Ｉ Ｍ Ｊ か ら の お 知 ら せ と 祈 り の 課 題
＊ 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

『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

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）

２０２１年 11 月

＊ 「心のサプリ」 を 開催、参加しませんか？

4４

― 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）。

「誰でもウェルカム・心の、おしゃべりサロン」
ン」

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。

電子版 （１,７００円）

本郷台キリ スト教 会
アドバイザー牧師

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）

月井 博

１０冊 合計 ２０,０００円 (送料込)

 桐生キリスト教会 オンライン コースⅡＡ

群馬県

５月～６月

 シティビジョン･グローリーチャーチ ⅡＡ

横浜市

４月 または ５月

 札幌スクール オンライン

札幌市

５/11～13， 18～20 〈水～金〉
5/14～15， 21～22， 28～29 〈土 日〉

 オンライン 「心のサプリ ①」 ( IMJ 主催)

３月 ９日(水) 13:30～16：30
お申し込みは ホームページからできます （１月より ）。

※パートナーシップ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 ７月～１０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。
（個 人） 秋山和男・正子、 松田由美子、 新野吉男、 月井 博、 飯田絵美、 江口編子、 菅原めぐみ、 瀬川久代、 下 伶子、
浜崎英一、 岸本雅美、 広野和子。
尊い献金を心から感謝いたします。

、
祈りのミニストリー・ジャパン会計報告 ( ２０２１年 ７月～ 10 月）
スク－ル受講料他・基礎講座・心のサプリ
パ－トナ－シップ献金・ＩＭＪ月間献金・特別支援献金
書籍・オ－ディオ販売代、その他

収入合計
交通費・宿泊 （スク－ル・基礎講座・アドバンス他）
スク－ル・セミナ－教材作成
人件費・ミニストリー謝礼
会報・広告・事務・通信・管理・積立
書籍・オ－ディオ購入費、その他

支出合計
( 収入―支出＝

＊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

1,269,220
1,162,800
56,203
2,488,223
1,960
17,440
1,752,500
210,357
10,000
1,992,257
495,966 )

もちろん、 人は肌の触れ合う、 愛情あふれる空間
も必要ですが、 それは また別の場で整えればよいの
ではないかと思います。

スクール・セミナー・心のサプリの予定表 （２０２２年 １～６月）
月）

コースⅠA

４

が 与えられたことはなんという恵みでしょうか。

＊ 「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）
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この Zoom によって、 私たちの教会の 「祈りのミ
今回のコロナ禍は、日本の社会全体のⅠＴ化対応
において大きな変革をもたらしました。
インターネットによる通信アプリは、以前は

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

発行責任者： 益田良一（グレースコミュニティ）

学び、 小グループに分かれての話し合いの時を持ち
ました。

Skype （スカイプ）が一般的でしたが、それを活用

その体験を通して、Zoom による集会の持ち方の

できる人は若者たちや一部の人々に限られていま

感触を得たので、今度はさらにノンクリスチャンたち

した。

も 気軽に参加できるような Zoom 集会を計画しま

それが Zoom （ズーム）という新たな選択肢によ

した。

って一気に広まり、その利用人口の裾野が大きくな
ったことにより、この祈りのミニストリーの働きの可
能性も大きく広がりました。
ミニストリーにおいて 顔の表情はとても大切で

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。

ニストリーチーム」 は、 まず 「心のサプリ」 を共有して

す。 相手に手を置いて祈ってあげることこそでき
ませんが、 遠隔地におられる方に、 秘匿性が守られ

題して 「誰でもウェルカム・心の、おしゃべりサロ
ン」 です。 始まったばかりですが、 参加者も適度に
与えられてとても良い感触を得ています。

つつ 十分に時間をかけてミニストリーをできる環境

会報内広告
募集中

夫婦セルでの 「心のサプリ」 の証し
私たちのセルは ３組の夫婦で構成され、毎月１回、
分かち合いの場を持っています。
「心のサプリ」をセルでやってみませんかと、祈りの

オンラインスクールを開講して

テーマの学びの中で示された聖書のみ言葉があ

私たちの教会では、 コロナ禍の中でも、 祈りのミ

コースⅠＡのデモンストレーションを見て、 私は

ります。 「互いに親切にし、優しい心で赦し合いな

ニストリースクールをオンラインで開催したいという

祈られている方と自分が似ていると思いました。

さい。 神もキリストにおいてあなたがたを赦してく

願いがありました。

夫婦セルでの「心のサプリ」の証し
ミニストリーチームの方からお誘いを受け、最初は気
ださったのです。」 （エペソ人 4：32）

私の苦い実は、本当の自分を出せない気がすると
いうことでした。

しかし、次の３つの心配がありました。

祈りのミニストリーをしていただく中で、 私が ２

の進まない人もいない訳ではありませんでしたが、

① パソコン操作をするスタッフがいない。

気心の知れた仲間で受けるのであればということ

② 参加者が Zoom 操作をすることができるか？

で、受けることになりました。

③ オンラインで霊的な取り扱いができるか？

今回は 「どうして赦さなきゃいけないの？」 という

導かれました。 その日、私は兄たちの後をひたすら
付いて歩き、兄が拾ってくれた栗を食べて、 激しい

それでも 主に信頼して開催を決めた直後、パソコ

テーマで、DVD を視聴した後、分かれて、いろいろな

ン操作のスタッフが起こされました。 また、 教会の

問いに対して自分の気持ちを確認したり、意見を述

礼拝をオンラインに切り替えていたことで、 教会員

べ合ったりして、分かち合いの時を持ち、新たな気づ
きや普段の自分への振り返りの機会を持つことがで
きました。
少人数に分かれる際は、男性と女性に分かれて、
分かち合いの時を持ったので、夫婦の相手が居る場

「相手を赦せない」という気持ちを解き放つこと
は 「我慢する」ということでもなく、「無かったこと
にする」という逃げの姿勢を取ることでもありま
せん。 「相手を赦せない」という気持ちは、相手を
信頼し、親しみや愛着を感じ、いとおしく思う気持

合はなかなか言えないようなことも言える状況が与
えられてよかったです。

聖書のみ言葉にあるように、クリスチャンがめ
ざすのは 愛、 喜び、 平安、 寛容、 親切、 善意、 誠

皆さんも、日々の生活の中で、何かが原因でイライ

実、 柔和、 自制の心を持つことです。

せんか？
車に乗っていて、急に前に割り込んでくる車や、高
速道路の追い越し車線をわがもの顔にゆっくり走っ
ている車に遭遇すると、心の中で悪態をついている
自分に気付くことはありませんか？
イライラさせる原因が 相手の場合もありますが、
逆に自分が原因で相手をイライラさせることもあり

憎しみや怒りからくる 「相手を赦せない」という
気持ちを解き放つためには、これら、クリスチャン
がめざす愛や寛容、柔和の心に立ち返ることが必
要だと思います。

夫婦の間や、親子の間、兄弟の間など家族の場合、

います。

あっても、 十分に気持ちを分かち合うことができる

夫だよ」と答えました。

事なんだ。 私は１人で大丈夫だ」 という偽りを信
じ、「１人で大丈夫、いい子で我慢する」という内な
る誓いを立てていたことがわかりました。

ということでした。

できました。 今、 思うことは、 オンラインであったこ
とが却って恵みであったことです。

偽りを信じたことと 内なる誓いを悔い改め、手
放し、 打ち砕きました。 罪から解放されて、新しい
命を注がれ、自然体でいい、甘えていいと、慰めら
れ、 トラウマを除く祈りもして頂きました。

遠隔地におられる IMJ スタッフの三浦先生や 恵

とができ、スクール生が深いお取り扱いを受けるこ
とができました。
ある方は トラウマ的な体験から解放され、 ある方

今回の学びで私が得たことは、「相手を赦せば、

に抱えていた問題を打ち明けました。 心の内側の変

自分も憎しみで覆われた心の束縛やしばりから解

化は、 自然な笑顔、 落ち着いた態度、 寄り添う態度

放され、 救われた気持ちになる」 ということです。

となって現れています。

大津バプテスト教会

松島 明男

サラクリニック
産婦人科
院長

菊地 紫津子

私はファシリテーターとして、 全体のヘルプに回

時、 「お前は言いたいことを言わないというのを、
まだ握っているよ。」 と、 神様に言われました。
り、「言いたいことを言うと暗闇に放り出される」と
いう偽りを信じ、「言いたいことを言わない」という
内なる誓いを立てたことを示されました。 そのこと

ープタイムに関わらせていただく中で、私自身が祈

を悔い改めた時、悲しい感情が出てきて泣きまし

りを教えられ、 癒される経験をしました。

た。
今、 神様の愛と平安の内にあることを 心から感

神様の恵みに満ちたスクールでした。
〒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

その３日後、 イエス様に母のことを祈っている

２歳の私が、 夜暗い廊下に放り出されたことがあ

りました。 各グループのヘルプの方々とともにグル

最も近くにいる人なのに状況が理解されていないの
で、余計に腹立たしく思うことにつながるのだと思

さらに、開催してみて分かったことは、 Zoom で

は イエス様のご臨在に触れ、 ある方は誰にも言えず

ます。（因みにわが家では 圧倒的に自分が原因で相
手を怒らせることが多いです。）

き、母からの「大丈夫か？」という声に、私は 「大丈

湖さんも グループタイムのヘルプに入って下さるこ

ラしたり、怒ったり、憎たらしい思いに駆られたり、
憎々しげな表情や態度が表れたりすることはありま

腹痛に襲われました。 庭にあったトイレに１人で行

「もう母と一緒にいられないし、 母は妹の方が大

が Zoom 操作に慣れてきていました。

こうして、 コースⅠA・Ｂ を、 無事終了することが

ちから大きく外れてしまいます。

歳の頃に妹が生まれ、母が寝ていた時の出来事に

謝します。
スクールファシリテーター
桐生キリスト教会牧師 杉﨑

弘

桐生キリスト教会

奥村みさ子

