と共に歩んで行きたいと願っ
ております。

①日々キリストにあって生活
をし、神様が喜ばれる選択を
していけるように。誠実に神
様と向き合い、他者に仕える
器として用いられるように。

②結婚生活、サポートレイ
ズ、JCFNでの働き、教会での働
き、色々なミニストリーに関わ
っています。是非主が願われて
いる形で一つ一つに忠実に誠実
に関わっていけるように。

③主の働きが日本で、世界で
これからも前進するために、
一人一人が神様に従い、変え
られ、互いに建て上げられ続
けるように。

岡田千尋
日本代表主事

日本での働きの2年目が終了
しました。GRC15実行委員長
として、カンファレンスの準
備にあたった年となりまし
た。GRC15の準備に大きな責
任を感じつつも、日本に派遣
された時の目的であった地域
の帰国者ミニストリーへの働
きかけに関して、GRC15が大
きな鍵となっていくことを思
い、GRC15後の動きへ大きく期
待しています。2015年2月に
結婚し、結婚生活を楽しむと
共に、夫婦となって広がる神
様の働きを実感しています。
夫・朋記は都内のキリスト教
主義高等学校でキリスト教科
教諭として4月より働きを始め
ましたが、生徒のうち帰国生
が3分の2を占める高校という
こともあり、夫婦共にそれぞ
れ遣わされた地で帰国者の働
きに関わる特権もいただいて
います。

①家庭、教会、ミニストリーに
おいて神様の栄光が現されるよ
うに。

2015年12月27日～31日＠ミズーリ州セントルイス
https://urbana.org/
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っても主の守りの内に後藤家は
ここまで支えられています。

①家族一人一人が霊肉共に支えら
れ、主に用いられる器として整え
られるように。

②GRC15後のJCFN日本の働きが実
りのあるものとなるように。

③主がこれからも明確な道を示し
続けてくださるように。

佐伯良樹
北米協力主事（OR）

5年間協力主事として関わった
equipper conferenceの働きか
ら離れたため、特に表立った活
動のない1年でした。ポートラ
ンドでの教会開拓、また仕事を
通してのローカルな働きの中
で出会う留学生、国際結婚の
カップルの方々との関わりが中
心の1年でした。改めて知らさ
れたことは、主がパウロに語ら
れたように「この街には主の民
がたくさんいる」ということで
す。1つ1つの出会いを大切に主
の福音を分かち合えて行けたら
と思います。

①家庭、仕事、ミニストリー、
全てにおいて知恵をもって仕え
ていけるように。

②協力主事として、現在置かれ
ているローカルな環境でどのよ
うに働きを進めていけば良いか
導きがあるように。

③現在関わっている、ポートラ
ンドでの開拓教会の祝福のうえ
に。特に求道者の救いと成長の
ために。

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

去年の9月に長女が誕生し、子供
3人の5人家族となって瞬く間に
過ぎた1年でした。多くの方々に
支えられながら、家族として神
様と共に歩み、キリストの体で
あるコミュニティにつながる恵
みを多く体験させて頂き感謝で
す。引き続き妻として母として
のコーリングと共に、家庭外で
のミニストリーにおいてもその
時々で神様が何を用意して下さ
っているのか知恵を頂きながら
見極めていくのが課題です。

①忍耐と愛を持って子供たちを育
てていく事ができるように。

②神様にあって夫婦として成長す
る事ができるように。

③神様との個人的な関係が新たに
され、深められるように。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

今年は関東の集会やSGと深く関わ
る時間が多く持て、本業との兼任
に忙しくしておりました。ec14
には教会の若者を日本から連れて
参加するという長年の夢が実現
し、8名で参加することができ、
帰国者のフォローアップというビ
ジョンを一緒に持ち帰ることがで

き、チームとして帰国者のフォロ
ーアップができるようになりまし
た。そして新たに若者を育てると
いうビジョンが与えられ、聖書的
カウンセリングの学びを秋から始
める予定です。関東集会も上手に
世代交代が行われ、20代の方々
がGiFT（Growing in Fellowship 
Tokyo)となり活動を始めました。
若い世代を支える先輩とし自分自
信も神様との関係をもっと深めて
いきたいと思っています。

①日々のデボーションをしっかり
取り続けることができるように。

②神様から知恵を頂きながらミニス
トリーを行うことができるように。

③聖書的カウンセリングの学びが
全て理解できるように。

ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

数カ月後に6ヶ月間のアメリカで
のホームアサイメントを控えてい
ます。マサチューセッツ州の小さ
な町を起点に過ごすことになりま
す。滞在中は、アーバナ宣教大会
への参加、Skypeを通してのメン
タリング、ボストンにある日本語
教会の訪問ができればと願ってい
ます。母は8月に90歳になります
がとても元気で、ホームアサイメ
ントの期間、母の側にいれること
を喜んでいます。

①健康とエクセサイズのために。
主が与えてくださった健康を守る
ことができるように。

②新しい支援者が与えられるよう
に、またすでに与えられている支
援者と良い関係を続けることがで
きるように。

③日中のスモールグループを自宅
や教会の近くで始められるよう
に。良い時間と良い場所が与えら
れるように。
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日本活動報告
2014年度は「祈りで繋がり広

げる」というテーマで日本での
活動を行いました。テーマに基
づいた働きとして、毎月第2土
曜日に御茶ノ水で祈祷会を始
め、毎月、一つの地域を取り上
げ、地域の帰国者の働きのため
に祈りました。地域のために祈
るだけでなく、実際にいくつか

の地域を訪問することもできま
した。東北RIMによるキャンプ訪
問（10月）。福岡では帰国者の
働きは近年ありませんでしたが
11月に訪問することができ、5
月より福岡でのスモールグル
ープが起こされました。4月に
は東海のインスパ訪問をしまし
た。また、関東では東京を中心
とした帰国者集会の関東集会が
GiFT（Growing in Fellowship 

Tokyo）と名前と
中心メンバーを新
たに働きが進めら
れています。地域
の動きがこの秋
のGRC15：Global 
Returnees Con-
ferenceをきっか
けとして更に広げ
られていくことを
祈ります。

ラックに参加します。世界に
生かされているキリスト者と
しての召命を参加する一人ひ
とりが得ることができるよう
にお祈りください。

（2） JCFNの宣教目的が変わらな
い中、ミニストリーの対象
者や状況は変化していま
す。主の導きを求め、知恵
が与えられ、柔軟に大胆に
神様の御心に従えるように
お祈りください。

（3） 更なる働き手が必要です。続
けてボランティア、主事、協
力主事が与えられるようにお
祈りください。

記：清水摂

見直す必要が出
てきます。北米
の2013年度の目標
は、『同労者の発
掘と育成』、そ
して2014年度は
『拡大するニ
ーズを知り、
応答する』でし
た。20 1 5年度
は、『同労者の
育成と派遣』を
目標として掲げ
ています。ミシガン周辺のネッ
トワークが拡がり、関係が深ま
る中、いよいよ今年は豊田市か
ら牧師たちが視察に行き、来年
の夏にはフォローアップのため
ミシガンから短期宣教チームが
送られることになっています。
まさに派遣です。

今年度も、帰国者ミニストリー
のフォーカスを大切にしながら、
宣教のためにJCFN北米が活動を展
開できるように、主に期待してい
ます。お祈りください。

祈祷課題：

（1） 今年末のECは休みです。代わ
りにアーバナ世界宣教大会
(www.urbana.org)の留学生ト

北米活動報告
ミニストリーは生き物、つま

り、変化し、成長するものだと、
最近痛感しています。現在のア
メリカを取り巻く日本人留学生
伝道におけるチャレンジは、人数
の減少化、留学期間の短期化で
す。そのような中にあって、イク
イッパーコンファレンス（EC)で
は、ECの主対象者の「いずれ帰国
する人」たちの人数はそこまで変
化していませんが、日本からの参
加者、ユース（中高生）や 送り
出す側の人数は増えているため、
結果として「帰国者」の数は減少
しているように見えます。これか
らさらに人数の増減、割合の分布
が大きく変化していくようであれ
ば、ミニストリーの戦略を再考す
る必要がでてきます。

ここ5年で発展してきているミ
シガン州近辺の駐在員家族に伝
道しているアメリカの現地教会
とのパートナーシップも、私た
ちのミニストリーの方向性に新
しい影響を与えています。たと
え、目的が同じであっても、宣
教環境（社会現象など私たちが
コントロール出来ない部分）が
変化する場合、方法論や戦略を

ランチタイムに事務所を開放す
る「お茶LUNCH」も引き続き用い
られ、帰国者たちが気軽に立ち寄
り近況を伝えられる環境づくりが
継続されています。また、南関東
を中心としたスモールグループに
よる帰国者フォローアップも継続
されています。2014年度は7つ（
南関東）で始まり、倍増すること
を祈っていたスモールグループで
したが、現在、12グループ（南関
東、大阪、福岡）になりました。

祈祷課題：

（1）GRC15後の地域での帰国者
フォローアップの働きが
強められるように。

（2） スモールグループが更に
多くのところで起こされ
るように。

（3）地域に協力主事が起こさ
れるように。

記：岡田千尋
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9カ月間滞在した留学先のLAでは、たくさんの
クリスチャンを通して神様の愛に触れ、EC13で
イエスをキリストであると信じました。こんな
自分さえも愛して十字架にかかってくださる神
様に対して、何かしらの形で応えたいという思
いをもって帰国したことを覚えています。

帰国してからの教会探しの期間は、正直なと
ころ憂鬱でした。様々な教会を転々としつつ、
どこかでLAにいた頃の教会と似たような教会を
探し求めていた気がします。

そんな中で参加したイベントが、帰国者を集
ったお花見でした。そして、そこで覚えて祈っ
た「火事になった教会」が、私の今つながれて
いる教会です。焼け残った礼拝堂を見て、こん
な私にも何かできることがあったらいいなとい
う思いから通い始めた教会でした。しかしなが
ら、教会学校や奏楽の奉仕を通して、多くを与
えられたのは私のほうでした。

また、日本の大学に籍を残していたこともあ
り、帰国してからの大学生活では、KGK（キリス
ト者学生会）での活動に参加することが多くな
りました。はじめ、大学のキャンパス内にいる
クリスチャンが私を含め2人という現状に少々と
まどってはいましたが、たった1人で活動してい

る大学もあるという
ことを聞いて、同じ
主にある兄弟・姉妹
が同じキャンパス内
に遣わされているこ
とに感謝しつつ、週
に一度、祈り会と題
してキャンパス内で
集まるようになりま
した。そして、新た
に与えられたメンバ
ー1人を加え、3人体
制で聖書研究といっ
た活動ももたれるよ
うになりました。学年が1つ下になり知り合いが
少ない中、1年間こうした活動を通して支えられ
たことに感謝しています。

2015年度からは新たに、KGKのブロック役員と
して主に仕える役職が与えられ、月に1度のブロ
ック祈祷会を通して、主にある多くの学生たち
と交流をもつようになりました。今後の活動を
通して、神様の御言葉を中心にもたれるこの交
わりが、より深いものとなっていくことを主に
期待しています。

帰国してからの信仰の歩み
髙野　傑

JCFN25周年記念特別企画︕︕

2016年6月30日(木)～7月3日(日)
場所︓ホノルルのどこか（TBA)

費用︓TBA
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維持会員加入のお願い

新会員制度として「維持会員」制度を導入し
て一年が経ちました。今後も、さらに多くの維
持会員が与えられるようにと願っています。

これまでのメーリングリストとしての会員区
分を「一般会員」とし、今回、一般会員に加え
て、「維持会員」を設けることになりました。
維持会員に登録してくださる方には、「約束献
金」として年間30ドル（もしくは、3,000円）
を献げていただくことで、JCFNの働きに新し
い形でご参加いただきたいと願っています。こ
の約束献金は、JCFNの運営のために、また、主
に、帰国者の里親基金として、帰国者応援キッ
ト作成（1つあたりの経費︓約10ドル）のため
に用いていくことになります。

以下、維持会員の詳細、登録手順についてです。 
【維持会員の詳細】
●期間︓7月～6月（12ヶ月間）
●更新︓毎年6月に、更新手続きのお知らせの案
内をEメールでお送りします。その上で、更新手
続き（約束献金の送金）をお願いします。
●退会︓更新時期に更新（約束献金の送金）を
されないことで、維持会員から退会されるとみ
なされます。その後、「元維持会員」として一
般会員と同様に情報を管理させていただきま
す。
【約束献金について】
●約束献金額︓年間30ドル（3,000円）
●任意献金︓約束献金を献げる時に併せ、任意
で献金を献げることができます。献金額もご自
身で決めることができます。
●送金方法︓クレジットカード（ドル建て）、
チェック（北米）、郵便振替（日本）
●アメリカで献げられる約束献金、任意献金は
税金控除の対象になります。
【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︓

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。 


