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た方々に加えて、新しく参加された方々もい
て、ここからさらに歩みを進めて参りたいと願
っております。大会のために多大なご協力をオ
アフ島の邦人教会から賜りました。ありがとう
ございました。

２）これからの五カ年の展望

Go further Go deeper Go wider
広げ、深め、進もう

日本においては、「根付く者が育つために」と
して、リーダーシップキャンプBBWIT、さらにGRC
を通して、互いに育っていくことを目指します。

北米においては、「帰国する者が育つため
に」として、ec、WIT、CWIT、巡回、ミシガンネ
ットワークなどを通して、帰国者の準備、次世
代育成、主事リクルートを目指します。

いま留学生数の減少、留学期間の短期化など
により、ミニストリーのあり方も変化を求めら
れてきますが、変わらない必要のために引き続
きリソースの提供をしていきます。「デボーシ
ョンブック」作成完了、「帰国者ワークブック
ビデオ」作成完了（HPからご覧頂けます）、「
駐在員・求道者用帰国者ワークブック」作成予
定、「帰国者ワークブック」見直し、等です。

３）主事とミニストリーのためにご支援を　

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っています。そ
のために新主事の必要が常にあります。維持会
員制度を取り入れていますので、詳細はウェブ

JCFNをご支援くださっている世界と日本のみな
さまへ

日頃のご支援に心より感謝し、今年も年次報
告をお送り致します。

１） JCFN25周年記念大会（ホノルル・コンファレンス）
２） これからの5カ年の展望
３） 主事とミニストリーのためにご支援を
４） 理事の異動
５） GRC(Global Returnees Conference)2018の開催

１） 25周年ホノルル･コンファレンス

JCFNは団体としては小さなグループです。し
かし、そのフィールドの広さは世界大です。ア
ーバナ大会に参加していた邦人留学生たちの祈
りの声を産声として、JCFNは始まりました。こ
の四半世紀の間、実に多くの留学生、帰国者、
そして日米の教会関係者のお支えをいただきま
した。改めて感謝を申し上げます。その後、留
学生のための主事が立てられるようになり、さ
らにその働きの後ろ盾として理事会が構成され
ます。ミニストリーを担って下さったすべての
主事、理事の皆さまと、お送り下さった日米の
教会、学生団体、宣教団体に、心からのお礼を
申し上げます。

25周年を未来への起点とするために、北米と
日本との架け橋たるべく、太平洋の中間にある
ハワイ・ホノルルで記念コンファレンスを開催
致しました。これまでJCFNを知っていて下さっ
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　勝利の主、イエス様の御名を
賛美します。

　去る6月、ホノルルにおい
て、JCFNは25周年セレブレーシ
ョンコンファレンスを開催する
ことが出来ました。この帰国者
ミニストリーが25年間、守られ
前進してきたということに、た
だ感慨深く、また、主の憐れみ
を感じ感謝しております。　

　20周年のテーマは「Re-Act」
で、主の働きかけに応答（リ
アクト）するというものでし
た。JCFNの歩みのどこをとって
も人が始めた業は無く、全て
神様が状況や必要を通してミ
ニストリーの機会を与えてく
ださり、ただがむしゃらにそ
れに応答してきたのがJCFNの
歩みです。25年目のテーマは
「Up-N-Out」で、神様に感謝
や願いまた不安などの全てを捧
げる（UP）ときに、主から必要
な知恵と力を受けて外に出て
（OUT）いこう！というもので
した。　

　JCFNの区切りにあたっている歩

みの中、最近私たちの大切な方々
を数名、主の元にお送りしまし
た。もちろん天国での再会の約束
の希望はあります。しかし、それ
が今の悲しみの量を減らすわけで
はありません。ご家族のことを思
うと言葉がありません。そのよう
な暗闇の現実の中で今年のEC16の
テーマ聖句であるヨハネ16:33を
思い出します。

「あなたがたは世にあっては患
難があります。しかし、勇敢で
ありなさい。わたしはすでに世

に勝ったのです。」

　このみことばを思い巡らしな

などをご覧ください。地域集会ごとでの主事支
援もご検討いただければ幸いです。

理事会としては、現主事たちの財政基盤のた
め（主事のサポートレイズを軽減するため）、3
年間の期限付きでの策案を取り入れます。主事
を目指す人のためにも、サポートレイズの軽減
策を取り入れます。

４）理事の異動

理事長
米内宏明（国分寺バプテスト教会牧師）

理事
ウィテット・ダグラス（OMF International 宣教師）

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・総主事）

中馬リック（JEMSディレクター）

監事
尾上選哉（大原大学院大学　准教授）

がら、一つのイメージが湧いて
きました。それは、小さく弱い
私が、非常に大きい「この世の
患難」という怪物を相手に戦っ
ている姿です。私の敗北は戦う
前から決まっているようなもの
なのですが、その小さな私は恐
れずに戦っており、顔には余裕
すらあるのです。その理由は私
の背後にある、ある存在の故で
す。そこにはこの大きな怪物な
ど一捻りで潰すことの出来ると
てつもなく強いイエス様がい
て、私を「勇敢であれ！」と応
援し、共に戦ってくださってい
るのです。

主幹（財務関連）　

三上洋輔（元ヤマハ・カナダ・ミュージック取締役社長）

任期満了退任　　
森作常生（聖蹟めぐみキリスト教会牧師）

召天により退任
岩井曜子（小岩キリスト教会トロント伝道所「救いの岩伝道所」伝道師）

５）GRC(Global Returnees Conference)2018の開催

2015年に引き続き、第二回目の「Global Re-
turnees Conference2018（全世界からの帰国者コ
ンファレンス）」を日本で開催致します。2018
年のゴールデンウィークです。今からご予定に
入れておいて下さい。会場は、「ホテル　エバ
ーグリーン富士」です。

北米でのec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から日本での地域集会、スモールグルー
プ、教職者ネットワークが進んでいます。次回
以降もその輪が広がることを期待しています。

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。

主事会報告 北米代表主事・2015主事会議長　清水摂
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ことにもなり、現場でのママミ
ニストリーがますます充実して
きつつあります。2年越しのプ
ロジェクトになってしまいまし
た帰国者ワークブック・駐在編
も近日中発行予定です。今年は
さらに霊的形成にフォーカスを
おいたミニストリーを広げてい
きたいと思っています。イエス
様の「友」となること、イエス
様に似た者となることにフォー
カスして歩んでいきたいと思わ
されています。

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

清水摂
北米代表主事

25周年セレブレーションコンフ
ァレンスを機に、JCFNの働きを
通して神様が誰よりも私を祝福
し、成長させてくださっている
のは過言ではないと深く感謝し
ました。また22年の間、私はOMF
宣教師としてJCFNの働きに送り
出されていましたが、この3月
から、100％JCFNの主事として継
続して帰国者ミニストリーに携
わることになりました。日常的
変化はないものの、一つ、成長
の階段を昇ったような気がしま
す。続けての働きのためにお祈
り下さい。夫、マオとの家庭集
会や教会を通してのミニストリ
ーも前進しており、救われる学
生達が徐々に起こされているこ
とは感謝です。彼らの成長のた
め、また、帰国後のフォローア
ップのために祈りつつ、仕え続
けていきたいと思っています。

①個人的な神様との関係が深め
られ、主の導きに期待し柔軟に
応答できるように。

②夫婦で関わっているミニスト
リーを通して救われる人が起こ
されるように。また、救われた
人達の成長のために。

③JCFNでの働きにおいて更なる
ビジョンと知恵、同労者が与え
られるように。

尾関祐子
北米主事

昨年度はムスメ1号が駐在家
族の子女のクラスメートにな
り、1年間つきっきりで英語の
サポートをしたことを通して、
ますます駐在員家族へのアウト
リーチやフォローアップの必要
を覚えるときとなりました。ま
た、それがきっかけとなり、日
本語教会のミニストリーの一環
としてEnglish Cafeをはじめる

　JCFNの歩みの中にも様々な患
難がありましたしこれからも出
てくるでしょう。しかし患難を
恐れるのではなく、既に勝利を
治め、今も生きて私たちと共に
歩んでくださる唯一の全知全能
なる神、主ご自身だけを恐れ、
その主にだけ従いたいと願って
やみません。海外で救われ、帰
国するお一人ひとりが、既に世
に勝っておられるイエス様と共
にいるということを、いかなる
状況の中でも忘れることがない
ように、また信仰が強められる
ように、これからもJCFNとして

仕えていきたいと心から願って
います。

　具体的には、グローバル・リ
ターニーズ・コンファレンス
（GRC、通称:グリコ）を通して
の繋がりが日本全国に拡がり、
各地における帰国者フォローア
ップのための働きが更に構築さ
れていくように、また北米で帰
国前の訓練としてのイクイッパ
ーコンファレンス（EC)やリー
ダーシップキャンプWITが継続
され、ミシガンネットワークな
ど日本人宣教に携わる現地の教

会との協力体制を強化し、ま
た、バイリンガルのユースの働
きの可能性を探っていくことに
力を入れていきたいと思ってい
ます。また新しいスタッフが与
えられるようにも祈り働きかけ
ていきたいと思っています。

　このイエス様の愛と励ましを
受け、その愛を伝えていくこと
が出来るように、また日本中、
そして世界中の人々がイエス
を主と告白する日が来るよう
に、JCFNに与えられた働きを誠
実に全うしていきたいと思って
います。

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
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後藤満喜
日本主事

昨年9月にGRC15を祝福の内に終
えることが出来、GRCの色から
ようやく抜け、日常の働きへと
落ち着きを取り戻した年となり
ました。しかし、年度末に25周
年コンファレンスがあり、気づ
いたらなんとコンファレンスで
始まりコンファレンスで終わっ
た年となっていました。JCFN25
年の歩みの内17年間この働きに
関わらせていただき、本当に感
謝です。これからのJCFNとの歩
みの中で、主が何を用意してく
ださっているのかわかりません
が、更なる祝福を期待し、許さ
れる限りこの働きに関わらせて
いただきたいと願わされていま
す。妻や子どもたちも昨年度、
主の守りの内におかれ、祝され
た歩みが許されました。成長し
ていく子どもたちのスピード
に、親である私や妻が必死にな
ってついていこうと、日々奮闘
しています。

①JCFNの働きの中で、主の御旨
にかなった器として形作られて
いくように。

②子どもたちの成長のために、
また、親として私や妻が成長し
ていくことができるように。

③健康が支えられ、働きに従事
できるように。

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。就任してから5年が
経ち、2期目の4年目に突入し
ました。2015年度はGRCで始ま
り、同じ教会の仲間と同窓会を
することが出来、とても祝福さ
れました。同時に帰国者が通っ
ているチャレンジを目の当たり
にし、試行錯誤しながら送り出
す者として取り組んでいます。
個人的な面では夫と一緒に神学
校の授業を聴講したり、将来の
準備をする一年でした。中でも
夫の神学校の妻の会で多くの刺
激を受け、良い学びと交わりを
持つことが出来ました。これか
ら夫婦でどのように導かれるか
分かりませんが、今年度も主を
見上げ、詩編130篇にあるよう
に主を待ち望み歩みたいと願っ
ています。

①いつも主を待ち望み、主に満
たされ歩めるように。

②JCFNでの働き、サポートレイ 
ズ、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・主事会議長

GRC15の働きから始まった2015
年度でしたが、主の守りと家族
のサポートの中で、実行委員長
としての務めを全うすることが
できました。結婚生活も2年目
に入り、それぞれの働きを通じ
お互いのネットワークが広がる
ことを楽しんでいます。7月か
らは夫婦でJCFNのスモールグル
ープを吉祥寺で始めることがで
き、共に帰国者フォローアップ
の働きに関われることにも感謝
しています。また、母教会・調
布バプテスト教会で長らく祈っ
ていた牧師が4月より新しく就
任され、牧師が按手を受けるの
と同時に「協力宣教師」として
按手を受けました。母教会から
祈られて、JCFNの働きに遣わさ
れていることに改めて感謝を捧
げる時となりました。

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。

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。

③御言葉と祈りに専念すること
ができるように。

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

お申し込みは今すぐ︕
http://equipper.org
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佐伯良樹
北米協力主事（OR）

この1年も引き続き地域教会の
建て上げに関わる年でした。特
に留学生ミニストリーを通して
与えられる出会いの中で学生達
が福音に触れて、遣わされてい
く姿を見せていけるのが何より
も大きな励ましと祝福でした。
また教会では主に月に1回程度
説教の奉仕で関わらせて頂いて
いますが、仕事での責任とチャ
レンジも増す中で、1人静まる
時を含め、更なる知恵と情熱が
与えられるように祈らされる1
年でもありました。

①右足首を骨折してリハビリが
長期間必要です。速やかな回復
があるように。

②子ども達の成長と救いのため
に。夫婦で知恵をもって成長を
サポートできるように。

③現在関わっている地域教会を
通して、更に帰国者を送り出す
働きが前進していくように。

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

今年はミシガンのローカルで神
様が以前から祈っていた様々な
扉を開いてくださり、新しいミ
ニストリーや試みが始まってい

ます。具体的にはローカルの日
系クリスチャンをつなぐ M Joy 
Networkの設立、賛美集会、新し
い家庭集会の発足等です。引き
続き地域の様々なミニストリー
と協力しつつ、日本語を話す人
々へのミニストリーと弟子訓練
に関わっていけたらと願ってい
ます。

①家族として、特に夫婦として
の取り扱いと成長。

②子育ての中で忍耐と愛と知恵
が与えられるように。

③イエス様から目を離さず、主
の愛の中で毎日過ごせるよう
に。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

昨年の夏からルームメイトが与
えられ、彼女を通して若い子た
ちと交わる機会が更に増えて、
一緒に帰国者のフォローアップ
ができ、週末はほとんど毎週だ
れかと会うということで埋まっ
てしまう忙しさで突っ走りまし
た。教会を離れている子や一時
帰国の子たちを励まし、多くの
交わりを持てた1年でした。

①忙しい中でも毎朝デボーショ
ンをしっかりとって成長してい
けるように。

②必要な体力が与えられ健康が
守られるように。

③神様からの知恵と愛で帰国者
を励ましていける力が常に与え
られるように。

ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

12月6日〜7月30日までサポート
レイズとソーシャルセキュリテ
ィの都合でアメリカに滞在して
いました。地方にあるアメリカ
人教会は変化の中にあり、ビ
ジョンや情熱を失っているよう
で、とても難しさを覚えた教会
訪問となりました。滞在期間で
のハイライトは、12月にアーバ
ナ宣教大会に参加したことと2
月にRJCカンファレンスに参加
したことです。その他の時間で
は、ニューイングランド地域に
ある13の支援教会を訪問しまし
た。91才になる母は自宅で元気
に生活しています。日本に戻る
ことができうれしいです。そし
て、これから東京で何が起ころ
うとしているのか楽しみにして
います。

①帰国者と会うためのクリエイ
ティブな方法が与えられるよう
に。小平地域にいる帰国者主婦
の方々との繋がりを持っていけ
るように。

②所属教会と協力して帰国者フ
ォローアップをしていくことが
できるように。

③帰国者女性との1対1のメンタ
リングのために。

募集中︕
JCFNでは、主事・事務主
事、協力主事・インター
ン、ボランティアを随時募
集しています。興味のある
方は、JCFN日本事務所、ま
たは、JCFN北米事務所まで
お問い合わせください。
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2015年度の働きのハイライト
は9月に行われた「GRC15：Glob-
al Returnees Conference」でし
た。「We are His Dream〜共に
神の夢を生きる」というテーマと
詩篇51:12をテーマ聖句として掲
げ、部分参加や子どもたちを含め
約450名の参加者が与えられまし
た。GRC15が開催される1ヶ月前、
またGRC15期間中にも、日本の各
地域で帰国者の働きに関わる方々
が集まり、地域情報の交換、どの
ように地域間で協力し合えるか、
また、どのようにJCFNがサポート
することができるか、などの意見
交換を行いました。

GRC15後、千葉では「りっち
ーば」という新しい帰国者集会
が始まり、GRC15前は活発では
なかった地域でも活動が再開す
るなど、GRC15が良い影響を残
しています。まさに、2015年度
にテーマとして掲げていた「『
繋がり広がったもの』が『根付
く』ように関わる」ことに通じ

トワークや地域集会のサポート
などのミニストリー等、今行っ
ているものに加え、今年度計画
をしている一つは帰国者セミナ
ーを各地域で行っていくことで
す。各教会がその教会から帰国
する人たちのために帰国前の準
備を提供することができるよう
になるために、まずは南カリフ
ォルニアの地域教会でそのよう
なセミナーの開催ができれば、
と願っています。また、周りの
人々を育てることの出来るリー

今 年 度 の 北 米 の テ ー マ
は、JCFNの基本中の基本、目的
そのままである「帰国者が育つ
ために」です。そのためには、
帰国者自身に関わることも重要
ですが、帰国者を育てる方々が
帰国者を育てることが出来るよ
うになることが必要であり、そ
のためのミニストリーの展開を
考えています。

ECやリーダーシップ訓練キャ
ンプWITの継続、ミシガンネッ

る1年間となりました。次回の
GRC開催を2018年5月2〜5日（会
場はGRC15と同じ）とすること
が決定しましたが、その間引き
続き地域との関係を持ちつつ、
励ましとなることができるよう
にと願っています。

また、南関東でのスモールグ
ループの働きも継続して用いら
れています（現在9つ）。同時
に、地域性の違いか、地方での
スモールグループを通してのフ
ォローアップは難しさを覚えて
います。各地域でその地にあっ
た良い形でフォローアップが進
められるようにと祈ります。

祈祷課題：

（1）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）特に、南関東でスモールグ
ループが更に起こされるように。
（3）JCFN主事が新しく起こさ
れるように。

日本活動報告 岡田千尋

北米活動報告 清水摂

大西邦嗣
日本協力主事（関西）

まだJCFNでのアソシエイトス
タッフとして間もないのです
が、4月、5月、7月と3回LAMPと
いうLAのミニストリーのために
祈るお祈り会を持つことができ
たことは、心から嬉しかったこ
とです。7月、8月は、普段あま
り顔を出せていない日本人ミニ
ストリーでお話をさせてもらう
機会も与えられ、日本への帰国
前に意味ある関係を確かめ合え
たことも感謝なことだと思いま
す。LAでは在米日本人の数が減
少しているようですが、日本人
と日本に重荷のある質の高いリ
ーダーたちが起こされているの
が印象的でした。私たちは9月
に帰国するので、これからは帰
国者の受け入れの奉仕に携われ
ることが楽しみです。

①アソシエイトスタッフとして
JCFN関西の取り組みと受け入れを
充実したものとできるように。

②自分自身も帰国者なので、こ
の経験を通して帰国者のアジャ
ストメントを親身になって理解
し、効果的に助けることができ
るように。

③カウンターカルチャーショッ
クの中でも、神様の声を確かに
聞き、従うことに喜びを見出せ
るように。
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私は、16歳の頃からカ

ナダで約9年、アメリカ

で3年と、計12年を北米

で過ごしました。両親は

クリスチャンではなく、

留学前はイエス様を信じ

るということはありませ

んでした。しかしカナダ

で出会ったホストファミ

リーと教会の方々を機に

イエス様の事を知り教会に導かれ、イエス様を救い

主として受け入れました。そして約12年の海外生活

を経て、昨年の8月に日本に帰国しました。今回は、

帰国してからの初めの7カ月の間、特に両親と共に過

ごした時間について分かち合いたいと思います。

約12年ぶりに、そして神様を信じてから初めて両

親と半年以上一緒に生活しました。今後、実家を離

れたらこのように両親と共に生活する機会は自分の

人生でないのかもしれないと思い家族伝道の思いを

持っていました。しかし、そのような思いは、周り

にクリスチャンが少ない環境の中で、私の信仰と共

に弱くなっていってしまいました。日本での信仰生

活がとても苦しいと感じたある夜、帰国前にJCFNス

タッフからいただいた「帰国者応援KIT」を思い出

両親への福音というプレゼント　浜村俊傑

帰国者の証

ダー育成のために、WITの働きが
拡大することを願っています。
対象者や、スタイル、また、開
催場所も広げていく予定です。

働きを進め拡げていくためには
人が必要です。今までもJCFNの主
事以外の大勢の方々が共に仕えて
下さって前進してきました。しか
し人を更にリクルートするために
は、働きの拡がりが必要です。人
が与えられると働きは拡がる。働
きが拡がると人は与えられる。つ
まり「鶏が先か、卵が先か」状態
なわけです。

信仰の歩みは、状況が整ってか
ら前進するのではなく、一歩進ん
だら状況が整えられます。

「...箱をかつぐ祭司たちの足
が水ぎわに浸ったとき、...水は
完全にせきとめられた。...」(ヨ
シュア記3章15-16節)にあるよう
に、私たちの信仰の一歩を主は待
っておられるのだと思います。

今年度も、誰が何をいつどの

ようにするのかなど、自分たち
の限られた人材、能力、時間、
財政を見ると足りないところば
かりで悩むところは多くありま
すが、主が導いてくださってい
るのですから、信仰の一歩を
取って進んでいきたいと思いま
す。その時に、人の業ではな
い、主の業がなされると確信し
ています。

ぜひ、私たちとともにこのア
ドベンチャーに今年も一緒に歩
んで下さい。

祈祷課題：

（1）具体的なミニストリーの機
会が与えられるようにお祈り下さ
い。（WIT拡大リーダーシップトレ
ーニングや、地域教会における帰
国者セミナーの実施のために。）

（2）働きを前進させるために、新
しいスタッフが日本にも北米にも
与えられるようにお祈りください。

（3）現スタッフ達が、神様を信
頼し、自分のできる範囲ではな
く、主が求められていることを与
えられている全てを用いて行うこ
とが出来るようにお祈り下さい。

し、その中に入っているCDを聴きました。私は日本

での霊的な戦いの苦しみを体験すると同時に神様

からの励ましと慰めを受けました。幸いその後に

GRC2015にも参加する事ができ励まされて実家に戻り

ました。

なかなか両親に神様の事を伝えられず過ごしてい

たのですが、ある日、両親に「僕は海外でクリスチ

ャンになったんだけど、僕がどんなことを信じてい

るかお父さん、お母さんに分かち合いたいと思って

いて、よかったら今度一緒に聖書を読まない？」と

勇気を振り絞って尋ねました。突然の誘いに驚いた

と思うのですが、幸いにも両親は嫌な顔をせずにい

いよと言ってくれました。

両親と楽しく聖書を読み話し合うことができるよ

うに、初心者向けのテキストを使いました。初回の

箇所がルカの福音書12章

にある「愚かな金持ち」

のたとえ話でした。商売

人の両親に早速この個所

か、マジかよ…と最初は

焦りましたが、両親はお

金についての価値観を話

してくれたり、聖書が語

WIT16
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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︓

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。 

っている内容を学ぶことができました。この後も人

間の罪、神様の愛などについて全部で7回ほど聖書を

開く機会が与えられました。一緒に聖書を読んでく

れた両親の優しさ、そして神様の支えにただ感謝で

した。聖書を読もうと誘うのは勇気が必要で、毎回

試練が伴いました。聖書を一緒に読んだ時も、うま

く導くことができたかは分かりませんが、私は神様

の御業を信じることを教えられました。

「私は福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ人

をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとっ

て、救いを得させる神の力です。」

（ローマ人への手紙1:16）

4月から上京する事になり、両親と過ごした7カ月

は短く私ができることは限られていましたが、両親

の救いのために引き続き祈り、帰省した時はこれか

らも一緒に聖書を読めたらと願っています。

「わたしの羊はわたしの声を聞き分けます。ま
たわたしは彼らを知っています。そして彼らは
わたしについて来ます。」ヨハネ10:27

帰国者セミナーのビデオ（イントロ＋全4
回）が完成しました。ぜひ、帰国準備のため
にお用いください。セミナーのビデオ全セ
ッションはJCFNウェブサイト（http://jcfn.
org）からご覧いただけます。


