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前回までのチラシ
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はこゝね健のお申し込み
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メールアドレス●

必要事項をご記入の土¥
電送信をウササゲじそ完了です。。告

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→魯042‑660‑0701

特定非営利活動法人ホサナ

糸努共同作業所ホサナショップ
キリスト教に基づく瀞神離宮者施設です

【募集内容】 ①常勤スタッフ
②非常勤スタッフ
【勤務時間】負15へ1800

【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
交通費実費支給 その他諸手当有り
【資格】 ①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】心身共に健康な方クリスチャンの方
キリスト教福祉に興味のある方
意欲・向上心のある方
【応募方法】電話にて問い合わせの上、履歴蕾を郵送して
下古い。
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キリスト教葬儀を通し、欝賠醍蝕篤
(勤務時間) 9:00‑17:00

(休

福音の働きを目指しませんか!?

暇)夜勤の場合17:00へ翌9:00

月8休(日・祝含む)
[他]有給休暇・夏期休暇

年末年始休暇
(給

与)24万以上

その他諸手当・退職金制度有り
賞与年2回・昇給年1回
社保完備 委細面談
(年

齢)問わず

クリスチャン 回
移住者続出中
高知県須崎市

医愈法人社団/繊志会

〒174‑0043

誠志全病院東京都板橋区坂下1丁目40番2号
総務課

丁軋03‑3968・262 1 (代)

謝老人ホ̲ムオリーブホーム
Olivehome.co

tel:0889‑42‑0002

臆募集/パートスタッフ 漢募集人員/若干名
書応募条件/要普通免許.

■待遇/年齢・経験・能力に考慮し弊社規定に基
づいて決定致します。
臆勤務地/関東近郊※自宅からの働きも可能です。
音応募/ご連絡の上、下記住所まで履歴書をお
送り下さい。
給与:之30,000円

諸手当:交通費・住宅手当 有

救世軍本営
〒 101‑00与1東京都千代田区神田神保町2‑17
http://WWW.Saivationa「my.orjp/

担当者連絡先: (ケネスメイナー)
kemeth̲maynOr@jap.salvationarmy,Org O90‑7170‑4769

【お問合せ先】薗01之0。364。392
株式会社創 世ヨイブワープ貴社
大阪本社/丁E」.06‑6854・6322

〒560‑0052大阪府豊中市春日町5‑3‑15 1F‑B
東京支社/丁E」.01 20‑370・392

〒140‑0014東京都品川区大井5‑24・1

キリスト者として生き

メッセージが確かな福音の扉
日野原重明氏、渾身最期の一

生きていくあなたへ
105歳どうしても遺したかった言
105年という人生の中で︑いつも私を支えて
くれたのは﹁言葉﹂ でした︒

新約聖書こ把ハネによる福音書に︑

﹁初めに言があった︒言は神と共にあった︒

言は神であった﹂ とあります︒

私が言葉によって支えられてきたように︑
迷い傷ついたあなたの心へ︑私の言葉が届く

ことを願っています︒
(﹁はじめに﹂より抜粋)

株式会社幻冬舎発行

本体価格1000円(税抜き)

「困難にぶつかった時こそ遠くを見る」
どんなに勇気づけられたことでしょう。

に読んでもら

京都大学iPS細胞研究所所長 山中伸弥氏

読み終えてまるで新約聖書に触れたかのような感慨を覚える
本書のような宗教と社会の問を橋渡しでいくような本の意味があるのだと思う
ジャーナリスト

佐々木俊尚氏

2018年2月11目朝日新聞書評「売れてる本」掲

全国書店にて発売中ですが、教会単位で、 30冊以上まとめてご購入いただく場合には、

下記までお申し込みください。定価の2割引きでお送りさせていただきます。
㈱幻冬舎営業局

03‑5411‑6222(平日10時へ18時)

感謝のメッセージが
一何度伝道しても心を閉ざしていた80歳の兄が、日野原先生の本を読み、イエス様を心
の中に受け入れるお祈りをしてくれました!
本の中にたくさんの聖書の言葉がちりばめられていて、これからも聖書を教えるときにこ
本を紹介したいと思っています。

一読んでいて涙が止まりません。

魂が揺さぶられました。神仏が橋っている人だと思いました。
良い本に出会えて幸せです。今すぐ日野原先生にお逢いしたく承りました=

日野原先生。人生の壁にぶつかって、身動きが取れなくなっていた私に
の温かいお言葉に目の前の光の筋が見えてきたように思えて、涙が止まらなくなりました
この本を、一生の宝に、もう一度元気に前進して行きます。
『キープオンゴーイング』日野原先生が最後に渾身の思いを込められたメッセージ、
大切に息子にも伝えていきます。
本当にありがとうございました。ご冥福、心よりお祈り申し上げます。

「言葉を妨ぐ」とはこういうことか。様々な場面で、心にしみいるメッセージが多々
ました。言葉に重みがあり、まだまだ未熟で未完成な自分を意識させて下さいました。 「
きる」という大きなテーマを考えさせられました。ありがとうございました

ー今年、成人する者です。今まで自分が生きてきた中で、どれだけ「愛」を感
できたのか考え、また、これから愛をはぐくむことについて深く考えさ
誰もに読んでもらいたいです。
一人としてどう生きたら良いのか今は迷っている

いと想いま

あり方は大変豊かですが、ありのままの謙虚さが
こうありたいです。 60代は先生からみれば老
てもらっています。それ程素晴らしかったで

私には写りました。歳を重ねて
たちに回

一死を目前にした先生の言葉は胸を打つもの
える私たちに
書の教えをそのままに生きて、まさに生きた証としてお手本になったと
これからも繰り返し読みつづけて行くと思います。

ーこの本には聖書の言葉がたくさん出てきます。神様を味方につ
に出会える人生なのかに気づかせでいただけます。

「たいせつなきみ」を

世界が注目する鬼才
たいらじょうによる人形劇で!
世界中で世代を超え神様の愛、そして福音を
やさしく伝えるアメリカ人牧師 マックス" ル
ケード作による絵本「たいせつなきみ(You
Are SpeciaI)」。世界的に注目を浴びる鬼才た

いらじょうの才能に、作者マックスルケード本

人が託した福音の願い。日本で唯‑、 作
者本人の承諾を得て、人形劇になりました。

原作の持つ神様のメッセージを、より深く、
より強く、より大きく観客の心へと届かせ、す

でに教会での上演による感動が、大きな広が
りを見せています。

Story人形達が住む町の物語…この町では不思議な風習があった。人形達が互いを評価する印として、身体に星型のピカピカシー
ル、または灰色のダメシールを付け合っていた。主人公パンチネロは体中がダメシールだらけ。そんなパンチネロは、体にシールを
ひとつも付けていない少女ルシアと出会う。ルシアはパンチネロに、人形の創り主に会いに行くことを進める。意を決してパンチネロ
が創り主に会いに行き、そこで見付けたこととは何か…

臆上演時間:約50分(休憩なし)
臆これまでの主な上演:飯田入舟教会、長崎バプテスト教会、常盤台バプテスト教会、いのちのことば社、
「市民グノスマスin千葉2017」他

臆費用:直接お問い合わせください。

人形劇を 年齢を問わない全ての人の文化に
と、大人の観客限定作品から赤ちゃんのための公演まで、
幅広いレパートリー20作品以上を各地で上演。ひとり芝居と人形劇を融合させた独自の表現方法を確立
し、脚本"演出"音楽"美術も手掛ける。幾多のファンタジーを紡ぎ出す、唯一無二の芸術家。
「毛皮のマリー」で日本人形劇大賞銀賞を最年少で受賞し、子ども向けのオリジナル作品「お花のハナック
の物語」が厚生労働省より表彰されるなど多数受賞する。豊かな表現力と類稀なる演じ分けで観る者の心
を揺さぶり、全身を使ってのダイナミックなパフォーマンスに加えての圧倒的な操演技術は、劇世界を確
かなものとしている。芸術的で創造性溢れる演出とメッセージ性の高い作品の世界観が、多くの支持を得
て全国各地にフアンを獲得。外務省の要請により、日本人として初めてパレスチナを縦断公演。神の愛を
伝えるパフォーマンスに、現地観客を熱狂させ、その模様はNHKワールドを通じて世界に配信された。
「人形劇の常識と概念を覆す鬼才」として、各界からの注目を集めている。

◆お問合せ・ご希望の方は◆ ご依頼をこ高聖の方は、下記ヴォイス・フアクトリイ株式会社までこ連絡ください。

ヴォイス・フアクトリイ株式会社丁岳」:03‑6261‑5666
東京都千代田区一番町之9‑2

進興ビル4階

ヴォイス・フアクトリイは「音楽を聴く喜びが、生きる喜びに変わる」をテーマに「他者に対する社会づくり」に貢献するべく活動しています
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鵜綜志緯摘ま 旬間安心しそ
ご利用頂ける教会専門H亭制作サ÷ビスです。
BREADFiSHのホームページ制作4っの安/心
自分で更新できる

豊富な実績
様々な教派の教会HPを制作。

ブログ感覚で簡単にHPを更新 三三二
できます。 HP更新以外の面倒 ∴二三二一

。国ヶレース・′・・1ブナ宰

(制作実績はHPでご覧ください)
Web畑に2〇年。何でもお聞きく

なことは全部おまかせ!

ださい。
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未信の方の視点で

HPはパソコンよりもスマホや

「伝わる」ことを考え抜き、キリスト

タブレットで見る時代。
この価格でしっかりスマホにも

新聞で教会の情報発信術について連載

対応いたします。

代表が未信の方の目線でアドバイス。

し、セミナーや勉強会の講師も務める

教会HPほど

なんでそんなにお金がかかるの?に全部お答えします。ぜひポー
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BREADF漢SH

お電話でもお気軽にお問い合わせください

052漢228営7857
受付時間平日音0:00‑漢8こ00
BREADFISHでは強引な勧誘は一切致しません。お問い合わせ

頂いても契約頂く必要もございません。匿名のお問い合わせも
歓迎いたします。お気軽にご相談ください。

BREADF看SH
●ヽ

ジをご覧くだを

代表紹介
丸山素地(まるやまたいち)
1997年からWeb業界にプログラマ
として携わり、 2010年よりBREAD‑

F暇Hをたちあげる。日本同盟基督
教団名古屋福音伝道教会所属。 2歳
の息子を溺愛する父親。 43歳。

麦籠韮市中区松原3̲.6̲2,ドミ̲ル山王4。

●

ブレッドフィッシュ

E‑Maaii: ma「uyama@breadfishJp

〇

〇

〇

〇

★世界的・・・ 「聖歌」全818曲がどこでも標準伴奏で歌える!
""臆ヨ9:

●音

l

試聴コーナー

ト「聖歌」編著書による前奏と全館の生演奏。

(聖歌の友社ホームぺ‑ジ)

(コンピューター楽器を使用。)

ご招待!

ト小型化、高性能化に初成功!世界最高水準のスピーカー

WWW,Seikanotomo,jp

く﹁聖歌﹂中型

(」B」)つき。また他のスピーカーにも繋げる。
ト十数人の集会でも充分な音量。楽譜と‑緒に携帯でき、
ポケットにも入る。
トイヤホンでも聴ける。充電式。 200グラムの軽量。

書店で見本体験!本体価格23,000円(税別)
* 「聖歌」小型版サービスつき

【主な商品構成】
i聖歌プレーヤー
(DPR‑626)
iスピーカー
(」BしGO)

i ACアダプター
iイヤホン
l充電用USBケーブル

▲聖歌プレーヤーと
スピーカー

i他

◆教会用として…………伴奏者がいないとき、家庭集会、屋外も可、聖歌研究などに。
選曲研究………「聖歌」は世界中の名聖歌を各種バランスよく集めたうえ、最高の訳詞をしたもの。
(例)ジェノバ詩篇歌 バッハのドイツコラール 各国のコラールおよび民謡聖歌 英国風標準聖歌
19‑20世紀の米英リバイバル聖歌(ゴスペルソング)モテット 黒人聖歌 アンセム 芸術歌曲聖歌
現代アメリカ聖歌 日本人作(作詞26人、作曲9人)の各種聖歌 各種合唱聖歌 みことば短歌 他

◆聖歌カラオケ…………家族と‑緒に歌い、愛唱聖歌をたくさん作る。家族伝道に最適。
青少年伝道に…付録「青年聖歌50選」 「みことば短歌10曲選」を活用(裏面)
◆標準伴奏の研究…‥・・・・コンピューター楽器(オルガン、ピアノ、弦楽四重奏、小オーケストラ)を使用。音鵜つひとつの

速度、音色、音量、切り方、のばし方、フェルマータ、前奏、曲想などが分かります。

編著者日本教会音楽研究会・和田健治
発行者日本教会音楽研究会聖歌委員会
発行所聖 歌 の 友 社

中型3,300円+税
大型4,000円十税
小型2,200円十税

日本福音聖歌史書〇〇年かかって世界の名聖歌を集大成喜
(ここでは救の歌、福音唱歌、リバイバル唱歌、リワイワル聖歌などを省略)詳細は聖歌史年表

書

名

聖歌 (補遺付)

発行
1958

㊥

編集者
日本福音連盟
(発売所)

中田

青年聖歌

1972

和田

2○○2

羽後

《目的と経緯》

「リワイワル聖歌」から205曲を収録。さらに世界中の優れた聖

全640曲(数年後、「補遺」34曲を加えて全674曲)
いのちのことは杜 歌を選んで訳詞。漢「讃美歌」約200曲を新たに完全に訳し収録。
看講習会等の普及活動は、全て後継者和田健治が主宰した。

看2○○1年廃刊で、共通聖歌の使命が消えた。⇒書名は旧「聖歌」

健治
聖歌の友社
全198田 園コロサイ書3:15・16に従い、教派や時代を超えて
中田 羽後
共通使用する「聖歌」総合版を作るための、新たな聖歌を整えた

聖歌集(「青年聖歌」改訂版)

聖歌(総合版)

発行所

1983

⑨

和田

健治

聖歌の友社
和田

健治

試用版。改訂含む8刷まで発行。全国的に定着した。
全260曲(1998第3刷は265曲)。副題こ「聖歌」姉妹編

全818田

音聖歌史100年を総括。世界の名聖歌を各種バランス良く集大成!
旧「聖歌」より638曲、新180曲(「青年聖歌」「こともせいか」
園4〇年かけ、全国の聖歌指導者の協力のもと、日本福
「リバイバル聖歌」他)。喜永久出版の共通聖歌・総合版を完成(聖

書信仰・福音主義・きよめによる編集)。解説付き。
喜本書の編集著作権は司法も認めている。

青年聖歌50曲選
携帯聖歌プレーヤーは、 「聖歌」総合版(収録818曲)の中から青年たちに最初にお勧めし
たい曲を「青年聖歌50曲選」 「みことば短歌「0曲選」にまとめ、付録として追加しました。
青年の伝道と成長には、 ①長年にわたり評価を得た永続的聖歌 ②世界中の各種の普遍的聖
歌③口語体と文語体および様々な形式の聖歌など、バランスのとれた選曲と取組が必要ですこ
そして先輩たちの遺産を有効活用し、自分たちの作品も追加して、後世まで残すべきでしょう。
「"」は旧「聖歌」にはなかった聖歌
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154〇
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朝

神の大能
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196

おどろくばかりの
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"イエスは神であるのに
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むらのちいさき教会
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神の愛
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送別会

45

46

主とともにあゆむ

献身

651

つみとがをにのう

イェスはわがいのち

47
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48

世の終わりのラッパ

773。大いなるみ手が
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II

祈り

霊の交わり
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50

II

恵みの成長

のぞみも消えゆくまでに

653

49
II

主の愛のながうちに
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リバイバル

624。信仰あたえられ
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II

雨をふりそそぎ
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388。イェスはけがれた罪の世界

きみはわが身の
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24膏85。つめたい罪の道を

主と主のことばに

604

II

結婚

主をほめよ

542。わたしの仕えまつる神は

41

青年

514

賛美

キリストにはかえられません

主の伴侶

296。若い目の召しに

平安

輝く日を仰ぐとき

503〃

515

救い

救いの喜び

35

36

37

悔改め

人生の海のあらしに

497

信仰

服従

ふたりが合いて

489
34

II

38

277

452。だれにも言えない

II

208。世の海はあらしなり

15

31

わが生涯は

II

神の招き

あなたの罪あやまちは

475

救い

10

カルバリ山の十字架

「われにこよ」とイェスきみ

32

8

とおきくにや

418

聖書

教会

導き

399

409

30

人からではなく
輝く姿は

28

397

さばき

主の伴侶

主の御手
」

献身

みことば短歌10曲選
1

60

〃

2

65

0

3

207

4

音275

5

387

うるわしい主イエスの(マタ17:2)
いつまでも

0

わたしは道であり
"

"

(エコリ13:13)

ゆるすだけでなく

世を愛して

(ヨハ14:6)
(マタ6:12)

(ヨハ3‥16)

三‑の神
神の愛

7

道

8

感謝

9

神の愛

6

454。イエスを心に
456

〃ただひとつある

543。人間をとる漁師に
613

10

(エペ3:17)
(マタ7:14)

救い
lI

(ルカ5:10)

宣教

〃キリストにある人は(Ⅱコi)5:17)

新生

704。ハレルヤアーメン

(黙19:4)

日本教会音楽研究会"聖歌の友社

賛美

★聖歌指導者養成、一般の方々も歓迎! 【ご招待】

聖歌
一携帯型

講習会
歌プレーヤーを使用・体験‑

講習内容 1日本福音聖歌史により「聖歌」総合版が完成。愛唱聖歌を増やす。
2

3
4

5
6

時

主に①選曲要領(詞曲の‑致、永続性、各種バランス) ②標準伴奏

③礼拝(奏楽者のいない時) ④家庭集会 ⑤屋外集会 ⑥青少年伝道
全ての教会にお勧め○ ○聖歌伝道会の実例(聖歌を歌う会)
フェルマータ 十数種の理論と実際
8分の6拍子のリズム、速度等の扱い方
携帯聖歌プレーヤーの使い方〃体験

2018年

3月

II

//

3日(土)午後2時‑5時(受付1時30分より)
12目(月)

//

来 どちらか都合よい日にご出席下さい。 2日間出席も可
両日とも同じ課題で行いますが、曲例の大部分は変わります。
会

場

聖書キリスト"東京教会(練馬区豊玉北1‑12‑3)電話

参加申込

講

FAX O3‑5984‑3571

当日受付しますが、なるべく事前に電話またはFAXを主催者へ(所属
教会と氏名)。全教派対象。どなたもOK特に青少年にお勧めを!
※ 「聖歌」総合版がある方はご持参下さい。

師 日本教会音楽研究会代表 和田健治
賛助出演多数(日本教会音楽研究会聖歌委員会委員)

三三二三∴三一三二
主

催

日本教会音楽研究会。聖歌の友社血/fax O3‑3993‑0530

孟子・・・・・・・・・・・..、三

二￣=∴二三二〇二二一二

「私が心を込めて栽培しまし
た。 」と、農園主イバンさん
は語る! (2002年)

FAX O59‑326‑3977

TEしO59‑326‑41 28

美味しいコーヒーの
秘密を教えてください︒

圏 イバン

﹁蒜のコしヒーから︑地球

‑鄭﹂をキャッ手口十ス崎

鋳詐鱗弼

醜態弱

震聖では︑まもなくコーヒー

カイシェッタさんのコーヒー

の木が青い実をつける︒

の名で︑細入が罷︒問い合

崎﹁イバン違琵コーヒ⊥

〇・680⁚嶋qlまで

へわせは看)ハレルヤ面O12

イバンさんの健康コーヒーを

パライーゾ農園 ジェレジン農園 直輸入

(約60杯分)定価2I484円(税込・送料別)

090‑8739‑1 770

杉浦携帯電話

HA RE RU YA

佑)ルルヤ嵩蕊謹言票等目7‑1 3

1タ250円￣怒語り

飲んでみた︒透明感のあるさわ

フレッシュしたい

やかな馨りと味が口に広がる︒
鵬記きたときやリ

コーヒー500g焼豆

12月21日(日)

とき藁︒
喬川重

イバンさんの健康

コーヒーう00g焼粉

無農薬コーヒー栽培
への取り組みのきっ
かけを教えてください︒

おいしさの秘密は化学肥
料を含まない堆肥へのこ
だわりです︒その堆肥が
良いコーヒー樹を育て︑
農薬・除草剤を使わず︑
さらに完熟させ︑手摘み
したコーヒーの実を太陽
の恵みで天日自然乾燥さ
せます︒朝広げ︑一日に
十五回から二十回反転さ
せてゆっくり干し上げて︑
夕方取り入れる作業を十
日間繰り返します︒
そして︑果肉の﹁コーヒ
ー蜜﹂を生豆コーヒーに
充分吸収させ乾燥したコ
ーヒーは﹁196〇年代
に生産された幻のブラジ
ルコーヒー﹂ の味を再現
する事ができました︒化

学肥料・農薬・除草剤を
使わない無農薬栽培こそ
が︑美味しいコーヒーの
秘密です︒

イバンさんの健康

圏 イバン
私は以前から環境を破壊せ
ず︑全ての生物が共生でき
る農業がしたいと考えてい
ました︒1994年に技術
指導していた叔父の農場で︑
残った農薬を牛が誤飲して
十二頭全てが死んでしまう
という事件が起きました︒
﹁こんな危険な農薬は使わ
ない﹂と決心し︑それを出
発点に無農薬栽培への転換
を始めました︒
周囲の農業技師や研究者か
ら﹁農薬も化学肥料も使わ
ないでできるものか︒農場
をつぶしてしまうぞ︒﹂と
警告されましたが︑一杯の
コーヒーを飲まれる方の健
康と地球環境を考えて取り
組みました︒

[堕互

[重畳]

クリスチャン新聞に
掲載されました!
2○○3年

農園主イバンさんも自ら天日作業を
行い、仕上がりをチェックします。

自然の恵みをたっぷり受けた身体にやさしいコーヒー
﹁イバンさんの健康コーヒー﹂をお試し特価でご提供︒
ブラジル直輸入というだけでなくこだわりの無農薬栽培
で手摘み・完熟・天日自然乾燥という貴重な逸品です︒
驚くほど香り高く︑ほんのりうす甘くてまろやかな味わ
いで︑一度飲めば︑今までのコーヒーとの違いにきっと
驚くはずです︒

グリスチャン農園主か 本当に美味しい
無農薬コ」ヒ臆をご提案します。
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BBN 「春」の特別番組
「受難週&イースターメッセージ・WEEK」
3月26目(月)へ3月31目(土) :受難週メッセージ
4月1目(目)へ4月7目(土) :イースターメッセージ

「日曜礼拝」、 「聖書メッセージ」の番組で、イエス・キリストの十字架・
復活の恵みをご一緒に体験しましょう。

「グッド・ニュース・DAY」 (生放送)
4月2目(月)夜8時一深夜1時。4月3目(火)朝与時へ10時合計10時間、

特別伝道放送!
イエス・キリストを「知りたい」、 「伝えたい」というあなたにもってこい
の特別番組です。メッセンジャーたちの分かりやすいメッセージ、 BBN
スタッフのトーク、リスナーの証etcをお送りします。あなたのご友人、

お知り合いの方に「グッド・ニュース・DAY」をぜひ、おすすめください。
「‑‑‑‑一書、

BBN聖書放送とは・・・
「聖書のメッセージとクリスチャン音楽を聴きたい時間に、いつでも、

どこでも、無料で」
インターネットで6000曲以上の賛美、諸教会の礼拝メッセージ、クリスチャン!音

ラジオドラマ、子ども番組、夫婦向け番組etcを24時間、36輔届けしてい偽
る宣教団体です。BBN本部:アメリカ・ノースカロライナ州。

BBN聖書放送は、スマホやタブレット端末の無料777リ(「BBN」で検索)点
パソコンからはBBNホームページ(www,bbn「adio,Org)からお聴きください。

また、AmazonアレクサやROKU、AppIe丁Vなどからも聴いて頂けます。

この春、 BBN聖書学院で「目からうろこ」の発見をしませんか?

BBN聖書学院
オンライン、無料、自分のペースで
2300人を越える受講生が、好きな時間に、好きな場所で聖書の学びを

しています。 「キリスト教の基礎コース」や「教会生活入門」のベーシッ
クコースから、 「クリスチャンホーム」や「信仰と試練」などクリスチャン
生活のためのコース、また、聖書の各書簡や聖書人物に的を絞ったコ
ースもご用意しています。一切無料の聖書学院です。受講登録は、 BBN
ホームページからどうぞ。

BBN日本語ミニストリー
URL: WWW.BBNradio.org. Email: Japan@bbnmedia.org

大好評!クリスチャンのための…

撃墨頭

醒醒蘭画醒
音

￣音音

臆

臆

「

こんなお悩み、お困りごとはありませんか?

終活に関する不安を

百家族の中で自分だけがグノスチャンだけど教会で葬儀ができる?

ライフワークス社の終活

百キリスト教葬儀にはどれくらいの費用が肋、るか知りたい。

カウンセラーがまとめて

函そろそろ終活を始めたいけど何から始めたらいいのか"

解決します!

函最近流行りのエンディングノートを書いてみたい!

漢セミナー内容〇
・キリスト教の葬儀とは
・仏式とキリスト教の葬儀の違い

・キリスト教葬儀の留意点
・葬儀の流れと費用

・今からできる備え

・エンディングノート
・散骨、墓地、墓石
・その他、ご要望に応じて
お話しします!

ー代表取締役 野田和裕の終活セミナーに対する思いへ
終活セミナーは設立当初からミニストリーの二環として行ってきた活動です。

単なる葬儀社としてではなく、フューネラルミニストリーを志す者として、
死を見つめて今をどう生きるか、皆様とともに考えていきたいと願っています。
いつでもお気軽にお声かけください!どこでも喜んで参ります!

2018年度開催分

先行予約開始!
予約殺到につま 2018年度は関東、関西
とも限定20教会のみの実施とさせて
いただきます。集会や神学校の講義に…
お早めにご予約ください! !

株式会社創世ライフワークス杜

拷静雄谷

キリスト教専門葬儀社

株式会社創世雪イブワープ貴社
菓鎌倉メインオフィス

TE」 : 0120‑370‑392

漢大阪オフィス

丁E」 : 0120‑364‑392

園東京オフィス

丁E」 ; 0120‑10与9‑44

E‑maii : info@life‑WOrks,CO,jp
HP : iife‑WOrks,CO,jp

ファックスで

終活セミナー運営事務局
関西: 0120‑364‑392

下記申込書に必要事項を
ご記入の上

申込書の項目を
ご入力の上

関東: 0120‑370‑392

関西: 06‑42与6‑8786

info@=fe‑WO「ks,CO,jp

関東: 0467‑81‑3929

(関西・関東共通)

□お申し込み

□資料請求

お申し込みの方はご希望の

□お問い合わせ

資料請求の方はご希望の

セミナー内容と目時をご記入ください。

お問い合わせの方は

セミナー内容をご記入ください。

連絡者氏名:

内容をご記入ください。

□教職者 ロー般信徒

電話番号:
ご希望の目 時 教会名:
第一希望二

第三希望:

そのイ

月

月

日(

日(

)

)

第二希望:

月

希望時間帯:

日()

時

也・備考(希望の内容等)

臆お申し込み・お問い合わせ

株式会社創世ライフワークス社終活セミナー運営事務局
鎌倉メインオフィス‥神奈川県鎌倉市長谷1‑1‑42
丁Eし‥ 0120‑370‑392

FAX : 0467‑81‑3929

東京オフィス:東京都足立区東保木間1‑26‑13
TEL : 0120‑1059‑44

FAX : 0467‑81‑3929

(鎌倉メインオフィス)

E‑ma帖tokyo@iife‑WO「ks,CO,jp

大阪オフィス:大阪府豊中市春日町与‑3‑1与1F‑B
丁Eし: 0120‑364‑392

FAX : 06‑4256‑8786

E‑mail : info@life‑WOrks,CO,jp

':. L書F邑珊ORK§
●

γlO師=略FO手間亡GOSPこし

回

弊社は、 2006年にベンチャー精神の熱い思いを持って一人起業から始まった会社です。

現在は大阪・東京・鎌倉にオフィスを設け、終活トータルサポート企業として活動を
展開しております。クリスチャンのスタッフたちが集い、 「葬儀から宣教」を合い言葉
に葬儀・終活を通して寄り添う事業展開を目指しております。キリスト教葬儀を専門に
執り行い、洋花をふんだんに使用した生花アレンジは、結婚式のイメージにも似た明るく
華やかなデザインが好評です。また、終活セミナーも精力的に行っており、昨年2017年
は日本全国9都市で終活実践ツアーを開催し、多くの方々に「生き活き生きる明日へ」
のタイトルでセミナー活動を提供して参りました。 2018年は【葬儀から日本宣教】を
大阪オフィスのスタッフたち
テーマに、これから日本が迎える多死社会・超高齢社会に備え、日本の教会の営みを支
活気溢れる明るい職場で
える働きを目指して参ります。
‑緒に働いてみませんか?
ビジョンと事業が益々成長していく中で、 ‑‑あなた‑の力強い働きを求めています。
葬儀、そして終活から多くの人に寄り添う働きを共に目指してみませんか?

芸彊覧学閥詣植喜
由スタッフ全員がゲノスチャンの会社ってどんな感じ? 由教会に関わる働き方に興味がある

由葬儀・終活に関わる仕事に興味がある

由未経験だけど大丈夫?
由興味があるが踏み出せない!

由葬儀ミニストリーの働きを見てみたい

葬儀・終活から寄り添う「あなた」

らしい働きを見つけてください

竜顔鶉謬聾

倉メインオフィス セレモニースタッフ 福角健

大阪オフィス 統括マネジャー 一ノ瀬健太
私がライフワークス社に入社したのは、 21歳の頃でした。前
職の介護の仕事を辞め、フラフラとしていたところ、友人に
誘われたのかきっかけでした。正直なところ、葬儀業界に全
くく興味はなく、長く勤めようとも思っていませんでした。し
かし、仕事を続けていくうちに葬儀の持つ意義に気付かさ
/れ、真剣に、真聾にこの仕事に取り組みたいと思うように
‑なっていきました。社内的には若いうちから賓任のある立場
子に据えられ、普通の会社では経験できないような賞重な経験
とをさせてもらっていると感じています。葬儀の仕事の量も大

;きなやりがいは心を痛めている方々の直接的な助けになれ
ることです。体力的にも、精神的にも=キツい仕事 であると
いうことは否定しませんが、それを上回るやりがいや喜びが
あるからこそ、私はこの仕事を続けています。

□鎌倉メインオフィス

口大阪オフィス

神奈川県鎌倉市長谷1‑1‑42‑1F

大阪府豊中市春日町与‑3‑1与1F‑B

ご希望の日時
月

<お問い合わせ>
Ⅲ/0120‑370‑392

日(

)

時へ

月

日(

)

時へ

月

日(

)

時へ

株式会社創世ライブワークス社
馳Ⅳ0467‑81‑3929
WWW.脆一WOrks.co,jp

〆切鮒0@鵬‑WOrks.00心

ピースメーカーズフォーラム2鋸8春
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工房棚

山川百合子さん夫妻を囲む会

ピースメーカーズフォーラム

日本アツセンプリーズ・

オブ・ゴッド教団正教師。

草加神召キリスト教会主任牧師

天野弘昌

∠移ク敦5ク多m
ク8・の受付 開会ク8・。与り一∠n・しラり

京王プラザホテル「花」 (本館4F)
〒i60‑8330東京都新宿区西新宿2丁目2‑ I

会費:半IO,000

ミュージックゲスト

テノール歌手新垣勉

(ディナー・ワンドリンク付)

特別ゲスト

指揮者 星野誠

主催:ピースメーカーズフォーラム実行委員

衆議院議員
山北宣久

奥山実

大川従道

細井眞

滝元順

枝野幸男

(マタイの福音書 第五章九節)

実行委員長

その人たちは神の子どもと呼ばれるから︒﹂

瀬戸健一郎君と

﹁平和をつくる者は幸いです︒

(ソ∴/

ピースメーカーズフォーラム2018春

。‰祐)

図星売国

瀬戸健一郎君と山川百合子さん夫妻を囲む会
本フォーラムでは、夫妻が取り組んできた
ろつの理念
①武力によらない平和をつくる。
②国家のために国民があるのではなく、
国民のために国家があるのた。
③だれもが大切にきれる輝く未来を。

「平和をつくる者は幸いです。

その人たちは神の子どもと呼ばれるから。」
(マタイの福富書 第五牽九節)

に賛同して下さる皆さんの参加を心よりお待ちしています。
どうぞ私たちの活動の輪に加わってください。
共に社会に変革をつくりだしていきましょう。

山川百合子

瀬戸健一郎

「 969年草加生まれ。恵泉女学園大学英米
文化学科卒。英イーストアングリア大学
ディプロマ取得、英八ル大学修士号取得。

「962 年東京生まれ。Y F U交換留学
生として、米国ベルエア高校卒。卒業
式でのビル・アーチャー下院議員との
議論から、 『等身大の日米関係』をつ
くるビジョンが与えられ、政治を志す。
濁協大学法学部卒。英エセックス大学
留学(政治学・国際法)。日本政治総合

NGOピースウインズ・ジャパンのスタッ
フとして、インドネシア西パプアに通算

2 年間駐留し、支援活動を展開。紛争直
後の東ティモールでも支援活動を行い、

研究所事務局長を経て、草加市議会議

フェアトレード・コーヒーの開発を担当。

世界の貧困地域や紛争地域での国際人
道支援活動を通じて、あらゆる戦争の
背景に差別、抑圧、貧困、格差があることを実感。

員を 6 期23年務める。自治基本条例
前文起草者として『だれもが幸せなまぢ』
という理念を明話。議長、監査委員、自民系議員団長等
を歴任。 「明治維新と太平洋戦争の背景にある英米の世

埼玉県議会議員を4期「 5年務め、 20 1 7年衆議院総選挙
初当選。 『積極的平和』を創り出すため、学問的知識と
現場経験をもとに、常に弱い立場の人々に光をあてる
政治活動を展開中。戸籍名は瀬戸百合子。

界戦略」、 「ピューリタンとフリーメイスンの国・アメリカ」

等のテーマで講演。幅広い見識を持ち、常に地球的視野
で切実な問題を解決する政治活動を展開中。

信仰歴:幼少期から母親に連れられ、内村鑑三氏の無教会
主義を受け継ぐキリスト待農集会に集い、恵泉女学園
高校・大学に進学。夫に導かれ、天野弘昌牧師司式で
結婚後、 201〇 年草加神召キリスト教会で受洗。草加
神召キリスト教会所属。

信仰歴:留学先の家族に導かれ、 「98「年米国型公会
堂マルコ教会で受洗。教区キャンプカウンセラー歴任。
帰国後、日本同盟基督教団石神井福音教会で青年期を過
ごす。天野弘昌牧師と出会い、 「994年から草加神召
キリスト教会所属。
宣教合唱団シモンコーラス

N.Y.国連招待コンサート決定!

宣教合唱団シモンは、最も美しい賛美をもって神様に栄光を捧
げ、日本と世界の文化交流に率先し、日本及び世界の宣教を行い、
全世界の恵まれない子供たちに仕えるため創団されました。
団員一人ひとりがイエスの弟子となり、誠意を持って尊い使命
を全うすることを願います。皆様のお祈りとご支援の程よろし
くお願い致します。
20「8年8月N,Y. 『国連招待コンサート』公演決定。

20「8年9月2〇日『国連招待諦念凱旋コンサートメサイア』公演

お振込先:埼玉りそな銀行衆議院支店(普) 0081054ピースメーカーズフォーラム(5月2日締切)

(東京オペラシティ)

*参加申し込みと合わせて、会費のお振込をお早めにお願い申し上げます。

聞参加申込書
フリガナ

お名前

。mai‑与総申9霊結き禁鳥‡親
所属教会

団体・会社名
住 所

電話番号

メールアドレス

「AX

2006年北海道札幌市で績成された希望を歌う4入
組クリスチャンロックバンド。 2012年1月に

『終わらない夢』がコンサドーレ札幌公式テーマ

ソングに採用され、同曲は「白い恋人」でおなじ
みの石屋製菓のテレビCMに起用される。同年5
月、 album 『phyction』リリース。メッセージ

性の強い楽曲がそろった同CDは、発売8ヶ月で
3000枚販売。 2013年9月、 aibum
『nonfiXion』発売と同時に全国ツアー。南は沖縄

まで、 9都市24公演の最長ツアー成功。 2014年
度は北海道100本ライブを達成。 2017年aIbum
『SHiF「鳥を発売、同時にZeppダイバーシティ

東京でワンマンライブを行う。明日への希望を、
生きる勇気を音楽に乗せて発信中。

前夜祭PV

日本全国から来て欲しいので
代々木オリンピックセンターに

開襟籍

F馴I]lI1与h冒p

∃十L

宿泊を先着300大分
取っちゃいました!
朝食付きで一泊3000円=
詳細&申込みはホームページCheck it out!

リつれユース5ロロ
ユース細ココ中音エス

後夜祭

@ガウチャー記念礼拝堂

主催:日本キリスト教団
協賛団体: (順位不同)

票柴票閣議諾誓姫鱒」PN

青年委員会 日本ペンチコステ●ネットワ￣ク

〇〇
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高校生聖書伝道協会

童

KGK 腿重砲。蟹,。
キリスト者学生会

他多数協賛予定
2017年11月27日現

○○ヽ
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蘭書喜検鵜音量I鵜易椅書に

書棚岨町田岨
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葦鋼

5回のワークショップのうち2回参加すれば
3/21の青山学院のステージで歌えますの
対象:高校生へ35歳まで参加費:学生500円/社会人1000円
100人ゴスペルディレクター

中山栄嗣

牧師家庭に生まれる。高校卒業後、音楽専門学校に進学」そこで初めてゴスペルに出会い衝撃をう
ける。 23歳の若さにてゴスペルクワイアNewW正9Sを立ち上げる。わずか3年足らずで、東京
での亀渕友香やラニーラッカーとの共演を始め、横浜アリーナ、仙台ゴスペルフェスティバル、国

際フェスティバル、大阪公演、宮崎公演、名古屋ツアー、など数々の場所で多くの人に感動を届け
ている。現在ゴスペルクワイアNewWings、 AngelicShoutのディレクターを務めつつ、 aVeXア

カデミー福岡校、天神MTRスタジオ、ゴスペルディレクターとLて活動中。

麿塾ワークショップのスケジュール
第1回
東京下北沢ワークショップ
2018年1月23日(火)19:○○ 20:30

会場:富士見丘教会 下北沢駅徒歩7分
第2回
東京下北沢ワークショップ
2018年2月6日(火)19:00…20:30

会場:富士見丘教会 下北沢駅徒歩7分
第3回
東京下北沢ワークショップ
2018年2月17日(土)14:○○ 15:30

会場:富士見丘教会 下北沢駅徒歩7分
第4回
東京下北沢ワークショップ
2018年3月1〇日(土)14:00 15:30

会場:富士見丘教会 下北沢駅徒歩7分
第5回(首都圏外の方々優先のワークショップ)
当日青学ワークショップ
2018年3月21日(水)9:○○ 10:30

会場:青山学院大学 本部礼拝堂
主催:日本キリスト教団宗教改革500周年記念青年大会
問合せ: 03‑3414‑1892(田所)

一ワークショプにあたって一

・ワークショップの事前登録は不要です。ワー

クショップに遅れないようにご来場ください。
・ワークショッフ参加料はその者陵、受付にて
お支払いください。
・ワークショップ後、クワイア登録を必ずおこ
なってください。

・ワークショップがキャンセルされる場合など
はリフォユース500のホームページ、また

ねcd〇〇〇kイベントをとを通して妹口らせ致し

ます。ご確認ください
☆童謡脂的十の方々I瑚報☆
2回のワークショップに参加が難しい首都圏外
の方々限定で【第5回3/21の当日青学ワーク
ショップ】に喜田参加されることを条件に本番
ステージに出演していただくことができます!

<ワークジョブ会場アクセスマップ>
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サマリタンズパース感謝報告
細■喜賀鴨

■賀国

富書蕊鵜をユ可

闘

大事な喜びと良しl知らせが今年寺世界各国に届けられてしほす!
皆様のご支援に支えられ、 201 7年も実り多い1年となりました。約1,1与0万箱のシューボックスが配

られ、 1 2週間の聖書の学びを受けた子どもたちは400万人を超えました。
今回集められたシューボックスは1,1 00万箱を超えました。日本からは1 3,与27箱がフィリピンに送

られました。皆様一人一人のご支援を心から感謝致します!

贈る国々では、ボランティアチームを整え、プロモーションの計画をし、集荷/検品場所を決定し、また新た
な1年がここから始まっていきます。

受け取る国々では、シューボックスの配布が現在も続けられています。子どもたちは、トレーニングを受け
た8万以上のミニストリーパートナー/教会を通してシューボックスを受け取り、明確でパワフルなイエスの
福音を聞き、 1 2週間の聖書の学び(丁G」)に招待されています。今年は4 5 0万人以上が丁G」を受ける予定に

なっています!これらの子ども達は、 22万人以上の地域教会のボランティア教師たちによって、教えを受

け導かれていきます。

この壮大な世界宣教の働きに日本も加えられ、皆様と共に多くの子ども達に喜びと良い知らせを届ける機会
が与えられていることを心から嬉しく思っています。 201 8年、新たな始まりに、神様の祝福と恵みに心

から期待しつつ、共に歩んでいけたらと思います。今年も神様の豊かな祝福が皆様の上にありますように。
オペレーションクリスマスチャイルド

スタッフ一同

「それゆえ、あな方が方は行って・ ・ ・人々を弟子としなさしl」
マタイ28:19
1つ1つのシューボックスは、伝道と弟子訓練、そして地域の変革のための最高のリソースとなります。
シューボックスは、子ども達が理解できる神の愛の表現なのです。

箱を受け取る教会/団体は、効果的
に伝道イベントを行えるように訓
練を受け、配布イベントに備えま
す。 OCCで提供されたフルカラー
の絵や原稿を参考にしながら、わ
かりやすい福音のメッセージを子
ども達に届けます。子ども達は、
生まれて初めてかもしれないプレ
ゼントを受け取り、イエス様にあ
る希望のメッセージを聞きます。

子ども達は、シューボックスを受け
取った後「丁G」(世界最高の旅)」と
いうOCCが独自に作成した1 2週間
の聖書の学びへと招待されます。最
後に卒業式がもたれ、修了生達は修
了証書と母語の新約聖書を受け取り
ます。子ども達はイエス様の愛を知
り、聖書を学び、地域の教会に根付
き、周りの人々に良い知らせを伝え
ていくのです。

ミニストリーパートナー/教会が「シ
ューボックスを通して、私達の子ども
への接し方が変えられました」と言い
ます。地域の人々の教会に対する見解
も変わります。イエスの愛によって変
革された子ども達は、大胆に家族や友
人に伝通します。シューボックスを通
して毎年新しい教会が数多く生み出さ
れています。彼らは地域の祝福になる
ために動きだすのです。

皆様一人一人のご支援をこころより感謝致します!
箱を詰めて贈って下さった支援者の皆様。検品作業にボランティアで来て下さった方々o各教会や学校を訪問し、事
ある毎にブースを立てて宣伝し、 1人でも多くの子ども達に喜びと良い知らせを届けようと、一年中奔走してくれた
コネクトボランティアの仲間たち。全てが集結して、シューボックスは子ども達のもとへ送られていきます。

小さなお子さんから年配の方々まで、どな方で寺ご参加しl方かけます。集荷期間中i3送れなし1方でも、
時期を選ばずI3ご参加しI六方くこと寺可能です。飛行機に乗らなくても、あな方も海外支援や世界宣教
i3八‑ツナルな形で関わることができます。

贈り物のアイデア

シューボックスの作り方
◎靴箱サイズの箱を用意します(空の靴箱「GoBox」
も販売中)。
◎男の子・女の子か、どの年齢層(2‑4才、 5‑9才、
10‑14才)かにチェック入れて、箱にラベルを貼ります。

さい。

◎贈り物のアイデアを参考に、子ども達が喜びそうな
プレゼントをバランス良く、箱いっぱいになるように詰
めます。検品作業のため、蓋はテープを貼らず輪ゴムな
どで留めて下さい。
◎ 1箱あたり900円程度の寄付金をお願いしています。
寄付金はコンテナ輸送費や運営費に用いられます。現金
を集荷センターへお持ちいただくか、郵便振込またはホ

車、ボール(大きい場合は空気を抜
いて/空気入れを添えて)、
ぬいぐるみ、人形、笛、八〇モ二
カ、ヨーヨー、縄跳び、光や音が
出るおもちゃ等

(クレジットカード、コンビニ払い選択可)

ペン、鉛筆、鉛筆削り、クレヨン
マーカー、ノート、シール、お手
紙セット、電卓、めりえ等

ームぺ葛ジのSHOPにてご寄付下さい。

◎詰めたシューボックスは、袋か大きなダンボールなど
にまとめて、集荷センターまで直接お持ちいただくか、
宅急便や郵送で元払いにてお送りください。
集荷期間: 2017年11月13‑21日

集荷場所:全国I3数箇所あります。当団体ウェブサイトの
「集荷場所」ぺ‑ジでご確認下さしlますようお願しIします。

一般社団法人サマリタンズ・バース

ま方は、ゆうちょ銀行:二二九店(二二キュウ店)
当座0119208一般社団法人サマリタンズ・八‑ス

※単年で1 0 0個以上のシューボックスをお送り下さる方は、仙台集荷セン
ターまでの送料(宅急便/郵送料)をサマリタンズパースが負担いたします。寄
付金のお振込の際に、かかった送料を差し引いてご寄付ください。
※ご寄付のみという形でこの働きを支援して下さる方も、心より歓迎いたし
ます!

おまかせBOX
=

∴ヽ

ー¥

、)

‑園丁音臆し

一、/臆

臆

文房具:

衛生用品:
歯ブラシ、くし、ミニタオル等

音¥き、○

丁シャツ、靴下、帽子、髪飾り、サ
ングラス、腕時計、懐中電灯、サ
ンダル、バッグ

メッセージ:

振込先;郵便振替口座: 02280‑2‑119208

:∴代わ二

おもちゃ:

その他:

集荷期間が長くなりまし方!

1臆、タ

その子にとって、生まれて最初で
最後になるプレゼントかもしれま
せん。思い出に残るような良い物
を、箱いっぱい入れてあげてくだ

○

子どもへの短い手紙やご自分や家
族の写真を入れることもできます

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、割れやすい物(鏡やマグカッ
プなど)、歯磨き粉、家に長年放置してあっ
た小物、液体(シャボン玉、マ二ユギアなど)
ビタミン剤や薬等、魔術関連の物(ポケモン
ハリーポッダー、どくろマーク等等)、不適
切な描写の絵(半裸の女子キャラクター)等
もお控え下さい(着せ替え人形はOKです)
2017年からキャンデイを含む食べ物類と、
歯磨き粉は入れることができなくなりました

皆様へのお願いとお知らせ
皆様にお伝えしなければいけないことがあります。今年から1箱当たりの寄付金を900円と再設定させて頂くこと
になりました。おまかせボックスも3,000円(寄付金込み)となります。初年当初に比べドルが約40%上昇したことや、
運賃値上げなど諸事情が重なり、苦渋の判断となりました。大変ご迷惑をおかけしますが、お汲み取りのうえ、ご協
力いただけましたら幸いです。

サマリタンズパースは、オペレーションクリスマスチャイルドの他に、緊急援助、地域開発、保健
衛生、医療活動など、様々なプロジェクトを行っています。昨年の活動をいくつかご紹介します。

一般社団法人サマリタンズパース

㊨

シューボックス

WWW.Samaritanspurse」aPan.Org

info@samaritanspursejapan.org

SamaritanもPurse⑪
調的廿日暇的瓜了田0如Aし

詳しくは

円∴臣し宣至言戸

〒981‑3214

宮城県仙台市泉区館1‑28‑1

丁EL: 080‑3304‑0861 FAX: 020‑4662‑9604

オペレーショングノスマスチャイルドは、
サマリタンズパースのプロジェクトです。
2018年2月発行
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e軽薄営講のざ賄ヰ

愛する人との関係を育てる、実践的柏カウンセリングツ"ル

20「8年フアシリテ細夕回養成講座のご案内
心理専門職、聖職者、結婚と家族の働きに携わる方々へ

大阪府豊中市蛍池中間「‑8‑「

回関東地区春期セミナー
セミナー
回関西地区セミナー
日程
回関東地区秋期セミナー

7月2へ3日
5月28へと9日
10月ト2日

JHC東京中央教会
東京都新宿区北新宿「‑24‑「2
JHC豊中泉教会
JHC東京中央教会

i

東京都新宿区北新栢l‑24‑「2

田心理専門職のための丁目セミナー「〇月2〇日

時間

東京育成園

東京都世田谷区上馬4丁目「2‑3

「〇二〇〇へ「6二30

会場

各会場へのアクセスは、ホームページまたは事務局までお問合せください

費用

テキスト代・登録料4霊〇〇〇円 セミナー参加費20,〇〇〇円 嵩竺翳瞥人は

お申し込み

セミナーの2週間前まで(こ、申し込み書をメールPrePa「e.enrich,japan@gmai看.com

または、FAXで事務局049輸299‑4995までお送りください

スーパーバイザー

有田モト子(臨床I亡耀士)斉藤善樹(牧会カウンセラー)

主催

プリペアー・工ンリッチJapan

協賛

臨床牧会研究会
米国本部PREPARE/ENRICH,L」C
電話

お問合せ

西岡まり子

FAX

http://PrePare‑japan○○Om

08○○3475‑790と

O49‑299‑4995

Emailprepare,enrich,japan@gma=.com

プリベア題・工ンリッチとは
ミネソタ大学の家族I心理学者デイピットオルソン博士の開発されたプログラムで、北米、ニュージーランド欧州な
どで、教会の牧師、専門的なカウンセラーにより結婚準備やカウンセリングのために用いられています。
全米‑の普及率を持ち、 1 98〇年から3〇〇万組以上のカップルの助けとなってきました。
ネットでの質問に答えることにより、二人の関係が分析され、価値観、コミュニケーション、対立の解決法のパター
ン、お互いの性格(SCOPE)、育った家族関係(Fami!y Map)などが、客観的に見えるかたちで表されます。
分析結果から明確にされた、二人の関係の強みや課題への具体的な改善方法を紹介するオルソン博士のワーク
ブックも用意されています。

配
軋間柄

看細事

田嶋的‖鞭

漢﹂霊

か∴即∴ 伽

細田鴻露・碧め

細 萱 富

細田蒲

鷲

田細田鶉

圏
照細田一着琵嶋

田善9要

田︑駕

田豊中い

8﹂紺

二人の陥りやすい問題に働きかけ、結婚や家族を豊かにする、 ‑つのツール(道具)にしかすぎませんが、結婚に携
わる皆様の働きをより実り多いものに、そして夫婦という現実の中で「愛」が具現化されるためにも、カウンセラー
、コーチ、聖職者、養子縁組などの、結婚と家族に関わる働き人に紹介されています。
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テスト結果

分析の読み方

昼食・休憩
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「2:「0i‑「3:○○

午後A

セッション3

13:○○へ「4:30

分析の読み方続き

午後B

セッション4

14:45‑16:30

SCOPEファミリーマップ

分析後のカウンセリングについて
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氏名
住所

氏名ローマ字
丁

所属団体(教会)

電話

役職

メールアドレス

西固まり子

電話080‑3475‑7902

戸AX O49‑299‑4995 Ema= prepare.enrich.japa=@gma帥COm

J丁J宣教香中学校

2018年度

4/9(月)‑

全10回

15:00‑16:30

聖書ギリシャ語
ヨハネの福音書を読む(試訳する)会

4/23(月)‑

全10回

受講料:15,000円(1〇回分)

15:00‑16:30

聖書へプル 語
ヨナ害を読む(試訳する)会

受講料:15,000円(10国分)

講師:松坂 政広
聞合せ・申込み

会場:J丁J宣教神学校
漢J丁J宣教神学校

J丁J宣教香中学校

8」 、、、銀 ¥、、掠 禰 浅霹 軍駅 通 ) 日比谷線上野駅 01朝日

清朝騎通り

丁el O3‑3842‑3412

Fax O3‑3842‑3415
j十j◎jesustojapan.co皿
〒110‑0015

東京都台東区束上野5‑11‑9
*お申し込みの隙には受講講座名、お名前、
連絡先電話番号をお知らせください。
*お申し込みは当日会場でも受け付けております。
*参加費は初日に会場でお支払いください。
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大谷口通り

←至新宿・池袋 ,●l,l 喜漢書臆獲l大和JR上野駅i,
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JR「上野駅」大谷口から徒歩5分
銀座線「稲荷町駅」から徒歩3分
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家族学 4/16(月)一合16回(すべて月間) 14:30‑16:00
今年度のテーマは、 「私たちは本当は何を求めているのか?」です。ご一緒にじっくりと問い
かけてみませんか?参加される皆さまと共に探究していきます。何が見えてくるでしょうか?
皆さまの貴重なお時間を割いて、ぜひ手応えを感じていただきたいと思います。
第1と第3月曜日中心の日程です。

18 :親子で求めているものは何か?
712 :家族で求めているものは何か?
9/3 :教会で求めているものは何か?
1011 :神に求めているものは何か?
10115:学校に求め(られ)ているものは何か?

お試し受講もできます。
どの講座も初日のみ1500円

で受講できます。
継続して受講する場合には、

1115 :今、日本の社会に求め(られ)ているものは何か? 2日日に1500円を引いた受
11119:そもそも求道者とは何か?
講料をお支払いください。
12/3 :コミュニケーションに何を求めているのか?
117 :自分に求めているものは何か?
1121 :仕事に求めているものは何か?
214
2131

:チームワークって?

4 :人間関係に私たちは本当は何を求めているのか?

聖書ギリシャ語 4/9(月)‑全10回(すべて月曜日) 15:00‑16:30
ヨハネの福音書を読む(試訳する)会
4/9、 5/14、 6/11、 7/9、 9/10、 10/29、 11/12、 12/10、 1/21、 2/18

聖書へブル語

4/23(月)一合10回(すべて月曜日) 15:00‑16:30

ヨナ書を読む(試訳する)会
4/23、 5/28、 6/25、 7/23、 10/22、 11/26、 11/26、 12/17、 1/28、 2/25、 3/25

*聖書ギリシャ語、聖書へブル語は、ともに月1回1時間半の学びで、あせらずに試訳を試み
ていきます。
そのための手ほどきをさせていただき、成果を実感していただきたいと願っています。
必要な資料をご用意して皆さまのご参加をお待ちしています。初心者の方でもご参加いただ
けます。

講師松坂

政広(Ph.D)

J丁J宣教神学校講師(家族学・ギリシャ語・ヘブル語他)
青山学院大学英米文学科卒(英語科教員免許取得) 、
東京聖書学校卒、ベナード大学卒、
ジョージフォックス大学院卒(キリスト教教育インストラクター資格取得)

フラー神学大学院卒(結婚・家族学博士)、
上野の森キリスト教会副牧師、東京神学校博士課程教授、

自由学園最高学部英語、結婚と家族講師、
東京基督教大学牧会カウンセリング講師他

教会教育奉仕者養成コース(教会学校教師、韓研究リーダーなど)
・毎月(原則)第l土曜日午前9:30一午後3:30 (昼食休憩を合) 12日間(1年コース)

・教室制のみ

・学費: 12万円

・入学提出書類:入学願書、履歴書

テーマ:はじめにことばがあった!ヨハネl:l

すべてはここから始まります。

2018年

(D

4月

7日

みことばを理解する;解釈学

ネヘミヤ話8:8

②
③
④
⑤

5月12日*みことばを説き明かす;説教学 問上
6月 2日 主を礼揺する;礼拝学 ヨハネ4:24
7月 7日 教会が建て上げられる;教会論 マタイ16:18
7月28日*人はどのように一生を辿るのか;発達心理学 詩編90:10
人のニーズに届く福音教育とは;年齢別ミニストリー創世l :26
⑥ 9月1日
⑦10月13日 *福音が届く4つの教育的プロセスとは;福音伝達法 黙示3:20
⑧ll月10日 *キャンプミニストリーを企画・運営する;キャンプ 講編19:l
⑨12月l日

家族で人生を共に生きる;家族発達心理学 創世l : 28

2019年

⑲ l月

5日

⑪

2月

2日

⑫

3月

2日

親子の自立・自律を見つめる;親子学 エフェソ6:4
不思議なカウンセラーに仕える;カウンセリング イザヤ9:6
してよかったと言える喧嘩を体得する;話し手・聴き手手法ヤコブ工: 19

(*は第l土曜日以外の土曜開催日)
課題:毎回、ラスト15分でその日のテーマについてエッセイ(受けと
めたことと考えたこと)を書いていただきます。出席、クラス参加、
エッセイの内容によって、修了認定がなされます。

講師:松坂 政広(Ph.D) 繚婚・家族学博士
フラー神学大学院博士課程修了、上野の森キリスト教金融牧師、

東京神学校博士課程教授、東京基督教大学非常勤諮師、
自由学園最高学部非常勤講師、 ETA公認キリスト教教育インストラクター、
CPREP公認キリスト教カウンセリングインストラクター、
教会教育奉仕者講座のすすめ
初めての開講です。

教会教育奉仕者のための講座を設けます。
教会は、礼拝、教育、宣教の3本柱によって成り立っています。

そのうちの「教会教育」について、組織的な講座を設けて、
その奉仕者(「教会教育主事」と呼んだ)します。 )養成のための
学びをします。アメリカの大学院にて、教会教育の資格を得てきた
松坂先生が担当してくださいます。

是非、この機会に、教会教育ということにかけてみませんか。

J丁J宣教神学校 学長 横山 英突

資料請求 受講申込先

J T J宣教神学校
東京都台東区束上野 トlト9
Te1 03‑3842「3412

Fax O3‑3842‑3415
ky ou皿u ‑ jtj@mx 7.tt cn.n e.jp

学院日本校

ア神 学
聖書を正典的に解釈し、現代人に
分かりやすく話せる説教者を養成する
日めく。と掛けてなんと解く。牧師と解く。諒二二二「
土曜日は青くなって説教の準備をし、
日曜日には赤くなって説教をする。

学長からのこ挨拶
「佐藤陽二の説教は山手線のようで、どこが始まりでどこ
が終わりなのか分からない」と、神学生時代i

父は、長年の牧会経験から、起承転結を基本I
「聖句説教」 「読解説教」の3つのフォームを定

更に、民数記の随所に出て来る表現「神l

これは、藤井武先生のユーモアですが、そうならないために、
聖書の正典的解釈と説教のフォームを身に着けましょう!

女、子どもを皆殺しにせよ」は本当に神の言

S従来の方法で聖書を現代人に語りかける時に
直面する問題

駅と出会いました。正典

「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」

ス

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

拝で聞いたとき、自分もこれなら信仰を持って行ける、と受洗の決心を
されたのでした。

ヤ語の力

の意味で、聖書は、信仰と
書はわたしについて証し

聖戦を肯定することな

当校は、聖書を正典と
1987年、佐藤陽二博士によこ

聖書は、信仰と生活の規範(カノンー正典)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味がありません(ヨ
ハネ5:39 「聖書はわたしについて証しをするものだ」)。それを伝える

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。 ‑方、実話だけですと、
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
それを証しする実
話を入れるのが、

○それ

がとの疑問を抱いた父は、米国の神学校で正

人に分かりやすく福音を説く

"提案・本校の指針

ためには、

旨摘された

!

多忙な牧師が、週一日の講義で

公認の神学校から学位(修士・博士)が取得
できるカリキュラムとなっているのは、米国本

校の伝統です。
世界に正しく福音を宣べ伝えるため、神

は日本国に武士道を賜った、と内村鑑三
は言っています。聖書を科学の本にし

って何が解決されるのか

●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

して読むので、信仰の応用の仕方が分かり、

たり、神の名において戦争をしたりす

る風潮がある今、真理を重んじる武
士道の精神で、魂の救いのために身
を献げる者が求められています。
Jun Sato

値藤一頂
学生・卒業生の声
丁牧師(大阪府・男性)宣教・牧会の現場iこ出て約6年、私は説教のことで
行き詰っていました。そうした中でこの神学校との出会しlがあり、学ばせ

S牧師(静岡県・女性)みことば(iiテモテ2・15「あなたiよ適格者と認
められて神の前に立つ者、恥じるところのない働き手、真理の言葉を正し

く伝える者となるように努めなさい」)に押し出されて、導かれたのか当神

て頂くことにしました。

学校でした。

他の神学校では説教実習の回数が限られており、聖書解釈の発表会のよう

学びはなんと楽しく有意義であったことかと今でも深く思います。とても

な感じで行われます。これで卒業し、いざ教会の現場に赴くと、殆ど何の

印象深いのは、毎回みことばが‑節与えられ、そこから3分間メッセージ

訓練を受iナないまま説教をしなiナればなりません。場数を踏めばそのう

をすることです。 「導入」「聖書解釈」「例話」「結び」を起承転結iこ合わせて3

ちできるようIこなると思いましたが、現実はそう甘くありませんでした。

分以内に語ることは、良い訓練になりました。日常のことに心を向け、聖

これに対し、この神学校では毎週3分間の説教実習で訓練を受け、また説

書の基本をしっかり身に付け、みことばに生きる幸いを語るということ、
メッセージをする者にとって、この基本を徹底的に知らされます。
又、「正典的聖書解釈」に基づく学びヾ聖書への新しいアプローチの授業、

教組立や実例の用い方など、実践的な説教を学I5にとができます。

ここで学び始めて半年、実例を用いることによって信徒から「最近、説教が
なりました。また、毎週の説教で伝えたいことが明確になってきました。

教師や学友との交わり、どれ‑つとっても興味深く、聖書理解にも幅が与
えられました。

説教で悩んでいる方は多いと思われますが、ぜひ門を叩いてみることをお

牧会者として、伝道者として、あるいはグノスチャン教育者として、スキル

勧め致します。

アップできる切っ掛けを与えてくれることは間違いないと実感しました。

良くなってきた」、また聖書研究会でも「分かりやすい」と言われるように

佐藤順学長
説教組立 聖書解釈
説教実習
UC」A(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)

芸術学部音楽科卒、カリフォルニア神学大学
院日本校学術博士(神学)、単立牛込キリスト
教会牧師。
善書『幸福への八つの態度』『詩篇23篇講解』
『聖書を信仰と生酒の規範として‑Q&A』
トラクト「工ルヴイス・プレスリーの真実」
(アンカークロス出版)。

裏面の「日本校入学ご案内」をご参考
百・メールでお問い合わせくだきし

で‡

2。願書提出
全てそろっていなくても、
まずは願書をご提出ください。

小堀千明漢日本宗教史菓
卓越したリサーチャー。常識を恐れず
日本宗教史を塗り替える。
「初代会津藩主・保科正之はキリシタンだった」「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堀師が、数々の状況証拠から日本の宗教史を
塗り替えます。
東京神学大学大学院修士課程修了(神学修士)、百本キリスト教国正教師。カ
リフォルニア神学大学院日本校博士課程修了(神学博士)、元単立聖アルパヌ
ス教会司祭、会津キリシタン研究所主任研究員。

前田絢子看アメリカ南部とキリスト教i
1944年東京生まれ。早稲田大学文学部英文科卒(アメリカ文学・文化専
攻)。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。フェリス女学院大学名
誉教授。工ルヴイスの研究家としても知られ、CDのラインノーツ執筆・閥
訳・対訳など多数。 1996年の工ルヴイス国際会議(ミシシッピ大学主催)
にも招かれ、研究を発表。著書『エルヴイス雑学ノート容(ダイヤモンド社)、
『エルヴイス、最後のアメリカン・ヒーロー」(角川選書)、「ミステリー・トレイ
ンで行くスカーレットの故郷 アメリカ南部学入門」(フェリス女学院大
学)、編著書「ポピュラー・カルチャーに見るアメリカ」(三修社)、訳書『工ル/
ヴイスが社会を動かした』(青土社、 2002年度ジャパン・三ユーシック・ペン
クラブ叢優秀喜作出版物質)、訳書『失われた革命: 1 95〇年代のアメリカ南
部』(青土社)。藤沢カトリック教会会員。

構内ルツ音聖書ヘブライ語入門書
ヘブライ語に親しみ、当時の情景や
思想をも理解できるような授業を目指すこ
1991年東京聖書学院卒業。 1993年イスラエル留学。ヘブライ

学期月曜のみ
(10日間)です。

諭更′あり

論文なし

修士課程lよ卒業論文なしで学位が取得できます。

学位授与式

大学語学コ一久などを経て20O7年The University of the Hoiy
Land, 」e「usaiem. Maste「 of TheoIogical Studies修了。

イスラエル政府観光省公認カイト。
著書『イスラエル新発見の旅』(三ルトス)

S宣教師(三重県・男性)神学の学びをしだいと祈った直後、本校のパンフレット
が送られてきた。迷わずに、入学を決意した。ただ、資格の問題で途巡したところ、
学長先生が快く受iナ入れてくださった。そのことを、何よりもまず感謝している。
「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせて
くださるのです。」(ビノ亡2:13)。この志は、主が与えてくださったとわかる。思

えiよ60歳までの長い道のりであった。しかし、主は私たち‑人ひとりに志を与え
てくださっているとわかった。

3年間、よく続けられたと我ながら感心している。それは、何よりも学びが楽しかっ

たからだ。説教演習と説教組立は、実用的でいつもわくわくさせられた。学長の
魅力が大きかったことが大きかった。説教に対する命がけの姿勢を学1与にとがで
きた。

福音は変わらない。しかし、伝え方、工夫、努力が違うだけなのだ。ここで学んだ
スビノットで日々の研鎖を死ぬまで続けて行きたい。神学生を増やしてください、
と祈った祈りに、主が答えてくださっている。これからも、もつともつと学ぶ人が
増えることを待望したい。

鞍手礼も行えます。

まずはお気軽lこ
お問い合わせください。善‑

宛抄夢効揚言諺細筆抹攣臨
国葬緻
〒争6盆i㊥⑯電靂粟寮蔀繍衛匿房睡征詐綱
(慕)筆遷幸り象i卜緻馨雨

脚弼駒鳴輔蟹㊨珊㊨亀脚胡醍龍㊥画幡
厚細管⑧萌忽朋聾㊨嗣@碇踊繊昭輪(.㊥瑚申

喜田日本校で取得できる学位
日本校では、日本語による授業と論文(博士課程のみ)lこよって、米国本校より英文の学位記(Th"D./D"Min"/M・A")または称号

(B.A.)が授与されます。入学は春、秋、冬の各学期iこ可能です。

毎月曜日午前9時一午後1時の集中授業を10回行い、レポート提出lこよって学期を終了します。 DVDiこよる通信制ありo

園田必要な単位と論文

園田受験資格
甘。A。

学士
M.A。
修士課程

すでに伝道に従事している人で、M.A,

入学に単位の不足する人のみ。
高校卒業後、四年制大学または同等の神
学校を卒業し、伝道に従事している人。

B。A。
BacheIorofTheoiogy(B,Th,)学士(神学)186単位 BacheIorofBibIicalStudies(B.BS)学士(聖書学)186単位論文なし

M。A。
MasterofBibIicaIStudies(M,BS)聖書学修士96単位論文なし

D。Min。 3年以上の散会あるいはそれに準ずる
丁h。D。 奉仕をしている人で、M.A,またはそれ
博士課程 Iこ準ずる資格をもつ人。

D。Min。
Docto「ofMinistry散会学博士60単位十40O字150枚以上の論文

★上記iこ加え、禁酒禁煙を旨とする人。
★日本語のできる外国人も可。

丁h。D。
DoctorofTheoIogy神学博士72単位十400字2OO枚以上の論文

●他校で取得した単位が認められる場合も、当校で少なくとも48単位取得し

◆授業以外1こ認められる単位
臆聖地旅行/期間とレポートの内容Iこより、 3‑6単位。
喜べテル聖研/旧新約終了証書の提出により、 3単位。
菓クロスウェイ聖研/終了証書の提出Iこより、 3単位。

なIナればならない。

● ‑学捌こ10 ‑12単位、取得できる。必要な単位を取得後、5年以内iこ論文
を提出すること(博士課程)。止むを得ない事情があれば延期できる。

臆著書/3単位まで。
音散会経験によって認められる単位もある。
(他校での取得単位をトランスファーする場合は除く。)

帽フラー神学大学院とパートナーシップ

闇米国連邦教育省との関係

フラー神学大学院と単位互換協定(修士課程)四まま墓黒

カリフォルニア神学大学院日本校は、米国カリフォルニア州こ

米国本校Pacific lntemationai Theo10gicai Semina「y

あるPacific inte「national Theoiogicai Semina「y(太平洋国

(太平洋国際神学院‑ PI丁S) lよ世界最大級の超教派神学校、フラー神学大学

際神学院‑ PiTS)を本校としています。

院(Fu=e「丁heoiogicai Seminaryカリフォルニア州パサデナ市)と/トトナ￣

PiTSlよ北米iこある約200の聖書高等教育機関からなる聖書高等教育協会

シップを結びました。 201 5年、修士課程のみ単位互換協定を締結。

(Association fo「 Bibiical Higher Education)に加入しています。

聖書高等教育協会lよ米国連邦教育省(U,S. Depa「tment of Education)公
向かって左から

エディ一・ギプス博士

認の「地域認定団体(アクレジテインク団体)」です。従って、PI丁Sは、米国連邦

教育省の認める神学校です。

フラー神学大学院名書学部長・教授【異文化研究】

ワーン・マルティネス博士
フラー神学大学院学務捉当副総長

Pacific Inte「nationai TheoiogicaI Semina「yは、

ACSi (Association fo「 Ch「istian SchooI

△⊂写重縁

ジェームズ・サング博士

lnternationai)によって、キリスト教系教育機関で教職となるために必要な、継続教育

太平洋国際神学院・教務主任

単位(CEU‑Continuing Education Unit)が取得できる教育機関として認められてい

ます。

幅米国本校所在地
Pacific Intemational TheoIogicaI Seminary(略称PI丁S) 101 S" Atlantic Bivd・, Aihamb「a′ CA 91801 USA

Pi丁Sは、宗教分野での学位を授与する、カリフォルニア州公認の教育機関です。

曇聾国語墓園馨聾三

教務主任兼分校責任者: D「, 」ames Tsang(Dr.ジェームズサング)の連絡先直通電話:(1)‑626‑71 6‑8618

Pro舶Ie

海軍兵学校(75期)
東京神学大学(M.丁h.)

アメリカン・バプテスト西部神学大学(D. Mini)
カリフォルニア神学大学院(Th. D.)

パシフィック・インターナショナル大学(D. D, )

(宗)牛込キリスト教会創立牧師

URL: VWVW"PaCits・O「g

