
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

＊ 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・ジャパン会計報告 ( 2020年 1月～1２月） 
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( 収入―支出＝ －940,363 ) 

＊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・アドバンス費 946,460 

パ－トナ－シップ献金・IMJ 月間献金 4,753,168 

書籍・オ－ディオ販売代、その他 354,652 

収入合計 6,054,280 

交通費・宿泊 （スク－ル・基礎講座・アドバンス他） 338,533 

スク－ル・セミナ－教材作成 506,767 

人件費・ミニストリー謝礼 4,962,000 

会報・広告・事務・通信・管理・積立 805,777         

書籍・オ－ディオ購入費、その他             381,566 

支出合計 6,994,643 

 ｼﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾛｰﾘｰﾁｬｰﾁ    コースⅠＡ 横浜市  ４/２９（木・祝）, ５/ ８（土）, １６（日）, ２９（土） 

 札幌スクール オンライン     コースⅠＢ 札幌市  ５/ ８～９, １５～１６, ２２～２３ 〈土・日〉 

                                 ５/１２～１４, １９～２１ 〈水～金〉 

 桐生キリスト教会 オンライン コースⅠＡ 群馬県  ５/２６～２７， ６/１６～１７， ６/３０～７/１ 〈水・木〉 

                                     ７/１７（土）， ３１（土）， ８/１４（土）， ２８（土）， ２９（日） 

 大津バプテスト教会      コースⅠＡ 滋賀県  近日開催予定 

  

   

   

＊ 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  

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。 

 

 

NO44

４
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                オンライン心のサプリの可能性 

２０２１年 ３月 

※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 （２０２０年 1月～１２月） （敬称省略） 

（教会） 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、 清瀬グレースチャペル、 箕面福音教会、 泉の園キリスト教会、 

新松戸リバイバルチャーチ、 ＧＣ渡会ＨＣ、 垂穂キリスト教会、 釧路キリスト福音館、 ライフ・チャペル・インターナショナル。 

（個人） 山田卓資・道子、 横林 雪、 朝河美智子、 三浦潤子、 松島美代子、 瀬川久代、 飯嶋りさ、 坂口馨子、 伊藤博子、 下 伶子、 藤

本朱美、 阿部信夫・惠子、 工藤友理、 福嶌知恵子、 北島佳代子、 平山 健、 藤山勝彦・柳子、 増木美枝子、 納谷直美、 ドナルド・トム

ソン、 木村美香、 山田由佳、 國広かおり、 松田由美子、 新野吉男、 月井 博、 江口編子、 秋山和男・正子, 今井洋子、 末平哲朗、 森

本一枝、 森川礼子、 浜崎英一、 青田光弘、 寺見也子、 小原恵美、 梅﨑佳子、 須田麻子、 林 祥司・由美子、 森沢裕美、 サンドラ・セ

ルマー、 ＥＨニュージーランド。  尊い献金を心から感謝いたします。 

 

昨年度は、コロナ禍にあって教会や学校、職場でも

多くの方々が今までとは異なる生活を余儀なくさ

れ、祈りのミニストリー・ジャパンでも、スクール・セミ

ナーがほぼ延期、キャンセルになり、大きなチャレン

ジに直面しました。  

その間、皆様のお祈りと献金に支えられました。 

心から感謝いたします。 従来のように会場で集まる

のが困難になって、昨年９月よりオンラインでの働き

が始まり、今まで会場に来られなかった方も参加で

きるようになり、様々な形で 主は働いてくださって

います。 

今年 ２月２３日（火・祝）の  「 ＩＭＪ  心のサプリ」 オン 

ラインには、 全国から ６教会、３７名の方が参加され

ました。  

心のサプリでは、スクールで教えられている内容を 

分かりやすいトークと  グループに分かれての分かち

合いがなされ、  祈りのミニストリーも祝福されまし

た。 求道中の未信者の家族の方も １名参加され、聖

書は難しいと思ってみても、心の必要に  主は応えて

くださっています。 

まだまだ困難が続く見込みの中で、 オンラインによ

る「心のサプリ」やスクール、祈りのミニストリーの働

きは新しい可能性があり、  主が与えてくださった良

いチャンスであると信じます。 

                                                  

 

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。 
 

１． 祈りのミニストリー・ジャパンの働きが、 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． 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

祈りのミニストリー･ジャパン ( IMJ )月間 

月間 

 

スクール・セミナー・心のサプリの予定表 （２０２１年 ４～８月） 

 

I M J か ら の お 知 ら せ と 祈 り の 課 題 

＊ 「心のサプリ」 オンラインを 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、未信者とも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。  

― 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・サンフォード師 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 

http://www.ehj.jp/


 

 

    IMJ心のサプリ オンラインに参加して                            札幌スクール オンライン コースⅠＡ を受講して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

 

                                                                                                                   

今回 「心のサプリ ファーストステップ」 に参加さ

せて頂き、スタッフの皆様、牧師先生、そして主に心

ら感謝しております。  

初めての参加でしたが、グループリーダーとして

の役割が与えられ、少し緊張しながらのスタートで

した。 しかし始まってみると、グループの皆さんと

すぐに打ち解けられ、互いにファーストネームで呼

び合いながら、和やかな雰囲気の中で トークが進ん

で行きました。 

今振り返ると、その場に聖霊様が共にいて下さ

り、導いて下さっていたのだと思います。 一人の方

はすぐに心を開いて、幼い頃からの辛い境遇や今

に至るまでの歩みをご自分で分析されながら分か

ち合って下さいました。 また、もう一人の方も最近

起こった辛い出来事や子供の頃に味わった苦しみ

を分かち合ってくださいました。 
 

すると、その分かち合いの中で、いつも繰り返さ

れている問題や親子関係で課題となっている部分

が自然と明らかにされ、気づかされて行きました。 

最後は短い祈りでしたが、それぞれの方のため

に、その繰り返されている問題の根がはっきりと分

かるように、 また相応しい親子関係が築けるように

と、お祈りさせて頂きました。 
 

私はただ進行係と最後の祈りだ 

けをさせて頂くだけで、 ミニストリ 

ー自体は 主が一人一人に働いて 

導いて下さいました。  私はその恵 

みを皆さんと共に体験することが 

できて心から励まされました。  

また次の機会がありましたら、 是非、  参加させて

頂きたいと思います。 

福生ベテル教会 伝道師   岩本 宏行 

私は高校３年生の時、 神様と出会いクリスチャンに

なりました。  その事で両親からは大反対されました

が、毎週日曜日には教会へ通っていました。  

その後、私が兄を教会へ誘い、兄もクリスチャンにな

りました。 その事で母は怒り、「あなたなんか産まなけ

ればよかった。」  と言い、その言葉に私は傷つき、母を

避けるようになりました。 

 当時通っていた教会は、クリスチャン同志の結婚し

か認めないという教えでしたので、一人暮らしをして

いて、たまに帰宅した私に 「早く結婚しなさい。  私の

友達には孫がいるのに・・・私も早く孫が見たい。」とい

う母の言葉は 私をさらにイラつかせました。 

やがて、未信者の主人と出会い結婚した事で、両親

との関係も改善したように見えましたが、 昔 母が私に

言った言葉は忘れることが出来ず、私の心に暗い影を

落としていました。 

やがて母も歳を重ね病気、ケガが重なり要介護３の

認定を受け、施設入所が決まりました。 コロナ禍とい

う事もあり、入所してしまうと会えなくなることから、

前日に、「昔 言われた事で傷つき、優しく出来ないし、

愛せないから、ちゃんと謝ってほしい。」  と言いまし

た。  母は憶えていませんでしたが、はっきりとした声

で 「すみませんでした。」 と謝ってくれました。 その事

で 母との関係は解決したと思いました。 

ある日、「２月２３日の心のサプリに参加しません

か。」 と牧師夫人に誘われました。 自分の中では解決

済みだと思っていたのですが、神様の導きにより参加

しました。 リーダーの質問に答えていくうち、もっと深

い苦い根に気付き、最後に、一緒に参加していた女性

の方が母の代わりに謝ってくださり、その瞬間に全て

を十字架につけることが出来、解放されました。  

心のサプリに参加したことを本当に感謝しています。 

                      （ ５０代  女 性 ） 

 

私は幼いころから、家の外に出るときや外で人と接

するときに、説明のつかない不安や恐れを感じてい

て、中学生の頃には不登校にもなりました。 

 

自分のこれまでの歩みや、祈りのミニストリーを受講

していくなかで、 自分の中に苦い実があることが分か

り、 ミニストリーの中のグループタイムが始まる前に、

神様が今、一番焦点を当てたいと思われているところ

が取り扱われますようにと祈っていました。 

 

そしてグループタイムで私の話をする機会が来たと

きに、３歳の頃に交通事故に遭った時のことが出まし

た。 私は、保育園に行きはじめて２か月余りの３歳の

頃に交通事故に遭い、入院していました。 

事故前は 保育園に問題なく通っていましたが、ケガ

が治り、 退院してからまた保育園に行くようになった

ときに、私は 「保育園に行きたくない」と泣いて抵抗す

るようになりました。 そして母と祖母が ２人がかりで

無理やり保育園に連れていくという日々がしばらく続

きました。 

そのとき私は事故のショックもあり、両親をはじめと

する周囲の大人は、 事故の時に 私が感じた死の恐怖を

わかってくれないと思ってしまっていたことに、今回、

気付かされました。 

 

実は、今までにもカウンセリングを受けていました

し、以前に一度 祈りのミニストリースクールも受講して

いました。  そのときにも事故に遭った時のことは取り

扱われました。  祈っていただいて、子どもの頃に感じ

た恐れを取り扱っていただきました。 

しかし、今回はさらに、子どもの私が両親を裁いて

いたことと、偽りを信じていたことを、悔い改めなけ

ればいけないとはっきり示されました。 

自分でも気づいていなかったのですが、子どもの私

は、「周りの大人は誰も、死に対する解決を持っていな

い」と、心の中で裁いていたのです。そしてそれは私の

人生の土台となる偽りとなり、イエス様に対してです

ら、そう思ってしまっていたことに気付かされました。 

グループタイムで、メンバーの皆さまに祈っていた

だくなかで、私がこのように両親を裁いたこと、そして

偽りを信じたことを悔い改める祈りをしました。 

 

これまで私は、教会に行き何度メッセージを聞いて

も、また信仰告白をしても、「イエス様は私を死から救

い出してくださった」ということを、どこか信じ切るこ

とができない、なぜかこのメッセージが私の中に入っ

てこない、と感じていました。でも、今回の祈りを通し

て、イエス様は私を死から解放してくださったという

メッセージがやっと自分の中に入って、自分の存在

が、いつもおびやかされているものから解放されたと

いう体験をすることができました。 

 

このスクールのグループタイムのメンバーの方々

が、  温かく私を受け入れてくださったので、 ミニスト

リー中に正直に話をすることができました。 そして自

分の人生の土台となっていた偽りという大きなもの

を取り扱っていただけて、とても感謝でした。 本当に

ありがとうございました。 
 

神戸栄光キリスト教会  H.R 
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