ＩＭＪからのお知らせと祈りの課題

会報

＊ 4 月祈りのミニストリー月間に各教会でお祈りと、経済的にもご支援をお願い致します。
＊名称変更に伴い、移行のための色々な作業がスムースに行きますようにお祈りください。
＊新しいコース「心のサプリ・ファーストステップ」が諸教会人々の救いと変革のために用いられますようにお祈りください。
詳細は、祈りのミニストリー・ジャパン事務局までお問い合わせください。

2020年 3 月

＊セミナー・スクールなどそれぞれの教会のニーズに合わせて行うこともできます。
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是非事務局まで気軽にご相談、お問い合わせください。

祈りのミニストリースク－ル予定表（2020 年～）

２０２０年推進しもべ会
2020 年 1 月 22 日 23 日、推 進 しも べ 会 が、

＊北見めぐみキリスト教会

北見市

コースⅡB

4 月 14 ～ 16 日（火―木）

＊シティビジョン・グローリーチャーチ

横浜市

コースⅡB

5 月 2 ～ 3 日 9 ～ 10 日 23（土日）

＊練馬グレースチャペル

東京都

コース１B

5 月 23 日～ 6 月 13 日（毎週土）

今回から新たに推進しもべとして、ニュー

5 月 27 日～ 6 月 24 日（毎週水）

ホープインターナショナルフェローシップ岐阜

5 月 9 ～ 10 日、16、17 日（土日）

の橋本智樹先生が加わりました。橋本先生の

5 月 12 ～ 15 日（火―金）

教会でもスクールが行われ、教会の中で多くの

＊札幌スクール（グレースコミュニティ） 札幌市

コース IA

＊宮城スクール（拡大宣教学院）

宮城県

コース IA

5 月 29 ～ 3１日、6 月 5 ～ 7 日

＊横浜ニューライフバプテスト教会

横浜市

コース１A

火曜スクール

４月 25 日、５月 30 日、
６月 13 日、７月 11 日

＊ニューホープ岐阜

岐阜市

コースⅡA（土日コース）5‐6 月予定

＊大津バプテスト教会

滋賀県

コースⅠA

＊心のサプリ：

横浜市

４月～ 11 月

主の祝福を体験されています。

エリヤハウス・ジャパンから祈りのミニストリー・ジャパン（IMJ）へ
2020 年 1 月推進しもべ会をもって、旧エリヤハウス・ジャパンは、
「祈りのミニストリー・ジャパン」と名称を
変えることを決定しました。

9 月予定
第４日曜午後「伝道カフェ」月１回

横浜ニューライフバプテスト教会

推進しもべ会 2020 年 1 月 グレースコミュニティにて（中村先生は欠席）

４月 21 日、５月 26 日、
６月 16 日、７月 14 日

土曜スクール

札幌のグレースコミュニティで行われました。

'21 １月～２月

皆さんのご支援のもと、私たちの歩みも 20 年となり、今まで様々な働きをさせて頂きました。スクール受講生
数は、
現在まで 2,787 名となり、
スクールファシリテーターは、
51 名の方々が登録しておられます。多くのセミナー、
基礎講座、祈りのミニストリー、ワークシップが行われてきました。新たに心のサプリ・ファーストステップも始
まりました。

※パートナーシップ献金をお捧げくださった教会と推進メンバーのお名前（2019 年１月―12 月）（敬称省略）
大津バプテスト教会、シティビジョン・グローリーチャーチ、ニューホープ岐阜、グレースコミュニティ、
エブリネイションチャーチ横浜、桐生キリスト教会、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
練馬グレースチャペル、本郷台キリスト教会、熊本ハーベストチャーチ、オペレーションブレッシング・ジャパン、
北斗チャペルキリスト教会、小松島チャペル、アガペ三田キリスト教会、櫻井靖子 HC
（個人）井藤裕美子、中岡祐二・未都里、松田由美子、新野吉男、月井博、江口編子、秋山和男・正子、市川陽子、武田美帆、
納谷直美、岡真由美、木村美香、瀬川久代、片岡千鶴、伊藤義三・優子、梅津重信、広野和子、岡本裕美、工藤友里、
安居めぐみ、田中雅子、皆様の尊い献金を心から感謝いたします。

また、東北の被災地で心のケアー訓練セミナーを行い、被災者を対象にした無料電話相談ラインを 1 年間設け
ました。
これまでの歩みを振り返り、私たちの歩みが、祈りのミニストリーを通して、クリスチャン一人一人が整えら
れることによって、家族の回復、人々の救いと変革がなされ、教会形成を支援してきた歩みだったと主に感謝い
たします。
「祈りのミニストリー」を通して、この働きがさらに教会に仕えていくことを願っています。
しばらくの間、旧エリヤハウス・ジャパンと併記して、祈りのミニストリー・ジャパンの名前を使用し、徐々に
移行しようと考えています。どうぞ、皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

エリヤハウス・ジャパン会計報告（2019年１月～ 12 月分）
スクール受講料他・基礎講座料・アドバンス費
パートナーシップ献金・エリヤ月間献金・その他
書籍・オーディオ販売代、その他
収入合計
交通・宿泊（スクール・基礎講座・アドバンス他）
スクール・セミナー教材作成
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・オーディオ購入費・その他
支出合計

5,760,509
3,304,739
656,902
9,722,150
1,551,004
600,390
6,225,310
1,012,525
297,180
9,686,409

（収入―支出＝35,741）

EHJ 郵便振替口座番号：02760-9-56943
EHJ 口座名：エリヤハウス・ジャパン
住所：〒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下さい。

祈りのミニストリー・ジャパン事務局
011-215-7258

4 月は祈りのミニストリー月間です（マラキ４：５–６）
私たちの歩みが、キリストのからだである教会を建て上げ、
家族が回復され、魂の救いと変革のために用いられますように
お祈りください。
１．ポスターを 4 月 1 か月間掲示ください。
２．日曜礼拝のいずれかで、DVD をご覧ください。
３．そして、皆さんで、ポスターの 4 つの祈りの課題をお祈り
ください。
また、献金の時を持ってくださいますなら、この上なく幸

いと存じます。
＊ポスター・祈りのミニストリー月間の DVD は、祈りのミニストリー・ジャパンの
HP やフェイスブックからご覧いただけます。

新しもべからのご挨拶
皆さんはじめまして。
ニューホープインターナショナルフェローシッ
プ岐阜の牧師、橋本智樹です。
この度、祈りのミニス
トリー・ジャパン（旧エ
リ ヤ ハ ウ ス・ ジ ャ パン ）
の推進しもべ会の一員と
なりました。
“ そ の と き、 イ エ ス は
こう言われた。
「父よ。彼
らをお赦しください。彼
らは、何をしているのか
自分ではわからないので
す。
」
”ルカの福音書 23 章 34 節
私たちの教会でも祈りのミニストリースクール
が行われ、これまでに多くの方々が受講され、神
様の愛に触れられ変えられていく喜びの姿を多く
見させていただいてきました。当教会でスクール
が今まで開催し続けられたことを主に感謝し、ま
た背後で祈っていてくださった諸先生方や多くの
祈りのサポーターの方々に本当に感謝していま
す。初めは自分の教会で開催することやファシリ
テーターとして行うことに不安や恐れがありまし
た。しかしスクール開催を重ねるごとになぜもっ

万物のいやし（Healing The Earth） ジョン＆マーク・サンフォード共著
くる。牧会者自身も大きな変化が与えられていく。
個別に教会メンバーを他会場に送るとその方の
変化があり、大きな喜びと恵みを分かち合うこと

「その十字架の血によって平和をつくり、御子によって（人間だけでなく）万物を御子のために和解さ
せてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったので
す。」

コロサイ 1:20 ( ) 内下線部は著者強調）

はできます。しかし、自分の教会全体でスクール
を始めると教会全体の変化をみんなが体感し共有
することができます。それはスクールをまだ受講
されていない教会メンバーやそのご家族にもその
恵みを体感することができます。私達の教会では、
スクールを修了された姉妹が変えられ喜びに包ま
れた姿をみて、そのご主人が飛んできて「私も受
けさせてください。」と教会に申し込まれました。
よほど奥様の変化に驚きがあったのでしょう。現
在ご主人も受講中で毎回喜びの中を歩んでおられ
ます。ご家庭やご夫婦が、信仰生活の中で、主に
あって大きく喜びに変えられる事を共に見る事が
出来るのは本当に恵みです。またキリストの体に
与えられた「赦し」の特権をスクールで体験され
た方々が実際の信仰生活や教会生活の中で実践さ
れることによって、日々新たな次世代のリーダー
として立ち上がっていく姿は本当に牧会者として
頼もしい存在です。

キリストの使節として、私たちは他の人々との
和解だけでなく、自然界との和解の働きに参加す
る必要があります。
「いずれにせよ滅びることが分かっている地球
を、どうして私たちは苦労して回復しなければな
らないのか」と訊く方もいらっしゃるかもしれま
せん。この質問こそが、私たちの自己中心性を現
しています！私たちの身体に苦しみがあるとき、
いつかは死んでしまうことが分かっているにも関
わらず、治療したり癒しを祈ったりするのであれ
ば、神様がお造りになったこの地球が痛み苦し
んでいるとき、同じようにすべきではないでしょ
うか。私たちが現在生活しているこの地球を大切
にしていないのなら、来るべき新しい天地ならば
今と違って大切にする、と言えるでしょうか？あ
なたは小遣いの５ドルを無駄遣いしてしまった子

この地球は、私たちが「仕える統治者」として、
イエス様のご支配を実践することを学ぶための学
校です。どうしたら地球に仕えることができるの
でしょう？私たちは地球に価値を置き、癒し、栄
光の姿に近づける手助けをするでしょうか？それ
とも己のために地球を利用するのでしょうか？
シェーファー博士はこうも言っています。
「神は被造物を誠実に統治されます。だとした
ら、同じ被造物として、私たちも自然界と誠実に
付き合っていく必要があるのではないでしょう
か。・・・そして、一番大きな理由は、私は神を
愛している、ということです。神を愛しているの
で、私はその方がお造りになった地球を大切に扱
いたいのです。」

御言葉には「受けるより与える方が幸いである」
使徒 20：35 とありますが、自分の教会でスクー

どもに、1,000 ドルを託す気になるでしょうか？
フランシス・シェーファーは、著書「Pollution

私たちは環境
保全、リサイク

と早く行わなかったのだろうと思っています。今
では本当に祈りのミニストリーは私たちの教会に

ルを開催するとその恵みはファシリテーター自身
にも注がれます。そして自身も変えられ成熟する

ル、その他の自
然保護活動に関

無くてはならないミニストリーの一つとなってい
ます。ここまで主が導いてくださり人間的介入で
は無く、主が行ってくださっている御業に感謝し
ています。

機会となっていきます。実は私はスクール生で
あった時よりもファシリテーターとなってスクー
ルを自教会で開催してからの方が深いところで主
に触れられて大きく変えられているのです。

and Death of Man」
（環境汚染と人間の死 未邦訳）
の中で次のように述べています。
「聖書を信じるクリスチャンは、神の助けと聖
霊の力によって、現在の自然環境を（再臨の後に
贖われ新しくされた）本来の自然環境に近づける

私が一番皆様におすすめしたい事は原点です
が、それぞれの教会でスクールを開催していただ
く事です。大きな恵みがスクール開催には伴いま
す。私が自分の教会でスクールを開いてみて感じ
た恵みは大きく３つではないかと思います。

福音がクリスチャンに大きく委ねられるこの時

①教会全体でその変化 / 喜びを体験できる。教会

代にあって、この祈りのミニストリー・ジャパ
ン（旧エリヤハウス・ジャパン）の働きが皆様の
教会に実り多く豊かな恵みの働きとなりますよう
に。その為に初めは小さな集まりであっても皆さ
んの教会でスクールをぜひ始めてみてはいかがで

全体の雰囲気が変えられていく。

しょうか？私もみなさんの為にお祈りさせていた

②教会に与えられた最大の権威である「赦し」を大
胆に宣言するようになる。それは新たな次世代のリー
ダーたちが教会内に生み出されていく事になる。
③恵みはファシリテーター自身にも大きく注がれて

だきたいと思っています。多くの教会でスクール
が開催され喜び溢れた方々が多く起こされること
を夢見ています。これからどうぞよろしくお願い
します。

して詳細に書き
しるすつもりは
ありません。そ
の領域に関して

ように自然と付き合う人になる必要があります。
自然界が完全な状態になることはありませんが、
もし具体的な回復の成果が何も見られないとした
ら、私たちは自分たちの使命を充分果たしていな
いと言わざるを得ません。個々のクリスチャンと
教会に対する神の召しとは、（キリスト者として
の真に霊的な個人生活の領域と同じく）、今、置
かれた場所で、成し遂げられる限りの具体的な働
きを通して被造物を回復し、自然界と人間の間に
癒しをもたらすことなのです。」

は、より科学的
に充実した本が既に多数出版されています。私た
ちが光を当てたいと願っているのは、被造物が人
間の堕落と共に栄光の姿を失ったように、祈りに
よって私たちが回復され、日々主と同じかたちに
変えられていくときに（Ⅱコリント３:18）、被造
物もまた私たちと共に回復されていくのだ、とい
う今までほとんど語られず、忘れられてきた領域
に対してなのです。
「万物のいやし」第 1 章

召し より 抜粋
翻訳：陣内 俊

