
 

 

    

 
 

 

＊ ウクライナへのロシア軍侵攻が速やかに終わり、ウクライナの人々が守られ、平和が来ますように。 
オペレーションブレッシングがウクライナの支援をしています。 詳しくはOBJホームページまで。 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                    

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 
                                                                                               

 
           

祈りのミニストリー・ジャパン会計報告 ( ２０２１年 １月～1２月 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

( 収入―支出＝  18,230 ) 

＊口座名・番号が変わりました 
郵便振替口座番号： 02720-3-50871 

口座名： 祈りのミニストリー・ジャパン           発行責任者： 益田良一（グレースコミュニティ） 

   

 

スク－ル受講料他・基礎講座・心のサプリ 2,865,860 

パ－トナ－シップ献金・ＩＭＪ月間献金・特別支援献金 4,278,480 

書籍・オ－ディオ販売代、その他 190,555 

収入合計 7,334,895 

交通費・宿泊 （スク－ル・基礎講座・アドバンス他） 5,640 

スク－ル・セミナ－教材作成 97,440 

人件費・ミニストリー謝礼 6,104,500 

会報・広告・事務・通信・管理・積立 879,769         

書籍・オ－ディオ購入費、その他  229,316 

支出合計 7,316,665 

 
 シティビジョン･グローリーチャーチ  ⅡＡ   横浜市  ４/２９(金・祝)， ５/７(土)， ２２(日)， ２８(土)  
 札幌オンラインスクール      コースⅠA   札幌市   ５/11～13， 18～20 〈水～金〉 

                                    5/14～15， 21～22， 28～29 〈土・日〉 
 札幌オンラインスクール      コースⅠＢ   札幌市   ７/６～ ８， 1３～１５ 〈水～金〉 

                                    ７/９～1０， 1６～１７， 2３～2４ 〈土・日〉 
 桐生キリスト教会 オンライン コースⅡＡ   群馬県   ５/２１， ６/４， ２５， ２６ 〈土〉 

                                    5/２５， 2６， ６/１５， １６ 〈水・木〉  
 IMJ 「心のサプリ②」 オンライン  ４月 ２０日(水) 13:30～16：30 （ホームページより 参加申し込みできます） 

＊ ＩＭＪのために 特別支援金のお願い ― ２つのご提案 

１．会報に事業者の広告を掲載 （一件 １０,０００円、 広告 １０件募集）  お問い合わせは 事務局にご連絡ください。     

２．定期的なご支援 （毎月定額１０件のご支援を期待します）     ホームページから クレジットカードでも献金可。 

※ 特別支援金振込先  郵便振替口座： 02720-3-50871  口座名： 祈りのミニストリー・ジャパン 

＊ クレジットカードでも献金できるようになりました （ ホームページの献金 Givingのページからできます） 

祈りのミニストリー・ジャパン 
 

電話＆FAX： 011-215-7258 

elijahhouse@infoseek.jp 

ホームページﾞ： www.ehj.jp 
〒006-0832 

札幌市手稲区曙２条２丁目 4‐22 

-102 

 

尊い献金をお捧げ下さり、

心から感謝致します。今後も

祈りのミニストリー・ジャパ

ンが日本の諸教会に仕えて行

くための必要が満たされます

ように、お祈りください。 

NO47

４

４ 

２０２２年 ３月 

※パートナー教会と推進メンバー、ＩＭＪ月間献金などをお捧げ下さった方のお名前 （２０２１年 １１月～１２月）(敬称省略） 

（教 会） グレースコミュニティ、 ニューホープ岐阜、 桐生キリスト教会、 本郷台キリスト教会、 熊本ハーベストチャーチ、 
シティビジョン・グローリーチャーチ、 大津バプテスト教会、 練馬グレースチャペル、 エブリネイションチャーチ横浜、  
静岡サミル聖書教会、 日之出キリスト教会、 南紀キリスト教会、 復活之キリスト往生地教会、 釧路キリスト福音館、 
北斗チャペルキリスト教会。 
（個 人） 秋山和男・正子、 松田由美子、 新野吉男、 月井 博、 江口編子、 菅原めぐみ、 下 伶子、 桜井博史、 坂口馨子、 
森本一枝、 寺見也子、 三浦潤子、 増木美枝子、 片岡弘人・千鶴、 瀬川久代、 安居めぐみ、 藤江勇士、 松崎かおる、 
宮腰貞子、 宇野芳子、 小野恵美、 梅津重信、 岡田 久。  尊い献金を心から感謝いたします。 

、 

スクール・セミナー・心のサプリの予定表 （２０２２年  １～６月） 

月） 

 

Ｉ Ｍ Ｊ か ら の お 知 ら せ と 祈 り の 課 題 

＊ 「心のサプリ」 を 開催、参加しませんか？  

― 事務局開催のオンライン(Zoom)に、教会の方、未信者の方とも ご一緒に参加できます。 

― 教会ごとに集まって、トークはオンラインで、グループは対面（少人数）でも参加可能です。 

― 教会単独で開催の場合も スタッフがお手伝いします （オンライン＆対面）。 

〇 開催・参加について、ぜひ一度 事務局まで お気軽にご相談ください。 

 ＊ 「万物のいやし」 （ジョン＆マーク・サンフォード 共著、 陣内 俊 訳） 好評発売中！ 

        書籍 （２,３３２円）  電子版 （１,７００円）   Amazonサイトより購入できます。 

事務局からも購入できます。 メール・ＦＡＸでお申し込みください。 

1冊 ２,５００円 （送料込）  １０冊 合計 ２０,０００円 (送料込)  

『見よ。わたしは、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリヤを

あなたがたに遣わす。彼は、父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向

けさせる。それは、わたしが来て、この地を聖絶の物として打ち滅ぼすこ

とのないようにするためである。』         マラキ書 ４：５，６ 

昨年の主の恵み 

ＩＭＪ推進しもべ会 

 

ＩＭＪ推進しもべ会が、 ２０２２年 １月 ２７日（木）、

２８日（金）に行われました。昨年の主の恵みに感謝

し、 今年の働きのために有意義な時を持ちました。 
 

パートナーシップ教会や推進メンバーの皆様、他

多くの方々が尊い献金をお捧げくださり、心から感

謝申し上げます。  皆様に支えられ、主がこの働きを

祝してくださいました。 
 

昨年は、オンライン等で様々な活動が行われまし

た。 ＩＭＪ主催  「心のサプリ ファーストステップ」 オン

ラインが ４回シリーズで開催されました。 参加教会

は １６教会、また３６名の参加者が与えられました。 
 

大津バプテスト教会で行われた心のサプリは、対

面で年６回行われ、のべ３３名の参加がありました。 
 

また、オンラインや対面によるスクールが行われ、  

コースⅠＡは ４教会で開催され ５５名、 コースⅠＢは 

３教会で ７７名、コースⅡＡは  １教会で ２２名、 コー

スⅡＢも 同じく１教会で ２７名の受講生が与えられ

ました。 
 

２０２２年もスクール、心のサプリ、ワークショップ

を計画しています。コロナ禍でも主の聖化と変革の

御業がなされ、神の国が前進しますように進んでま

いります。 

 
１． ＩＭＪの働きが、主の主権の下でなされ、福音

宣教、聖化と変革の主の御業が広がりますよ

うに。 

２． 祈りのミニストリーを学んだ人々が、家族や友

人と親しい関係を築き、救いといやし、回復の

ために用いられますように。 

３． 今年予定されているオンラインスクール、心の

サプリ、ワークショップなどの働きが主に用い

られ、諸教会を祝福しますように。 

４． アドバンスコースの再編成のために。コースの

内容を整え、マニュアル作成のために。 

５．スクールの新しいクラス編成案が主の導きの

中、 作成されるように。 

６．経済的必要が満たされ、働きが用いられます

ように。 

祈りのミニストリー･ジャパン  ( IMJ ) 月間 

４月は、 祈りのミニス

トリー・ジャパン（IMJ)

月間です。  

この働きのために覚え

て、 お祈り、 ご支援を

お願いいたします。 

   「祈りのミニストリー月間」 

http://www.ehj.jp/


委ねるという言葉のギリシャ語のもともとの意味

は、投げやりを投げるように、大きな力をもって投げ

つけるということです。 

 

私たちが自分の恐れを激しく神に投げ渡していくこ

とによって、一致の状態は保たれます。 なぜなら、プラ

イドを引き起こすのは恐れだからです。 
 

空しく感じたり、脅威を感じたり、不安に思ったり、

軽蔑されたように感じる時、プライドが、しぼんでしま

った風船を膨らましてくれる偽りの慰めとなります。 
 

私たちが神にあっての自分の価値に満たされてい

るなら、自慢することも自分を守ることも必要ありま

せん。 したがって、「互いに一つ心になり、高ぶった思

いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。 

自分こそ知者だなどと思ってはいけません」（ローマ

12：16）が 可能になるのです。 
 

プライドを直す方法は、謙遜になろうとすることで

はありません。 このやり方では、再び自己の手管に引

っかかってしまうだけです。 
 

神の御手の下にへりくだるということは、困難の中

にあって神をほめたたえ、栄光と誉れと尊厳を神に帰

すことです。これこそが私たちがへりくだるのに有効

な手段です。 
 

たとえ私たちを傷つけたのが 

相手であり、 明らかに相手が 

間違っている時にも、そんな時 

こそ  特に人の罪を責めるのではなく自分の罪を告白

すると、私たちのプライドはへりくだらされます。 
 

自分自身にある苦い根を探すことによって、プライ

ドを持って自己正当化することはできなくなります。 

要約すると、自分がへりくだる一番の方法は、十字架

においての自己の死を願い求めることなのです。 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

      

 

 

「一つになることの難しさ」 

    

 

夫婦セルでの「心のサプリ」の証し 

 

「内なる人の変革」 第２０章より抜粋(P.558～560) 

 
私は、２００８年から２０１０年に最初のスクールを

受講させて頂き、現在 再受講３周目に入っています。  

 

次のコースⅠＡが巡ってくるまで１～２年は経つの

で、以前に学んだことをすっかり忘れてしまってい

て、その都度新しい思いで受講させて頂いています。 
 

振り返ってみますと、私がミニストリーで扱って頂

いたテーマは一貫して “自分の心とは何なのか、自分

の心が知りたい”と言えるかと思います。 
 

４人兄弟の末っ子として田舎の小さい村で生まれ

育った私ですが、幼少時代の記憶が殆ど残っていま

せんでした。 そして思春期には人づきあいがうまく出

来なくて悩んだ日々を思い起こしました。 
 

この悩みから信仰に導かれていったのは恵みでし

たが、社会に出てからも周りの人との関わりがスムー

ズに出来ていませんでした。 
 

ミニストリーを通して、この心の内にある生きづら

くしているものが何かを聖霊さまの光で照らして頂

き、ひとつひとつ十字架の下で取り除いて頂くことが

出来ました。 

 

 

 
 

私が母の胎に宿った時、母は４番目の子を産むの

は大変だと困惑したそうです。 そのことについてミ

ニストリーの中で祈って頂きました。 
 

胎児の自分は人と関わることを拒み、 自分は一人

で生きていくしかないのだという思いを掴んだのだ

のではないかと示して頂きました。 

  

スクールの証し―私は目的をもって創造された 

〒232-0024 横浜市南区浦舟町 4-47-2 

               メディカルコートマリス３F 

℡ (045)260-6620 http://www.sarah‐clinic.com 

 サラクリニック 

産婦人科      
   院  長   菊 地  紫 津 子  

一人でいることを好み、  人と積極的に関わらず

に自分で生きていくのだという誓いを心の内に握

ってその後の人生を歩んでいたのだと思います。 
 

主が 「あなたを創造したのはわたしだ。わたし

はあなたに目的をもって創造したのだよ。」と語っ

て下さいました。 胎児の私がその語りかけによっ

て癒されていったのです。 主は時間を超えて働い

て下さいます。 

 

 

 

 
 

また個人ミニストリーでは、自分が長い間抱いて

いた、この世と距離を置くことで自分の信仰生活

を守っていこうとする誤った考え・福音理解が要塞

として神さまと私の間に立ちはだかっていたこと

に気づかせて頂き、十字架の陰に隠して下さいと

祈り、その要塞から解放されてとても自由になりま

した。 
 

人との関わり方は、最も近い伴侶、子供たちとの

関係において大切な要素です。 特に私の心の状態

から子供たちに心を向けることが少なかった自分

に気づかせて頂いた今、これからでもその回復を

求めていきたいと願っています。 
  

そして何よりも主との関係をより深めていただ

けることを期待しています。  

主に心からの感謝をお捧げします。 
 

シティビジョン・グローリーチャーチ 
コースⅠB  須藤  誠 

「ですから、あなたがたは、神の力強い御手の下に

へりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、あなた

がたを高くしてくださるためです。あなたがたの思い

煩いをいっさい神にゆだねなさい。神があなたがたの

ことを心配してくださるからです。」 

（第１ぺテロ５：６〜７） 

ＩＭＪ  スクールの期間中、私は夢を見ました。  幼い

頃から、何度も見る夢です。 

薄暗い大きな海の沖合に、海水浴場の見張り台が

あり、 そこに小さな私が一人でポツンと座っていま

す。 怖いとも何とも感じていません。 
 

半分目が覚めている私は、夢を見ながら「ここにイ

エス様をお迎えすればいいのかな？」と考え、「イエス

様、来てください」と言ってみました。 
 

すると、急に景色が変わりました。  

深くて足もとが見えなかった見張り台は、足が届く程

低くなり、下は乾いた白い砂の上にヒトデやカニなど

が遊んでいる。 

目が覚めた後も、頭の中で夢の映像は繰り返し思

い出され、そこから降りようとしない自分をいつも客

観的に見ていました。 
 

ミニストリーの時、その映像の私の頭の左上の方に

誰かの気配がしていました。祈りの中で、チームの方

に促され、その誰かに手を取られ降りてみました。  

そして、祈られている時、幼い私が二度ほど、「きゃ

っきゃっ」と笑うのを感じました。 

 

「胎児期と幼少期の問題」の講義を受けて、暗い海

は母の子宮の中のように思いました。 暗い子宮の中

で私は、「産まれても自分は歓迎されない」と思い込

み、自分の「心の思い」を何も感じないように守るた

め、そこにおいて来たのかもしれません。 
 

しかし、神様は私の「心の思い」を、突然、母の子宮

から取り出し、光を当ててくださったように思わされ

ています。 一歩踏み出した私の「心の思い」をもって、

私は、これからは幼子のように、神様に何でも包み隠

さず話して、心を通わせられるようにと願って新しく

歩み始めています。 
 

札幌オンラインスクール コースⅡB 

グレースコミュニティ 藤原 康子 

 

スクールの証し―神と心を通わせ

る 

会報内広告 

募集中 


