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BBWIT 2019（町田：7/14&15/2019）

WIT 2019（コスタメサ：6/20-22/2019）

CC 2019（シカゴ：5/23-25/2019）

ゆだねると・・・
あなたのわざを主にゆだねよ。
そうすれば、あなたの計画は
堅く立つ。
（箴言16:3）
まだ一年以上先のことですが、JCFN
は、来年末に行われるEC2020を皮切
りに30周年を祝います。

小さな応答
1990年、アーバナ宣教大会で発足
したこの働きは「JCFN」ミニストリ
ーを始めるために作られたものでは
ありませんでした。そこに参加して
いたクリスチャンになったばかりの
留学生の数名が、日本での伝道につ
いて学ぶために日本宣教の分科会に

参加したのがはじまりです。そこに
は5-6名の日本人クリスチャンがお
り、彼らの声かけで大会中に他の日
本人参加者とも交わりの機会を持つ
ことになりました。そこで、帰国後
どの教会に集ってよいのかわからな
い、家族がクリスチャンでない、な
どの不安を分かち合い、お互いのた
めに祈り合い、情報交換を続けよう
と始まったのがJCFNの前身、「アー
バナ会」でした。
インターネットのまだ普及してい
なかった時代です。紙媒体の会報でコ
ミュニケーションを取り始めました。
手書きで記事を書く人、記事の編集
者、名簿管理担当者、会計担当者、印
刷と発送作業担当者と分担して行いま
した。（ちなみに当時神学生だった私
は、仲間を募って印刷と発送作業を担

当していまし
た。そして30
年近く経った今
も同じ作業をし
ています！）ま
た、学生たちが
実際に旅をし、
日本人クリスチ
ャン、教会、集
会を訪ね、フット
ワークによるネッ
トワークが広がっ
て行きました。
発足した次の年、1991年夏に
名前をJCFNと改名し、帰国者支援
のための団体ということに方向づ
けがされました。更に3年経った
1994年の夏、宣教声明が決まり、
現在の4つのC（ご存じない方は、
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ぜひ、ホームページをご覧くださ
い。）が決まったのは10年目の
2003年でした。全くの草の根ムー
ブメントで始まったこの小さな働
きに、OMFをはじめ、多くの宣教団
体、教会が協力してくださり、主
事が立てられ始め、法人化をし、
ミニストリーの形が整って行った
のです。
始まりは、海外で救われた留学生
が感じていたニーズに対しての応答
としての働きでした。しかし、一歩
下がって見てみると、この働きは神
様ご自身のわざであり、ずっと以前
から世界中で祈られてきた日本の救
い、そのために働き手が起こされる
ようにとの祈りに対する主の応答だ
と思うのです。

大きな川の支流
年末から始まる30周年記念のこ
とを念頭に、このJCFNの始まりと今
まで、そしてこれからのことを思い
巡らしています。20周年のテーマ
は、Re-Actでした。それは、JCFNの
どの部分をとっても神様がいつもイ
ニシアチブをとってくださり、私た
ちはただそれに対してリアクトして
きているからです。状況や必要に迫
られたり、機会が与えられたりした
ことがきっかけで、「自信、能力、
知恵知識などはないけれど、とり
あえずやってみよう」、「当たって
砕けろ」精神で駆け抜けた20年でし
た。そしてこの10年は自分たちの経
験に頼るのではなく、もっと神様の
働きかけに敏感になり、それらに素

2019年理事会年次報告
JCFNを支援くださっているみなさまへ
日本においては台風19号により
被害を受けられた多くの方々にお悔
やみとお見舞いを申しあげます。一
日も早い日常の回復をお祈り致しま
す。皆さまのお祈りとご支援に支え
られ、今年も年次報告をお送り致し
ます。今年の理事会はカリフォルニ
ア州にある北米事務所で行いました。
１）主事のためにご支援を
２）ECとGRC
３）30周年へ向けて
４）理事会
１）新主事候補及び主事のために
ご支援を
現在、長年の祈りであった新主事
候補が立てられています。土田大介
さん（仙台聖書バプテスト教会）と
古屋詩織さん（大和カルバリチャペ
ル）です。新主事候補への支援、サ
ポートレイズへのご協力をよろしく
お願い申し上げます。
主事の増加と働きの拡がりを期待
して、引き続き維持会員を募集して
おります。詳細はウエブをご覧くだ

さい。地域集会ごとでの主事献金も
ご検討くだされば幸いです。
２）ECとGRC

北米でのEC(Equippers Conference)と日本でのGRC(Global
Returnees
Conference)とをJCFNミ
ニストリーの大きな両輪としてい
ます。この年末にはECが開催され
ます。ECにはユース世代の参加も
増えています。また多様な背景を
持った人たちが集います。その受
け入れの広さもまたJCFNの特徴で
す。さらにポスト学生世代をセカ
ンドステージと位置づけ、リーダ
ーシップの育成をはかります。

これからの30年のことを考える
と大きな世代交代がやってくること
に希望が満ち溢れています。今まで
も、神様のイニシアチブで大きな流
れの中に身を任せ、ゆだねる中で今
のところに導かれたどり着いている
わけですが、これからは、支流の働
き、つまり今まで帰国した人たちが
日本や世界各地で関わっているミニ
ストリーに、新たに帰国する若い世
代、次の世代が加わり、支流でなけ
ればできない働きをそれぞれの場所
で、力強く主によってなしていくこ
とを期待しています。
北米代表主事 清水摂

JCFN理事長

米内宏明

していくミッションパートナーで
す。日本へ帰国された帰国者の中
からも献身者が生まれ育っていま
す。また地域教会との連携がます
ます期待されています。協力教会
も募集中です。ぜひ事務所へお声
かけ下さい。これからも宣教の最
前線で主のお働きを担えるような
JCFNとして進んで参ります。
４）理事会
理事長
米内 宏明【日本在住】
（国分寺バプテスト教会牧師）

理事
【北米在住】

GRCは3年に一度の日本開催
です。GRC開催のない今年です
が、2017年から開催している
BBWIT（リーダーシップトレーニン
グ）を町田のエヴァグリーン・チャ
ペルをお借りして開きました。日本
の各地から出席がありました。

ウィテット・ダグラス

３）30周年

中村 佐知

2021年にJCFNは30周年を迎え
ます(20年のECからスタートしま
す)。留学生の祈りから始まった
JCFNをここまで導いて下さった主
に感謝をしてい
ます。JCFNの歴史
は、世界に散らさ
れた日本人へのパ
ッションをもって
おられる主ご自身
の証と受け止めて
います。

錦織

理事会（北米本部：6/11-13/2019）
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直に応答できるようにと祈りつつ歩
み、働きの見直しをしてきました。

もはや帰国者は
フォローされるだ
けの対象ではあり
ません。共に成長

（OMF International 宣教師）

柴崎 芳生
（プラントモラン税務シニアマネージャー
兼営業本部長）

中馬 リック
（JEMSディレクター）
（心理学博士、翻訳家）

学

（ニュージャージー日本語キリスト教会牧師）
【日本在住】

高橋 秀典
（立川福音自由教会牧師）

山崎 龍一
（お茶の水クリスチャンセンター理事・総主事）

監事
尾上 選哉【日本在住】
（大原大学院大学教授）

主幹（財務関連）
三上 洋輔【北米在住】
（元ヤマハ・カナダ・ミュージック取締役社長）

日本活動報告
「主事候補」
古屋詩織さんは、GRC18（2018
年5月開催）前後にJCFN日本でイ
ンターン生としてご奉仕くださっ
ていましたが、その後JCFN主事に
なる決心をされました。理事会面
接を経て、2019年3月に神学校を
卒業後、現在主事候補としての歩
みを始め、サポートレイズをされ
ています。日本事務所で初めて与
えられたインターン生が主事就任
に向けての第一歩を踏み出された
ことは、誠実な神様が私たちの積
んできた祈りを聞いてくださった
ことにほかなりません。同じ時期
に主事候補として立てられた、土
田大介さんと合わせ、最善の時に
主事候補を与えてくださっている
のだと感じています。おふたりの
サポートレイズが守られ、神様の
時に就任の日を迎えられることを
続けて祈ります。
「BBWIT」
BBWIT（ブリッジビルダーズ

Whatever It Takes）は、2017年
より毎年7月の海の日の連休に開
催してきたリーダーシップキャン
プです。今年も地域の帰国者受け
入れミニストリーに関わる方やス
モールグループリーダーたちを対
象に行われました。過去2回は主
事を中心に行ってきましたが、今
回は3回目であり、また準備期間
に岡田の産休が重なることもあっ
て、これまでのBBWITに参加され
た方や協力主事に実行委員会に加
わってもらいました。
地域の帰国者受け入れの働きや
スモールグループの動きを見る
時、リーダーシップに変化がある
と、ミニストリーそのものにも変
化が及ぼされ、時に働きを継続し
ていくことが難しい状況になるこ
とがあります。リーダーたちが、
変化の多いこれらのミニストリー
にどのように関わっていくのか、
学び、考え、分かち合う機会とし
て、BBWITがこれからも用いられ
ることを願っています。そのため

北米活動報告
帰国準備で一番大切なもの
「海外で信仰を持った人が、帰
国後、キリスト者として成長し続
けるために、帰国前にしておくべ
き必要なことはなんですか？」良
く聞かれる質問であり、答えが一
つではない質問です。しかし、経
験から一つ言えることは、帰国前
に一つの試練を乗り越えるという
ことかと思います。
重要なのは、二つ目のYES
海外で信仰を持つ人の一つ目の
YESは、イエス様を信じるときの
ものです。しかし、もしその人が
帰国前に試練に直面し、悩み、神
様と葛藤し、信仰の共に祈り、支
えてもらって、それでも主に従う
という決断、つまり、二つ目の
YESを選択することができたら、
その人の信仰はぐんと成長し、そ
の根はしっかりと張られると思い
ます。
二つ目の葛藤
普通、帰国者の信仰の二つ目の
葛藤は、「帰国体験」そのもので
す。そのときに、今までの信仰の
成長を導き、助けてくれていた仲
間は海の向こう。日本ではまだ仲

岡田千尋

にも、これからもミニストリーの
現場にいる方々に実行委員として
関わっていただき、キャンプを継
続していきたいと思います。
「GRC」
2021年には第3回目となるGRC（
グローバル・リターニーズ・コン
ファレンス）が開催されます。そ
のための準備が開始され、実行
委員長も立てられました。2020年
末には30周年を迎えるJCFNです
が、GRC21を通しても、この30年
間のJCFNのあゆみを導いてくださ
ったを神様に感謝を献げ、お祝い
することができるように、企画を
進めていきたいと思っています。
祈祷課題：
（１）主事候補たちのサポートレ
イズの歩みが守られ、神様の最善
の時に就任を迎えられるように。
（２）地域の帰国者受け入れの働
き、スモールグループが祝福され、
用いられるように。また、関わる働
き人たちが励まされるように。
（３）GRC21の準備のために。

二つ目のYESのために
清水摂

間がいない・・・。そういうとき
の試練は、本当に厳しいもので
す。もし、二つ目の葛藤を何らか
の形で帰国前に体験していれば、
帰国体験三つ目の葛藤になるわけ
ですから、信仰の根が成長した中
で通ることができるので、大変な
中にも成長できるのではないかと
思います。

これからも北米ではこの二つ目
のYESのために、いえ、ずっとの
YESのために、仕えて行くことを
願っています。それは、海外から
日本に帰国する人、また、日本か
ら海外に移動する人、また、海外
から日本に帰国する人を送り出す
人・・・。JCFNの働きに様々な角
度から関わっておられる全ての人
のために必要なことだと確信して
います。

だからといって

祈祷課題：

海外で二つ目の葛藤を人工的に
作ることはできません。では、で
きることはなにか。それは、信仰
の根が深まり、広がる機会と学び
を提供することです。

（１）短期交換留学生に対しての
新しい宣教アプローチが用いられ
るように。また、駐在員伝道のた
めに現地教会との協力体制強化が
されるように。

ECもWITもC-WITも・・・

（２）北米のために立てられてい
る土田主事候補のサポートレイズ
が祝福されますように。また、北
米事務主事が与えられますよう
に。

JCFNが行っている北米におけ
る働きは、帰国前に、できるだ
け彼らの信仰の根が深まり、広
がるためにあります。その中で
もC-WITは、このために非常に
素晴らしい学びの機会です。C
は、Contemplative、黙想を表し
ており、自分の置かれている状況
や環境、自分自身のライフステー
ジの変化、帰国というような大き
なトランジションの中にいても、
不変的な神様の真実と愛を土台と
する訓練のときです。

（３）今は30周年に向けて大切な
準備の時です。今までの30年を導
いてくださっている主に感謝し、
これからの30年を期待するため
に、主事、理事、協力主事、ボラ
ンティアリーダーたちの間に一致
が与えられますように。

3

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

加え、家庭集会等、ローカルでのミ
ニストリーにエネルギーを注いだと
きとなりました。忙しかった一年間
の反動があってか、夏は一転してゆ
っくりと過ごし、良いリフレッシュ
のときとなりました。
9月にははじめて北カリフォルニ
アで沈黙のリトリートC-WITが、そ
して10月には日本でもC-BBIWTが
開催されることになり、ますます
JCFNの働きの中に、Doingだけでな
く、Being、そしてBecomingを意識
したものを取り入れることができて
きていることを感謝しています。

いつもお祈りを感謝します。夫婦
揃って元気にしています！夫が教会
開拓を始めて一年。その中で更に
JCFNの働きである海外邦人宣教と帰
国者ミニストリーの重要性を目の当
たりにしています。自分に与えられ
ているリーダー育成の働きに思いと
時間を用いることが私の喜びです。
日々の葛藤や御言葉の分かち合い、
共に祈る中で彼らが主にあって大き
く成長していく姿に学ばされ、励ま
されています。
また2020年年末が、JCFN発足30周
年です。理事・主事と共に祈り、読
書会をし、時間をかけて準備をして
います。新主事就任の準備も進んで
います。何か主が新しいことをなし
てくださる！そう期待し、今年も主
に仕えて行きたいと願っています。
①主の声を聞き、それに従う喜びが
日々増し加えられるよう、そのため
に必要なスペースづくりができるよ
うに。

来年度は年末にJCFN30周年を迎え
るにあたり、新しいビジョンを祈り
求めています。今の時代の中での
JCFNの役割と使命について、主から
の知恵をいただきつつ、ワクワクし
ながら歩む1年となることを期待し
ています。
娘たちも秋から、それぞれ中学一
年生、小学三年生、とますます自立
してきました。娘たちがキリストに
似た者となるために、親としてどう
あるべきか、何をするべきか。なか
なかチャレンジングな日々を送って
います。

年間でした。第2子の妊娠期間、出
産、産後休暇と続き、2人の子育てと
JCFNの働きや教会での奉仕の両立が思
うようにいかないところを通るからこ
そ、神様がJCFNに導かれたときの心を
思い起こさせてくださったのだと感じ
ています。
10月に次女（6ヶ月）も保育園に
入ることが決まり、長女（2才8ヶ
月）と夫とそれぞれの協力を得な
がら、11月頃から御茶ノ水の日本事
務所通勤を再開させていただく準備
を進めています。「できることをす
る」ということを念頭に、神様が与
えてくださる機会に応答しながら仕
えていきたいと思います。
①主事候補のよきサポーターとなれ
るように。
②家庭、JCFNミニストリー、教会の
働きにおいて、神様の導きに応答し
ながら仕えていけるように。
③関わる人たちに寄り添うことがで
きるように。
ブログ：http://chofu.ch/cbc/
blog/missionary_chihiro/

後藤満喜
日本主事

①JCFNミニストリー、特に北米にお
けるの大きな方向性、ビジョンが神
様から与えられるように。
②日々主を喜び、主に感謝して、生
活のどこを切っても主を証しするこ
とができるように。
③日本にいる家族の救いと守りのた
めに。

②30周年の準備、また、新主事就任の
ためのパートナーシップデベロップメ
ントとビザなどの準備のために。

ブログ：http://blog.goo.ne.jp/
fffyuko2

③教会開拓に夫婦で関われる感謝
と、この働きが主の御心のままに歩
めるように。

岡田千尋
日本代表主事

尾関祐子
北米主事

2 0 1 8 年 度 は 、 G R C を 終 えた直後
で、年末にはECもなかったこともあ
り、大きなイベントがなかったこと
が幸いし、比較的余裕のある年でし
た。岡田主事の出産に合わせて日本
事務所の体制は、変化の中に置かれ
ましたが、働きが守られ感謝です。
後藤家一人一人も主にあって守ら
れ、祝された歩みがゆるされていま
す。次女の愛耶が洗礼に授かり、家
族メンバー全員が信仰の面で同じ土
壌に立てている事は本当に幸いな事
だと感じさせられています。
この新しい年度も、これまで導い
てくださった主に更に信頼して歩ん
でいきたいと思います。

前半は色々な試練（家族や教会、
人間関係等）を通らされましたが、
後半は随分落ち着き、JCFNの働きに
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JCFN日本でインターン生だった古屋
詩織さんが神学校卒業後より、JCFN主
事として仕えるための準備に入られま
した。彼女が通ってきた「神学校
→JCFNでのインターンシップ→主事候
補」という歩みが、13年前に私がJCFN
主事に就任したときの歩みと重なり、
初心に返る思いを通らせてもらった1

①日本での働きが更に拡大して、帰
国者が用いられていくように。
②家族一人一人が主との歩を堅実に
していくことができるように。
③老いた私や光代の母達の日々の歩
みが守られ健やかであるように。

佐伯良樹
北米協力主事（OR）

できる事を」のスタンスで外に出る
働きはかなり限られています。そん
な中でも新しい出会いが与えられ、
小さいながら主の働きに関わる機会
が与えられ続けている事に感謝で
す。今年5歳、7歳、9歳になる子ど
もたちの子育ても、主に与えられた
大切なミニストリーの一貫として向
き合えるよう、お祈りに覚えていた
だければ感謝です。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

①今のこの時期に神様が私達家族に
与えられている道を見極めて従って
いけるように。
この1年も主の守りと皆さんのお
祈りに支えられた歩むことが出来感
謝でした。地域教会の働きにおいて
は、教会で旧約聖書の出エジプト記
を1年半かけて学びつつ、キリスト
にあって新しくされたアイディンテ
ィーと、神の民の共同体としての使
命を深く語られるシーズンでした。

②子どもたちの成長の過程を楽しみ
大切にしていけるように。
③主との関係の中で成長と刷新を求
めていけるように。

レディントン香
北米協力主事（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）

良樹は職場において責任が増して
いく中で、いつも新しいチャレンジ
とテーマを与えられながら奮闘して
います。
真理子は、子どもたちが2人とも
小学校に進学し（1年生と3年生）、
生活や仕事も新しいシーズンに入り
つつありますが近隣のコミュニティ
ーや職場で与えられた繋がりを大切
にしつつ、日々主に応答しつつ歩ん
でいます。
①仕事、子育て、学びにおいて、与
えられた領域で喜んで仕えていける
ように。
②子どもたちの成長と学びのうえ
に。キリストの弟子として良い訓練
を受け続けることが出来るように。
③地域教会の働きにおいて、各日本
人ミニストリー、日本人教会と良い
ネットワークを築いていくことが出
来るように。

倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

ここ一年を振り返ってみると、本
当に色んな事があったなあと思う一
年でした。EC19の実行委員長を務め
る事になったり、アーバナで奉仕を
したり、3月には韓国で行われたロー
ザンヌのYounger Leaders Gathering
にも参加する事が出来ました。自分
が知っていた以上の神様を見せて頂
き、感動続きの一年でした。
6月に行われたWITでは「True
Worshippers～でぃBy でぃ礼拝せい
～」をテーマに、真の礼拝者として
生きるとはどういう事かをスタッフ
含め、21人の参加者で学びました。
参加者一人一人が礼拝について考え
させられ、持っているものを神様に
捧げる姿は、とても美しいものでし
た。参加者が少なかった分参加者全
員が家族のように仲良くなり、休み
時間には花いちもんめをしたりと、
笑いに満ちた楽しいWITでした。

2年間かけて勉強したビブリカ
ル・カウンセリングの学びが終わ
り、無事証書を頂くことができまし
た。実際にカウンセリングをしてい
く上でカウンセリーに出す宿題の
本を私自身も読む必要があり、自
分自身の成長にとても役立っていま
す。2年ぶりのECのないお正月を日
本で家族とゆっくり過ごすことがで
きました。BBWITの準備も岡田主事
の産休に伴い、突然大役が来て大変
でしたけれど、神様の恵みによって
準備ができ感謝でした。夏に従兄弟
の子どもが教会のキャンプに参加し
てくれて2名救われるという恵みに
授かりました。新しいSGも待望の池
袋に誕生し、賑わっています。GiFT
も新しいコアメンバーも加わり、毎
回初参加の帰国者との出会いがあ
り、用いられています。
①どんなに忙しい状況でもデボーシ
ョンを通して成長していけるよう
に。
②健康が守られ活動できるように。
③神様の導きに耳を傾け御心を行う
ことができるように。

ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

①神様に期待する事が出来るように。
②祈りを学ぶ一年になるように。
③EC/WITのために。

ローカルミニストリーと協力しな
がら、ネットワーキングや中西部で
のイベントのサポートを中心にこじ
んまりと活動しています。
過去数年間、子育てとミニストリ
ーを両立する中で、「できる時に、

g
r
o
.
n
f
c
j
.
g
o
bl

いつも新しい冒険とチャレンジと
があります！そして、神様に賛美す
ることも！色々な方法で賜物を用い
る機会があり、神様を信頼すること
を学んでいます。同時に、私の方法
ではなく神様の方法によってミニス
トリーがなされていくということを
学んでいます。この1年、神学校で学
んでいる日本人女性達のメンターと
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して、彼女たちがミニストリーへの
召しを確認して行く際に、イエス様
を指し示すという特別な役割をさせ
ていただきました。私の関わるイン
ターナショナル教会には多くの帰国
者たちが集っていますが、多くが自
分たちの賜物をフルタイムミニスト
リーや職場において、どのように主
のために用いることができるのか模
索しています。
所属する宣教団体（TEAM）には多
くの新しい宣教師が加わり、日本で
の生活について学び、神様からの
召命に応えて日本人がキリストに
出会うために働いています。JCFNの
イベントに参加し、新しい世代のリ
ーダーたちが賜物を用いている姿を
見、とても励まされます。来年オリ
ンピックを迎える日本のことを思う
と励まされ、多くの帰国者や国際人
が賜物を用いて神の御国建設のため
に用いられてほしいと思います。他
のミニストリーに関わる人たちと協
力し、喜びを分かち合えることがで
き、嬉しく感じています。

間たちとの再会や少人数制のキャッ
チアップなど、そういう働きは今後
具体的な助けにつながるのではなで
しょうか。
①ANRKのリーダーシップを引き継ぎ
しようとしています。この転換期、
リーダーに建てられている人たちの
良さを活かしていけるように。
②教会開拓を始めました。忙しさの
中でもクリスチャンとしての基本を
しっかり押さえて感謝しながら、聖
霊に満たされ従順に歩めるように。

留学時や海外在留時は学生である
人が多いですが、帰国後会社で働き
忙殺される中で、自分や家族の健康
が損なわれることもあります。そう
いった中で、サポート・システムが
必要になります。近年、関西では海
外資本の教会がこのような帰国者に
対して海外でのキリスト教を思い
出させてくれるいい働きをしている
ことは特記すべき現場で、感謝なこ
とです。しかし、帰国者の人生全般
に対する苦難や悩みを共に分かち合
い、共に生きる全世代型の共同体が
望まれます。日本現地の教会の助け
は必至ですが、JCFNで知り合った仲
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③常に主に信頼し、依り頼む事がで
きるように。

石橋憲
日本協力主事（東海）

日本協力主事（関東）

③兄たちの救いのために。

昨年度を振り帰ってみると家族の病
気や、それを取り巻く状況と、今与え
られているミニストリーとそれに向き
合う自分自身との葛藤に苦しんだ年で
あったと言えます。そのため関西帰国
者のための協力主事とは名ばかりで、
実際には何もできなかったのが事実で
す。しかし、これも帰国者の現状だと
いうことを認識しました。

②久しぶりに家族全員で住んでいる
ので、その貴重な時間が祝福される
ように。

峯恵梨香

②高齢の母（94才）がイエス様にあ
って喜びを持ち続けられるように。

日本協力主事（関西）

①大学院の学びのため。

③家族の心身ともなる健康のために。

①健康のために。

大西邦嗣

してくださる事を期待します！

1年を振り返ると、本当に神様の
恵みの中に生きたなと思わされま
す。礼拝の思いを与えられている私
は新たな扉を沢山開けた年になりま
した。ヒルソングジャパンのアルバ
ム、長沢崇文先生のアルバム、GRC
にも参加してくださったサムエル・
カンさんのアルバムやコンサートも
手伝わせて頂きました。
他にも超教派の集会で賛美リード
をさせて頂く機会もあり、貴重な体
験となりました。最近、神様に語ら
れている事は、ヘブル12:2「信仰の
創始者また完成者であるイエスを見
つめながら。このイエスは、御自身
の前にある喜びを捨て、恥をもいと
わないで十字架の死を耐え忍び、神
の玉座の右にお座りになったので
す。」です。前に立たせてもらって
いた私は、自分の信仰に物足りなさ
を感じ、自分が前に立って良いのか
と葛藤をしていました。ですが、あ
る友人が誕生日のお祝いで連絡をし
てくれた時に、この聖書箇所を送っ
てくれました。自分は自分の信仰を
作る事も完成させる事も出来ませ
ん。私が作り上げたものではないか
らです。主である神様を信頼し、創
始者また完成者である神様に依り頼
む事が、私が持つべき信仰だと語ら
れました。そこから、神様が用意し
てくださった道を喜び、感謝して、
私が仕えるのではなく、主と共に仕
える事が出来ています。
大学院3年目もあと1ヶ月で終わ
り、最後の年に入ります。ますます
主が学びを通してご自身を明らかに

長年の課題だった400名にも及ぶ
東海地域への過去15年の帰国者、集
会参加者の整理とサポートが必要な
方の再リストアップをようやく始動
することが出来ました。現在近況も
含め対象者に少しずつ連絡を取って
います。また、フォローアップをし
ている人を皆で覚えて祈れるように
祈りのメールを東海地域帰国者集会
「インスパ」メンバーと共に作成し
月1回発信しています。
その他に帰国者だけでなく、駐在
などで日本から海外に移住される方
の現地教会への紹介や、仕事柄（不
動産・クリスチャンシェアハウス）
東海地域や関東地域への帰国者の住
居探しのお手伝いをさせて頂いたり
することが多かった1年でした。イ
ンスパの定期集会が2019年から無く
なり、今後はより個人フォローアッ
プに集中し一人一人に寄り添う働き
が大切になっていきます。

①慈愛と寛容を持って忍耐強く善を
行い、神にも人にも誠実であるよう
に。（ローマ2:1-16）
②主に与えられた働きとタラントを
用いて最善に努められるように。
③東海地域集会「インスパ」の今後
の活動が主に用いられますように。

日本円でのオンライン献金（クレジッ
トカード決済）が可能になりました！

https://jcfn.org/donationJP
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。

竹沢めぐみ
日本協力主事（PR）

今年度も、皆さんのお祈りとお励
ましと、豊かなお交わりをいただき
ありがとうございます。JCFNの活動
を多くの方々に身近に感じていただ
きたく、ブログを通してイベントや
活動の報告をさせていただいていま
す。インタビューに応じてくださっ
た皆さまに感謝いたします。
また今年はBBWITの実行委員として
朝のバイブルスタディのリードと、
ごはん係をさせていただきました。
準備をする中で「イエスさまの見る
方向を、共に見ることが日々チャレ

古屋詩織

ンジされている」ということを語ら
れました。私自身、目の前のこと
に追われてしまう日常ですが、顔を
上げ、イエスさまの目線に自分の目
線を合わせて行く信仰が養われるよ
う、お祈りいただければ幸いです。
①神さまを信頼して、誠実に歩むこ
とができるように。
②新しいミニストリーが起こるよう
に。
③体調管理をしっかりして、働きを
十分にできるように。

主事候補
いんとろ

土田大介

現在、サポートレイズをしている
主事候補を改めてご紹介。おふた
りに色々聞いてみました〜！ぜ
ひ、それぞれのサポートレイズの
ために祈り、応援してください。
しおり、しーちゃん、しおりん
神奈川県
自然と都会の融合
シアトル（2011）、カリフォルニア（2012）
くすみカラー
最近はくすんだピンクに目が行く気がする
（こんがらがった時や、パンクしそうにな
る時に観る映画）「食べて祈って恋をして
(eat pray love)」「スパイダーマン」
長所：客観的に物事を分析してみること
短所：優柔不断

(1) ニックネーム

だいちゃん（日本）、Dai（アメリカ）
山形県米沢市

(2) 出身地とご当地自慢

牛肉がめっちゃ有名（ほぼ食べたことな
い）

(3) 海外経験（年・場所）

サウスカロライナ州コロンビア市（4年）

(4) 好きな色
(5) 好きな映画

ブルー
「オーシャンズ11」
「ファイティングテンプテーションズ」
長所：意外に何でもコツコツ取り組む

(6) 長所・短所

短所：拘り過ぎて時間がかかるケースが
ある

おくびょうなカーレッジくん(Courage the
Cowardly Dog)のカーレッジ
理由：飼い主に一大事を伝えるとき、様々 (7) 自分をアニメのキャラク のび太
に変身して伝えることが多いが、たいてい ターにたとえると。理由。
理由：すぐに神様～と泣きつく（苦笑）
は相手にされないかうまく伝わらない。
そんなもどかしさがたまーにある。
臆病なんだけど、やるときはやる。
見よ。私は新しいことをする。今もう起こ
(8) JCFN主事になることで
ろうとしている。」主がこの日本に、世界
関わっていく日本人との出会い、関係。
楽しみにしていること。
になされることを見ることです！ワクワク
サポートレイズをする中で営業が苦手だ
な〜と思いました。だからこそ、主は私の
周りに一緒に考えてくれる人を置いてくだ
さっているな〜と。教会訪問をする中で私 (9) サポートレイズで大変な
が神様から共有して頂いたものを同じよう ことと喜びに感じること。
に主から受け取ってくださり、働きを尊ん
でくださる兄弟姉妹に出会えることは本当
に喜びです！！
今は、主の声に耳を傾け、
聖霊の導き信頼して従えるように。

(10) 祈祷課題

紹介の後や、レター発送後に反応が薄い
時は正直凹む一方、予想もしていないサ
ポートが与えられたりした際、自分の考
えを超える神様の働きを家族で見ること
ができることは喜びであり、励ましです。
必要が満たされるまでの期間を通し、主
に対する信頼関係がさらに深まるように。
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海外での教会生活と帰国後
～「励まされたい」から「遣える人」へ
した。私の信仰が本当に守られるよ
うに、と毎週バイブルスタディーを
してくれた教会の兄弟姉妹には感謝
しかありません。この期間中に、私
は新しくクリスチャンになる決心を
しました。

2015年6月から2016年5月にかけ
て、イギリスのロンドン大学に留学
しており、人類学を勉強しました。
教会に行き始めたのは留学してい
たときです。新しい環境にある人な
ら誰でも経験する孤独ですが、「あ
あひとりになっちゃったなぁ」と学
生ながらに寂しさを感じたのを今で
も思い出します。というとちょっと
大げさですが、人間関係の煩わしさ
と孤独から「あれ、友達ってどうや
ってつくるんだっけ？」と幾度とな
く考えました。
そんなときに、小学生の頃の友人
がロンドンに住んでいて、教会に誘
ってくれたのがきっかけで、行き始
めるようになりました。新しい環境
にあって、今まで積み上げてきたも
のを全て手放し、皆で賛美し、聖書
を読み、祈り続ける。その日々は新
鮮で、ふーっと気持ちよくふかふか
のベッドに横たわったような心の安
らぎを久しぶりに感じられた日々で

AmazonSmileでCharityグループを
JCFNに設定すると、自動的にお買い
物の0.5％がJCFNに献金されます！
ぜひこの機会にAmazonSmileにご登
録ください！！

帰国するとき、ロンドンのヒース
ロー空港まで教会の同世代が送りに
来てくれました。私は正直、空港で
見送ってくれる人と留学先で出会え
るなんて想像していませんでした。
実はそれまでにも、家族以外にこう
して見送られるという経験はありま
せんでした。なので、そのときの服
装、空港のゲート、荷物の大きさ、
最後に祈ってくれた言葉まで鮮明に
記憶に残っています。こんな出会い
が大人になってもあるのだなと感動
しました。
ロンドンでこんな恵まれた時間を
過ごした後、私はクリスチャンの知り
合いが日本に一人もいない状態で帰国
しました。帰国後しばらくはロンドン
の教会の面影、というか幻想のような
ものを日本の教会やミニストリーにも
求めていた気がします。そんな中で教
会を探しているときにJCFNのスモール
グループのお誘いを受けて、行ってみ
ることにしました。週一回、それぞれ
違う教会、仕事場に散っていた人々が
集まって、カフェで聖書をまったり読
む集まりは心地の良いものです。帰国
してから、ここで私はバイブルスタデ

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。

木田みのり
ィーのリードや、フォローアップの仕
方を学びました。このスモールグルー
プの場があったおかげで、もっと神さ
まを深く知りたいと思うようになり、
またひとつロンドンでの体験とは一段
あがって成長できたと思います。

ロンドンで行っていた教会の幻想
を探すことから脱し、新たに日本で
生きていくミッションを神さまから
授かったのだなと感じることができ
ました。
帰国してから3年が経ちます。
ロンドンでは、「恵みを受けた
い、励まされたい」と思って教会に
行っていました。でも今は、もしか
したら自分にしか届けられないメ
ッセージがあるのかもしれない。そ
う思いながら、仕事に行き、教会に
行き、友達と会っています。（教会
以外にも自分の行動を以て、証する
ことができる場所はあるはずですよ
ね。）もし、私なんかが役に立つこ
とがあるのであれば本当にそれは恵
まれたことです。ただの一会社員で
ある私が、役に立つとか、用いられ
る、とかいうのは正直、非常におこ
がましいです。でも、そんな私でも
応援して、ミッションを与えてくれ
る存在がいるようなのです。そのこ
とを覚えてこれからも生きていきた
いなと思います。

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：

Equipper Conference 2019
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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。

