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次回初夏号は6月15日発行予定

この封筒には、複数の団体・企業・個人のご案内が同封されております。開封の上、内容のご確認を宜しくお願いいたします。尚、それぞれが特定の関係とは限りませんので、予めご了ゑ下さい

メー

※ はこぶね便の作業は福祉作業所に依頼しています。

ゅうメール

E園
.0 罰

pack together delivery 

全国 8，000件の

プロテスタント教会ヘ

一活発送 '--

〆

to Churches 



クリスチャン求人広告
お申込み・お問い合わせは、はこぶね便事務局まで→岱 042-660・0701

SAιA調島
特定非営利活動法人SALA

ボランティア募集のご案内
クリスチャンのヌタ ヅフが多く働いております。ミッシヨン系です。

遠方からこられる方は交通費、宿泊費、食費はSALAが負担し、たします。

あなたは一人のひとのためになにができますか
特定非営利活動法人SALAでは、障がい児の課外における社会参加や余暇活動の支援を行っていま

す。主な活動としては、プール平公嵐、カラオケ、ポーリングなどの外出時の支援や室内での余暇活動な

ど、子どもたちに寄り添って、楽しく過ごせるためのお手伝いをします。

夏休みを楽しみにしている子ども逮が多いため高より多くの支援者が必要となりますJあなたは一人のひ

とのためになにができますかJというSALAの信条のもとに支援しているスタシアと共に、サポートしτく

れるボランティアの方を募集します。経験の有無は間いません。 SALAで過ごす子ども遣とのひとときを

あなたも感じてみませんか?

参加対象 高校生以上

期間 2016 年 7 月 27 日 ~8 月 21 日 節在期間 3泊 4日以上)

時間 9 ・ 00 ~ 16 : 00 

服装 白かグレーのTシャツ orポロ シャツ

ジ ー ン ズ or綿ノそンツ スニーカ一、うわばき バンダナ

持ち物 水分 ・水着(キャップも)・帽子

その他 送迎が必要な場合はご相談ください。

(問い合わせ先)

干396-0216 長野県伊那市高遠町下山田 72 7 特定非営利活動法人 SALA

HP salatakatoh.jimbo.com 

T e I 0265-94-1130 

Fax 0265-94-1140 

携帯 070-6477-4096 

Facebook 特定非営利活動法人 SALA(宿泊先の写真をご参照下さい)

メーノレ kon i sh i8512申yahoo.co. jp 

Ir職 員 募集

練馬キングス・ガーデン
常勤看鹿鳴員{糊輔老人ホーム)

勤務時間午前9時~午後6時/午前10時~午後7時

以上でローテーション勤務

資 格正看護師{ブランクのある1施陰経臓ない方も大歓迎}

非常勤介霞鴎員{剛聞老人ホ ωデイサピス)

勤務回数 週4-58
賃 金時給{特筆)1，0∞円-(デイ)980円~

資 格不問(資格文は経験のある方歓迎)

その他社保完備・交通費実質支給・制服貸与

2016年・2017年度新卒同時募集詳しくはリクナピへ

2018年度に練馬区楠z塙2丁目に
「櫨憾の匠キングス ・ガーデンJを聞所予定です

〒179・0085東京都練馬区早宮2・10・22
TEL:03・5399・2201 担当:梅岡

」わ内容主に‘字習やコミュニケーシ手ンに苦手のある
子ども(小字生~中学生)のマンツーマンの宇習支媛、
レクリエション活動など.
J、日時水曜日、木曜日の4時-6時、土曜日2時-6時
時間帯、回数、曜日等はご相般に応じます.
J、場所東京都多摩市永山3丁目
{京王線小田急線永山駅より徒歩10分)

)>1回1000円を支給
J、子どもと関わることが好きで、子どもに合わせた支爆
をしてくださる方.できるだけ継続的にきてくださる方

匪霊彊覇軍霊曙竃彊*.A""霊童
特定非営利活動法人ホサナ

府予共同作業所ホサナショップ
キりスト教に基づく精神障害者施設です

【募集内容】①常勤ス合ッフ

②非常勤ス告ッフ

【勤務時間19:15-18泊。
【業務内容】障害者への相談支援等

【給与】当法人の規定に基づく

交通貨実績支給 その他諸手当有リ

【資格1①常勤スタッフ 精神保健福祉士必須

②非常勤スタッフ

【応募条件】心身共に健康な方ヲリスチャンの方

キリスト教福祉に輿暁のある方

意欲・向上むのある方

【応募方法】電話にて問い合わせの上、履歴書を郵送して

下古い。

お問い合わせ先 担当小池まで
〒17(H)叩2車京都練場区桜台ト12-5-203
包話 03-3時ト-7931FAX:03-399ト7941

::: 
キリスト教葬儀を通し、 522 色町長丹~Q唱。草署
福音の働きを目指しませんか!?

株式会社創世 ラ イ コ ワ-Qヌ社
大阪本社/TEL06・6854・6322
干560-0052大阪府豊中市春日町5-3・151F-B
東京支社/TELOI20-370-392
干140-0014東京都品川区大井5-24・1

E1M翠Hil!1
クリスチャンの方、大歓迎です。

キリスト教精神を理念に障害者への

支援を 45年続けてきた法人です。

入所施設、通所施設、グルー プホ ー ム

ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 、 相 談 支 媛

などの事業を展開しています。

詳しくは 「あゆみの家」で |検刻

してHPを見てください。-一一「主

【応募方法】

お気軽に下記までお電話下さい。

岐阜県不破郡垂井町栗原2066-2

社会福祉法人あゆみの家

0584-22-4333 (担当小林)
E-mail aben@po.mirai.nejp 

児童養護施設

l看護師ヘルパー薬剤師|
常時募集

③璽璽璽雪D9:00-17:00 
oc二豆む夜勤の場合17:00~翌9:00

月8休(臼-祝含む)
[他]有給休暇・夏期休眠

年末年始休暇

oc二豆 う 24万以上

そ の 他 諸手 当・退軍事金制度有り

賞与年2固・昇給年1回
社保完備委細面談

@ :二亘む 問わず

医.這入社団/嵐志会 〒174-0043
誠志会病院 東京醐宿区坂下1T目40番Z号

総務課 TEL03・3968・2621(代)

-E叫Ë"; i;":・:t.i'ヨ:::::mγJ事去;t ilJ::・a三 l"l;.区司."'，日夜軍;:.も1;.置l'~乏臼.宙，~.

阪画醜露関
-募集要項 時給800円
勤務地 9種類の主然，温泉 万座温泉ホテル
期間即日-1ヶ月以上 (期間応棺践)
特典 1外国人講師による額料葺会話教室有

2社員、バイト仲間による官畢サ-.クル有
3オフにはスキ OK! ! リフト券有
4 天然温泉、入り放題 11 日々 爽快 11

待遇 1宿泊施股完情(揖料)
2童事 3童付 (無料)

3給与は当社規定により王給
4契約期間潜了者、主通費支給

時間実働 8H(逓体 2日制)
資格 18歳以上の男女 来来経験者OK11
髭型男性 女性共ヘアカう は落として下五ぃ

員性は長髪、髭を禁止しています
女性で畏盤的方は裂をまとめて下さい

応募履歴書 {写真付).お軍軽にご郵送下さい

万座温泉ホテル 0279-97-3131

l rフ募集 | 
【募集内容】 ※経験者優遇

①調理スタッフ パー ト・社員

②パーティーディレクタ← 社員

【勤務時間】

①9時から 20時のシフト制

②9時から 22時のシフト制

【給与】

①パ 卜 910円~社員 24万円~

② 社 員 24万 円 ~

【資 格】普通免許

【応 募 方 法] 下記までご連絡下さい。

株式会社 BevondJapan ル包会主
TEL:045-489-3334担当!渡辺 ・ -------

クリスチャンの

求人広告募集
このサイズです

タテ62.5mmxヨコ47.8mm

D~無料



視覚的な青少年伝道ツー/レを

無料で、地域教会に提供しています!

マンガ・トラクト.DVD.アプリなど、最先端のツーjレ。

色鮮やかでわかりやすいイラストを豊富に使用。

聖書のみ乙とばに忠実かつストレー卜な内容。

こども会やクリスマスで配るプレゼン卜に。

青年会のデ、イスカッションのテーマに。

教会の英会話教室で使うテキス卜に。

回

図

図

図

図

図

注文から提供までの流れ

布
、... → li 

着払いでお届け

注)ツールの注文は、インターネッr-(onehopejapan.net 1またはFAX(050-3730-8289lにて承っています。

:えたι 同宙研、a斗ーと，-~主L4重九L -.' 2q~主ーツールによって配送で、きる冊数が決まっています。

ほとんどのツールは無料で提供していますが、一部有料のものもあります。(裏面をご確認ください)

ツーjレを発送ツーjレを注文

注文や質問のお問い合わせ先

OneHope日本ナショナルディレクタ一宇賀飛朔

Tel:090-9312-9620 FAX:050-3730-8289 Mail:hishouga@onehope.net 

事務所 干170-0013東京都豊島区東池袋 3-7-9AS ONE東池袋ビル 3F

WebSite: onehopejapan.net Facebook:https://www.facebook.com/oneopejapan 



トレジ、やーハント こど老聖書アブリ
例
F

PAPER FLOWER 
&junction 

賓

ブック]j'ブホーフ。
英会話セット

OneHopeサンフ。JLセット

「実物を貝てから決め芝い」という方の定めl之、
無斜ツー/しを 1部す、つまとめ定お訴しむツト!



EeHooe 1iiil'Y-/LOtl 
12016 Newllll0冊700円|

こども達の身近な生活から、宝探しの物語カミスター卜!I強くなるにはどうすれ

ばいいかJI死んだあとどうなるのかJo2人が見つけ出した答えは「イエス様

と出会って信じるとと」。こどもがこの卜ラク卜を使って、お友だちに福音を伝え
ZJ23m×たて9cm る乙とができる構成になっています!

之と宅聖書タブリ |2016 Newl置33
読んで!聞いて!触れて!遊んで!学べる!聖書アプリの新定番!

こどもたちが自分1人で聖書を読むととができるだけでなく、親子で一緒に使う

乙ともできます。大人の聖書入門としてもオススメです。YouVersionとの共同制

地 説 アプリ 作。全41話。iOS.Androidで、無料でダウンロード可能。

之と老聖書?ブリフッつ|2016New!|E2lマン力ミッション E謂
「乙ども聖書アプリ」から8話をピックアップし

てミ二冊子にしました。各話の最後には、ミ二

クイズ・間違い探し・迷路などのワークがつい

よこ19cm ています。冊子形式だから、アプリが使えない

×たて13.5cmこどもでも読めます。

34ページ 乙ども会などの配布用としてもどうぞ。
A5・64ページ

マンガトラク卜。世界の創造、イエス様の生涯、

十字架と復活を表現。各話の聞には、家族・友

情・恋愛・中毒など、青年をターゲ、ツ 卜にしたテ

ーマを取り上げ、聖書と普段の生活をつなげて

います。幅広い年代に人気。配布に適している

ツーjレです。

ホープナヒ EZlつリスマス希望のストーリー EZ 

A5・34ページ

色鮮やかな挿絵をふんだんに用いながら、聖

書のストーリーをわかりやすく伝えます。「世界

のはじまりJIイエスの人生JIすべてが変わっ

た3日間JI希望にあふれる世界」の4章構成。

青年達の世界観や聖書理解を調査したうえで

制作されました。配布用にどうぞ。
A5・48ページ

(べ-1¥ーフラワー&ラャンワション)

PAPER FLOWER&junction EClITHE刷P

DVD合計68分

高品質な映像を使った画期的な青年伝道ツー

ル(DVD形式)です。PAPERFLOWERは、青年を

取り巻く社会問題を描写し、聖書の救いを伝え

るショートドラマ。junctionはディス力ツション

の切り口としてどうぞ。使い方ガイド付き。

Webから見るとともできます。
A6(開くとA3)

クリスマスストーリーを伝えるマンガトラクト。

クリスマスの出来事からはじまり、十字架と復

活まで¥力ラフルなマンガ形式で紹介します。

クリスマス伝道・キャ口リング・クリスマス集会

のために。1年中お使い頂けますが、特にクリ

スマスの時期にオススメです。

EZ 
路傍伝道用・配布・新来者用として。現代の青

年達にフォーカスをあてて、神様がどのような

お方かをわかりやすく説明したもの。

PAPER FLOWER & junctionと併用して使える

卜ラク卜です。

もちろん、THEMAP単体でも使用できます。

lwト蜘円11フッワオフホープ英会話むツト lm糊 l
小学校低学年向けの教会学校テ

キスト 5冊と、教師用指導ガイド

1冊のセッ卜。

天地創造からイエス様の生涯ま

で。イラス卜やワークがもりだくさ

んです。

4つの福音書から引用したイエス様

の生涯に焦点をあてたパイリンガル

テキス卜。

生徒用 5冊と教師用 1冊のセッ卜。

52回分。リスニングζD付き。英会話

教室の教材にぴったりです。



OneHope注文FAX同組
(FAX:050・3730・8289)

トレジ、ヤーハント I OneHopeサンフ'JL-cツト
.. -ー一一一 ・唱
t※1人1セット l

1セット:10冊 一一... 臼 注文する

700円× セット l (送料無料)
，腫醤謹・E 著書・国

一一。ーで一一一一 T~ー一、一一一一一一一一一
こど老聖書アフリフック lマノカミッシヨン

1セット:200冊(無料) I 
，，11:主湖沼勝三1:隊司聞I 1セット:200冊(無料)

一一セット l
セット

ホープナビ lクリスマス・需望のストーリー

1セッ卜:200冊(無料) I 
1セット:200冊(無料)

セッ卜
セット l

PAPER FLOWER & junction I THE MAP 
1セッ卜:DVDl枚・使い方ガイド(無料) I 

z※配布用ではなく上映用です。、I I 

I 1スタッフ1枚でお願いします。i セット ・
-L  LJ14-ι一二二;一二-L一一ム

被
1セット:25冊(無料)

セット

ホーブクラブセット lブック方ブホーフ。英会話セット
」君のブ、ツクオフホープ5冊目 臨穂恥閤桶閤輪函盟目当 ブ、ツクオフ、ホープ5冊

+教師用ガイド1冊.

500円× セット l
+教師用ガイド(CD付)1冊

900円× 一一セット

有料品合計 円
※E送料のご負担をお圃いしていま雪二(着払い}

有料ツールには振込用紙を同梱。配送の関係で小分け不可でlす。ご使用いただけるなら何セットでもご注文ください。

配送はすべてゅうパックまたゅうメールを使用。通常1-2週間でお届け。詳しい配送料等はWebサイトをご覧ください。

ふりがな

お名前

T 住所

ご、連絡先(Tel)

ふりがな

教会・団体名

(Email) 

お問い合わせ担当:宇賀飛朔 WebSite: onehopejapan.net 

Tel:090-9312-9620 FAX:050-3730-8282 Mail:hishouga@onehope.ne 

事務所干170-0013 東京都豊島区東池袋3-7-9AS ONE東池袋ビjレ3F



速読は、

「そんなのできない」
をくつがえします。

でき るから楽しい 。

わ かるから嬉し い 。

知ったからにはやってみたい 。

この体験から開ける新しい一歩があります 。

成長の 実感と知識が変化を生み出す喜びをあなたに 。

無料体験講座受付中詳しくは裏面ヘモ



速読Web講座のご案内
週刊誌の裏表紙に、少し怪しげに「速読・記憶術! ! J と広告が掲載されていたのも今は昔。最近、読書や勉

強を扱うビジネス書の中では、必ずといって速読やフォトリーデイングといったものが取り上げ‘られる時代にな
りました。ただ、本や通信教育では、その概要を知ることはできても、修得は非常に難しいのが現状です。私自
身の経験となりますが、もし速読を真剣に身に付けたいと願っているのであれば、速読スキルのある人に直接教
わるのが一番です。

今回はオンライン講座という形態で、全国のみなさまに講座をご案内できることになりました。まだ講師とし
ての経験は浅いですが、成果には自信をもってご提供できます。

速読のスキルのメリットは、ただ本を早く読むということに留まりません。速読の本当の価値は、「学ぶこと Jr成
長すること」の喜びを体験することができるというところにあります。インプットの量と質が増えるので、学ぶ
ことが苦ではなく楽しくなるのです。そしてそこで得た新しい知識が、新しいチャレンジへと私たちを導いてく
れます。学ぶ喜びを倍増させることが速読にはできます。新しいチャレンジへの一歩のお手伝いができれば、と
ても嬉しいです。

講師プロフィール

鈴木大輝

ハイスピード学習法認定講師。
1984年生まれ。東京基督教大学神学部神学科卒業。25歳から横浜の上大岡聖書教会に牧師として赴
任。29歳で速読と出会う。速読修得で、月 1"-'2冊だった読書量が月 20冊になる。速読が好きにな
り講師資格を取得。2016年 3月に上大岡聖書教会を辞任。 4月からは次のシーズンに向けて夫婦関
係や子育てに関する学びの時を過ごしている。日本同盟基督教団正教師。

期間限定!
特別キャンペーンwebレッスン柵

7/15までにお申し込みの方に限り、

通常価格 2000円を無料でお届けします!まずはお問い合わせを。
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※講座料金には以下のものが含まれています.
・インターネット速読自宅学習プログラム
ーメール、電信相談

体験者様の声

最低読書速度保証:分速 5000文字

レッスン三回目の前にお申し出いただければ、全額返金

大西様自営業

講座前分速 1362文字 → 分速11800文字

「以前は年に数冊しか本を読みませんでしたが、

速読の トレーニングで記憶力も良くなり本など

活字を読むのが好きになりました。」

制
円
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※講座料金には以下のものが含まれています。
インターネ。ノト逮夜自宅学習プロゲラム

メル、 電話相鍛

緒方様 牧師

講座前分速 2060文字 → 分速6430文字

rWebレッスンのおかげで、今の自分の状況と次

に何をするかが明確になりモチベーショ ンになっ

ています。さらに上をめざ していきたいです。」

お問い合わせはこちら
TEL: 080-5474-7157 
E-mail : contact@sokudoku.info 

URL:h抗p:jjsokudoku.info 
ご連絡はこちらにアクセスを。

里明申
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2016.9.27(火)-30(金)

神戸コンペンションセンター
主講師:クリストフファー.J . H .ライト博士

主催:第6回日本伝道会議実行委員会

ICI調http://jcenet.org/limIII jce6-jim@jeanet.org 



招きのととば

私たちは日本におけるプロテスタン卜宣教170年を迎える2016年9月、神戸において第6回日本伝道会議(JCE6)を開

催します。その初期において福音派のアイデンティティである「聖書信仰」を確認したJζEは、 J仁E4では教会が「和解の

福音」の使者である乙とを明らかにし、 JCE5では福音のための「宣教協力」を広くまた深く進めることを目指しました。

J仁E6ではその歩みと現在の取り組みを確認し、そして7年後に予定されているJCE7に向かつて具体的な宣教協力を進

めます。ぜひ牧師も信徒も神戸に結集し、ともに語り、ともに考え、ともに祈り 、宣教の前進を本気で実現させましょう。

クリストファー・J.H.ライト博士主講師

聖書、特に旧約聖書の宣教と倫理の説教者であり教育者、ランハム・パートナーシップの国際総主事

1947年、宣教師を両親として北アイルランドのベルファス卜で生まれ、ケンブリ ッジ大学で神学を学び(博士号)、 1977年

に英国国教会の牧師となり 、ケント州で牧会。1981年からインドの神学校で教え、 5年後帰国 しロンドンのオールネイ

ションズ神学校で教務、続いて1993年から校長となる。創始者である先代のジョン・ストッ卜師の招きによって、出版、

奨学金、説教セミナーなどで世界の福音的教会と神学校に仕えるランハム・パートナーシップの国際総主事に2001年就任。口ーザンヌ世界宣教運

動の神学部門長(2005年-2011年)として2010年10月の第3回口ーザンヌ世界宣教会議で主題講演をし、福音主義教会の宣教の理念と実践の基準

を示す「ケープタウン決意表明Jの主筆を務めた。著書は申命記、ヱゼキエル書の註解書、「神の宣教(邦訳あり)J、「神の民の宣教」、「旧約聖書の神

の民の倫理」など多数。余暇にジョギング、ラグビー観戦を楽しみ、リズ夫人と共にロンドンに住む。4人の子どもJ人の孫。

プログラム
一一一寸

30(金)29(木)28(水)9/27 (火) I 
9:00-

さんび・証し

講演 :主講師 《可能性》

コイノ二ア

さんび・証し

講演:主講師 《世界》

lコイノ二ア

さんび・証し

講演:主講師 《福音》

トコイノ二ア
ーーーー一ー一一・・4

ク口ージング

説教・JζE7引継ぎ・宣言

・祈りの時

プ口ジ、エク卜発表プ口ジ、工クト発表

神
戸
コ
ン
ベ

9:15-

11:15-

地域別交わり

(昼食:弁当)

世代別交わり

(昼食:弁当)

A

V

N

 

E』
山

間

山

C
阿
部

，J
唱

ン
シ
ヨ

12:30-

*9/30夜"'10パ
「在外日本語宣教

従事者の集い」

プロジ、エク卜ワークショップ
分科会①

分科会②

オープ二ング

講演:主講師
《再生へのRe-VISION)) 

ン
セ
ン
タ
ー

14:00-

15:00-

夕食:各自

・同言語グループ

-個人伝道シンポジウム

夕食:各自

・教団、地域指導者

コイノ二ア

(夕食:弁当)

青年大会*10/1 

《一般公開集会》

①青年宣教の集い

②Cライト氏講演会

③神戸スペシャル

《一般公開集会》

①青年宣教の集い

②世界宣教の夕べ

①神戸スペシャル

他

会

場

19:00-

会議の概要、プロクラムの詳細につきましては下記の公式ホームページをご参照ください。

参加申込み(原則全期間参加)

12，000円

問合せ:日 本伝道会議事務局

TEL 070-1515-6137 

Email jce6-jim@jeanet.org 

8月15固まで11.000円

「お申込」画面にでご登録ください

6月末まで参加費

※ホームページから





「日本の教会には希望がある!J 
(奉仕を通レて得た夢と確信〉

約一年半の問、 「ミッション 2015セレプレーションオフラブwithフランクリン・グラハム大

会」の準備の奉仕をしてきました。

1、r600教会の戸剖訪問j

教会協力委員として 600以上の教会を訪問し大会の協力をお願いしました。非常に貴重な経験で

した。

「フランクリン・グラハム大会のことでお話しさせてください。お時間を取って頂けないでレょう

か?Jと、初期の頃は、親しくしている牧師先生に電話でアポを取って各教会を訪問しました。

他の教会協力委員や BGEA(ビリー・グラハム伝道協会〉スタッフと一緒に訪問しましたが、私

がその揚にいることで、話がスムーズに進み、協力を承諾してくださった教会が多くありました。

話し合いの後で、一緒に食事をしたりして、深い交わりの時を持つこともできました。

訪問したいくつかの教会は、その後、日曜日の礼拝説教や、特別集会の説教などの奉仕に呼んでく

ださいました。

2、 「アポ取り訪問から、アポなし訪問へJ

大会が近づいたとき、はたとあることに気づきました。首都圏には約 2000ち教会があるのに、

このペースではとてもすべてを回り切ることができない。そこで、大会 3'"'-'4ヶ月前に急きょ方針

転換し、 7フポなしで教会に飛び込み訪問することにしましだ。1日で 20'"'-'25教会を訪問したで

しょうか。後で協力教会の一覧表を見ると、私が訪問した教会の多くが登録して下さいました。

実行委員会が目標とした協力教会数は、大会当日までに 400でした。時系列の推移グラフは、ず

っとマイナスを指していました。アポなしの飛び込み訪問をはじめてから、垂直に近い石肩上がり

に協力教会数が増えました。結果とレて、目標を大きく超える 460教会の協力を得ることができ

まレた。



一都四県 〈東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・千葉県〉圏内の一つでも多くの教会を訪問して、牧

師先生と交わりをし、祈りたいと思いました。 I牧師先生方と親しくなり、ネットワークを作って、

一緒に日本の宣教をしていきたい!Jという一山で回り続けました。

3、 「臼本の教会に希望がある !_j

教会を回りながら強く感じたことは、与えられた賜物と使命に応じてそれぞれの教会が一生懸命に地

域に根差して伝道していることです。

教会的属の幼稚園を通して地域と深く関わっている教会が多くありましだ。子供と父兄が、十字架の

付いた建物に出入りし、子供たちは毎朝礼拝し、昼食時には食前の感謝の祈りをする。父兄が PTA活

動に熱IG¥に関わっている。これはすごい働きだなーと思いました。

大きな教会堂を開放して、様々な学びの教室を安価で行い、地域の方々が通っている教会がありまし

た。バザーを通レて、人々が教会堂に足を踏み入れるところもありまレた。

目立たない揚所に建つ教会や小さな一室を借りている教会の中には、無料で子供たちに勉強を教えた

り、フリースクールをしたりして、地域の二一ズに応えていまレた。

礼拝や祈祷会だけの教会もありますが、それぞれ宣教の情熱を持って伝道レ続けていました。

ごくわずかですが、門前払いをされました。 Iアポイントなしで教会に突然来るなんて失礼だ!Jと

叱られたこともありまレた。

「政治的なことで、この大会に関わりたくない!J Iそんな大会に大切な信徒を送りたくない!Jと

いう教会ちありました。それぞれの教会に、それぞれの事情と考え方の遣いがあるのでしょう。

各教会を訪問して感じたことは、今まで聞かされていた「希望のない日本の教会の姿」とは大きく違

っていることでした。どの教会ち一生懸命に伝道し、祈り、活動していました。ですから「日本の教

会に希望がある!Jと感じました。

Z 



特にうれしかったことは、 460の協力教会だけではなく、そのほかの教会ちたくさん大会に参加

してくださったことです。

大会には参加もしないし、協力もできないけれど、 「一緒に日本の宣教のために祈り合い、力を合

わせて行こう!Jという教会ちありました。

4、「関塞感のある教会にも希望がある !.J

閉塞感を感じている教会もいくつかありました。その教会の先生方の特徴は、砕かれて柔軟なお人

柄の方々でした。なまじ成功している教会は、砕かれることなくそのままの勢いで進んでいきかね

ません。イエス様以外の「教会成長」という目標に走って、いつの間にかイエス様から離れていく

危険性があります。

しかし、今、閉塞感を感じている教会は、イエス様に頼る以外に希望はありません。イエス様は、

暗閣を照らす光としてこの地に来られました。閉塞感という閣の中でイエス様の光に希望を見出し

た教会こそ、真に福音を担うことができる教会になれると思います。

ですから、日本の教会に希望があると感じました。

5、 「呉越毘舟で協力して伝道をしましょう !.J

実行委員会の目標は、もちろん「大会を成功させたい!Jです。けれどち、私たちはその先を見て

いまレた。3日間の打ち上げ花火で終わってしまう大会ではなく、決IG¥した人だちがしっかり教会

につながることです。また、教会訪問で作られたネットワークの紳を通して、一緒に日本宣教のた

めに力を合わせていくことです。

「呉越同舟」という言葉があります。意味は、 「仲の悪い者同土が一所にいること、または共通の

目標で協力すること」です。社会派ち、福音派ち、聖霊派ち、それぞれに遣うイエス様がおられる

のではありません。伝えているのは同じお方です。異端や力ルトでない限り、考え方の遣いや、や

り方の遣いがあったとしても、それを乗り越えて協力していきましょう。

「協力」とは、 「十字架と共に 3つの力を合わせる」と書きますが、 3日間の大会は、まさにそ

の協力によってなされました。これを継続していきたいものです。

3 



6、 f送還パス運転手」と「教会パス運転手」

一生懸命に教会を訪問し、寝ても覚めても、 「次はどこの教会を訪問しようか!Jとばかり考え続け

て来ましたので、大会当日は会衆席に座ってゆっくり楽しませてちらおうと考えていました。しかし、

「オーストラリアから来るヒルソング CHillsong)賛美チームの送迎パスの運転手をお願いできない

でしょうか?JとBGEACビリー・グラハム伝道協会〉から声がかかりました。

私は、普通自動車や自動二輪だけではなく、けん引や大型二種免許なども所持していますので、否応

なしにその奉仕を承諾しました。そして資格を活用することができました。

ヒルソングの皆さんは、底抜けに明るくフレンドリーな若者たちで、すぐに仲良くなれました。

数百 Kgの音楽の機材を持って来日しましたので、パスの後ろ 1/3は機材で山積みになっていました。

補助席まで全部を使い、超満車で空港への送迎およびホテルと武道館の送迎をしまレた。

パスを運転レて空港に迎えにいく時は空車だったので、広い車内を見ては寂しさを感じました。日本

の教会というパスは空席がたくさんあります。こんな素晴らしい福音が語られているのに、空席のま

まではもったいないです。将来、 「教会というパス」にたくさんの人を乗せて、天国を目指して運転

したいと思いました。

大会では、約 1500 人がイエス・キリストを信じる決I~\をしました。 460 の協力教会と、その他の

教会というパスに乗車して、皆さん天固まで行ってもらいましょう。

「イエス・キリストの十字架と復活が私のためであった!Jと信じた方々は、それぞれ洗礼を受け、

教会生活を通して成長し、共に伝道をしていただきたいと願います。

この大会を機に、すべての教会が共に祈り、力を合わせて、日本の宣教を推進していくように祈りま

す。

友愛グループ教会連合新宿福輿教会牧師 警野直墓〈出前枚邸力ンちゃん〉
メール:sgr_ch@ybb.nejp facebook: https://www.facebook.com/kanno3 H P: http:/ /www.geocitiesjp/sgr_ch/ 
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『出前牧師拘シちゃん』
〔新宿福輿教会菅野直基牧師の証〕

2008年4月から「出前牧師力ンちゃんJという名前で、福音の伝道を始めました。あなたはきっと、 「なぜこんな名前を

つけたの ?J って、質問したくなるのではないでしょうか。

1、 『道路ぬ草むし吋』抱''?r筆陣屋ぬ出前』ヘ

初めてしたアルバイトは、幹線道路の草むしりの日雇いの仕事で、した。仕事を終えて帰って来ると、排気ガスで、顔中真っ

黒になりました。草むしりをしながら、こんなバイトをするよりも、自分が持っているバイクの免許を生かした仕事がしたいと

考えました。

アルバイトニュースで、おそば屋さんの出前の仕事を見つけました。時給800円、食事っき、交通費全額支給。16歳の

私には、まあまあの条件でした。早速バイクに乗って、そぱ屋の出前のバイトをはじめました。東京の鮫洲にある運転免許

試験場が近くにありましたので、そこにもよく出前をしました。

ある日、試験場に出前に行った帰りに、強引に献血のお願いをされました。私は良いことだと思って、快く引き受けましたc

「ず、いぶん遅かったけど、何かあったの ?J。 庖に戻ると、庖長から聞かれました。 r献血を頼まれたので、献血してきま

した」。 私は正直に話しました。

r 1'¥力者! 首だ! 明日給料を取りに来い! すぐに帰れ!J庖長は真っ赤な顔をして私を怒鳴りつけました。後で気

づ、いたのですが、仕事中に時間のかかる献血に応じたのはよくありませんでした。

Z、 『魚屋ぬ出ftJヘ、廷し乞審1erを隠匿ぬ出前」ヘ

初めのうちは落ち込んで、自分を責めたりしましたが、しばらくして立ち直り、今度は、六本木の麻布十番の魚屋さんの

出前をしました。魚屋の仕事はとても忙しく、約1ヶ月後に、 「君は仕事が遅いから辞めてもらう」と、言い渡されました。

また首になってしまいました。のんび、り気分で、仕事をしていましたので、他のバイトの人と比べて、仕事のスピードがだいぶ

遅かったのだと思います。

しばらくは落ち込みましたが、また気を取り直して、今度は、虎ノ門のおそば屋さんの出前をはじめました。ここの庖長は

私をかわいがってくれましたので、とても楽しく仕事をしました。近所にあったテレビ、東京の芸能人や歌手の楽屋から注文

が入ると、率先して出前をしました。また、バイトが楽しかったので遠くの出前も率先して行いました。

注文を正確に伝票に書き、それを厨房に伝えます。出来上がったおそばのどんぶりをラップし、薬味、お新香、おはしと

レンゲ、を手際よくセットし、できるだけ早く出前します。のろのろしていると、おそばがのびてしまうからです。これは時間との

戦いです。 r毎度どうも!J元気よく届けた時にお客さんが喜んでくれると、本当にうれしくなりました。出前の仕事をして

いて良かったな一、と実感しました。



3、今吉跡、 「出前牧師1J~ちゃAJ へ t

それから約20年が経過し、今では「出前牧師力ンちゃんJを名乗って、牧師の出前をしています。先日、大阪のラジオ:

組に出演しましたが、 「出前牧師」という発想がとてもユニークだと言われました。 r出前牧師」とは、一体何を出前すξ

のでしょうか?

人が訪ねてくるのを待っているのが普通の教会で、す。また、多くの教会は日曜日しか開いていません。 1年365日、 1遅

間7日、 1日24時間開いているオープンな教会があったらいいなぁと，思う人がたくさんいることで、しよう。本当はそれが教会(

あるべき姿なのです。

「教会で待っているので、はなく、自分から人々のところに出て行って、『福音の出前』をする牧師になったらどうだろうかつ

ある時こう考えました。こうして今では、 1週間のうち6日間は出前牧師をしています。早朝に、最寄りの駅を順番に回り、駅I

に立って、福音文書を配布します。 rおはようございます!J。 明るく大きな声であいさつをして、短いメッセージをします。

最初のうちは、誰からも相手にされませんでした。でも、週1回は同じ駅前に立っていますので、乗降客のみなさんが rt

前牧師力ンちゃん」を好意的に受け入れてくれるようになりました。聖書について質問されたり、悩みごとを相談されることご

あります。何十人もの方が、私を訪問してくれたり、私の教会の礼拝に参加してくれるようになりました。

4、洗割減奄「ママヴJ芭 I? 

『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい~ (マルコによる福音書16章15節)。 聖書にはこ

書かれています。 rあなたは人々の中に出て行って伝道しなさしリということです。ですから、私は駅前に出て行って、通3

する方々に福音を毎日お届けしています。

そこで、 「教会には行きにくいけど、牧師に自分の悩みを相談してみたい」という人に出会います。その人と一緒に、焼

屋、ファミレス、ハンバーガーショップや喫茶庖に行ってお話しします。

ひたすらその方の悩みや相談ごとに耳を傾けます。全部聞いた後で、私なりの考え方を聖書から語ります。「えつ !?E

書にはそんなにすばらしいことが書かれているのですか?J。 驚いて聞き返してきます。中には、 「そんなにすばらしい神

まなら、私もイエスさまを信じたい!Jと言ってくれる人もいます。

さらに驚くべきことが起きることがあります。 r今ここで洗礼を受けてもいいでしょうか?Jと言う人までいるのです。すぐ

ウエイトレスに水を持ってきてもらって、その場で洗礼を授けます。昨年末は、新大久保の焼肉屋さんで洗礼式を行いまし土

先日も、お茶の水のマックでハンバーガーを食べながらお話していた相手の人が、 「今、洗礼を受けたい!J と言う¢

その場で洗礼を授けました。側にいた見ず、知らず、のお客さんがそれを見て感動し、 「これ、お祝いです。食べてください!ー

と言って、アップルパイをプレゼ、ントしてくれました。そのお客さんは、クリスチャンで、はありませんで、した。

「イエスさまを信じて、洗礼を受ける」ということは、それほど感動的ですばらしいことなのです。 r神の永遠のいのち」

授かり、 「天国行きのパスポート」をいただくことなのですから。

5、『マ守ヴ』が椋会?

roo教会Jという看板はついていませんが、そこは教会と同じなのです。 w教会』と訳されている聖書の言葉のギリ5

ャ語原語は、 『エクレシア』です。 w神から選び出された者の集まり』という意味です。つまり、神を信じる人と人の繋カ

人々の集まりが教会なのです。

ですから、レストランでも、喫茶庖でも、家庭でも、神を信じる人々が2、3人集まって、聖書のことを語り合うならば、そこ;

そのまま「教会」です。私は福音を出前しているだけではなく、出前先で教会の働きを行っていることになります。出前負

聖書のことばを語り、洗礼を授け、病気がいやされるように祈ったりしているからです。

2 



b、窃竜ncG>過去防署'ペZ生かされ審理'

幼い頃病弱だった私は、今、 「いやしの働きをする牧師」となっています。宗教的、律法的に親から信何を押し付けら

れて反発していた経験が、今、 「自由と愛に生きる牧師」となっています。

いじめられっ子といじめっ子の両方を経験した私は、その両者の気持ちを理解し、 「いじめに苦しんで、いる人たちを助け

る牧師」になっています。私は自殺寸前にまで追い込まれましたが、 「自殺したい人を救う牧師」となっています。

20歳の時、芸能界にスカウ卜されそうlこなった私は、その時、歌手になる道をあきらめ、神さまの導きに従って牧師にな

りました。今の私は、毎週の礼拝や数々の大きな集会で賛美をリードし、月に何度かは駅前で路上ライブをする、 「演奏し

ながら歌う牧師」となっています。

かつては、そば屋や魚屋の出前をしていましたが、今、 「出前牧師力ンちゃんJを名乗って福音の出前をしています。

こうして、私の過去は何一つむだではなく、すべての体験が生かされていています。神さまによって私はすばらしい人間と

して造られ、神さまから私はあるがままで愛されていることを、日々発見しています。

7、窃穆定自身G>.tcF;:うしさに目覚め馨しsろt

聖書によると、神さまに造られたあなたは、特別な個性を持ったすばらしい人なのです。自分を人と比較する必要はあり

ません。バラにはバラの美しさがあり、ひまわりにはひまわりの美しさがあり、桜には桜の美しさがあります。あなたが本物

のあなたであるからこそ、本当にすばらしいのです。

私はアメリ力の神学大学を卒業して博士号まで取ったので、すが、実は英語がからきしダメなのです。そんな私ですが、あ

る時大学の英語のスピーチコンテストに挑戦しました。初めからしどろもどろで、途中から必死で身振り手振りのボデイラン

ゲ、ージになってしまいました。もう汗だくで、ガンバリました。私の英語のあまりのヘタさと私のボディランゲージのあまりのコ

ツケイさに、会場は、爆笑に次ぐ爆笑でした。

当然ビリで失格だと思いました。ところがです。そんな私が、なんと、そのコンテストでイ憂勝してしまったのです! まさか

と思い、心から驚きました。英語がヘタなために、私の特別な個性が生かされて、それがかえって「すばらしい!Jと評価さ

れたのです!

ですから、人と競って「ナンバーワン」を目指すこともよいことですが、それよりも、 「オンリーワン」を目指した方が

いいですね。本来のあなた自身になり切っていくことが、あなたの本当のすばらしさです。

「自分が自分であること」に生きがいを見出すことができたら、こんなにうれしいことはありませんよね。これまであなた

が歩んできた道の中にヒントがあると思います。あなたの過去は、すべて生かされます。

あなたは、 「特別にすばらしい人」として造られています。そのすばらしさを通して、神さまは、あなたに自信を与え、過

去の傷をいやし、やりがいと生きがいを与えてくださいます。あなたは愛されるために生まれたので、す。

あなたは幸せになるために生まれてきたので、す。かつては劣等感のかたまりだった私は、今、自分の個性に目覚めて本

当に幸せです。どうか、あなた自身の特別なすばらしさに目覚めて、あなたも幸せになってください。

2008年 5月

「出前牧師拘〉ちゃ九」こと菅野直基 (Rev.David Naoki Kanno) 
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「弓-....長主y 主手三カ瓦ら宅金亡岳市------ (育台車肩) J 

新 宿 福 興 教会牧師菅野直基
手ムの母の父は牧師でした。父は神主の家系に生まれましたが、蓄膿症の手術の失敗が原因て半身不随になったのを機に信仰を持ちました。そ

んな両親は私を、「キリストに向かつて真っ直ぐに歩んで欲L¥、JとL寸願L、から「直基Jと名付けられました。両親の期待は大きく、私は、クリスチャン ・

ファミリーの長男として、厳しく教育されました。そして、いつしか生きることに息苦しさを感じるようになりました。

イ本が弱い私は、小学校の頃から、学校を休むことも多〈、仲間外れやいじ、めに会いました。学校が嫌いになり、遂に登校拒否をするか仕返しをす

るかの選択をせざるを得ない事態に追い詰められました。思い切って殴りかかると、相手をやつつけることがて?、いじめは止みました。しかし、今度は

反対のいじめる立場に立つようになり、さらに、公園での焚き火や万引きなど、様々な悪い遊びを覚えました。

中学生になり、不良グループと付き合うようになりました。ナイーブで人の影響を受けやすい私は、不良の道をひたすら走り、たばこやお;酉を覚え、

シンナーもやるようになりました。彼女もできました。喧ロ華、万引き、窃盗、無免許運転、不良中学生がやるようなことはみなやりました。不良グループ

から抜け出したいと思うこともありましたが、仲間はそれを許してはくれません。また、今更更生したところて 、いい高校に入れるわけではなく格好も悪い

ため、そのまま不良の道を進まざるを得ませんでした。

高校の通信教育で学びながら、私は毎日8時間、そは屋で働きました。社会に役に立っているとL寸充実感から、自分に 自信を持てるようになり

ました。他に、日雇いの草むしり、コンヒ事ニエンスストアの庖員 、築地の市場での配達、トラック運転手、宅急便の配達員 、デパートでの掃除、ファミ

リーレストランのウェイタ一、 お弁当配達等も経験しました。これらの経験は、とれも必要なことだったと思います。

暴走族ややくざとの関わりもできてしまいました。ある日 、やくざから監禁され、暴行され、半殺しの目に会いました。自分の居場所を失った私は、

「もう死んで消えてしまいたL、Jと思うようになりました。同時に、何とかこの苦しみから救われたいと思いました。

ふと本棚に目をやると、一冊の聖書がありました。もう何年も教会に行っておらず聖書も読んて千いませんてしたが、わらにもすがる思いで聖書を聞

きました。マタイの福音書 11章 28節に私の心が求めていた言葉が書かれていました。その言葉を語られたイエスとL寸お方に救いを見出し、お祈り

をしました。すると神の愛に圧倒され、夜が明けるまでぼろぼろ涙を流して祈り続けました。死にたいという思いはなく立り、 生きる意欲が湧き上がってき

ました。

その喜びがあまりにも大きかったので、路上てギターを弾きながら道行〈人たちに福音を語りました。教会ても機会がある毎に神さまが私にして下さ

ったことを証しました。18歳の時でした。

20歳の時に、町て戸をかけられ、「芸能界に歌手デビューをしてみないかつ」と言われました。音楽大学で音楽を勉強しようと思いました。しかし、

神さまにあ、祈りをしていると、「牧師になって、多くの人に神さまの言葉を語りな弘、」とL寸導きを感じました。葛藤の後に、神さまの導きに従い、音楽

大学と芸能界への道を諦め、神学校に入学しました。20歳の春、キムは生涯を神さまに捧げました。

〔リパイバル新聞 2008年1月1日新年号掲載〕

「弓ミ長主y 生手カミら老会ζ自市 f 九 (毛委長率肩) J 

新宿福興教会牧師 菅 野 直 基
小学校の頃から勉強嫌いでしたが、神学校に入学してからもしばらくは勉強が嫌いで、いい成績を取ったことはありませんでした。ある日キリスト教

の集会て 、生き生きと輝いているクリスチャンの姿を見て、自分もそのようになりたいと思い、神学生である 自分が恥ずの、しくなりました。そして「私もそん

なクリスチャンにさせて下さL、」と時間の感覚を失うほど祈ったとき、天国にいるような感じになり、嬉しくてたまらなくなりました。私はすっかり変えられまし

た。本来の才能や能力が 目覚め、勉強も好きになりました。

26歳の誕生 日に、韓国人女性と国際結婚をしました。出会いはその一年前の夏でした。毎週土曜日に私は、新宿駅アルタ前の路上でギター

を弾き福音を語っていました。たまたま韓国から短期宣教のため来 日中の120人のチームも一緒に参加しました。チームの一人が彼女だったのて守す

出会いのチャンスはたった一回でした。その日私は疲れていましたが、今日もとAうしても伝送をしなくてはいけないとの気持ちに駆られ、新宿て福音を

語りました。そこに韓国人宣教チームが合流し、 一緒に伝道したのてす。帰りがけに、「文通しませんかっ Jと彼女に言われ、fl.川、ですよ、ぜひ文通

しましょう」と私は喜んで答えました。タイミングが少しても狂っていたらあり得なかった運命的な出会いは、神さまが51き合わせて下さったのです。その

後半年問、日本と韓国で、1-2週間に一回程度の割合で臼本語での文通をしました。当初は真面固な話題が中心でしたが、クリスマスの頃には

ラブレターになりました。翌年4月仁、彼女は宣教師として来日 しました。突然、「今成田空港です。ぜひ迎えに来てほい、」と電話が入りました。それ

から互いに祈り、3カ月後に結婚しました。結婚後は理想と現実のギャッフ。!こ驚き苦しみました。文通て示はよい部分だけを見せ合いましたが、いざ一

つ屋根の下に生活すると、互いに受け入れ難い部分を知ったのです。

国際結婚と同時にアメリカ留学が始まり、ダフソレのカルチャーショックてした。日韓関係は、似て非なる固とL叶表現がピyタリてdす。結婚生活で

は情緒面や価値観など、あらゆる面でぶつかり傷つけ合い、たくさんの痛みを経験しました。互いに許せない部分を相手の中にL、くつも見、「このよう

に振舞うべきである !Jと言い合い喧ロ華しました。しかし、そのような中でたくさん祈り、高慢な 自我が打ち砕かれ、神さまだけを信じるように導かれまし

た。向上心が沸き、勉強も頑張りました。神学校の教室では学べない実地科目(愛と赦しと忍耐の実践)を、結婚生活を通して学ぶことがてきまし

た。

離婚をしても不思議ではない最悪の時期が続きましたが、結婚2年後、妻の妊娠を機に関係は改善に向かいました。ロ宣嘩をやり尽くした後だった

ためすべてが最も良〈、神さまの計らいを感じました。長女、長男 、次女が生まれ、2007年には次男が生まれ、四児の父親になり、最高の幸せを

感じられるようになりました。

神学の勉強は、計 16年間続けました。まず大学を卒業し、次に大学院を卒業して修士号と博士号(D.Min)を取得じました。神さまと共に歩めば、

必ず与えられた使命を成し遂げることができると確信しています。これは人生の新しL、始まりに過ぎません。神さまに与えられた可能性を、一回の人

生の中で残さず成し遂げて行きたいと思っています。

〔リバイバル新聞 2008年1月20日号掲載〕
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超高齢化が進む日本では、年間120万件以上の葬儀が行われています。葬儀の多くは、まだ仏教式が中心で

すが、核家族化の進展などにより様々な葬儀形態が生まれようとしています。

宗教的なものを排除しようとする流れも含め様々な提案がありますが、葬儀には、残された者たちの中にある

深い悲しみを慰め、故人との紳を大切にするなど、遺族に寄り添い、その方々の，思いを大切にする心のこもっ

た役割が切に求められています。今回、キリスト者が、未信者の多い家族、親族に寄り添い、彼らの思いを形

にする「キリスト教式葬儀」を全国に幅広く展開し、日本での福音宣教を拡大する働きを提案させて頂こうと思

います。これを通して、皆様とともに日本の津々浦々まで福音を継続的にお伝えする仕組みを創り上げていき

たいと願っています。ご参加をお待ちしています。

来信者の轟儀 清野勝男子(せいのかつひこ)師
実演

1944年茨城県生まれ、明治学院大学英文科、 その後東京基督神学校卒業

1976年から 1986年まで、インドネシア中部ジャワ州ソ口市において、

神学教育、教会開拓、地域開発に従事し、教団顧問として奉仕する。

1986年から 1990年、アメリカ・カリフオルニア州 パサデナ市のフラー

神学院で研修、宣教学博士。

1990年から現在まで、土浦めぐみ教会主任牧師

13:15 開場

13:30.......14:00 葬儀から日本宣教のビジョン
(ブレス・ユア・ホーム(株)代表広田信也氏)

14:00.......15:00 未信者の葬儀実演
(土浦めぐみ教会牧師 清野勝男子師)

休憩
15:15.......16:00 未信者の葬儀要点解説

(土浦めぐみ教会牧師清野勝男子師)

16:00.......17:00 日本宣教へのチャレンジ
(賛同者の中から有志)

閉場

[会場案内 I御茶ノ水駅徒歩3分

順天堂大 医科鍋科大



下記をご記入くださり、申込先までお送りください。(郵送、 Fax.E-mail) 
TEUこて内容をお伝えくださっても結構ですO 事前お申し込みがお得です。

事前申込:参加費1，000円 事前申込(振込)の方に、く先着2002
' 清野師DVDプレゼント!! X 二

(当日参加:2，000円)

※清野師DVDは、日本CGNTV制作:2015年断食祈祷会での講演内容です。 DVDタイトル:r日本宣教の特殊性と活用法J

申込先
干658・0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-4・123・1104

ブレス・ユア・ホーム株式会社シンポジウム申込

TEL(Fax) 
TE L( Fax)07~8-891-6540， ιmaU:info@byh.jp E-mail 

参加費 三井住友銀行六甲アイランド支庖(普)3453844

振込先 ブレス・ユア・ホーム株式会社

氏名 ふりがな

住所 T 

TEL，E-mail 

氏名 ふりがな

住所 T 

TEL，E-mail 

氏名 ふりがな

住所 T 

TEL，E-mail 

氏名 ふりがな

住所 T 

TEL，E-mail 

氏名 ふりがな

住所 T 

TEL，ιmail 

【個人情報について関する取り扱いについて】
-個人情報の利用目的 お客様からお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料の

ご送付に利用し、他の目的に一切使用しません。
-個人情報の照会・修正・削除について:お客様が個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、

対応させていただきます。





十二次のFヲ冨 監 さ売きますII
特別伝道集会(賛美、証し、福音メッセージ)

チャペルコンサート

ミッションスクール、施設等での集会

クリスマス集会、市民クリスマス

PROFILE 

徳島県出身。未熟児網膜症により 5歳で失明。幼少時より複雑な家庭

環境に育ち、両親の元を離れての寮生活に入る。その問、飢え渇いた

心を音楽により慰めを得ょうとしたが満たされず、真実の愛を求める。

その後、多くの出会いと神様の導きを受け、長期にわたる求道のすえ、

1993年ノてフ。テスマを受けクリスチャンとなる。

医国 筑波大学附属視覚特別支援学校(附属盲学校)専攻科音楽科卒業。

E盟国 武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。

.PPPt1 東京パプテスト神学校神学科卒業。
第 31回へレン・ケラー記念音楽コンクール第 l位受賞。

第 18回全国身障者スポーツ大会陸上競技 2種目で金メダル受賞。

E蓮司 全国各地のキリスト教会やミッシヨンスクール等からの招きを受け、

音楽を通して主を証しし、神様の愛と希望を伝える独立賛美伝道者

として活躍中。

RELEASE CD 
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お同m揖:将官先 I 

北田康広 震050.1230.30401F04.2939.3044
干359-1142

埼玉県所沢市上新井 1-8-8 E10 5冨211http://ykitada.com -四:s軍軍司胃司・ 。伍ce@ykitada.com
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ホームページの
更新させて下ざい F 

教会のホームページは作り放しになっていませんか?

私は仕事柄、毎日多くのホームページを見させて頂いています。そこで気付いたことは、

キリスト教会のホームページが作られた当時のまま、何年も放置されている事例が多くあ

ることです。このような現実にクリスチャンとして心を痛めています。

ホームページは絶えず新鮮な情報を提供するように更新しなければなりません。しかし

教会には人手が無いのです。多くの場合牧師先生が更新を担当されてますが、掲載されて

いる古いデータ(例えば説教)に思い入れがあり、なかなか削除できなかったり作業の時

聞を設ける事もできない場合があります。写真を 1枚掲載するだけでも写真のサイズを合

わせたり解像度を調整したりと専門的な知識が必要です。

弊社ではこれら更新にかかる全てをお引き受け致します。写真や原稿をメールでお送り

頂ければ、数日以内に更新作業を行い掲載致します。

1年間何回更新しでも料金の追加はありません。(例えば毎日更新しでも追加料金はあり

ません。)

ホームページを更新して活用しましょう!

ホームページには無限の可能性があり、 24時間働く伝道ツールです。

1年間 6000円 (1カ月あたり 5∞円)-----承っています。

弊社では、ホームページの更新の他に新規のホームページ制作やSEO対策、 ドメイン

名の取得・更新、サーバのご提供などホームページに関する全ての乙とをトータルにサ

ポートしています。

先ずはメールでお気軽にご一報下さい。お待ちしています。

(有)コムハート
名古屋市中村区宿跡町3-55-4

TEL: (052)413-1064 Mail: info@comheart.jp 



靴箱L¥っぱいに詰められたシユー昨y
クスを受け取り、イエスキリストの良
L¥知らttを聞きま苛

教会で聖書の学びを始め、キリスト
の弟子として歩み始めま苛

救われた子ども達I~家族や友達のた
めに祈り始め、教会が成長し、世
界中で教会が開拓されてL¥きま苛!



も
• 
吉，~劇場表並 1

今年のオペレーションクリスマスチャイルド

の集荷ウィークは11月15-19日。それなのに、な

ぜこんなにも早くシューボツクスの準備をするのでしょ

う?それは今年も送る国がフィリピンだからです。フィリピンは

寒曜の差は多少あるにしても夏アイテムが大活躍する国です。

Tシャツ、ビーチサンダル、夏柄の可愛い商品なとLお屈を覗いてい

ると、シューボックスにぴったりの夕、ツズがたくさん目に留まります。

夏季キャンプ&1れ/キング

町がハ口ウィーンカラーで、包まれる前に、シューボックスの準備を始め

られるのはいかがでしょう。夏は、イベント開催もしやすい季節です。

オペレーションクリスマスチャイルド、は、みんなで楽しく参加でき、

1'¥ーソナルに海外支援や海外宣教を体験できるプログラムです。

お友達を誘って、「クリスマスinサマー」イベントを計画する

のはどうでしょうか?

皆様のご、支援を心より感謝いたします!

チャリティー食べ物フェア

ノミツ ングパーテ
パッキング、パーティって何をすれば良いので、しよう?

「パッキング、パーテイ」とは、靴箱に入れるプレゼントをみんなで持

ち寄り、楽しく一緒に箱詰めするイベントです。パーティの内容は、

人数や時間、対象によって違ってきますが、一例を紹介します。

① あらかじめ用意した物または参加者が持ってきてくれた贈り

物を種類別に並べる

② DVDを一緒に観る(ホームページからもご覧いただけます)

③ 箱詰めし、受け取る子ども達のために祈る

④ お茶&フエローシップタイム!!

パンフレツト、ポスター、DVDなど、無料でお送りしますのでお気軽にご連絡ください。

WWW_SAMARI1ANSPURSEJAPAN_ORG 

贈り物のアイデア
文房具:
ペン、鉛筆、鉛筆削り、クレヨン、マーカ一、ノー
ト、シール、お手紙セット、電卓、ぬりえなど
おもちゃ:
車、ポール(大きい場合は空気を抜いて/空気
入を添えて)、ぬいぐるみ、人形、笛、ハーモ二
力、ヨーヨー、縄跳び、光や音が出るおもちゃ
など
衛生用品:
歯ブラシ、歯磨き粉、くし、ミニタオル、石けん
(袋に入れて)など
その他:
Tシャツ、靴下、帽子髪飾り、サングラス、腕時
計、懐中電灯(予備の電池を入れて)、サンダ
ル、バッグ
メッセージ:
子どもへの短い手紙や、ご自分や家族の写真
を添えると大変喜ばれます。

入れられない物:
食べ物、古着、中古品、戦争関連のおもちゃ、
植物や種、壊れやすい物(鏡やスノードームな
ど)、家に長年放置しであった製品、液体(シャ
ボン玉、マ二ユキアなど)、ビタミン剤や薬等。
魔術関連の物(ポケモン、ハリーポッタ一、どく
ろマークなど)、不適切な描写の絵(肌の露出
の多い女子キャラクター等)もお控え下さい。
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フィジーの一番大きな島にあるラデ‘ュナ村で、は、15人の子ども達がTGJ(12週間のバイブルスタディ)をするためにマンゴーの木の

下に集まりました。TGJがあまりにも楽しいので、子ども達は両親をTGJに招待しました。このようにして、3週間目にはすでに80人が

集うようになっていました。4週目には小高い山の木の下へと集会場所を移しました。

そこもいっぱいになってきたので、彼らは簡易テントを作りました。こうすることで子ども達は木の下で、大人はテントの中で、同じ内

容を年齢に合わせた形で学ぶことができます。TGJから始まった集会は、今は毎週100人が集まる教会へと発展しました!

ラデ、ユナ村の近くにある、きひ‘畑が広がるヴ、ニカ村で、は、80人の子ども達がシューボックスを受け取るために集まりました。ワイセ

ア牧師は、TGJクラスを受けるために、次の週にまた集まるように子ども達を招待しました。

次の週、30人の子ども達が集まりました。ワイセア牧師は天地創造のお話しから始め、人聞は神に似せて造られたと話しました。

11歳のメルヴ、インは神に深く触れられて、イエス様を救い主として受け入れる決心をしました。メルヴ、インの生活があまりにも変わ

ったので、村の魔術師で‘もあった彼の祖父は、キリスト教に関心を抱くようになりました。

雨季に入り、TGJの授業はメルヴ‘ィンの家で宇寺たれるようになりました。ちょうどその頃、メルヴ‘ィンの祖父が重い病気にカ、かりまし

た。苦しさのあまり、祖父はメルヴ、ィンに牧師を連れてくるように頼みました。「イエスを連れてくるように伝えてくれ。イエスについて

知りたいんだ。」

その日ワイセア牧師は、偶像を破棄してイエス様に信頼するようにと祖父にチャレンジしました。祖父は悔い改めて、イエス様に人

生を明け渡しました。

メルヴ‘ィンの祖父は、それから彼の家の納屋を集会のために貸してくれました。TGJの生徒たちは家族を連れて学びに来るように

なりました。納屋も手狭になると、彼は建物を増築して、より多くの人が入れるようにしました。そこで、もスペースが足りなくなった時、

向かいの隣人が土地を分けてくれて、そこに教会を建てることになりました。

「この村の人々は、週に3田も集まって熱心に偶像礼拝をしていました。しかしシューボックスが配られて、学びが始まりました。それ

から6ヶ月後には、偶像礼拝は止んだので、す。現在は100人もの人々がヴ‘ニ力教会で、礼拝しています。」と教会のリーダー。神が扉

を聞いてくださり、神の真理と救いで人々の心に触れていることを感謝します。

昨年だけで、 WIJ万人の子ども達がlGIJを受けました。 1人の救[1]から家族の I 

救L¥、そして教会の誕生へと、シユーポツクス[ffi宣教の扉を大きく開きま可。 I



In over 100 countries， local churches are following Operation Christmas Chlld shoebox gifts with The Greatest 

Journey， a dynamic discipleship course developed by Samaritan's Purse that teaches boys and girls to faithfully 

follow Christ and share Him with others. When they graduate， the children receive a certificate and a New 

Testament in their language to further equip them to be lifelong disciples. Some of them have led family mem-

bers to Christ， and now they are attending local churches. 
】.

・曇 “ 争，

¥ 

Samaritan's Purse (Franklin Graham) is a non-denominational evangelical Christian organization providing 

spiritual and physical aid to hurting people around the world. Since 1970， Samaritan's Purse has helped 

meet needs of people who are victims of waにpoverty，natural disasters， disease， and famine with purpose 

of sharing God's love through His son， Jesus Christ. The organization serves the church worldwide to 

promote the Gospel of the Lord Jesus Christ 

Since 1993， more than 130 million boys and girls in over 130 countries have experienced God's love through 

the power of simple shoebox gifts from Operation Christmas Child. This is our 5th year to send shoeboxes 

from Japan. Will you join us to bring good news and great joy to more children? Please visit our English 

webpage for more details. Please contact info@samaritanspursejapan.org if you have any questions， or 

would like free pamphlets (Japanese， English， and Portuguese). 
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一般社団法人サマリタンズ・パース

干981-3214宮城県仙台市泉区館1-28-1

TEL: 080-3304-0861 FAX: 022-779-6397 

Eヨinfo@samaritanspursejapan.org
盟国 facebook.com/OccJapan 
www.samantanspurseJapan.org 
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月26日(火)-29日(金)

8月2日(火)-5日(金)
※幼児(保護者同伴)、小学生、大人、スタッフ対象

※1と2は同じ内容です。各定員150名、定員になり次第締め切りとなります。



1日目 2日目

13¥っとび

3日目 4日目

13¥っとび

1.刊トレーZW恥凋
7月19日(火)-29日(金)

責主主主き!?!?夕、;摂できるチャンス女 賛同:30.000円

サンビタイu 叶〉ビ'1イむ
ー------園田園 J13¥っとびタイ凸⑧

実践の訓練を通し仕えることを学び、信仰的に成長するチャンス11

教師、ユースの実践的トレーニングに最適です。
次世代の働き手になろう11育てよう119:00 

横浜出発(予定) 7:r.又ティI¥lL

思食

15:00受付※1 今、
& 数師b I 14:00解散

つ
ぶっとびパーティ クー びと 爽わミ 19:00 

ウ::dL拘u'1イむ フブ 会'1ナl 横浜到着(予定)

ウォ -~-I\ ト IL (fs，l¥ろ 温泉 (fs，l¥ろ 温泉

13¥っとび'1イb⑨ I13¥っとびタイむ⑧ I13¥っとび'1イむ⑧

※1 現地にて集合・受付をします。電車で来られる方は、14:00頃に聖高原駅まで
送迎便が出ますので、あらかじめと連絡ください。

※2 プログラムは変更する場合もございます。

《持ち物》聖書みすでっぽう筆記用具洗面用具

着がえ(多めに持ってきてください。)

《費用>> .1.-.-I守Jlnnrn.J-I I o Jlnn 
IJ¥学生 ，1，0υυ円大A '''，0υu円

Z歳以土 12，800円 ※幼児は親同伴

・お申し込みは、"ウェブ申し込み"または"FAX"をご利用ください。

みどり野キリスト教会のパス(別途5.500円)を利用する際は、その旨を申込時にお申しつけください。

公共機闘をご利用の方は聖高原駅までの送迎便(男IJ途J.OOO円)をお申し込みください。

員守

*/3¥っとびキャンーヌω感想貴

女Dランドより、楽い、!!ぷっとぴキャンプlこ
行きたい!! (小4Sくん)

女イエスさまのはたらき人が少ないということがわか

った。そして、ぼくは、イエスさまの働き人になる

ことをけっしんした。(4年 Yくん)

女子どもたちを教える先生がいつも燃えていな

いと子どもたちも燃えない。ぶっとひ、キャンフ。

で子どもたちが得た恵みを自分の教会でも、

継続していけるようにがんばり、神様から力

を受けとっていきたい、と思わされた。

(スタッフIさん)

。 <<オプシヨン》弓7手ィンゲ
費問:2，000円





8/16 Tue. 8/17 Wed. 8/18 8/19 Fri. 
-

Praise Time Praise Time Praise Time 
一

9:00 000 バトル
スポーツ グレイス

フェスァイ1¥ル Time 
横浜出発(予定)

昼食昼食 昼食昼食 昼食昼食

15:00受付※ 1 セレ部1 14:00解散

ウォーターバトル スポーツ
ダンス 19:00 

welcome 楽器 etc・...... 横浜到着(予定)

夕食 夕食 夕食 ※2 I 夕食 1 
キャンプ

Victory Victory ファイヤー
Worshipl Worship2 Victory 

Worship3 

※1 現地にて集合・受付をします。電車で来られる方は、 i!.，r']ごろに聖高原駅まで

迎え便が出ますので、あらかじめご連絡ください。
※ 2 選択プログラムです。尚、プログラムは変更する可能性もあります。

.輔唱FWU館|

EFdi | 
偽特 ~< 司 |

|・費用 キャンプ費 19，800円 | 
申し込みは~..................... ~またはU nをご利用くださいi. H 園 場議:忙にか|みどり野キリスト教会のバス(別当￥5，500)を利用する際は、 .....'. 

その旨を申し込み時にお申しつけください。

公共機関を利用される方は聖山高原駅までの送迎便(別当￥をお申し込みください。E

-場所/問合せ先 -主催

聖山高原チャペル JfSUS ~.細川町 みどり野キリス ト教会
長野県長野市大岡丙2861-3TEUFAX 026-266-2878 URL http://www.jesusfamily.jp E-mail info@jesusfamily.jp 

家窃押防唱鈎恥掬
7月19日(火)-29日(金)
※対象:5年生以上、成長したい人

女お友だちに仕え、成長できるチャンス女

費用:30，000円

スタッフトレ一二ンクキャンプ参加者は

ユースキャンプが30%OFF!!!

実践の訓練を通し仕えることを学び、信仰的に成長するチャンス11

教師、ユースの実践的トレーニングに最適です。
次世代の働き手になろう!!育てよう11

来スタッフトレーニング参加の方は、buttobi例目usfamily.jpにお問い合わせください。











Profile 

海軍兵学校(75期入校)

東京神学大学(M.Th.)

アメ1)力ンパブテスト西部神学大学(D.Min.)

力リフォル二ア神学大学院(Th.D.)

パシフィツクインタ ナショナJレ大学(DD.) 

(宗)牛込キリスト教会創立牧師

[苔轡]

マルコ描音辺諸解

キリスト教入門

ヨブ記治解

民;~記

使i走行1，"品解

正典的~よ解釈と創世記研究1

. イエスのたとえE言語解マルコ

出工シフト記

ローマ人への手紙議解説教1

イエスの疋とえ話謁解ヨ八平

宝刀学

キソスト殺とは何か

創世記泌解

ヨハネの~^示録話解

~I'各畠議院

;画扱葺版先生虫l'.:~品1&と訊;貰

型1.':とキリスト教

魂の神学

[共吾]

キリスト教八ントフック(三省堂)

型._~;辞典J (新教出版社)

{也

1 受験資格確認

中面に入っている短冊の「日本校入学己案内Jを

と参考の上お電話・メールでお問い合わせください。

2 願書提出

取り寄せていただく成績証明書は、全てそろってい怠くてち、

ますは願書を受験料1万円を添えてと提出ください。

3 審査・面接

4 
面接は電話でご希望をお伺いする程度です。

入 ~ 
号L

春(4月)・秋(9月)・冬(11月)学期、随時入学できます。

5授業・レポート

授業日数は各学期10日(10週)です。(通信制あり)

1 学期あたり10~ 12単位取得可能です。

論文あり 論文おじ

阪調 厩割 223器禁恕じで

・e
6 学位授与式

母教会や推薦人の先生と己相談の上、

按手礼ちできます。

ますはお気軽にお問い合わせください。

カリフォルニア神学大学院日本校
〒162-0052東京都新宿区戸山 1-7-11

(宗j牛込キリスト教会内
Tel: 03-3203-5546 Fax: 03-3203-5356 

http://www.ushigomechurch.or.jp 
e-mail: r:>its@ushigQmechurch.or.jp 

超教派

カリフォルニ
神学大学院

日本校

Pacific 
International 
Theolog~cal 
Semin$IIy 
JAPAN Ext制、510n



リフォルーア神幽大尚F方Jv-rt争入 手 河

日本校
説教の準備を苦痛に感じている説教者、

礼拝が退屈で我慢大会のようになってしまう

教会の先生方、旧約的な記述の解釈に

つまずいている聖書学者の皆様、当神学校で

聖書の正典的解釈と出会ってください!

従来のやり方で

聖書を現代人に語りかける時に直面する問題

Iキリスト教の教理は分かっていた。でも理想論にしか聞こえな

かったJと、ミッション系の学校出身の人が言っておられました。

礼拝や授業で、いくら聖書の解説を聞いても、その教えをどう 1

生活に応用すべきか分からなかったのです。ところが、信仰を "

実践したクリスチャンの実話を礼拝で閉じtたとき、自分もこれな

ら信仰を持って行ける、と受洗の決心ゼされたので、した。

提案・本校の指針

聖書は、信仰と生活の規範(カノン一正典)ですから、キリスト

の言葉を中心に解釈し、その教えを生活で実践しなければ意昧

がありません(ヨハネ 5:39r聖書はわたしについて証しをす

るものだJ)。それを伝えるためには、キリストへの信仰によって

良い実を結んだ人たちの実話を必ずメッセージに含めなければ

ならないのです。一方、実話だけですと、次第に人間中心の話

になり、聖書に書いていないことまで主張するようになりがちで

す。聖書からの使信を押さえた上で、それを証しする実話を入

れるのが、本校で学ぶ説教の基本形です。

それによって何が解決されるのか

-キリストの言葉を中心lこ読むので、旧約聖書の戦争の記述を

どう解釈すべきかが分かります。

・聖書を信仰の規範として読むので、歴史書や科学書として

扱うことはなくなります。

-聖書を生活の規範として読むので、信仰の応用の仕方が分

かり、実生活が楽しくなります。

-メッセージの準備が毎回楽しみになります。

I -Pov Jt穴Pd¥¥¥i

J，弐pOl.¥¥♀ov←，̂e¥へJovlJ.i
-r，̂e WovlJ.♀ov C仏vlS+i

A¥¥J. All -Pov GoJ.. 

|説教組立聖書解釈|仕置帽 幽
説教実習 品..."事例開

世界に正じく福音を宣ベ伝える日本国を目指じ、
聖書を正典とじて読むことを聞いかけ、

kOl.¥¥l.O Vcv..i同 ¥，¥vOl.
盲目的怠聖書簡!釈に挑戦じ、各自の鵡lζ宿る

キリストの心を引き出じま習L
名説教家lζ怠り:fE.い方、共に学びまじよう。
UCLA(力リフォルニア大学ロサンゼルス校)芸術空宇都音楽科卒、

力リフォルニア神学大学院日本校 学術情土(神学)、

単立牛込キリスト教会牧師。

著書『幸福への八つの態皮JW詩篇23篇講解』

『聖書を信仰と生活の規範とレで Q&A.l 

トラクト「工ルヴィス・プレスリーの真実J(アンカークロス出版)。

建美 l宗教教育 l

現代に生きるクリスチャン侍。小野派一万流宗家。
武士の切腹は宣教師の殉教1<::通じ、「鶏Jは「愛」に呼応する 武士道とキリスト教の領事宇

には、驚くべき共通点があります。日本で唯一人、牧師兼剣術宗家の笹森師が、教会や一

般の教育現t暑に必要とされているちのを指南じます。

小野派一刀流第十七代宗家。早稲田大学話学科、米国デユーク大学大学院神学部卒。日本

キリスト教団駒場工デン教会名誉牧師。

著wr神のオーケストラ中学生のための小説教集Jfパウ口一神l乙召された人J(以上、日

本基督教団出版局)、『神への道・神からの道キリスト教と日本的思想の接点を探るJ(キ

リスト新聞社)、『武士道とキリスト教.i(新潮新富)他。

小堀干悶 l日本宗教史 l

卓越じたリサーチャー。常識を
恐れす日本宗教史を塗り替える。
「初代会津藩主・保科正之|まキリシタンだったJf子安

観音はマリア像である」会津で30年開拓伝道された

小編師が、数々 の状況証拠か5日本の宗教史を塗り

笛えます。東京神学大学大学院修士課程修了(神学修

土)、日本キリスト教団正教師。

力ソフォ)[1二ア神学大学院日本校1専士課程修了(神

学博士)、元単立聖アルパヌス教会司祭、会津キυシ

タン研究所主任研究員。

藤巻充 lギリシャ語1
東京聖書学院、関東学院大学神学部卒業、東京大学大

学院宗教学ー宗教史学科修士及び1専士課程修了、力リ

フォルニア神学大学院日本校博士課程修了。

横浜ホーリネス教会名誉牧師。著書『新約聖答概説』

『聖書|芯語るー聖書66巻からの聖別の恵みJf極みま

での愛Jf勝ち得て余りがあるJ(以上日本ホーソネス

教団出版局)他。

星野 隆三 1ライフデザインと信仰 t

神Ia:最高のデザイナー。聖書の信仰者を

過してライフデザインを学びまま
「天才ヲマゴ」の初代トヨタ・工スティマをプロデュースじた

星野師が、聖書の神こそ愚高の人生のデザイナーだとレて、

クリスチャンのライフデザインを説きます。

国立千葉大学大学院工学研究科工業意匠学科修了、トヨタ自

動車株式会社・デザイン部で力ローラ・スプリンターーパブリ力

等の外形デザイン担当、CaltyDesign Research社(米国力 1)

フォル二ア州)1ζてアメリ力人のライフスタイル研究、レクサ

ス工スティマーセリ力・ MR-2等の新コンセプト開発.元東京

造形大学・教授、JTJ室教神学校卒業(2003年4月按手)、光の

ホームチヤペJレ(友愛グループ)牧師、「ライフデザイン三二ス

トリーズJを創設。

森本雄三 1リライ語 l
関西外国語大学(英米語学科)、日本ナザレン神学校、同志社大

学大学院神学研究科(神学修士)、Universityof Holy Land(エ
ルサレム)聖態学修士、工ルサレムヘフライ大学留学、力ソ

フォルニア神学大学院日本校博士課程修了(神学博士)、日本ナ

ザレン教団牧師。



教会設備のお悩みごと
解ニ決します 1

重圃圃・・

<このようなお悩みはありませんか?>

-説教がよく聞こえない!

-かかった電話を転送したいけれど、
相手がどこにいるか?
探すのが大変で時聞がかかる

-親子室でも説教を聞きたい

-音響装置の操作が難しくて、
担当者しか触れない

-マイクの具合が悪い
スビーカーから雑音がする

↓、j二2:1./c.;? 

-伝道ツールとして
ホームページを作りたい

-電話の着信音が聞こえなかったり、
聞こえてもすぐに出られない

-会衆の一人一人に向かって話したいが、顔を動かすとマイクが声を拾わなくなってしまう0

・スピーカーの近くなら聞こえるが、いつもの自分好みの席に座りたい。
-説教にエコーがかかって聞きつ、らい。

-受付や親子室、会議室などで礼拝の映像を見たい0

.ホームページを更新する人がいなくなってしまった。

-説教のカセットテープが沢山あるが、 CD(コンパクトディスク)にして保管したい。

-昔の写真やフィlレムをCDやDVDで、デジタル映像として整理保管したい。 """etc. 

マイクやスピーカーの調子が悪い、聞こえの不自由を改善したい等
教会設備のナデコシステムズにご相談ください!

ナデコシステムズは簡易で安価な製品をご提供し、高齢化社会においていつまでも共に礼拝を守れるようにお手伝いします

肯

/雨漏長行¥ ナデコシステムズ株式会社



集うすべての人々にはっきり聞こえる!

教…の音響設備 ] 

-ナデコシステムズのお勧めする教会用音響設備の考え方

0全員に説教が聞こえること・・・指向性が大きいコラムスピーカーや補聴用放送装置(FM送信機)を使う。

O誰でも操作できること・・・スイッチを1回押すだけで礼拝準備完了するように設計。

0いつでも必ず音が出ること・・・マイク用ミキサー内蔵のアンプで単純な仕組みにする。

O ハウリングに強いこと ・・・単一指向性で高感度過ぎない中程度の感度のマイクを使う。

:鴇謙譲麗圃圃

礼拝邑音楽 165 
季刊誌「礼拝と音楽J165号(日本キリスト教団出版局)

弊社脇田立郎が「ハイファイな説教は、ローファイな音響でJと題し、今まで手掛
けてきた礼拝堂をはじめとする教会の音響設備の設置経験から培った知識と、
自身がクリスチャンという視点も交え、教会に集う様々な年代の教会員に牧師の語る
説教をどのようにしたら聞こえやすくなるか、聞きやすい声にするための調整テクニツ

クや工夫などを寄稿しました。

く主な取り扱い音響設備関連商品とサービス>
・業務放送設備用 PAアンプ
・コラムスピーカー(ラインアレイスピーカー)等各種スピーカー
.ダブルマイクシステム
• CD レコーダー
-音響設備設置、調整、保守

※会堂の大きさに合わせ、どの席でもよく聞こえるように設置調整します。

最も適した通信回線と設備をご提供!

[ 教…ゐ通信設備 I 
く主な取り扱い通信設備関連商品とサービス>

-教会内PHS 携帯電話のように持ち歩け、教会のどこに居ても通話できます。災害時にも威力を発揮します。

NEC AspんR シリーズ

幼稚園など 牧師館
外出先
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-通信回線(電話・インターネット) 様々な選択肢がある中で、教会に最もふさわしい回線をコンサルテイング

します0

・その他 LAN工事 モニターテレビ・カメラ設備 監視カメラ設備



聞こえの不自由な方にもバリアフリー!

[ 教…の補聴用放送 装 置 FM送信機

「説教がよく聞こえるようになりましたJ
このような方はいらっしゃいませんか!

く〉説教が聞こえないけど「聞こえない!Jとは言いにくい。
く〉加齢とともに耳が聞こえにくくなっているようだが、聞こえは他人には

理解してもらえない。
。耳が遠くてはっきり聞こえなくても、何度も質問しづらくて、あいまいな

気持ちのままで黙ってしまう。
。話の聞こえない集会に出てもつまらない0

・補聴用放送装置(FM送信機)の特徴 三選欝瞳圃・圃
0ナデコシステムズの補聴用放送装置は、高度および重度難聴者の方々を対象に、難聴学級やろう学校など

でも使用されるFM送信機による補聴装置です。

OFM電波のため、説教者や司式者の声を雑音が少ないクリアな音声で
聞くことができます。

0ご利用中のアンプに接続してご使用できます。
0受信機はお手持ちのFMラジオとイヤホンやヘッドホンをご準備下さい。
OFMラジオであればすべて受信機としてご使用いただけますので、簡単に

受信機の増設ができます。 スピーカー

無料出張デモを行います。是非、お試しください。(関東圏内)
※関東以外はデモ機貸出で対応させていただきます。

FM送信機 、
※微弱電波を使用するため、会堂肉の状況により電波状況が弱い場所ができますが、会堂内すべてで聞こえるように調整します。

現代社会に不可欠となったインターネット環境やホームページを構築!

F:  一…ιコ五ビューター設備 I 
<主な取り扱いコンビュータ一関連商品とサービス>

-教会向けホームページ制作/定期更新プラン
出来る限りご作業負担を少なく、ご導入しやすい低価格で、ホームページ制作と、滞りがちになる月々の
更新作業を/~，:;ケージ化しました。

制作料30，000円~、月額保守料3，000円~のセット商品です。

※見IJ途消費税がかかります。また、保守契約は1年ごとの更新となります。

・パーソナルコンビュータ一 周辺機器

-インターネット環境設定

-無線LAN環境設定

デモお申込み、資料請求、お問い合わせ、お見積り依頼などお気軽にご連絡ください

ナデコシステムズ株式会社 Tel. 03-3998-4021 
ホームページからもお申込みいただけます http://nadeco.co.jp 

「ナデコシステよ 一 一| 検索か」



《主な納入実績>> (順不同)

日本基督教団原宿教会・原宿幼稚園殿
電話交換機設備、構内PHS設備
パソコン、インターネット

日本基督教団青梅教会殿
音響設備(アンプ、スピーカー、ダブルマイクシステム、
CDレコーダーシステム)補聴用放送装置【FM送信機】

日本基督教団武蔵野緑教会殿
会堂スピーカーユニット マイクロフォン増設
オルガン照スピーカー FM送信機アンテナ交換

日本バプテスト川越キリスト教会殿
音響設備(アンプ、ダブルマイクシステム
CDレコーダー)

日本基督教団ひばりがE教会殿
音響設備 電話設備
補聴用放送装置【FM送信機】

日本基督教団弦巻教会殿
アンプ交換
補聴用放送装置【FM送信機】

イムマヌエル綜合伝道団船橋キリスト教会殿
補聴用放送装置【FM送信機]
電話設備

日本基督教団高輪教会殿

音響設備(ミキサーアンプ取替)

日本キリスト教会聖園教会殿

補聴用放送装置【FM送信機】セット

日本ルーテル教団東京ルーテルセント教会殿
音響設備(アンプ、マイク、コラムスピーカー)
補聴用放送装置【FM送信機】

イムマヌ工ル綜合伝道団 富士見台キリスト教会殿
配線設備(テレビドアホン、 LAN配線、 TVアンテナ、

TVコンセント、マルチ電源コンセント等取付)

飯能キリスト聖園教会殿

音響設備(アンプ、スピーカー取替工事)

日本イエス・キリスト教団伊那福音教会殿

音響設備(アンプ、コラムスピーカー取替)

日本基督教団柏教会殿

音響設備(アンプ取替)

福音伝道団榛名キリスト教会殿
音響設備(アンプ、コラムスピーカー、

ダブルマイクシステム)

日本キリスト教会蒲田御園教会殿
音響設備(アンプ、ワイヤレスマイク、
CDレコーダー)

武蔵境コスモ保育園殿

音響設備(アンプ、ワイヤレスマイク)

日本基督教団安藤記念教会殿
音響設備(ダブルマイクシステム、アンプ、

コラムスピーカー、CDレコーダーシステム)

日本基督教団天門教会殿
補聴用放送装置【FM送信機】
マイクシステム 音楽会用照明設備

日本基督教団銀座教会殿

音響設備(液晶TV取替、プロジェクター交換)

日本基督教団花小金井教会殿

音響設備(マイクシステム、 CDレコーダー)

日本基督教団信濃町教会殿

補聴用放送装置【FM送信機】

カンバーランド長老キリスト教会めぐみ教会
音響設備(アンプ、ダブルマイク、コラムスピーカー)
補聴用放送装置【FM送信機】

テレビ用カメラ設備 スポットライト照明設備

基督兄弟団東京新生教会殿
音響設備(アンプ、ダブルマイク、コラムスピーカー)

CDレコーダー

日本同盟基督教団北赤羽キリスト教会殿

音響設備(ダブルマイクシステム)

炎リバイバル教会殿

音響設備移設工事

日本基督教団横須賀小川町教会殿

音響設備(CDカセットレコーダー)

カトリック北町教会殿
音響設備(アンプ、コラムスピーカー、
マイクシステム)

日本基督教団原市教会殿

音響設備(コラムスピーカー取替)

大久保キリスト教会殿

音響設備(アンプ取替、コラムスピーカー)

カンハψーランド長老キリスト教会東小金井教会殿
音響設備(アンプ、コラムスピーカー、
ダブルマイクシステム)

日本基督教団所沢武蔵野教会殿

音響設備(アンプ、 ダブルマイクシステム)

東京カテドラル聖マリア大聖堂殿

補聴用放送装置【FM送信機]セット

カトリック鶴見教会殿

補聴用放送装置【FM送信機]セット

《なんなりとご相談をお待ちしております》

イ河辺両汁¥
販売元:ナデコシステムズ、株式会社
お問い合せ Tel. 03-3998-4021 (担当:脇田・堀内)

干176-0021 東京都練馬区貫井2-24-2-606 http://nadeco.cojp 
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ヴ3313

(消 費税込)

泊2食:大人6，600円 /j¥学生5，620円

1泊3食:大人7，620円 小学生6，540円

1泊2食:大人6，930円小学生5，840円

泊3食:大人7，950円小学生6，760円
夏期料金にはプール使用料が含まれています

牧師会・宣教師会

伝道団体スタッフ会

幼

幼児5，140円

幼児4，540円

幼児5，240円

遇制州陶器窓会 4~4~9ÖO~ 
U 教職研修会等で 一一ー血ー一一ーー

￥4，710̂'，?!?却すます!6回諜源問

一

言皐し、は WEB'君、

12名

WEB、E-mail、お電話等で仮ご予約後、
専用WEBフォーム (http://r.o-bc.net)

又は所定の申込書に必要事項を記入し
お送り下さい。団体利用の場合はお申
込金をお送りいだだいています。
詳細は事務局にお問い合せください。

一 ー一

企業母車同j

実施期間:1月5日--3月20日

給油2料糊 →￥5，360"，

(1~3i) 塑語い ￥6， 170'V

議萩ム・ (税込〉
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第2小学生 .8/9(火)-12(金}

3泊4日 18，000円 胃m
PAZ登戸工クレシアキリス

高校生・8/16(火)-20(土) 4泊5日24，000

.8/14(目)-16 (火) 2泊 3日
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親子 ・8/11(木)-13(土) 2泊3日

カ、'1・っと ・8/12(金)....14(目) 2泊3日
(短距離陸上)共催:忍者塾

15，000円
(忍者塾・国分寺バプテスト教会:

ています。

18歳未満の万)

⑮ 

口 全参加

口 部分参加 ※

月 白食 ・ 泊~

月 日食 ・ 泊



参加者皆さんにテーマTシャ世
口聖書(お持ちでない場合貸出用がござ

います)口筆記用具口洗面用具口タオル

類 (1'¥スタオル、ハンドタオル等レンタ

ル:300円)口充分な着替え口パジャマ等

寝間着口健康保険証(持出可能な場合)

口水着(水泳に必要な物)口移動用手提げパッ停 不 ィキング

用)口運動できる靴ロビーチサンダル口おとづかい(売庖にで

記念品・菓子等をお買い求めいただけます。その他)

詳細はお申込後の「参加説明書」でご確認ください。
(シーツの持参制度はございません)

E孟冠王且

http://m.o・bc.net←Webページからお申込みください。
お申込みをいただきましましたら「参加説明書」をお送りします。

そちらにキャンプの詳細について記載がございますので、ご確認くた、ざい。インターネッ卜で

のお申込みが出来ません場合は別紙の専用申込フォームをFAX文は郵送で下記の事務局まで、お送りく

ださい。参加費用はキャンプ当日受付時にお支払いただきます。費用には消費税，キャンプ保険料が含まれ

ます。各キャンプ定員になり次第〆切となりますので、なるべくお早めにお申込みくだ、さい。

盟 lふ，= an=ι11醐
路仁、キャンプ・イベント参加l帥込み
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唖画砂
-・・圃圃-璽璽霊璽;.7"""f活断&込み冨お悶げ主主せ

奥多摩バイブルシャレー事務局
干198-0064東京都青梅市柚木町3-839 

Tel0428 -76 -0931・Fax0428 -76 -2457 
携帯080・4679・0931( 58) 

e-mail: obc@o品c.net

.""，-ーーーーーーー一一ーーー フリ..-一ーーーーー一時ーマ伐綱O蜘0'
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ホームページ: http://o・bc.net
盟 一一J E=一一d遇 制r一一一 時醐制制一一一-U.O""~~，

奥多摩バイブルシャレーでは、対象年代であれば、どな

たでも参加いただける主催キャンプを実施しております。

もちろん所属されている教団、教派、教会等は問わずご参

加いただけます。すべてのキャンプは教会からお一人や少

人数、付き添いの方が無くても安心してご参加いただける

様プログラムは充分配慮されています。後援の日本福音キ

リスト教会連合は日本福音同盟(JEA)に加盟し、当施設も

福音的なキャンプ場として、伝道と聖書教育を目的とし、すべてのプログラムを

実施しています。都心からも約二時間という立地で、関東近郊の皆様には、比較

的交通の便も良く、お気軽にご参加いただけます。プール、遊具等、諸設備も充

実しており、安全にレクリエーションもお楽しみいただけます。また、食事は専任

調理師、フードコ テ、ィネーターによって、OBCならではの世界の料理がお楽

しみいただけます。アウトド、アの苦手な方でも安心してご参加いただけます。

ウ/11 ぬ Chr;st;onC 
SEND 
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※申込書記入上の注意

. 18歳未満の方の「参加許可保

護者確認」は必要です。ご署名の

上必ず捺印をお願いいたします。

.生年月日の記入を必ずお願いい

たします。キャンプ保険加入の為

に必要になります。

-キャンプに参加される方の健康上(食品その他のアレルギ一等)，その他の留意すべき点、
同室の希望等がございましたらこちらの空欄ご記入ください。
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住職との交渉から墓のかたづけ、遺骨の改葬まで一切を代理致します。

※現在まで多数の寺及び神社の墓地を撤去実績あり。

E二二回洗骨 固異物の除去固 ミクロン状に粉骨 ※遺骨のお引取りからお届けまで致します。

海や山に撒くだけだと思っていませんか?

埋葬でも納骨でもない、散骨を選ぶ理由

現代の商業的になっている葬儀や墓地事'情、仏教を中心にできている「墓地墓埋法」による厳しい制限によって、我々クリスチャンの

墓地問題は極めて困難です。そ乙でご提案させていただくのが、「散骨」です。「墓地墓埋法」は骨を土に埋める「埋葬」、力メのまま保管

する「納骨」の2つに対する縛りで、「散骨」には適用されません。また、「散骨」は山や海に散布するだけではなく、自宅の庭や、教会の庭、

散骨堂への散布も一切の法律に縛られるととがありません。日本の教会の抱える悩みの一つに「散骨」という解決をご提案します。

福音と墓地は密接な関係にあります。ぜひ、お問い合わせください。

その他、ご相談くだすいf

クリスチャン墓地
の設計と建立

みことば碑の
設計と製作

仏壇、位牌等の処分 ※お引取り致します

教会文は集会の納骨堂を造り軌道に乗せる
散骨力口一卜及び、そのノウハウを提供する(法的なものを含む)

納骨堂・召天者名プレート作成
召天者名、生年月日、召天目、年令など

散骨式記念碑なら
。永代使用権利料と年間管理費が不要! cg役所への手続きが一切不要!

。近隣住民への説明会と承諾が不要! cg使用者は無料! cg予算内でできる!

遺骨のパウダー化

石の東陽インマヌ工ル

代表坂本秀男

干327-0844 栃木県佐野市富岡町1627番地

TEL: 0283-85-7082 FAX: 0283-85-7137 

E-mail: toyoimmanuel@yahoo.co.jp 

Mobile: 090-8442-3841 



互いに愛し合い、助け合い、大切な存在として尊重し合う

活動目的

阪対fe.・-収穫

陶噛・・・・満定軍事

会員募集中
正会員…年会費5，000円
賛助会員… 一口2，000円

〈一口から可)
合 一般会員…年会費 500円

R -緒!ご活動しまぜんか?

qmjでは、甥物を活かして

楽しぐ活動する仲間を募集

しでいます『

お気軽にと連絡ぐんさいJ

crJ障害を持っ定人定ちが自分(;)賜物奄活かし乞、生き生きと働ける場所老作る

② 障害児を育乞るご両親ぬ支援と地域(;)皆様ヘ(;)情報提供をする

1\レ‘''I~. マヴネ''1ト
7:r.ILト玩具・11ードケース

印鑑ケース 各種聖書111¥- トートバマヴ



NPO法人R-
御言葉入り壁掛け

4伺幽e・‘由.....甲，圃

KE-1 ￥1，000 

大きさ約140mmX 140mm 

イ スターを意識して、樹脂粘土
でたまご型にしてみました

小花(ドライ)ち飾りました

God bless you 

KF-1 ￥1.000 

パステルカラーのあじさし、(ブリ
ザーブド)と白い小花(ドライ)で

春らしい色に仕上げました

The load bless you 

and keep you 

KF6-1 ￥1，000 

大きさ約68mmX 68mm 

深紅のパラでシックに仕上げまし
た

The load bless you 

and keep you 

KT-1 ￥2，000 

大きさ約187mmX 187mm 

ぼってりとしたフェルトボールが可
愛い時計です

R-amiの口ゴは、消しゴムはんこ
を押しました

uvレジンで小花やパール、員殻
を詰めました

それぞれの製品に関しては、
Facebookをご覧ください

am 
時計

i 製品カ'yロゲ
十字架ペンダント

KE-2 ￥1，000 

フェjし卜とだまごで、明るい色を
組み合わせましたレスも師、
可愛くしあげました

わたしの自には

あなたは高価で尊い

KFE-1 ￥800 

大きさ約120mm X 120mm 

フェルトとレースでシンプルに仕上
げました

Jesus Loves you 

KF6-2 ￥1，000 

淡い色のあじさい(ブリザーブド)
と濃い紫の小花(ドライ)で落ち着
いた感じに仕上げました

わたしがぶどうの木で

あなたがたは枝です

KT6-1 ￥2，000 

大きさ約86mmX 86mm 

小さめのフェルトボールですっきり
と仕上げました

R-amiのロゴは、消しゴムはんこ
を押しました

革のキーホルダーです

字は焼きぺンで焼き付けました

Jesus Loves You 

壁掛けの大きさは、 L187mm，M 140mm，S 120mm，六角形はL86mm，M68mmで、大きさを選べる製品もあります

* R-amiでは、結婚式・新来会者のプレゼントや記念品等の注文も受け付けています

詳しくは Facebookをご覧ください

NPO法人R-ami 干1Q，問 31八王子市台町ト2ワ-2
Ma i' : hand.made.rami@gmail.com 
与の他の製品は、 裏面またはFucebook屯ご覧ください。
*八ンドメイドの為、それぞれ出来上がυが違います。写真はイメージとして
お考えください。ヂゆイン、御言葉等の希望があればお気軽にご相談ください。
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確かな技術、豊富な実績。 教会運営に

--If -~' A !̂] ~ 

生演奏サービス コンサート/イベントの企画運営(生演奏&証&交流)

冠婚葬祭、特別礼拝、季節行事、周年記念などの時聞を彩る、生演奏。

教会の記念式典、賛美礼拝などでも、大変ご好評をいただいております。

百貨庖・商業施設でのコンサートや、ホテル・ゲストハウスでの多様な実績から

最適な演出プランを、 ご提案いたします。 当日、 ご参加くださる皆さま方へ、

非日常の癒しゃ喜び、特別なひとときをお届けいたします。

レッスン(個人・グループ) 教会スペースの平日活用・地域コミュニティの企画運営

デザイン企画製作

-・-

-園園回・

地域の方々を対象とした様々なレッスンを、企画立案から運営までサポート。

新しい方を教会に迎える機会ともなる大切な活動でございます。

お子さまから大人の方まで、 楽しい時聞を通して、祝福が広がります。

ゴスペルサロン、 ボイストレーニング、 ピアノレッスン、 音楽ワークショップ、 アンサンブル、

子育て交流サロン、 アクティブシニアサークルなど、 オーダーメイドで承ります。

教会の魅力が伝わる、広報媒体のトータルサポート

教会パンフレット、 街頭配布用の冊子、 記念ポストカード、イベントチラシ、 ロゴなど、

“地域と教会の架け橋となるようなデザイン製作"をお任せいただくことが可能です。

紙媒体のほか、ウェプサイト製作、教会グッズ、製作、牧師先生の紹介動画も承ります。

一流カメラマン、スタイリスト、デザイナーと共に、 目的や用途に合った作品づ、くり

には定評がございます。費用対効果や経費見直しのお手伝いもいたしております。

〔楽器〕 ピアノフルートヴ、ァイオリンクラリネットギターサックスチェロウッドベース

ノ、ープチェンバロドラムカホンウクレレ 声楽 三味線尺八琴ほか

〔ジャンル〕ゴスペルクラシックジャズポップスシャンソンタンゴほか

〔地域〕兵庫県大阪府 京都府岡山県和歌山県奈良県 三重県愛知県



ネ交立つサービスがこちらにございます。

--lj--函盛彊彊・

-アーティストの魅力

演奏技術の高さは勿論のこと、マナーや現場適応力、衣装、ヘアメイクなど

最普を尽くすことのできる、現役プロ音楽家で構成いたします

・ 多様な付随サービス

楽器手配/音響機材の持込み/音響スタップの手配

イベント司会者の手配/収録、嫌影サービス、ほか、様々なサポートをいたします

オリジナル賛美曲の製作、 CD製作なども、独自メニューのためお喜びいただいております

-E霊彊置翠E・※下記は、基本的なコンサートなどの場合となります。
特殊なイベントやデザイン企画制作の場合は、流れが異なる場合がございます。

お伺い

ご提案

内容調整

実施

ご報告

まず最初に、ご希望をお聞かせください (日時、場所、目的、ご予算、イメージなど)

こちらから初回ご提案を差し上げます (楽器、曲目例と共に、大枠内容をお伝えします)

お打合せ後、ご希望に沿った内容へと調整し最終ご、提案とお見積りを差し上げます

(ご発注後、アーティスト正式依頼を完了します)

お打合せとリハーサルを経て、当日を迎えます

事後報告や導入効果のご確認をいただきまして以降のよりよいご提案へと繋げてまいります

-E盤霊園密置

- 参列者の方々から「音楽が良かった」と喜ばれました(冠婚葬祭の生演奏)

・ オーダーメイドで丁寧に企画してもらえたので満足しました(周年記念行事)

・ 良心的な価格設定のため、安心して依頼することができました(チラシデザイン、音源製作)

・ 毎回、企画内容が良くて対応が温かいので、とても助かっています(季節の定期コンサート企画)



喜ぶ者と Lい，しょに喜び

泣く者といっしょに泣き亡、ミ L
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.Jl ttractive J apan (音楽企画AJ)

電 話 078-452-7791 ファックス 078-330-8233 

メール inf o@musicdesigner-aj.com 

事務所 干 658-0073兵庫県神戸市東灘区西岡本ト9-7-302

ホームページ http://www.musicdesigner-aj.com 







あなたは教会の音響に満足していますか?

福音を語るとき、賛美するとき、

音響について知る必要はないと考えていませんか?

MAG設立25周年記念特別企画

PRESEM7S 

教会音響セ=

CONTENS -講義内容ー

セッテイング・マイキングの実践 Q&Aこんなお悩み解消します!

音響の基礎知識から音響機材を選ぶ際のポイント解説 1.メッセージがはっきり聞こえない

2.若者向けの賛美集会をしたい

ミキシングテクニック 3.キーンという音(ハウリング)を解決したい

アナログ&デジタル機器解説 4.音響設備を入れたいが何がいいかわからない

イコライジング&エフェクトテクニック 5.音響設備を操作できる人がいない

ハウリング・トラブル回避実践 6.他、どんな質問も受け付けます

感謝をこめて、音響セミナーがパワーアップ!

MAGの働きが25年間、守られ支えられて継続することができたことはた

だただ感謝のひと言につきます。おかげさまで毎年行うようになった音響

セミナーも好評で教会がこれを必要としているということをひしひしと感じ

ています。また音響・照明・映像等の教会への設備導入に関しましても全

国で300以上の教会を数えるようになりました。ここまで続けて来られた

ことへの感謝の気持ちを込めまして、ぜひこれを教会に還元させて頂きた

く今年は音響セミナーをパワーアッフ。して企画しました。

金銀はありませんが私達に与えられた「音響の技術と宣教のスピリット」を

教会の皆さまと分かち合い、礼拝や宣教活動に役立てて頂きたいと思い

今年は充実した内容でセミナーを開催させていただくことになりました。

・音響技術の基本であるセッテイング・マイキング・ミキシング‘の
3つをと説明します。さらに応用編として様々なテクニックを実体
験に基づきレクチャーいたします。

.O&Aタイムではどんな質問にも丁寧にお答えします。

・礼拝や伝道集会の役に立つ、最新の音響機器を紹介しデモス
レーションいたします。

・クリスチャンアーティストによるテ、モスレーションライブを開催
してミキシングの実体験をしましょう。

[ご予約]Mail : office@mag司 music.net n03・3897・8385
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7/2 (土)
14:30open/15:00start受講料2，500円

札幌キリスト福音館

がイヌゲスト:福原タ力ヨシ

講師:鈴木幹夫
MAG代表取締役jPAエンジニア

[主催]全国200教会以上の音響設備をコーディネー卜してきたMAG



2016.7.24K ホームベージからのメール週版、またはライブ会繍での手

売りにて前売チケット膚入の方には特典としてサルーキ=

渋谷公会堂ワンマンライブDVDをプレゼント致します!

*数・限定のため無〈な:()次鱒健7.
*高校生以下由チケットにこの特典はつ吉ません.

[前売努]全席自由

鍛 3.000円[税込]<盤理番号付き)

高校生以下 1.500円[税込]<盟理醤号付き)

{当日券]発売は宋定

当日券let500円アップ

販売開始時聞は15:00から

サルーキ= メンバーは干代延大介 (ボーカル)、森モーリー剛(ギター). 2001~のバンド結

成当初から「音楽を遇して世の中にもっと愛在!J在精神的テーマにし、沖縄から札幌まで年

間10日本在超えるライブツアーを続けつつ、アメリカ、ブラジルなど海外でのツアーにも鍵観

的にチャレンジ。2012年には渋谷公会堂で200白人ワンマンライブ在成功させ、2013年から

3年連続でブラジル・マナウス市で行われる「マーチフォージーザスJIこ参加し、30万人在超え

る大観来の前での演奏を経験.2015年には日本武道館で行われたイベント「セレプレーショ

ンオブラフ~ Iこ出演。6枚目とおる量新作「命のロックンロール」は命という重たいテーマ在銀

い怠がらも、愛と平和のメッセージが踏まった作品として多〈の人の共感を呼んでいる.2016

年7月24目、東京・日比谷野外大音楽堂で初と怠る300白人ワンマンライブに挑戦する.

メーJ~通販ご精望の方lまinfo@saluk i.tvまで

ザルーキ=ホームページhttロ://saluki.tv/ 

[プレイガイド13月12日(土)発売

[チケットぴあ10570-02-9999 Pコード 289-932(24崎陥商膏白勘応箸)http://pia.jp 
[口一ソンチケット10570-084-003 Lコード 72413 (イープラス1htlpJ /eplus.;p 
[来実チケット1h!lP:/ /licket.rakulen.co，jp (CNプレイガイドl0570-08-9999

小I!i忠:66年、日本コロムピアよロデビュー.その後、細野晴臣、松

本陸らと「エイプリJ~'フール」を結成。解散後ロックミュージカルrH

AIRJIこ出演する怠ど、70牢代ポップスの基礎を築<.林立夫、松任

谷正降、後蔵;賀利、駒沢裕樹とのバンド「フォージョーハーフ」在経て

75隼リリースのrHOROJI草現在のR&目、Jソウルのバイブル的名

盤であり、多〈のミュージシャンに影寄を与えた.76年にクリスチャ

ンとおり日本初のゴスベルレーベル「ミクタムレコード」を股立.ポッ

プスとコスベルミュージックの架け橋と怠る開拓者であり、舎年l;tデ

ビュー50周年在迎える、音楽界のLlVINGLEGENDの1人である.

*雨天決行/荒買で突通網闘がすべて止まった渇会 I~中止 キ311以下チケット不妻、4歳以上有輯 ホ高校生以下制金でチケットをご錫入の方怯当日学生旺のご樋示をお願いしております.
*闘温情聞か，;11理醤号順の入喝と忽ります.願書置りに入喝をご織田の務審Ø11~ . 関崎時聞の15分前目途で余裕を待ってお種し〈ださい.ご入喝のタイミンタに聞に合わ忽ず願書が過ぎていた崎会 I~ .そのタイミンクでのご入唱と怒ります.



.7/24~サルーキ=野音ワンマンライフIj (こ参加可能怠方 趣旨 サルーキ=の楽曲「ハレルヤ」と「まだ見ぬ君ヘ」の2幽をコ.スペル

*当日のライブチケットlet.事前にご購入ください アレンジでスペシャルコラボします。ワークショップ時にこの2臨を

・ワークショップのいずれかに一回参加できる方 練習して7/24日比谷野音にて本醤を迎えます。

申し込み方法とそのステップl
目指吉田

① フォームの必要事項を入力 フォームアドレス:bit.ly/yaongospelまたはQRコード主宰草鞍軍

② 送信 回開閉

③ お申し込みより3日以内に野音コスペルクワイア事務局 yaongospel@saluki.tvより「お申し込み受付メール」を送りま音二

※[重要]庖か怠い場合let、受信拒否に怠っている場合がありますので、受信設定をご確認下さい。

④ワークショップ当固までにサルーキ=ライブチケットを購入する

※チケットは全国プレイガイド他、サルーキ=ホームページ http://saluki.tv/にて購入できます。

① 7/9<土)新宿シャローム教会会堂 [定員150名]

http://shiniuku-shalom.com/access/ 

オープン 13:00/ワークショップ13:30-15:30

②7/16<土)淀橋教会西3階ウエスレーホール [定員150名]

http://www.yodobashi-church.com/aboutus4.html 

オーブン 11:30/ワークショップ12:00-14:00

ワークショップ参加費lell，OOO円になります。当日受付にてお支払いください。

お問い合わせ:野音コスペルクワイア事務局

Eメール:yaongospel@saluki.tv 電話 :080-5469-3686C担当松持)…留守番電話にメッセージをお残しください。

ぅ.:.I.rT.・・4哨弓B 届轟車掌~ ':;'''_ ..A t:I国!'An、企t:_ J..-:!・，....ヲ叶 ‘+・-+J!=・;.:::t:;t- :-V.U :a:.=.L....;W ロド争"門_，..，.縄自F弔問'"、凶"宮'-1'-7'''、="*



愛してくださる方、今日もあなたに感謝します。

赦してくださる方、今円もあなたに賛美します。

あたたかなみうでと、あたたかなことばが

悲しみを溶かしてゆく。

主よ、あなたの救いが私の力です。

だから私は今Hも

あなたに歌い、あなたをたたえます。

シンガーソングライター

• 

6/25(恨S剖a抗t
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Cafe Saleni 
カフェサレム
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恐れるな。わたしがあなたを購ったのだ。

わたしはあなたの名を呼んだ。あなたはわたしのもの。

イザヤ43:1 

自分の過ちを思い出してしまうとこれからどう歩んでゆけば良いのか分からず、苦しんでいた時がありました。

けれども「恐れなくていい、あなたはわたしのものだ」と言ってくださっていると信じた時、

神様のあがないと愛が、苦しみを取り除き、また一歩踏み出す勇気が与えられました。

Profile 
芸能界デ、ビ、ューから一転、

クリスチャンシンガーへ。
東京出身。女子聖学院中学高等学校卒。2012年に受洗。歌

手になることを夢見て中学生の頃からヴォーカルをはじめ

多くのレッスンを受ける。日本舞踊の名取になるが2012年

に返上、2014年からシンガーソングライターとして本格的

に作曲活動を開始。2015年自作のデ、モ音源を配布がきっ

かけとなり、 2016年2月、アルファトラックスからデビ、ュー

CDlGRANDJをリリースする。純粋でひたむきな信仰と確か

な歌唱力で、教会の内外から期待と注目を集めている。

]TJ宣教神学校牧師志願科卒。

Testimonz里
私は小さい頃から歌手になりたくて、自分が歌手になっ

ているのをイメージ、しながら家で、いつも歌っていたも

のです。中学生からヴ、ォーカルなと、のレッスンを受け、

将来は芸能界で活躍する夢を描いていました。中学高

校はミッションスクールに通い、朝の礼拝で賛美歌を

歌い、メッセージを聞いていたので、すが、当時はそれ

を自分には不要なものと決めつけ聞き涜していまし

た。高校生になってからも自分の中に虚しさを感じな

がら過ごし、卒業後にデ、ビューも決まっていたので、そ

のことに希望を見いだそうとしていました。

高校卒業間近のある日、礼拝で先生が話していたひと

つのお話を思い出しました。それは漁師だったペテロ

たちがイエス様に出会い、すぐにすべてを捨てて従っ

たという話しでした。その時にイエス様が語った「わた

しについて来なさい。あなたがたを、人聞をとる漁師に

してあげよう。J(マタイ4章19節)というこのことばがま

るで自分に呼びかけているように心に響いてきました。

自分の事ばかり考えているような、弱く、わがままな私

を、ずっと神様は愛してくださり、語りかけてくださって

いたのだということに気がついて涙が溢れ、心砕かれ

て、悔い改めました。そして、ペテロたちがそうしたよう

に、私もイエス様に従って行けば、喜びをもって生きて

いけると確信しクリスチャンになりました。

芸能界に希望を見いだせず一時は歌うことを諦め、も

がいていた私に、神様はまた歌う機会をくださって、歌

うことによって沈んでいた心が回復していきました。

そして自分の中から歌が、そして詩が生まれ、曲となっ

ていったので、す。ある時配布用に自作エ .f.'E-CQをつく

ると、それがきっかけとなって瞬く聞にデ、ピ、ューが決ま

りました。本当に不思議な導きと言う他あJりません。神

様がもう一度、私に歌を与えてくださったのだと心から

感謝しています。今私は、 ζの歌を通して、本当の愛を

大胆に伝えて行きたいと願っています。

Album 
幼少の頃から歌うことを夢見て来た少女がそれゆえに芸能

界を目前に翻弄され、行くべき道を見失い、挫折を繰り返し

ながら、ようやくたどり義いたGOSPEL(福音)に触れ、患を

吹き返し、そして大空に向かって羽ばたこうとしている。ピュ

アな情熱と感性、そこから生まれる賛美が、人々の魂を熱く

震わせ、そして優しく包み込む。歌うために生まれたひとり

のシンガーが、かつての悲しみから解き放たれて自由に、高

らかに歌い始めるとき、聴くものの心は感動と喜びに満たさ

れて行く。大輪の花を咲かせる予感。新しいワクワクを放つ

シンガーrYURIEJ、誕生。

DEsUT ALBUM 

G RA N D/YIJRIE// 
キセツ/絶対ずっと/Your Love is so Beautiful to Me ' 

ただあなたの愛が/lyI)"Lifeis Yours/凶 AD/TheC也pel凶 Trulh

GRAND/ Jewelry ilbl(/愛する f 全10曲収録 霞寝

本体f醐 1，800門前X&12W叫 LC48叩 雛
1.:"'" AL.PHAT相

制作・需売元 ALPHATllAX 〒213二0031縛奈川県川崎市高湾区宇奈11731-6練弐

E-mall 0聞印刷ph副rax.n同，J_tttp://alphatrax.net[コンサートに測す醐間合剖

取り銀いヴァインレコ-ド(いのちのことば社) 〒164-0001東京街中野区中野2-1

E-mail Ik@wlpm。吋phttp://www.wlpm.o吋plhttp://www.gospeltvJp! 





• 
ステージで歌う、あるいは撮影などで見せ

るYURIEの表情やしぐさは、一見すると大

人びて見えるけれど、オフステージの彼女

はよく笑う、無邪気でチャーミング、な、 23

歳になったばかりのごく普通の女性だ。

小さい頃から歌手になることを夢見て、拍

手喝采を浴びて歌う将来の自分を想像し

てはエアーマイクを手に家の中で毎日の

ように歌っていた。

私立中学への受験を控え、塾に通うように

なると、受験勉強の競争の日々に苛立や

ストレスがたまり、それを解消するために

塾から帰ると家で夜中まで歌い続けた。

ある日のこと、「音楽Jの授業の中で生徒

達がひとりずっ前に立って歌うとし、う時聞

があり、彼女は先生の指名を受けて初め

て友人達の前で「歌う」こととなった。胸の

鼓動を押さえながら必死で歌った。歌い

終わると、みんなが笑顔で一斉に拍手を

送ってくれた。そして友人達からは「歌手

みたい!!Jと称賛の声をかけられ、自分も嬉しくなった。その時

初めて、 「歌には力がある」ということを実感したという。

やがて「歌手になりたい」という思いは現実味そ帯びて芸能界

入りの夢を叶えるべく、チャレンジの日々が始まった。中学生か

らヴォーカルなどのレッスンを受けるようになった。さらにバレ

エや日本舞踊にも打ち込むようになり、日本舞踊では「なとり」を

拝受するまでに認められるようになった。

中学高校はミッシヨンスクールに通い、朝の礼拝で賛美歌を歌

い、メッセージを聞いた。しかし、 当時はそれを自分とは無関係

なこととして感謝するどころか、メッセージなども聞き流してい

た。高校生になってからも、ひたすら芸能界入りを目指し、芸能

事務所のオーデ、イションを受け続けるなど、それが生活の中心

になっていた。夢を追い続けているのだから、そしてもうすぐそ



T h e S t 0 r y 

2015年のクリスマスコンビレーションアルバムrTHEGIFTJに収録されたrクリスマスの奇蹟』で先輩アーテイスト達に混じって
歌声を初披露し話題となった。そして今年2月にCDテ、ビ、ユーを果たしたYURIEとは一体どんなアーテイストなのだろうか。

の夢が叶うのだから気持ちはワクワクしているはずなのに、なぜ

か自分の中に虚しさを覚えながら過ごした。ようやく卒業後にデ

ビューすることが決まり、気持ちの中はそのことで一杯になって

いたこともあり、神様に対してはさらに心を閉ざしていった。

しかし高校卒業間近のある日、礼拝で、聞いたひとつのメッセー

ジが不思議と心の中に迫って来た。それはルカ 5章 l節から11

節の、漁師だったペテロたちがイエス様に出会い、すぐにすべて

を捨ててイエス様に従ったという話しだった。その時にイエス様

が語った「わたしについて来なさい。あなたがたを、人間をとる

漁師にしてあげよう。J(マタイ 4章19節)というこのことばがまる

で自分に呼びかけているように心に響いてきた。神様から目を

そらし、その道を閉ざしてしまうような、弱く、わがままな自分を、

す、っとイエス様は生かしてくださり、みことばから語りかけてくだ

さっていたのだ、ということに気がついて涙が溢れてきた。そして

心砕かれて、悔い改めた。そして、ペテロたちがイエス様に従っ

たように、自分もイエス様について行きたいと心の底から願っ

た。そうすれば喜びをもって生きていけると確信し、このH寺に神

様を心に受け入れ、自分自身を捧げる決心をし、洗礼を受けた。

方や芸能事務所での活動はと言うと、歌手活動の他に、ドラマ出

演の話しもあったが目の前にあるものと今まで願ってきたことが

違っていたこともあり、やがて希望は失望に変わって行った。

バレエも辞め、日本舞踊のなとりも返上、進むはずだった音楽大

学への道も断念した。芸能活動だけで、なく、「歌うζと」そのもの

をやめてしまったのだ。そして選んだ道は神様への「献身J。歌う

ととを含め、この世の喜びの一切を捨てて、自分を神様に捧げた

いという思いから「神学校」に入学した。こうすることで心が回復



すると、その時は信じていた。一年間、聖書を

学び、ある方からの薦めで「牧師志願科」で

さらにもう二年、学んだ。そこは神学校。聖書

の学びと、 当然賛美する機会が与えられる。

歌っているうちにどんどん喜びが溢れて来て

「心が回復」していくのを実感した。

神学校を卒業し、再び「歌いたい l賛美した

い!!Jという思いがどうしょうもないほどに強

くなっていき、そして自分の中から次々と歌

いたい歌が、そして詩が生まれ、曲となって

いった。ひたすら曲を作っているとある人が

デモCDを作ることを薦めてくれたので配布

用に自作し、何枚かを知人や友人に配った。

するとそれがきっかけとなっていろいろな

方々に声をかけていただくようになり、瞬く

聞にデ、ビューすることとなった。

本当に不思議な神様の導きと言うしかない、

神様がもう一度、歌うことを赦してくださった

のだと感じ、心からの感謝を捧げた。

振り返ると、歌を諦め、歌を遠ざけたあの期

間は、歌うこと、賛美することの尊さを深く感

じるために必要な時間だったに違いない。

そしてもう一つ気づかされたことは、人々に

神様の愛と喜びを届けたくて歌うのだけれ

ど、その献によって一番慰められ、力をもらっ

ているのは他ならない自分だということだ。

E・E・K:Y.t:夜.吃舟F&'J.函E・~...1L1I・E・-

ι 強制持

Live@γ 
6/25(刈 )
14:00open/15:00SLarL 

女お席を確保されたい方はご予約ください。

ft03・5450・7755<担当 :短崎)

Map l千糊脚料僻3ぺ
......i44暗闇童子

YURIEプロフィール

東京出身。2016年2月、アルファトラックスからCDデピュ 。女子聖学

院中学高等学校卒。2012年に受洗。歌手になることを夢見て中学生の

頃からヴォーカルをはじめ多くのレッスンを受ける。日本舞踊の名取に

なるが2012年に返上、2014年からシンガ ソングライタ として本

格的に作曲活動を開始。2015年自作のデモ音源を配布、デビューCD

'GRANDJリリースに至る。純粋でひたむきな信仰と確かな歌唱力で期

待と注目を集めている。JTJ宣教神学校牧師志願科卒。

恐れるな。わたしがあなたを照ったのだ。

わたしはあなたの名を呼んだ。

あなたはわたしのもの。

イザヤ43:1 
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DEBUT ALBUM 

GRAND 
YURIE 
全10曲収録

キセツ/絶対ずっと

Your Love is so Beautiful to Me 
ただあなたの愛が/MyLife is Yours 
LEAD/The Gospel is Truth 
GRAND/Jewelry Box/愛する子

本体価格1.800円AWLP-LC48757

幼少の頃から歌うことを夢見て来た少女がそれゆえに芸能界を目前に翻弄

され、行くべき道を見失い、挫折を繰り返しながら、ようやくたどり着いたキリ

ストのみ足の元で息を吹き返した。そして大空に向かって羽ばたこうとして

いる。ピュアな信仰、情熱と感性、そとから生まれる賛美が、人々の魂を熱く

震わせ、そして優しく包み込む。歌うために生まれたひとりのシンガーが、か

つての悲しみから解き放たれて自由に、高らかに歌い始めるとき、聴くものの

心は感動と喜びに満たされて行く。大輪の花を咲かせる予感。新しいワクワ

クを放つシンガーiyU悶EJ、誕生。

*お求めは全国のキリスト教書底かインターネットで

・いのちのことば社 http://www.gospelshop.jp/catalog/ iYURIEJで検索・Alphatrax https://alphatrax.stores.jp 

.amazon http://www.amazon.co.jp/iGRAND YU悶EJで検索



YURIE SCHEDULEスケジューJし

.5月下旬-6月下旬

PBA太平洋放送『ライフ・ライン』エンディングテーマ

※放送局一覧

HBC(北海道)日曜日 5:00am/膏森テレビ土曜日 5:15am/FTV福島テレビ 日曜日 5:30am/
群馬テレビ日晦日 7・OOam/テレ玉土曜日 8・OOam/tvk(神奈川)日曜日 8・30am/チパテレ土曜日 7:00am/
BSNテレビ(新潟)土曜日 5:30am/静岡第一テレビ土曜日 5・OOam/びわ湖放送土曜日 8・OOam/
KBS京都土曜日 6:30am/サンテレビ〔兵庫・大阪日曜日 7・OOam/沖縄テレビ土曜日 5・30am

.6月11日(土)

浅草CafeLive @ Heaven's Door 1 F 19:30開演入場無料出演:YURIE 竹下静
東京都台東区浅草7-5-1 TEL.080-4704-6813(担当:はざま)

.6月 13日(月)

FEBC放送rコーヒー・ブレイクインタビュー』収録 ※放送日未定

一~・6月25日(土)カフェサレム
YURIE LlVE @ Cafe Salem 14・00開場/15:00開演 Music Charge 1 ，500円
会場:CafeSalem東京都世田谷区桜丘5-21-7※小田急線千歳船橋より徒歩5分

.7月16日(土)

日本聖書協会主催聖書クイズ主決定戦 in金沢ゲスト出演

.7月23日(土)

Samuelle Live @ Asian.D オープニングアクト

.8月20日(土)

LlNKING LlVE NAGOYA @名古屋グローリアスチャペル

〒468-0058 名古屋市天白区植田西2-806TEL:052-838-6454 
*最寄駅は、地下鉄鶴舞線塩釜口駅になります。2番出口より徒歩6分。
前売2，000/当日2500 14:30開場/15目00開演
出演:YURIE/竹下静/GongMin/Samuelle/Ricky 

.8月21日(日)

LlNKING LlVE GAMAGORI@蒲郡ICBC
干443-0013愛知県蒲郡市大塚町伊賀久保100-2 電話:0533-59-8325
前売に000/当日1500 14:30開場/15:00開演
出演:YURIE/竹下静/GongMin/Samuelle/Ricky 

.10月78(金)

CHAPEL CONCERT @名護ベテル教会 18:30開場/19:00開演
干905-0021沖縄県名護市東江1丁目3-9 電話・0980-53-7095

.10月8日(土)

FM21 rOH HAPPY DAYIIJ ラジオ生番組出演
14:00-15:00 女jてーソナリティー.マツモトカズト
映像は、http://www.stickam.jp/fm21/でご覧いただけます。

.10月9日(日)

CHAPEL CONCERT @日本キリスト教団読谷教会 17:30開場/18:00開演
干904-0321沖縄県中頭郡読谷村上地38 電話・098・958-5048

.10月 10日(月・祝)

CAFE LlVE @カナンスローファーム 14:OOopen/ 1 5: OOstrat 
干905-1204沖縄県国頭郡東村平良863-2電話:0980-43-2468

.10月11日(火)

病院訪問コンサート

.10月13日(木)

CHAPEL CONCERT @美浜クライストチャーチ 19:30開場/20・00開演
干904-0115沖縄県中頭郡北谷町美浜1丁目1目 2 電話:098-936-0714

.10月16日(日)

CHAPEL CONCERT @金武パプテスト教会
干904-1201沖縄県国頭郡金武町金武487 電話・098-968-2413

.10月16日(日)

CHAPEL CONCERT @グレイスワーシップ
浦添市当山2-28-6 まっけん当山ピル2階 コミュニティ



8月にNEWALBUMのリリースを控え、今レ

コーデインク中の粛藤直江。今回はHISWILL 
のパックアップでアンサンブルも充実。またゲス

トも豪華で、ピアノにゴンミン、ギターには世界

第5位の井草聖ニを迎える。各所でのツアーも

同時進行で E 且 ーー
期待大です! 恥 1一一粛藤直江
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NEW ALBUMrEvergreen-永遠に-Jが好調

の竹下静が、今発売記念プロモーションとクワイア

のディレクション、そしてレギュラーコンサートで患

っく間もなく日本中を駆け回っている。そんな数ある

ライブからおススメのライブをいくつか紹介します!

SロHEDULE

7/3(日)1熊本・大分 震災復興支援
CHARITY GOSPEL CONCERT 
16:30開場/17:00開演[入場無料/募金あり]

東京渋谷福音教会東京都渋谷区南平台町6-17
出演サルーキ=/神山みさ/横山大輔/竹下静/サムエル

別3(水)1品目君主;ZZF合;;認T008

7/14(木)1高知ぺンテコステ教会 19:30開演

|高知県高知市萩町1-6-50 'a088・831-4738

7/17(日)1善通寺パプテスト教会 10:30開演

|香川県善通寺市稲木町506-5 'a0877-62-7799 

7/18IGONG MINコンサート
(月・祝)IOCC8Fホール 15:00開演

|出演ゴンミン/竹下静/ピョンホギル/他

8/201 LlNKING LlVE NAGOYA 
(土)1名古屋グローリアスチャペル14:30開場/15:00開演

愛知県名古屋市天白区植田西2丁目
(大人2，000/中学生以下1，000)
出演 YURIE/竹下静/GongMin/Samuelle 

8/28 (日)1グレース宣教会つばめさわ教会
|宮城県仙台市宮城野区燕沢2-1010:30開演

9/4旧)1新潟シャロームキリスト教会
|新潟県新潟市西区大野町3357-1
|電話025-379-144910 30開演

9/4(日)1巻キリスト教会
|新潟県新潟市西蒲区巻甲1584
|電話0256-72-719215:00開演

10/1 (土)1 MCC Coffee House 19 00開演

|東京武蔵野福音自由教会 武蔵野市吉祥寺北町1-2-12

1l/5(土)IAIILight Vol.2 詳細後日

I Samuelleと竹下静のワ シップライブイベント。
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Byeon Hogil Shizu Takeshita Sachiko Hattori KimKiWook Zion Lim YongHoon 

お1in~Y2Y-
2013年6月に仙台に入ってから今固まで、ゴンミン

はひるむことなく、足しげく韓国から被災地に通い、

人々に上質の音楽を届けて来た。韓国に帰ればいつ

でRも芸能界の第一線の仕事が待っているというの

に、遂には家族共々日本に移住してしまうほどに日

本人を愛している。そんなゴンミンが、被災地で演奏

して来た幽を今回は熊本のために演奏する。
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全5曲収録 1.500円+税

[収錨曲]

Protogue/llそうそう/

Savior like a shepherd / 
As thc waters cover the sea/ 
君肱慶されるため生まれた

田川://www.fa叫叫 com/p旧nistgo叩nin

結成30周年を迎え、ますますハーモニーが冴え渡るオリーブ、

東軍以子、小柳永子。北は北海道、衛は九州まで駆け巡ります!

SCHEDULE 

/ 0  I Rie's memorial party 
7/3(臼) I高津キリスト教会神奈川県川崎市高津区溝口4-3-18

|開場13:15開演 13:30 合 08043242386(竹内)

8/18(木)I福岡・佐賀・熊本「復興支援」
~. Iチャリティーコンサートツアー

8/24(水)I九州の各地で。

lOj15 (土) I ~意思沼津開空326-4203
lOj22(土)1需要悪j野県二宮北5-6333
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音響セミナーがパワーアップ!
毎年好評の音響セミナーですが、今年はさらにパワーアップしての開催となります。昨年

までの基本セミナーに加え、メジャーのミュージツクシーンを経験して来た、松田KAZ氏

を迎え、上級応用篇を、そしてデモンストレーションライフには大阪から福原タカヨシ等

を迎え充実した内容で、お届けすることになりました。ぜひご参加ください。

makingmus・l

MAG設立25周年記念特別企画

全国縦断!
MAG音響セミナー

&デモスレーションライブ
MAGの働きが25年間守られ支えられて継続することができた

ことはただただ感謝のひと言につきます。おかげさまで毎年行う

ようになった音響セミナーも好評で、教会がこれを必要としてい

るということをひしひしと感じています。また音響・照明・映像等

の教会への設備導入に関しましても全国で300以上の教会を

数えるようになりました。ここまで続けて来られたことへの感謝

の気持ちを込めまして、ぜひこれを教会に還元させて頂きたく

今年は音響セミナーをパワーアップpして企画しました。

金銀はありませんが私達に与えられた「音響の技術と宣教のス

ピリット」を教会の皆さまと分かち合い、礼拝や宣教活動に役立

てて頂きたいと思い今年は充実した内容でセミナーを開催させ

ていただくことになりました。

-初心者の方々には、 音響技術の基本で、あるセッテイン

グ・マイキング・ミキシングの3つをご説明します。

・上級者の方々には、多くの経験を持ったプ口のサウンド

エンジ、ニアが様々なテクニックを実体験に基づ、きレクチ

ヤーいたします。

・Q&Aタイムではどんな質問にも丁寧にお答えします0

・礼拝や伝道集会の役に立つ、最新の音響機器を紹介

しデモスレーションいたします。

.クリスチャンアーテイストによるデモスレーションライ

ブを開催してミキシングの実体験をしましょう。

講師:鈴木幹夫
MAG代表取締役/PAエンジニア

講師:松田KAZ
MAGチフエンジニア

セミナースケジュール

7/2 (土)
14:30openl15:00start (受講料2，500円〉
札幌キリスト福音館
札幌市北区北27条西15-1・28 含 011・758-4937

スペシャルライヌ19:30-

女ライヌゲスト:福原タ力ヨシ(予定)

9/10(土)12:30open/13:00st訓告頭骨

お茶の水クリスチャンセンター8F
東京都千代田区神田駿河台2・1

※テキスト代2，500円がかかります。

※ピギナーコース同時開催

スペシャルライヌ17:30-

女ライヌゲスト

MAR1SA &拓馬

その他の開催予定1

9月17日(土)→仙台セミナー

9月18日(日)→酒田セミナー

9月19日(月)→新潟・長野セミナー

※お祈りください。

デモンストレーションライブ、に出演予定の

福原タカヨシは昨年負った大怪我の治療中

で一進一退の状況が続いています。完全な

回復のためにぜひお祈りください。

[ご予約] Mail: office@mag-music.net fi03・3897・8385 [主催]全国200教会以上の音響設備をコーデイネートしてきたMAG

ト¥AGMAGA~INE Vol.9 2016年6月20日発行 tt アルファトラックス発行 編集:伊藤治哉鈴木幹夫
干213-0031神奈川県)11崎市高津区宇奈恨731-6 TEL.04斗322-9236FAX.044-322-9226 office@alphatrax.net h社p://alphatrax.net ALPHATRAX 
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• 九州キリスト
.災害支援センター
。

• KYUSHU CHRIST DISASTER RELlEF CENTER 

T2 
News Letter 

キリストにあってひとつ l 
希望の教会

九州、同リスト災害支援センター 熊本支部デ、イレクター 中村陽志

(熊本ハーベストチャーチ牧師)

4月10日(日)の主日礼拝で、私は「福音の緊急性」に

ついてメッセージしました。

4月14日(木)午前、私は刑務所に行って、5人の方に

福音を語りました。その中の2人の方がイエス様を信じる

決心をしてくれました。その後、 108歳のおばあちゃん

のところに行って伝道しました。午後は、私たちの教会

に集っている女性の御主人に初めて会って福音を伝え

ました。素晴らしい一日でした。

帰宅し夕食後ゆつくりくつろぎながら、妻と一日にあっ

たことを分かち合っていました。二女はアルバイトに出か ボランティアと支援物資に固まれて

けていて、 三女は二階で休んでいました。その時、午後

9時26分、突然激しい横揺れに襲われました。棚から物が落ちできたり、家具が倒れたり、ものすごい地震の恐怖

を体験しました。

4月15日(金)、教会も棚が倒れたり、物が破損したりしていましたので、教会のメンバーで、教会をで、きるだけ締麗

に片付けました。実は明後日の日曜日、私たちの教会は14周年の記念礼拝を持つことになっていました。14周年

に備えて、新しし中Aやキーボードを買っていたのです。片付けた後、教会のメンバーは「これで新しく14周年を迎

えられるね。よかったね」と言って、皆で祈り、帰って行きました。

そして4月16日(土)深夜l時25分、「本震」と呼ばれる二回目の大きな地震が熊本市内を襲いました。私たちの教

会も一度目以上の被害を受けました。楽器やPA他様々な物が破損しました。電気も止まりました。ガスも止まりま

した。水も止まりました。教会のお風呂に雨水を貯めました。

私は長年、 「牧会者に召されていると思っていますが、イエスさま、宣教師だけは無理です」と祈っていました。

なぜなら私は枕がないと寝られないし、お風呂がなし吃生活できなし、からです。日曜日の朝、崩れた会堂の中で、

「今日は14周年だ」と自分に言い聞かせました。お風呂に貯まった雨水で、身体を洗いました。コップ1杯の歯磨き

に使った水ももったいなかったのでトイレに戻して使いました。濁った水で、身体を洗いながら、私は「イエスさま、

何でもします」と祈りました。

私たちの教会は、日頃70名ほどで、礼拝を守っていますが、その日集まることができたのは10名もいませんでし

た。ほどなく、私たちの教会は、支援センターの拠点として、支援物資やボランティアの受け入れをするようになり

ました。会堂は人と物資であふれました。同時に、私たちの教会のメンバーはいつもの礼拝の場を失ってしまった

のです。

しかし、今、私は確信しています。伝道の書3:11にあるように「神のなされることは皆その時にかなって美ししリ

のだとし、うことです。破壊された町を見る時に、傷んだ人たちのところに行く時に、その御言葉が分からなくなりま

した。でも、この御言葉には続きがあるのです。「神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、

人は神のなされるわざを初めから終りまで見きわめることはできない」。神様は、私たちに永遠を思う思いを与え

てくださいました。そして、私たち人は、神様がなされるわざを初めから終わりまで理解することはできないのです。

だから、自分に言い聞かせています。「ネ申のなされることは皆その時にかなって美ししリのだと。

ぜひ、私たちの町のため、祈ってください。そして、この地に神様の愛が注がれ、神様の御業が現われますよう

に祈ってください。熊本の教会のため祈ってくだ、さい。この困難の只中で、教会が神様にある希望を語ることがで

きますように。なぜなら教会こそが日本の希望なのですから。

(2016.5.4(水)ニューホープチャーチ・オハナリトリートで、の証しより)



のボランティア
掲揚のニーズに応えました

九州キリスト災害支援センターでは、 3か所にボランティアのベースを設けてい

ます。熊本ベースは熊本ハーベストチャーチ、益城ベースは木山キリス ト教会、

阿蘇ベースはゴスペルホームグローリー教会に置かせていただき、それぞれにス

タッフが常駐しています。ボランテイアは各ベースに派遣され、被災した教会と

地域の方々の要請に応えて、家屋の片伺け、瓦礁の撤去、炊き出しなどを行って

います。この連体から連休明けにかけての各ベースの働きの一部を紹介レます。

180名
支援センター「

看護チーム

避難所や車中泊の
方々を訪問して健康
相談にあたっていま
す
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トi持(
高森キリスト教会で
やきそば、おにぎり、

豚汁等の炊き出し。
近隣の方々が多数

参加

自宅の片付けやブ
ロック塀の撤去作業仁科|

海外からの
ボランティアチーム

避難所の小学校の
マットの消毒と天日
干し、炊き出しなど
たくさんの働きをして
くれました

，. こどもの日、大分7

教会による阿蘇「親
子カフェsalJでの
BBQ炊き出し。160

名の参加で大盛況

ゴスペノレホームグ

ローリー教会の会堂、
雨樋、配線修理

瓦牒撤去と片付け

安本部は5月末より植木キリスト教会に移転します

~ 
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倒壊した熊本東聖書キリスト
教会の地での最後の礼拝

「これから先の事はまだ分かりませんが、きっと
神様が素晴らしい計画を用意してくださると確
信し、東教会一問、 この小さな群れで、はありま
すが、歩んでいきたいと思います」当教会facebookより

γーの~~一位ームムーの~~~与ムヤムd…

守プ平 キリストさんが来でくれた 3 
令 九州キリスト災害支援センターのボランティアは、毎朝、礼拝と祈りを捧げた後、各所に遣わさ ら
の れていきます。センターのボランティアは、その名が入ったゼ、ツケンを付けて活動しており、彼 4 
0 らの働きは地域の方々から厚い信頼を得ています。彼らは「キリストさん」と呼ばれ、 担由 マ

; 「 キリストー一 」 と 喜 ば れ て い ますまた支援切一一1い R { 
からと、直接センターを訪ねてボランティアをお願いされる方ちいます。支援センタ ( ・i ーから派遣されるボランテイアが継続的に関わることで、地域の方々の隣人となり、 .ニ~ ;;. 

; その方々が神様を知っていくことができますように・・・ 。 調 園 田 : 

・ 叫~守叫~叫L〆F斗乙/言ト阜，〆F 叫じ..........-~叫乙J電".. 叫L〆..-L-寸...~言、‘旦J百、叫~~、!~~ベ石、主ペ...~言、・'-!..-ベF叫巴/寸.. "

木山キリスト教会の
ベースに生活必要
物資を搬入

益城町の家屋掃除と
ブロック塀の撤去作
業。「助かったよJと喜
ばれました



く事患/包弐マ;引]芭o
「くまちとスマイル」は被災した子どち達とその家族が元気と笑顔を取り戻すこ
とができるようにとの願いをこめて立ちあげられたプログラムです。九州キリス
ト災害支援センターと関係諸国体が協力しながらプログラムを企画し、継続して
実施していきます。5月の連休中には二つのプログラムを行いました。

一伊
佐

一

一

・
称

。iU

一

一
-%
ふ
一

一

一同
町
内
山
一

一ペ
ボ
一

同 一.んなで遊間前崎

鬼ごっこ、かけっこ、ド、ッヂピー、
ロケット飛ばし、マイバッグ‘作り、ビンゴゲーム等々の楽しいプログPラムlこ
子ども遠の笑い声が校庭に響き渡りました。校長先生はじめ先生方、役
場の方もお手伝し、くださり、地元のグリーンコーフ。からはお菓子とパンの

差し入れもありました

5月7日(土) 野球観戦パスツアー 】l
を試合巳招待J1

連休明けに学校が再開しま
した。不安定な状況の中で
過ごさなければならない子ど
も達に、今後も丁寧に関わり
続けていきたいと願っていま
す。この企画はワーノレドビ
ジョン、 Sola、武庫之荘チャ
ペルをはじめ多くのボラン
ティアの協力のもとに行われ
ました

九キ災の呼びかけにクリスチャンのサファテ選手
が喜んで応じてくれ、この企画が実現。一行は熊
本からパス2台で球場を訪れました。試合前、子
どもたちはグラウンドに招かれ、プレゼントされた
球団タオルにサファテ投手がサイン。ベンチから
ホークスの練習を見学したり、選手と触れ合うなど
楽しい時を過ごしました

小学生の女の子は「地震でたくさん怖い思しもしました
が、近くで選手を見られて、それを忘れるくらい楽しかっ
たです」と笑顔で話してくれました。また保護者の方は
「地震後3週間、ホッとした一日になりました。明日からは、
また片付け等を行いますが、がんばっていきますJと話
してくれました

サファテ選手のリストバンド、
r，c;、からイエスさまに信頼しようJ
Psalm 28:7の文字入り



支援献金の御 礼

熊本地震4日後の4月18日に九州キリスト災害支援センターが立ち上がってから1ヶ月間に、日本各地

のみならず海外からも尊い支援献金を送っていただきまして心より感謝し、たします。支援献金は、 187団
体・100名の方々によって献げていただ、き、 5月20日現在で、 27，232，746円になっています。この尊い支

援献金は、被災教会見舞金、被災教会再建、必要とされている物資購入、教会をベースとした地域支援、

被災した子どもたちの心のケア、熊本での活動費等に使わせていただきます。

会計報告は下記の通りです。支援献金者御芳名は別紙に記載しています。ご報告いたしますとともにご
支援いただ、きました皆様に主にあって心より御礼申し上げます。これからもお祈りとご支援よろしくお願い

申し上げます。

九州、同リスト災害支援センター 代表横田法路

九州キ リスト災害支援センター会計報告 (5月)
2016年4月14日-5月20日

科 自 金 額 備 考

支 援 献 金 27，067.461 

千旨 定 献 金 165.285 

収 入 合 計 27，232，746 

見 舞 金 1，090，000 

支援物資費 525，429 

支復活動費 1，082，741 
支 本部事務所関係費 267，618 

出 熊本 支

広 報
(J) 

備 品

部
会指 定議献

lそ の

支 出 d回.. 

次 月 繰 越 額

-今後の予定
5/30(月)
6/3(金)---6(月)

6/6(月)---9(木)
6/24(金)

部 1，215，395 ポフンT イアセンヲ一関係資

重量 114.544 face凶ok広告、 熊本日日新問、ホームベージ作成

費 580. 703 FAX兼用機、原付パイヲ2台、自転車2台、ピプス

費 70.812 

金 165.285 指定先へ献金

他 216 復込手数料

計 5，112.743 

とど~

熊本地震支援会議 会場:木山キリスト教会

岩淵まことコンサート

小坂忠コンサート
神山みさ&RAM'sVoice チャリティコンサート

-支援献金口座

・ゅうちょ銀行

記号 17410 番号 89238981

九州キリスト災害支援センター

.ゅうちょ銀行以外の金融機関

【庖名】七四八 【庖番】748

【預金種目】普通預金

【口座番号】8923898

ご送金いただいた方は、下記の連絡先にご

住所や連絡先を教えていただきますようお
願いいたします。領収書、ニュースレター等
をお送りし、たします。

E-mail : kyusyuchristdrc@gmail.com 

会場:博多キリスト教会

お祈りください f# 
1.地震による被災者の方々が、必要な支援を受けられ、安心して生活できるようになりますように。

2.被災地の教会の牧師先生方と信徒の方々の霊肉が守られ、強められますように。

3.九キ災が被災地の教会と地域に仕えていくことができますように。継続してボランティアを派遣すること

ができますように。ボランティアの働きを通してキリストの御名が崇められていきますように。

4.教会が愛と祈りをもって地域に仕えていくことにより、福音の門戸が聞かれていきますように。

5.九州|の諸教会が九州の宣教のためひとつとなってし、くことができますように。

6.支援のための経済的な必要が与えられますように。

九州キリスト災害支援センター

・本 部 G白山河口ーム利均的)Tel. 092-873-6235 (9:00-18:00) E-mail: kyusyuchristdrc@gmail.com 

・熊本支部 (ボランティア受付) Tel. & Fax. 096-354-8855 E-mail: kcdrcvolunteer@gmail.com 

HPができました。 htto://kvusvuch ristd rc. wix.com/ku ma motQ ~圭盗

最新の情報は facebook['九州キリスト災害支援センター(略称:九キ災)Jでご確認ください。

-. 



今回の2度の大地震によって熊本・大分の多くの教会が被災しました。 しかしキリ

スト教会の対応は早く、速やかに協力体制が整えられ、九州の超教派の教会によっ

て、熊本・大分の教会と被災された方々を支えるために、九州キリスト災害支援セ

ンターが立ちあげられました。そしてこの支援センターを通して日本各地からまた

海外からクリスチャン団体やNGO、ボランテイアの方々が熊本入りし、熊本ハー

ベストチャーチを現地の活動拠点として、地域の方々の支援を行っています。

E当
熊本地震E

問理軍司
、ら

子どもたちの心のケ:7-'こいたるまで
百~占/可作品》否、~~どて富、~与~~~与守~、!.---すみ多否、~ペ面、~~音、~子、!---吾、

活動拠点の熊本ハーベストチャーチ

避難所には物資は足りているという

ことで、被災された方々の家を戸別

に訪問してまわりながら物資を配布

しました。物資を取りに行けない在

宅の被災者や車中泊の方々がとて

も喜んでくださいました。

横浜から本郷台キリスト教会の

方々9名が炊き出し用の材料と水

他支援物資を積み込んで駆けつけ

てくれました。

被災した益城町の木山キリスト教会

/"'y戸、cY¥)) 
.¥ ... 、、 1・・・♂'
a、¥."】】，，1.:・Yフjz 、"、4・~ ，‘=' I 

日本各地から届けられた物資と仕分け作業

熊本市内の江津湖団地にて、有明パイプ、ルチャーチの協力によ

り、豚汁とおにぎり400食分の炊き出しを行いました。住民の方々

もとても喜んでいただきました。

江津湖団地は約1200世帯で高齢者が多く、約100名の独り暮らし

の高齢者がいらっしゃいます。現在、この地域では看護師ボラン

ティアによる健康チェックなども行っています。

国分寺バプテスト教会の震災こども支援

団体Sola。 物資を届けに行った先で

出会った子どもたち。風船やお絵かきで

遊びながら、一緒に時を過ごしました。

生活が整わない中で、子どもたちもスト

レスを抱えていることがわかります。この

必要にも応えていきたい-

国際飢餓対策、ワールドピ、ジョン、

ラッシュジャパン、Solaのスタッフj

九州キリスト災害支援センターと(

すばらしい協力体制がスタートし
す!

最新の情報は facebookrれ州キリスト災害支援むシヲー(略繭:flキ災)Jでご確
現在HPを作成中で苓。

._-...........圃u・9・....-晶画・~...... -島.~岨
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キリストにあってひとつ

E11m!.~ 

VOL. 且

NewsLetter 

神の愛の包囲網 九州キリスト災害支援センター 代表横団法路

「互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、あなたがたはキリストの律法を全うするのであるj ガラテヤ6章2節

2016年4月14日と16日、最大震度7の激震が2度熊本と大分を襲いました。その後

も度重なる余震が続き、被災地の方々、特に子どもたちの心に深い傷跡を残しまし

た。このような大変な状況下にありながらも、熊本県教役者会は、被災者と被災教会

への支援に立ち上がりました。中出牧夫師(日本ナザレン教団熊本教会)と本堀秀

一師(アッセンブ>'!J 希望ヶ丘キリスト教会)を世話人とし、熊本ノ¥ーベストチャーチ

の中村陽志師を中心に支援が始められました。主の心とーっとなって立ち上がった

群れを主は喜ばれ、主の大いなる力が注がれていきました。 熊本の教会教瞬、支援棚、スタッフの方々

しかしながら、このような支援が中長期的に継続されていくためには、バラバラの

支援を続けるのではなく、キリストのからだとして協力体制を築いていくことが必要で

す。特に被災地以外の地域にある教会・クリスチャンがどのように関わることができる

かが重要です。震災4日後の4月18日に、被災地の方々と被災地の教会を支えたい

としづ思いを共にする方々が、九州、!と全国の各地から熊本の隣県である福岡に続々

と集まり、主の御心を求め、賛美と祈りを共にささげました。その中で、被災地の熊本

.大分の諸教会の重荷を少しでも共に負わせていただきたいという熱い思いが参加

者一同に与えられ、超教派の支援団体「九リ十件リスト災害支援センター」が立ち上げ
福岡の油山シャロームチャペjレでのミー子イング

られました。被災地熊本・大分を取り囲むようにして九州全域をつなぐ災害支援のネットワーク(鹿児島、宮崎、大分、福岡、

佐賀、長崎)が誕生しました。

さらに今回の震災の地元である九州の支援体制を背後から支えようと、 JEA(日本福音同盟)をはじめとする全国の多く

の教団・教会(福音派、ペンテコステ派)、ピリーグラハム伝道固などが、すぐに協力を申し出て下さったことに、私たちは大

きな励ましと力をいただきました。特に、キリスト教災害支援団体である日本国際飢餓対策機構、ワールド、ヒ守ジョン、クラッシ

ュジャパンが、支援活動の中核で、ある事務局を共に支えて下さっていること、それぞれの団体(Solaを含む)の強みを生か

す形で子どものケアプログラムを準備・実施するなど、すばらしい協力体制で支援していただいていること、感謝にたえま

せん。海外の教会や団体からもたくさんのボランティアが来てくださり、キリストにある世界大のネットワークが力となってい

ます。そして東北の教会・牧師先生方からも、東日本大震災の時の経験や知恵、をふんだんに分かち合ってくだ、さり、実に

タイムリーな慰めと励ましをいただいています。

私たちの究極の原品、と祈りは、一つです。

「み名があがめられますように。み国が来ますように。み心がおこなわれますように」。

長期的な戦い乙なりますので、まEすまEすのお祈りとご支援をよるし〈お願い申し上げます。

-支援金口座

-ゅうちょ銀行 記 号 17410 番号 89238981 九州キリスト災害支援センター

-ゅうちょ銀行以外の金融機関からのお振込

【庖名】七四八 【庖番】748 【預金種目】普通預金 【口座番号】8923898

-連絡先
九州キリスト災害支援センター

・本 部(油山シャロームチャペル内)9:00"""18:00 Tel. 092-873-6235 E-mail kyusyuchristdrc@gmail.com 

-熊本支部(ボランティア受付) Tel. & Fax. 096-354-8855 E-mail kcdrcvolunteer@只mail.com




