
1

Equipper年報
Calling, Character, Commission, Community2017 年秋

お問い合わせ
北米本部：P.O. Box 17982, Irvine, CA 92623-7982 USA Tel: 949-424-7535 E-mail: ushq@jcfn.org

日本本部：〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-1OCC ビル内　Tel/Fax:03-5217-2505 E-mail: nihon@jcfn.org

郵便振替 : 『JCFN』 00100-8-565348 Homepage:  http://www.jcfn.org 

「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 

JCFNの働きは
最高に面白い！

と、自画自賛のように聞こえます
が（そのとおりですが）、本当に
この働きのユニークさと拡がる可
能性にはドキドキ・ワクワクさせ
られています。

　25年を経た働きとしては、人の
目にはその歩みは遅々たるものに
映るかもしれません。また、その
ミニストリーの実も日本社会に、
またクリスチャン人口の増加に良
い影響を与えているようには見え
ません。しかし、それでも私はワ
クワクしています。それは、25年

経ってやっと気付かされたことが
あるからです。それらは25年経た
なければ気付けなかったことだと
も言えます。

　JCFNは「海外で救われた人たち
が日本に帰国した時に教会につな
がる働きをしている」と思われて
います。もちろん、彼らが日本で
教会につながることは大切なこと
ですし、結果的にはそうかもしれ
ません。しかし、JCFNは教会出席
者を増やすために存在しているの
ではありません。もし、どこに教
会があるかを調べるのがJCFNの働
きであるのなら、Googleの方が適
しているでしょう。

　JCFNは、「帰国者クリスチャン
を世界宣教のために整える」こと
を宣教声明としています。JCFN
は、海外で救われた人たちを含む
「異文化経験のある帰国者」クリ
スチャンが、その人に与えられ
ている召しを神様からいつでも聞
き、従い、主を中心とするコミ

ュニティー（神の家族・教会）を
建て上げ、キリストの弟子を育て
る人たちを起こす者となり、日々
キリストに似た者として造り変え
られ続けることが出来るように働
きかけるミニストリーです。これ
は、JCFNだけでは出来る働きでは
ありません。帰国する人たちに関
わるためには、北米（海外）では
海外邦人教会や永住する日本人ク
リスチャン、留学生伝道などに関
わっている現地の教会との関わり
やパートナーシップが欠かせませ
ん。また、帰国した人たちを受入
れるためには、日本の地域教会、
また受入れ側のクリスチャンや宣
教団体の協力が必要です。

　ただ、今になって気付かされて
いるのは、JCFNの帰国者に対する
関わり方、帰国前の準備と帰国後
のフォローアップが中途半端だっ
たのではないかということです。
送り出す教会、受入れる教会の間
に立って、帰国者をしっかりと受
け渡しすることが出来たであろう

BBWITリーダーシップキャンプ（東京：7/16-17/2017）
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かと考えさせられています。彼ら
が、世界宣教のために整えられる
ために、送り出す側と受入れ側の
教会と協力しながらフォローアッ
プしてきたであろうかと考えさせ
られているのです。

　 フ ォ ロ ー ア ッ プ が な い 場
合、2−3年の内に7-8割の帰国者ク
リスチャンが神の家族の交わりか
ら離れるという統計をJCFNでは使
っています。では、なぜ残りの
2-3割が留まっているのかという
ことを考える時に、様々な可能性
があると思いますが、その一つ
は、「第二の明け渡し（Surren-
der）」だと思います。帰国者の
「第一の明け渡し（Surrender）
」は救いの時です。罪を認め、そ
の罪を赦してくださったイエス様
を主と信じ受入れる時の明け渡し
です。信仰者として帰国後も継続
して歩むためには、「第二の明け
渡し」が必要です。それは、どん
なことでも良いのですが、自分の
道と神様の道が違っていると気づ
いたときに、神様の道を選ぶとい
うことです。自分の思いや願いを
主に明け渡し、主の導きを信頼し
てそれを受入れ、それに従うとい
う決断をすることが、「第二の明
け渡し」です。この明け渡しをす
ることが、主との関係を深め、確
かなものにしていきます。

　このような条件は作り出すこと
ができません。しかし、そのよう
な状況に直面した時に、メンター
や、自分の状況を正直に話し、祈
ってもらうことの出来る関係、コ
ミュニティーがあると、「第二の
明け渡し」をすることができま
す。そのために、メンター、スモ
ールグループ、アカウンタビリテ
ィーなどの場所を近くに持つこと
が出来るサポートをJCFNでは、更
にしていく必要を覚えています。

　現在、JCFNが直接的にフォロー
アップしている人数（日本から海
外に移動する人も含む）は年間約
100人から150人です。中には求道
中の方もいます。北米のWITリーダ
ーシップキャンプやEC（Equipper 
Conference）、日本のBBWITリー
ダーシップキャンプやGRC（Global 
Returnees Conference）に関わっ
ている人数は、毎年延べ700人で
す。つまりJCFNが関わっている帰
国者全員、この800人全員がキリス
トの弟子として成長し続け、神様
からの召しを全うし、宣教の働き

に携わるのであれば、彼らの家族
が救いに導かれ、彼らの教会、職
場、コミュニティーにも愛が溢れ
ます。日本は変わります。世界は
変わります。

　そのために、私たちは、帰国者
が神様からの召しが何であるのか
を知り従うことが出来るように、
彼らに仕えていくことを具体的に
考え、取り組む必要があります。
そのゴールを明確にしながら、も
っと意識的に教会やクリスチャン
団体、兄弟姉妹とつながり、仕え
合っていくことが必要です。今ま
でのフォローアップの形は、必要
なものでした。教会の情報を提供
し、その教会に集っている人と直
接つなげたり、ECやGRCなどで、帰
国者のお互いがつながることの出
来る機会を設けたり、WITやBBWIT
などでリーダーシップ訓練をする
ことの一つ一つは大切です。しか
し、もう一歩進んだ歩みをしてい
く必要を強く感じています。

「第二の明け渡し」のために、メン
ターやスモールグループなどのコミ
ュニティー提供の強化、各帰国者が
神様の召しを知るための具体的な学
びの提供や、それを全うするために
必要なサポートやパートナーシップ
の必要性を覚えています。

これらを進めていくためには、皆さ
んの協力が必要です。また、スタッ
フ（主事、事務主事、パートタイム
主事、協力主事）が必要です。

　ぜひ、800人の帰国者全員が主
の召しに従い続けることのできる
者に変えられるよう、この働きの
ためにお祈りください。また、経
済的必要も全て満たされるよう
に、そしてスタッフが与えられる
ようにお祈りください。主に心か
ら期待していきましょう！

北米代表主事　清水摂

合同主事会（ロス：3/16-18/2017　斎藤事務主事最後の主事会、
岡田主事は出産休暇中で欠席）

2018年5月2日(水)〜5日(土)
まもなく申込受付開始！http://globalreturnees.org
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2016年度、JCFN日本は「根付く
者が育つために」ということを目標
に掲げ、2015年のGRC：Global Re-
turnees Conferenceを機に、地域
の帰国者受入れの働きを励ますこと
を意識した活動をしてきました。関
西に協力主事が立てられたこともあ
り、関西の帰国者集会「ANRK（All 
Nations Returnees Kansai）」
が5月より月例集会を持つことが
できています。その他、東京の
GiFT（Growing in Fellowship To-
kyo）が隔月、千葉のりっちーばは
3ヶ月に1度、東海のInspireunion（
通称：インスパ）が毎月、とそれ
ぞれの活動が続けられています。
栃木のRIT（Returnees in Tochi-
gi）や神奈川のRIK（Returnees in 
Kanagawa）も不定期ではありますが
活動を継続しています。必ずしもす
べての集会がJCFNの傘下にある地域
集会ではありませんが、ネットワー
クを築きつつ、お互いに励まし合い
ながら、それぞれのところでの活動
が行われるようにと祈り、関わって
います。

そのためにこの7月（正確には
2016年度ではなく2017年度の活動に
なってしまいますが）に2011年以来
のBBWIT（Bridge Builders’ What-
ever It Takes）リーダーシップキャ
ンプを行い、地域のリーダーたちの
参加を募りました。今回はシンガポ

日本活動報告	 岡田千尋
ールのWoodlands Evangelical Free 
Churchからのミッションチームが駆
けつけてくださり、ミニストリーに
おけるビジョン継承の大切さやメン
タリングとコーチングについて、学
ぶ時を持ちました。リーダーたちが
励まされている様子を見て、今後も
BBWITを継続していくことができる
ようにと祈り始めました。

また、少し前後しますが、4月に
は来年5月に開催するGRC18のための
実行委員会が発足、準備が始まりま
した。GRC18においても、日本各地
域での帰国者の働きが励まされ、強
められ、また広げられる時になる
ことを期待しています。GRC18のテ
ーマは「DWELL〜主は私達と共に住
む〜」です。前回と
同じ山梨県の会場にて 
2018年5月2日〜5日に
開催されます。多くの
方が参加されるように
と祈っています。

帰国者受入れへの
思いは地域集会にと
どまりません。北米
で行われるEquipper 
Conferenceに日本か
ら帰国者を迎えに行
こうという思いへと
繋がり、昨年のEC16
に引き続き、今年も

北米活動報告	 清水摂
　今年の北米での働きは、いくつか
の大切な前進、変化を経たように思
います。

　まずはミシガンネットワークにつ
いて報告します。5年前になります
が、いくつかのミシガン郊外の現
地アメリカ人教会が、そこに住む5
千人以上の日本人駐在員家族（特
に妻と子ども達）を対象に、英会
話、料理、子育て、合唱のクラスを
提供しており、ある教会では毎週
約300人が集っている事と、また、
駐在期間数年の滞在後、その中の多
くが豊田市に帰国しているけれど
も、帰国後のフォローが出来ていな
いということを知りました。それ以
来、ミニストリーの可能性を探り始
め、ミシガンと豊田市の教会をつな
げるべくネットワークを築いてきま
した。3年前には豊田市から牧師数
名が来米し、この夏はミシガンか
ら10名の方が短期宣教として豊田市

GRC18実行委員会顔合わせミーティング
（東京：4/29/2017）

EC17に行く人たちのチームが計画を
進めています。北米のEC、日本の
GRCというカンファレンスを一つの
流れとして、帰国者フォローアップ
が繋がっていくことを楽しみにして
います。

最後に、今年2月に私（岡田）が
娘を出産し、働きがパートタイムに
なったことを受け、日本事務所の働
きの体制にも変化を迎えた年となり
ました。また、新年度より2名の協
力主事が加えられました。2名の主
事、5名の協力主事、1名の事務員と
で新年度も働きを進めています。

祈祷課題：

(1)GRC18の準備と祝福のために。
(2)地域の帰国者受入れの働きが励
まされ用いられるように。
(3)主事、地域協力主事が加えられ
るように。

を訪ねました。そこで、豊田市の7
つの教会が協力の元、帰国者の同窓
会、また、子ども英語クラスを開催
するという、一つの教会では出来な
いような働きを展開することが出来
ました。9月3日のクリスチャン新聞
の一面にその記事が掲載されまし
たが、JCFNの『ネットワーク』が発
揮された働きとなりました。この次
のステップは、更にこの2つの働き
の距離が近くなるように、ミシガン
からの宣教師を豊田に送ること、ま
た、今回の夏の子ども英語クラスで
始まったミニストリーを進め、サポ
ートすることではないかと思ってい
ます。

　次に、WITについてです。この
夏、JCFNにとって大切なWITリーダ
ーシップキャンプはこの11年の間
に200名のリーダー育成に関わるこ
とが出来ました。WITのスタッフは
卒業生が務めます。また、WIT参加

者もWIT卒業生が推薦し、招待され
て参加します。つまり、WITは、自
分がいかに未熟であっても仕える
リーダーだということを実体験する
場所であり、発見した賜物を用い
るだけでなく、リードすることに
よって持っている賜物を発見する
場所でもあります。そういう意味
で、参加者はもちろんのこと、半
年以上の準備期間のあるWITスタッ
フこそが訓練をされるキャンプで
す。JCFNの大切にしている4つのCの
一つ、Commission（派遣：キリスト
の弟子を作る者として整えられる）
が現れているミニストリーです。

　人事的変化としては、前期最終日
である6月末日をもって、6年間務め
た斎藤事務主事が任期満了で退任し
ました。主にあって忠実に仕えてく
れた同僚を主に感謝すると同時に、
会計、事務の仕事を残された主事と
事務員で担っていますが、至急、新
しい事務主事が与えられるようにと
祈っています。

　去る一年を振り返りつつ、今、EC
の準備をしながら思うのは、これか
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ら主が何をしてくださるかというこ
とです。既に行われている働きに加
え、日本からアメリカにくるクリス
チャン交換留学生をサポートし、各
留学生伝道と協力して共に宣教する
可能性や、ユースの働きの展開に心
を踊らせています。

祈祷課題：

(1)フォローアップの更なる充実化
のために。帰国前の北米で出来るこ
とを見直し、帰国準備期間を大切に
用いた関わり方が帰国者と出来るよ

うに。そのために知
恵が与えられるよう
に。

(2)北米オフィスの
事務主事、また、ミ
ニストリーを共に
前進する同労者（主
事、協力主事）が与
えられるように。

(3)ミシガンネット
ワークやユースミニ
ストリーなど、発展中の働きが守ら

ミシガン短期宣教チーム

2017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みなさまへ

日頃からの心のこもったご支援に感謝し、今年も
年次報告をお送り致します。

１） シカゴでの理事会
２） これからの展望
３） 主事とミニストリーのために
４） 理事会の構成

１） シカゴでの理事会

普段は事務所のあるLA近辺で持つことが多いJCFN
理事会ですが、今回は日頃からJCFNがお世話になっ
ているシカゴの日系人教会、日本人ミニストリーの
関係者の方々との親睦、ネットワークのためにシカ
ゴで開催しました。残念ながらスケジュールが合わ
ず、おいでいただけなかった先生方もいらっしゃい
ましたが、同地域で理事会を開催できたことに感謝
をしています。お忙しい中おいでくださった地域在
住のお一人おひとりにお礼を申し上げます。

２）これからの展望

昨年、「Go further Go deeper Go wider　〜広げ、
深め、進もう〜」として、日本においては「根付く者
が育つために」を、北米においては「帰国する者が育
つために」を掲げました。宣教と帰国準備、成長とリ
ーダーシップ育成を目指します。

ここ数年のフォローアップ件数は大幅な増減がなく
推移しています。フォローアップ充実のためには、帰
国者が集う地域集会や教会との協力が重要です。加え
て、帰国者のセカンドステージ（卒業後のステージ）

をフォローできるリーダーの育成も課題です。是非お
祈りください。

北米においてはec(equipper conference)を、日本
ではGRC(Global Returnees Conference)を、それぞ
れ今年の年末と来年のゴールデンウィークに開催しま
す。これらがJCFNの両輪として動く中で、フォローと
リーダーシップ育成、地域集会や教会との協力が充実
していくことを期待しています。

将来の主事や理事をリクルートする「リクルート･
プラン」では、ビザの支給がない見習い(apprentice)
主事や、教職協力者（仮称）を募ることができないか
検討を重ねています。

３）主事とミニストリーのために　

長く北米事務主事を務めてくださった斎藤真智子さ
んが任期満了で退任されました。出産された岡田千尋
日本代表主事は期限つきでパートでのお働きに就いて
います。JCFNはその働きの性質上、ミニストリーの対
象者と地域が多岐にわたっています。そのために主事
の活動範囲が広く、新主事の必要が常にあります。

財政的には、維持会員制度を取り入れています。
ウェブ等でご覧いただき、ご協力をお願い致しま
す。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。

感謝なことに、シンガポールにある一つの教会が
主事の働きのために経済支援を申し出てくださいま
した。引き続き、財政と人材のためにお祈りくださ
い。

４）理事の構成

理事長
米内宏明（国分寺バプテスト教会牧師、日本在住）

理事
ウィテット・ダグラス（OMF International 宣教師、北米在住）

高橋秀典（立川福音自由教会牧師、日本在住）

中村佐知（心理学博士、翻訳家、北米在住）

錦織　学（ニュージャージー日本語キリスト教会牧師、北米在住）

山崎龍一（お茶の水クリスチャンセンター理事・総主事、日本在住）

中馬リック（JEMSディレクター、北米在住）

監事
尾上選哉（大原大学院大学教授、日本在住）

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、北米在住）

れ、主の祝福と導きの内に進むこと
が出来るように。

JCFN理事会と 
シカゴ日系教会との交わり
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清水摂
北米代表主事

びっくりです！私の人生の半分
は、JCFNとの歩みです。この年末
でJCFNスタッフ歴、25年目に突入
します。（年齢バレバレ）そし
て、今年の夏、日本で開催された
BBWITを通して、私は神様に大き
なチャレンジを受けています。そ
れは、このJCFNの歩みが更に前進
するために、振り返り、働きを見
直すことです。また、夫婦として
も大きな変化を迎えます。夫、マ
オが主の召しに応答し、教会開拓
をするように導かれました。教会
開拓に関しては、現時点ではまだ
何も決まっていませんが、来年に
は礼拝が始められるように今年は
準備期間となりそうです。この25
年目、神様は私たちに祈ること、
立ち止まること、委ねること、そ
して進むことを教えてくれそうで
す。ドキドキ！

①25年目の歩みが、再献身のとき
となるように。そして、JCFNにお
ける思い巡らし、これからのこと
を主から聞き、それに従うことが
出来るように。

②教会開拓に関して、主に信頼
し、期待し、誠実に仕えることが
出来るように。

尾関祐子　
北米主事

下の娘がついに1年生になり、毎
日ある程度のまとまった時間をと
ってJCFNの仕事をすることができ
るようになってきたことを感謝し
ています。しかし昨年度末をもっ
て退任した事務主事に代わり、会
計をはじめ多くの細かな事務作業
が降りかかってきたため、ますま
す忙しくなってきました。教会で
はじめたEnglish Cafeのミニスト
リーも大きくなりつつあり、感謝
するとともに、ますます体力をつ
けなければと思います。自分の霊
性が整えられるためには、心のメ
ンテナンス、体のメンテナンスが
必要であることを日々教えられて
います。新しい試みとしては、こ
こ数年自分自身の必要も覚えてい
る霊性にフォーカスしたリトリー
トを今年も企画しています。礼拝
者として、また、キリストに似た
者として、ますます整えられてい
きたいと思う今日この頃です。

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

岡田千尋
日本代表主事・主事会議長

今年2月に娘を出産し、2ヶ月半の
産後休暇をいただきましたが、5
月より働きに復帰しました。子育
てを通して、どんな状況でも神様
に依り頼むことの大切さを体験す
る日々を送っています。自宅勤務
でのパートタイムの働きを進めて
いましたが、9月より娘の保育園
が決まり、10月から再び御茶ノ水
の日本事務所での勤務が再開され
ることになりました。このことを
通しても神様のタイミングは人の
想像を超えるものであることを思
います。どんどん新しいことを覚
え、できるようになる娘を見なが
ら、神様の前に、神様からいただ
くものを吸収する素直な信仰をも
って歩みたいと学ばせられていま
す。新生岡田家としての特別な形
で神様へ仕えていけるようにと日
々祈っています。

①神様の愛と知恵をもって子育て
をしていくことができるように。

②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。

③日々、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/

後藤満喜
日本主事

JCFNの働きが始まって26年が経
ち、ecが始まって20年が経とうと
しています。そして、主事として
この働きに加えさせていただき18

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

2017.12.27-2018.1.1
お申し込みは今すぐ！http://equipper.org
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倉田めぐみ
北米協力主事（MI）

今年も引き続き日本語を話すク
リスチャンのネットワーキング
とコミュニティの成長に携わる働
きと、ローカルミニストリーとの
協力の中で活動してきました。ネ
ットワークが除々に広がっている
事、またローカル教会の地域の日
本人伝道に対する根強い情熱に励
まされています。神様の御働きを
感じ、この中西部の地で何をしよ
うとしておられるのかワクワクし
ています。家族として私達が神様
の目的に忠実に従い、神様の御計
画が神様の時に、神様の方法でな
されていくのを目の当たりにさせ
て頂けるようにと祈っています。

①神様から「受ける」事を積極的
に求めていく事ができるように。

②全ての奉仕とアクティビティが
神様の愛への応答として出てくる
ように。

③生活の全てのエリアで知恵と平
安と忍耐が与えられるように。

栗栖信之
北米協力主事（Youth）

昨年秋からユースの働き人とし
て受け入れ、お祈りに覚えてい
て下さることを感謝します。神様
から与えられた、ユースへの愛と
働きへの思いは強くなるばかりで
す。遣わされている教会の事情に
より、今年前半は思うように働き
を進めることができませんでした
が、少しずつ東海岸の各教会でユ
ースの大切さや「居場所作り」に

ついて伝えています。6月のひが
きゃんには、トロントと東京から
の参加を含めて28名のユースと素
晴らしいリーダー達が集い、「究
極の居場所はイエス・キリスト」
であることを再確認しました。こ
れからも私たちの大切な「次々世
代のユースたち」に寄り添って歩
み続けたいと思います。主にある
同労者の皆さま、陰で支え励まし
てくれる妻、ユースたちの本音や
文化や流行を教えてくれる娘たち
に感謝しています。

①定期的なユース集会を東海岸各
地で始めることができるように。

②各教会・地域にユースの居場所
が生まれ、寄り添う人が起こされ
るように。

③家族の霊的・精神的・物質的必
要が満たされるように。

梯弘実
日本協力主事（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

この1年はGiFT、ec、GRCとミー
ティングがとても多く、教会で
のイベントやJCFN関連のイベン
トなど多数で週末空いている日が
ほとんどないという忙しさでし
た。ミーティングやイベントを通
しても励まされることも多く、満
たされた1年でもありました。ま
た、Biblical Counselingを2年間
かけて学ぶ勉強が始まり、もっと
聖書を読んで成長していきたいと
さらに思うこの頃です。Biblical 
Counselingを通して人が変えら
れ、みるみる元気になっていく姿
を通して、神のみ言葉の力をさら
に見ることができ勉強の励みにな
っています。今後神様がこの学び
を通してどのように用いてくださ
るのか楽しみです。

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。

年目の年を迎えました。時間だけ
が無駄に過ぎているような感覚に
時々陥るのですが、振り返ってみ
ると、確かに主は働いておられる
ことを知るのです。最近、子ども
の成長も著しく、日に日に大きく
パワフルになっていく姿を見なが
ら、反面、自分自身が日に日に老
い、パワレス？になっていくこと
を感じています。しかし、まだま
だ負けてなるものかと、どこかで
負けん気を強く持っている自分に
気づき、なんとなく嬉しく思って
いる今日この頃です。昨年度も働
きと共に、家族も祝福された歩み
がゆるされ感謝です。

①家族の上に主の守りと祝福があ
るように。

②健康が守られ、働きに従事して
いけるように。

③働きの中で用いられる器として
日々造り変えられていくように。

佐伯良樹
北米協力主事（OR）

この1年も皆さんのお祈りに支えら
れ過ごすことが出来ました。相変
わらず良樹も真理子も二児の父と
して、母として、子育て、仕事、
ミニストリーとフル回転の毎日で
す。地域教会での働きは4年目に入
り、必要を満たして下さる主に頼
ることを学ばされる日々でした。
遣わされて行く魂に関わることの
出来る喜びと、自分達も今、ここ
に遣わされていることの祝福を両
方味わえることに感謝しつつ歩ん
でいきたい、そう祈らされる1年で
した。

①職場においてキリストの香りを
放ちつつ、サーバントリーダーと
して仕えていけるように。

②子供達の成長と救いのために。
夫婦で一致をもって子供たちを育
て訓練していけるように。

③関わっている地域教会が大きな
岐路にあります。主に知恵を頂い
てこの働きを進めていけるよう
に。教会にさらに働き人が加えら
れるように。
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ピーバディ・ロベルタ
日本協力主事（関東）

昨年は、北米在住の日本人に宣教
する働き人たちに対して、日本を
訪れ帰国した学生たちがその後ど
うなっているかを知ることを励ま
すことができました。フェイスブ
ックのページを作って、帰国者た
ちが行けるような集会を働き人た
ちに紹介することもできました。
地域教会では、帰国者たちと会
い、時間を過ごすためのクリエイ
ティブな方法を模索し続けていま
す。

①帰国者たちと会うクリエイティ
ブなアイデアが与えられるよう
に、また、特に小平地域にいる帰
国者の主婦の方たちとのよい関係
を引き続き築いていくことができ
るように。

②母教会を通して、効果的な帰国
者フォローアップができるよう
に。

③日本人帰国者たちとの一対一の
メンタリングのために。

大西邦嗣
日本協力主事（関西）

昨年の9月末に帰国し、1ヶ月間地元
の大阪で少し環境に慣れる時間と次
のステップに進むための準備をしま
した。その折にANRKの9月の集会に
参加できたことは、帰国者としてほ
っと落ち着ける安心した機会であっ
たと今改めて思います。10月に新し
いミニストリーの場所として、同
じ帰国者の家族の住む西宮市（兵庫
県）を選び、新しい生活がスター

トしました。5月からANRKのリーダ
ーとして定期集会を毎月一回持つこ
とが許されていることも感謝です。
少しずつですが、認知もされてきて
いる感じです。帰国して一年間、や
はり帰国者を地域教会やバイリンガ
ルのバイブルスタディーに紹介して
ほしいという連絡を受けますが、現
状はやはり難しいです。関西の協力
教会の不足、関西という地域の大き
さ、現状把握の遅延、連絡を受ける
海外からの日本JCFNの活動とそのあ
り方への理解不足などなど。今後
は、月々の定期集会と月一で行われ
ているスモールグループ（1つ）に
もういくつかのスモールグループを
増やすように取り組みたいです。

①家族の健康。

②私たち家族が日本での生活になれ
つつも、神様の国に生きる家族であ
ることを堅固にしていけるように。

③倍加弟子の働きに力強く用いら
れるように知恵と人材が与えられ
るように。

西潟証
日本協力主事（東京）

この度JCFNの協力主事となりまし
た西潟証と申します。2013年1月
から2017年5月までアメリカに留
学をし、その中でJCFNを知りまし
た。JCFNの働きを初めて知ったき
っかけは2013年の年末にもたれた
ECです。そのECで主事の方々とお
話しする機会があり、EC13後も様
々なところでJCFNの働きに関わら
せていただきました。EC以外で
は、特に、中西部で行われている
CC(Central Conference)やC-WIT
に参加させていただいたり、昨年
は、ハワイで持たれましたJCFN25
周年のカンファレンスにも携わら
せていただきました。私自身は、
クリスチャンの家庭で育ち、日本
で信仰を持ったものですが、留学
中に出会った多くの帰国者クリス
チャンの励ましをしていければと
思っております。小さな者ではあ
りますが、お祈りに覚えていただ
けましたら感謝です。

①これからのJCFNでの働きのた
め。

②オンラインでとっている修士の
学びのため。

③時間をうまく使っていくことが
できるように。

峯恵梨香
日本協力主事（GRC）

JCFNはカリフォルニアで留学中に
知り、そこからミニストリーをど
う運営するか、リーダーシップの
事など奉仕を通して沢山学ばせて
もらいました。日本に帰って来て
2年が経ちますが、今は東京で行
われているミニストリーGiFTリー
ダー、GRC18実行委員長、バイブ
ルスタディー、その他個人的にや
っているミニストリーがあり、神
様が全てを与えてくださった事に
感謝しています。日本に帰って来
る帰国者クリスチャンとドンドン
会って、日本でも沢山繋がりが持
てるようにと祈っています！

①帰って来たばかりの帰国者クリス
チャンともっと繋がって行けるよう
に。

②神様の御声を聞いて今奉仕してい
るミニストリーを実行出来るよう
に。

③昨年から礼拝の事をもっと学ぶ為
に大学院に行っています。学びが祝
福されて、神様が喜ばれる真の礼拝
者として成長出来るように。
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大学2回生でカリフォルニ
ア・ロングビーチへ留学した
最初の頃は見知らぬ土地で孤
独を感じ、私は誰からも必要
とされていない、愛されて

いないと感じるつらい毎日でした。そんな中人
生で初めてクリスチャンの人々に出会い、現地
ミニストリーの様々な活動に参加する中で、神
様・イエス様がどんな方なのかと興味を持ち始
めました。聖書の中の神様が私が今までなんと
なく漠然と信じ続けていた神様なのか知りたい
と祈り、ヨハネの福音書を読んだとき、「聖書
を通じて神様と会話をしている」ような心がわ
くわくした感覚がありました。イエス様が私の
心に直接語りかけてくださり、その日私は今ま
で曖昧だった神様の存在をはっきりと確認し、
イエス様を信じる決断をしました。

帰国前、「クリスチャンとして日本で生きるっ
てどんな感じなんだろう？」と正直不安な気持ち
でいっぱいでした。しかし神様はそんな私に万全

神様からの祝福のシャワー　中野舞

帰国者の証
の備えを用意してくださっていました。ロングビ
ーチでのミニストリーを通じて帰国前から地元大
阪に住むクリスチャンの方数名につながることが
でき、帰国後には大阪で教会にもつながることが
できました。今まで日本でクリスチャンに出会っ
たことがなかった私にとって、アメリカにいる間
からそうしたつながりがあったことは大きな平安
でした。またANRK主催の地域集会に行く機会があ
り、そこで同じ帰国者との多くの出会いと交わり
があり、本当に帰国後は神様からの祝福のシャワ
ーの毎日でした。ふとなぜ私はこんなにも主の御
手の中で守られているのだろうと思い、この恵み
は他の帰国者にも受け流さなければ・・！という
思いが与えられました。そして今はANRKに繋がっ
て奉仕し、帰国者の受け皿として、また関西で帰
国者同士が励まし合うサポートをさせてもらって
います。

帰国者として日本で生きることは多くのチャ
レンジがありますが、そのたび主の深い愛と恵
みを味わうことができて、感謝です！

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Ama-
zonSmileにご登録ください！！

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://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。 


