＊出版物のご案内

「万物のいやし」 （ジョン＆マーク・サンフォード師共著、 陣内 俊 訳）
書籍 （2,332 円）

電子版 （1,700 円）

Amazon サイトより購入できます。

43

事務局からも購入できます。 事務局にメール・Fax でお申込みください。
１ 冊 2,500 円 (送料込み)

10 冊 20,000 円 (送料込み)

2020 年 12 月

＊オンラインの心のサプリを開催・参加しませんか？
－事務局開催に 教会の方と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。
未信者の家族、ご友人でも 興味のある方は参加できます。
－教会単独で開催の場合も 操作からスタッフがお手伝いします。

NO

ハイブリットスクールの感謝と証し

〇 色々な形での参加・開催が可能ですので、ぜひ事務局まで お気軽に相談ください。

（茶菓代の一部を使用）。 Zoom 参加者のためには、配

＊ホームページから クレジットカードでも献金できるようになりました。 HP の献金ページをご覧ください。

信担当者を決め、操作及び教会でのワーシップやグルー
プ準備 、修了 式な どの様 子をラ イ ブ で配信 し まし た。
Zoom での参加者にはオンライン受講の眼精疲労を配慮
し、各開催日の 2 日前に講義を期間限定で YouTube 配

 心のサプリ オンライン 第 2 回目

事務局

2 月 23 日（祝・火）

 札幌オンラインスクール コース IA

札幌市

1 月 １６日, １７日, ２３日, ２４日, ３０日, ３１日(土日)

 札幌オンラインスクール コース IB

札幌市

4 月 予定

信し、いくつか見ておいていただくことを可能としました
(今回だけの特別対応です)。 スクール当日の朝には限定
配信はストップし、ワーシップから Zoom で参加し、共有
画面で講義を流しました。

◇ IMJ 推進しもべ会オンライン 1 月 21 日, 22 日（木金） コロナ禍の２０２１年の予定について話し合います。
ハレルヤ !! 主の聖名を賛美します。
＊ IMJ のために特別支援金のお願い。 2 つのご提案

2020 年春、私たちは、5 月のコースⅡB の準備を

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 （毎月定額の献金）をお願い致します。 ホームページから クレジットカードで献金可。

進めていましたが、コロナ禍により 9 月末への延期を余

※ 特別支援金振込先

儀なくされました。 9 月に実際に行う事ができるのか

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

甚だ不確かでしたが、途中 1 つのことを決心しました。
それは、祈りのミニストリーを必要としている教会がま
だ多くあり、スクール開催を待っている教会メンバーも
いる。 しかも、コロナの収束には数年かかるかもしれな
い中で、 『形を変えても、できる方法を見出して スクー

グループタイムが一番の課題でしたが、意思疎通しやす
い様にやはり ３人の少人数にしました。 すでにスクール
コースⅡA までに互いに顔見知りであったこともあり、
Zoom でもすぐに自由に分かち合うことができました。
1 日目から思いのほか祈りやすかったので、私自身とて
も驚きました。 Zoom の向こうでは祈りを受けている方
がティッシュで何度も涙を拭いておられ、父なる神が 按手
して下さる事も感じておられました。 各グループに聖霊
様が豊かに働いて下さる時間となりました。

ルを行おう』 ということでした。
開催までの期間、 教会に集まれる場合と集まれない

祈りのミニストリー・ジャパン会計報告（2020 年 1 月～10 月）
スク－ル受講料他・基礎講座料・アドバンス費
パ－トナ－シップ献金・IMJ 月間献金・その他
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

362,170
4,030,700
215,452
4,608,322
338,533
482,487
4,153,500
638,640

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。

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

281,566
5,894,726

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

場合を想定し、 様々検討を重ね、 会堂に集まることが

ー1,286,404 )

〒006-0832
札幌市手稲区曙 2 条 2 丁目 4‐22

発行責任者： 益田良一(グレースコミュニティ)

できない場合は、Zoom での開催としました。 実際に
は ハイブリットでのスクール開催 (当教会メンバーは会
堂での参加、 他教会と遠方の方々は Zoom で同時参
加) となりました。

ワーシップや修了式に Zoom を通して 事務局の三浦

教会での参加は、一般的なコロナ対策に加えグルー

先生初め、 恵湖さん、 小深田さんから 励ましの言葉をい

プタイムのやり方に注意を払いました。 広めの部屋を

ただけたことも特別な恵みでした。 日本で初めてのハイ

使い、人数はリーダーを含めて３人の少人数制 (リスク

ブリットスクールとなりましたが、 皆様のお祈りに支えら

分散のため)。 少し離れて座り、必要に応じて真ん中に

れ、 祝福の内に終了できましたことをご報告し、主に感謝

置けるよう透明のパーテーションを準備しました(実際

と栄光をお捧げ致します !!

は使わないグループがほとんどでした)。 また互いの
顔の表情が見えるように 透明のマスクを購入しました

シティビジョン・グローリーチャーチ
副牧師 増田 篤子

祈りのミニストリースクールを終えて
祈りのミニストリースクール コースⅠ，Ⅱを終了しま
した。 コースⅡＢのスクールは、新型コロナウィルスのた
め開催延期を経て、最終的にシティビジョン・グローリー

という とんでもない罪でした （ダビデはこの罪をおか

エブリネイションチャーチ東京渋谷 コース IB

して、 民が７万人も死んだほどです！）。

グアムのマーク＆テリー・ベナベンテ夫妻によるオ
ンラインライブ講義が行われました。 横浜、横須賀、東
京と Zoom でつないで開催。 多くの若い受講生が参
加され、これからの成長が楽しみなスクールでした。

でも、 がんばるのをやめてしまえば 見捨てられるか

チャーチの増田篤子先生とミニストリーチームの皆様の

もしれないので、なかなかやめられませんでした。

勇気ある決断と信仰のチャレンジのおかげで、教会とオ

けれども、今回、私の信じていた 「いい子でいなければ

ンラインの２種類の参加が可能になりました。

見捨てられる」 という偽りを捨て去り、 神様に頼ってい

私はオンラインで受講しました。 Zoom によるミニス
トリータイムが不安でしたが、 人数を少なく設定してくだ
さり（３人）、 また今までのスクールで知っていた方と 一
緒だったので、想像以上にリラックスして臨むことができ
ました。 祈りの中では、Zoom であることを忘れてしま
うほど、 神様の恵みがありました。 もし先生方の決断と
多くの労苦がなければ、 今回のスクールの祝福はありま
せんでした。 心から感謝します。

いただきました。 自分だけの力ではできなかったこと
です。 祈ってくださった皆さんに感謝です。
また、スクールを通して、 私が人の重荷を負いやすい
こともわかりました。 私は牧師の妻として、教会の人々
に関わる恵みを与えられてきました。 けれど、その人々

の重荷を背負ってしまいました。 教会の人だけではあ

という現実に追い込まれていました。
でも、 その重荷を 神様のもとに持っていけばよいこ
と、 それがまさに私のすべきことなのだと知りました。
そして、 私が持っていた多くの 「すべきこと」 を捨て、

の期待に応えようとする 「いい子」でした。 そのため、

スクール受講者の証

のために一生懸命やろうとすればするほど、その人々

こみ、しかも背負っても、背負っても何も解決できない

様との関係の祝福がありました。 私は子どもの頃、 母親

「ただひとつの大切なこと」 に立ち返ることができまし
た。

今回のスクールで主がお取り扱いくださったこと

私にとっての苦い実は不本意な事を強要されたり、

は、19 歳の時に突然亡くなった母への思いについてで

自分の思い通りにならない時にイライラしたり不機嫌

した。 当時の私は、母が亡くなったことに対して、「神

になる事でした。 私はその事は母親との関係性の中

様の御計画だから仕方のないこと」と自分に言い聞か

に問題があると思っていましたが、ミニストリーの中で

せ、しっかり悲しむことができませんでした。スクール

私はいつの間にか家にいることが少なかった父の代わ

の初日を終えた後、夫とドライブをしている最中に、

りをしようと誓いを立てていたんだということを示さ

19 歳の時の自分の心の声が聞こえてきました。

れました。

「お母さん、もう会えないね。 話したいことがあったの
に。 寂しいなぁ。 悲しいなぁ」と。 涙が出て止まりませ

これからも神様の働きに関わらせていただきたい私

いつしか自分らしさを見失い、 人の期待に応えて生きよ

にとって、とても必要なことでした。 このように恵みを

うとするパフォーマンス指向が身についていました。

受けられたことを、心から感謝いたします。

んでした。 そんな 19 歳の私のすぐ側にイエス様がいて
くださっていることを感じることができました。

その結果、 「いい子でなければ見捨てられる」 という偽

翌日のグループタイムの中で、メンバーに話し祈って

りを、知らず知らずのうちに、神様との関係の中に持ち

いただきました。 心が軽くなり、イエス様の愛が私を包

込んでいたのです。

んでくださっていることを感じました。 更にミニストリ

だから、頭では、 神様はただ恵みによって 救ってくだ

ーの中で、母に抱いていた蓋をしてきた思いが溢れて

さる、とわかっていても、どこかでがんばることをやめら

きて、聖霊様によって、傷ついた場面も具体的に思い

れませんでした。 最後には見捨てられるかもしれない、

出させていただきました。

という不安があったからです。 それは、自分の力に頼る、
と

札幌オンラインスクール
コースⅠA
グループタイムもすべて
Zoom 開催でしたが、祝福さ
れました。

なかったことを悔い改めることができ、 信仰の祝福を

りません。 子どものことも、夫のことも、すべて背負い

スクールを通して多くの祝福がありましたが、 特に神

10 月・11 月 オンラインスクール 報告と証し

ライフ・チャペル・インターナショナル
鈴木 柄里 牧師夫人

家長である父の代わりをするためには全て自分がや
らなければならないと思い込んでしまったのです。神
様に対するイメージも父との関係性をだぶらせて見て
いたと気づきました。存在は認めていても本当に私の
すぐそばにいてくださるとは感じていなかったので
す。 両親を敬う事をしていませんでした。
その事について祈っていただき素直に悔い改めまし
た。 偽りと内なる誓いをイエス様の十字架に委ねまし
た。 全てが聖霊様の導きによるものだと言う事を体
験することができました。神様は私のすぐそばにいて

私の苦い実、苦い根の裁きや、内なる誓いなどを示

くださると心から感じられるようになりました。

され、認識して、告白、悔い改めに導かれました。今後
必要な時に主が全てをお取り扱いくださると思い、安
心して委ねたいと思います。 これからもミニストリー
で気づいたこと、受け取ったことを大切にしていきた

これからも少しずつ苦い根が癒されイエス様の弟子
として生きて行きたいです。 主の導きによって与えら
れたグループタイムのメンバーに心から感謝していま
す。

いと思います。
札幌オンラインスクール コースⅠA
小樽聖十字教会 吉田 利加

札幌オンラインスクール コースⅠA
小樽聖十字教会 吉田 茂

