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わたしはあなたがたに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、
あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟
子であることを、すべての人が認めるようになります。                                   ヨハネの福音書 13 章 34～35節

日本縦断宣教旅行編　2022 年６月活動報告
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神様は日本に『チームワーク』という素晴らしいギフトを与えてくださっています。日本人は一
人ひとりは体力的に世界基準に及ばなくても、オリンピックなど同じ目標が掲げられてチームが
結成された時には本来の力以上のものを発揮する傾向にあります。種目に関係なくお互いに信頼
し、励まし、慰め合う時に、素晴らしい結果を生み出します。チームワーク形成のために、スポー
ツは大きな可能性を持っています。働きのために関係を築くのではなく、関係を築いて共に働く。
その関係は長続きします。日本の教会、クリスチャンが友達になること。日本の教会が一つのキ
リストの体になること。神様から日本に頂いたスペシャルな賜物を活かしていきましょう！

日本に与えられた神様からの素晴らしいギフト
それは『チームワーク』です

★奈良県南部平安の子探しプロジェクト -5 月 28日 ~29 日
奈良福音教会に奈良県外 · 奈良県内合わせて 35名が集まり、私たち夫婦も初めて参加させて頂きました。
実践に移る前に、実際平安の子探しをされている高知や熊本の実例を聞き、2日間川上町と黒滝村という教会のない
集落にいき実践しました。チームに分かれ一軒一軒訪問し、平安の子に出会いに行きます。インターホンを押し「は
い！」という返事を聞いてドキドキしながら待ち、「〇〇から来たクリスチャンなんですけど」とご挨拶をするとだ
いたいは断られます。しかし、「祈ってもいいですか？」という問いに「祈ってください」という方、「また訪問し
てください」という方、あるご夫婦は「上がっていってください」と家に上げてくださり長い会話の末、家の無い
私たちに「今度泊まってください」とまで言ってくださいました。
天理教やエホバの証人の人たちはもうすでに訪問していることを知り、先を越されてちょっと悔しい思いもありま
したが、宗教に対しては拒否感はあるけど、寄り添うことに対してはウェルカムだという感じることができ、クリ
スチャンである私たちの方が壁を作っているんだと思いました。今回は奈良県の4つの教会から集まりましたがチー
ムワークの素晴らしさに驚きました。これからこの輪に他の教会も加わり、収穫のためにチームとして歩んで行く
奈良県に期待します！
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全国各地から宣教に燃える先生方が集まり日本宣教にむ
けて具体的にどのように協力できるかを話し合いまし
た。チームワーク、家の教会の増殖、弟子訓練に加えて
国内宣教、宣教の情報共有、そして祈り。教団教派の壁
を越えて協力していこう！それぞれの地域をブレッシン
グするためのアウトリーチ！未伝地に行こう！やっぱり
日本はチームワークだ！After コロナは元に戻るのでは
なく新しいことが起こる突破口だ！同じ方向に進んでい
ける仲間がいることに感謝でいっぱいでした。
送る宣教者 · 受け入れる宣教者 · 行く宣教者、クリスチャ
ンみんなが宣教者であり、『2023 年コンビニの数だけ
の教会を！』『2024 年 10×10(2024 年までにこの国に
10倍の祝福を )』に向かって神様が大きく舵をとってく
れていることを感じた素晴らしい時間でした。

★教会増殖戦略会議 2022 in 関西聖書学院
                         ( 奈良県生駒 ) -5 月 30 日 ~31 日

★インマヌエル四日市キリスト教会
                                            ( 三重県四日市 ) -6 月１日
この地域はブラジルの方が多く、山田先生はブラジルの
方たちと親しくなるためにブラジリアン柔術を学ばれた
そうです。今回は山田先生のお子さんと一緒に遊べたこ
とが一番の喜びでした。「車の上に乗りた～い！」と一
緒に車の上に登ったり、しゃぼん玉をしたり、薬局の駐
車場で走り回りました（笑）。訪問した後、ブラジリア
ン柔術の働きをスタートされたそうで、本当に神様が私
たちを必要な場所に送り、主が働いてくださったことに
感謝でした。

● 母校添上高校がある天理市へ
全国高校駅伝で奈良県が初めて入賞 5位になった賞状は
まだあるかなと母校に立ち寄りました。「あった～！」
インターハイ総合優勝のたくさんの賞状の中に大切に保
管されていました。現在の陸上部監督に競技場を案内し
てもらいそこにもちゃんと私の名前が残っていました。
練習が辛かったり悩んでいるときは校長室が安らぎの場
所で校長先生に呼ばれてジュースを飲んでいたのが懐か
しかったです。

★岐阜純福音教会 (岐阜県各務原 ) -6 月２日
主任牧師の小山健先生は献身する前まで中日新聞社で勤
務。様々なイベント企画 · 運営を担当されていました。
名古屋マラソンや名古屋場所、東海地域のメジャース
ポーツイベントから小さなイベントまで関わっておられ
ました。部署で陸上競技を担当されていたこともあり
色々な選手と関わっていたり、相撲部屋に関わっていた
り、今でもスポーツ関係の集いに呼ばれることもあるそ
うです。 顧問牧師の小山大三先生は昔陸上競技の選手
だったそうで、防衛大学在学中に宣教師から福音を聞き
イエス様を信じたことを話してくださり、アスリート
チャーチの働きのために祝福の祈りを捧げてくださいま
した。美味しい岐阜タンメンをご馳走になり霊肉共に満
たされました。

＊左から二番目
: 山田謙嗣先生

 

＊右から二番目
: 小山大三先生

　一番右 : 小山
健先生
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聖霊降臨節記念礼拝で宣教の証し (ジングク )、ユース
礼拝で救いの証し (まどか )をさせて頂きました。ペン
テコステの日、私たちに働いてくださった聖霊を証しし、
聖霊が私たちの内に留まるのであれば私たちは変わるこ
とができる。神様と共にどんなことでもできるというこ
とを分かち合いました。夕方からは若者たちと体育館で
体を使ったゲームをしました！みんなノリが最高！チー
ムがとても魅力的。一緒に体を動かし楽しみながら、喜
びを届けることができる宣教チームだと思わされまし
た。また、フィジーのラグビー宣教師がいて、ラグビー
選手たちに関わっている教会に訪問してもらえたらこち
らも国内宣教に繋がり地域教会の励ましになると思いま
した。4年前に神の家族主イエスキリスト教会を訪問し
て以来、変わらずずっと励ましてくださっている田島先
生に本当に感謝です。

★神の家族主イエスキリスト教会
                                              ( 東京都足立 ) -6 月 5日

★日本国際スポーツパートナーシップ (JiSP)
 in 神の家族主イエスキリスト教会 -6 月 6日 ~7日
2日間かけてスポーツミニストリーカンファレンスのリ
ハーサルを神の家族主イエスキリスト教会で行いまし
た。『チームビルディング』『バイブルとスポーツ』『スポー
ツミニストリーマップ』『教会とスポーツ』のセッショ
ンを通してたくさんのことをスポーツミニストリーらし
く体を動かして 楽しく♫学びました。ブラジル、韓国、
イギリス、オーストラリア、日本のメンバーで日本のリ
バイバルのために、10×10ビジョン (2024 年までに日
本に 10倍の祝福を )のためにスポーツ界に生きる人た
ちをどのようにキリストの弟子としていくのかを分かち
合いました。世界のスポーツミニストリーで働きをして
いるベテランのマーティとミリアム。日本宣教の難しさ
にぶち当たっても諦めることなく、祈り、忍耐を持って
私たちを支えてくれていることに本当に感謝です。収穫
の時が来ている！そう信じて共に進んでいける仲間がい
るって最高です！

●卓球ミニストリー in 中野島キリスト教会 (神奈川県川崎 )
月に一度各教会をブレッシングしながら卓球ミニストリーの集まりをしています。ミーティングの後の英田先生の
卓球指導も恒例になってきました。卓球ミニストリーも前進し卓球も上手くなるって最高です！何よりも牧師先生
たちが楽しんでいる姿を見れるのは嬉しいです。



Athlete Church NEWS LETTER 2022.7

4

主日礼拝で証し (まどか )をさせて頂き、午後は原市場小学校の校庭でかけっこ教室と陸上教室。かけっこ教室の前
は大雨でしたがスタートと同時に素晴らしい天気に。お父さんお母さんも一緒に楽しんで走ることができました。そ
の後は中高生を対象とした専門的な陸上教室を開催。原市場中学の陸上部が参加してくれました。陸上部の監督は元
日体大の駅伝部の選手。短距離の練習を学びたいと中学生に混ざって一生懸命取り組んでいる姿がステキでした。原
市場聖書教会の若村牧師夫妻も一緒に走って親睦を深めておられました。ランニングパスターとして仲間もいっぱい。
地域に仕え、地域を盛り上げています。素晴らしいスポーツミニストリーのモデルです。

★原市場聖書教会 (埼玉県飯能 ) -6 月 13 日 第 1弾

近隣のママさんたちとストレッチポールでセルフケア。
普段ケアできない体を労りながら、笑い、楽しむ時間。
みんなでやるからちょっときついトレーニングも乗り越
えられる。皆さん心も体もリフレッシュできたようで良
かったです！

★原市場聖書教会 (埼玉県飯能 ) -6 月 14 日 第2 弾

原市場ウィーク

●獲りたての鹿肉で食事の交わり

●原市場にタンタン現れる！私たち家族が滞在し
ている原市場聖書教会にニューホープ横浜のタン
タンが来られてびっくり！

第3 弾
★原市場中学校陸上部 with 原市場聖書教会若村牧師夫妻 -6 月 15 日

日曜日も一緒に練習をしましたが、今回は中学校を訪問して陸上部
の練習に参加。残念ながら雨で思いっきり跳んだり走ったりはでき
ませんでしたが、室内でストレッチのやり方やスタートのやり方を
実践しました。校長先生もわざわざ見学に来てくださり感謝でした。
今後もこの繋がりを大切にしていけたらと思います。

★飯能の山キリスト教会『Cafe Living Room 61』( 埼玉県飯能 ) -6 月 16 日
原市場中学校の陸上部が出場する大会を見
学。その後カフェをされている教会へ。毎
週木曜日だけしかオープンしないカフェは
大人気。忙しい日常から少し逃れて ゆっく
りできる場所になれたらと癒やされる空間
を提供されているご夫婦。手作りの美味し
い食事とデザート。水出しアイスコーヒー
は最高でした。

＊一番右 : 若村和仁先生
　右から二番目 : 山口武春先生（タンタン

）
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5 月から 5回コースで開催された陸上教室は無事に終え
ることができました。毎回、参加してくれた子どもたち
と別れるのが辛くなりますが、また 9月に会えることを
楽しみに待ちたいと思います。
太一、じゅん、優、れい。一緒に仕えてくれたスタッフ
たちともより親しくなり、一緒に宣教の働きができたこ
とに感謝でした。
セレブレイトパーティ。美味しい食事と楽しい時間にみ
んな喜びいっぱいでした。

★逗子市陸上教室 ★名古屋オンヌリキリスト教会 -6 月 26日
7年間私たちを育ててくださり、5年前私たち家族を本
郷台に派遣してくださった名古屋オンヌリキリスト教会
で証し (ジングク )、ユース礼拝 (まどか )、子ども礼拝
(ジングク )の奉仕をさせて頂きました。私たち家族を
祈り、支えてくださった 1人ひとりの顔を見るだけで涙
が出てきます。スポーツミニストリーの仲間である横浜
オンヌリキリスト教会の西山先生がメッセージに来られ
て皆さんと一緒に按手の祈りを捧げてくださいました。
今回の宣教旅行からトランポリンを持って移動するトラ
ンポリンミニストリーも始めました（笑）トランポリン
はどこでも大人気です！

★JiSP 東海スポーツミニストリーカンファレンス（静岡県湖西 ) -6 月 27 日 ~28 日
静岡浜名湖バイブルキャンプで 2日間カンファレンスを開催しました。『収穫の時に備える』ためにスポーツミニ
ストリーを通して共に大切なことを学んでいきました。体を動かすことによって学び「再考」、「自由」、「チーム力」、
「知識より体験」、「神様の見方が変わった」と声が上がりとても充実。夜にはみんなでスポーツに関わる 8000 万人
のために、日本の 8000 の教会のために、10×10ビジョンのために、日本のリバイバルのために祈りました。参
加者の皆さんが子どものように楽しみ、お友達になっていく姿を見て、改めてスポーツミニストリーの素晴らしさ
を実感しました。この20年間、スポーツに理解のある教会が増えてきました。スポーツ界で「私はクリスチャンです」
と言えるようになってきました。信仰の先輩方が長年諦めずに祈ってくださったからこそ今私たちが立っている。
それを実感する時でした。スポーツミニストリーはスポーツだけで終わらず、スポーツを通して日本に成される神
様の御業を体験していきたいと思います！



〘祈り課題〙
●教会関係ではない場所での働きも増えてきました。その時々に神様からの知恵が与えられますように。
●たくさんの恵みに対抗して大きな攻撃もあります。サタンの思惑に陥ることがないように霊的な分別力が与えられま
すように。また、家族一丸となって祈りで勝利していくことができますように。
●それぞれの地域での働きのためのネットワークではなく、お互いに励まし・支え合い・愛し合うネットワークが築か
れますように。
●8月から北海道に行きます。北海道の津々浦々まで訪問するために健康が守られ、経済が満たされますように。また、
新しい出会いがありますように。
●じゅんとれいは夏休みに入ります。行く先々で楽しむことができますように。

ゆうちょ銀行　
記号 10940　
番号 19737561
他金融機関からの振込の場合
店名 〇九八（ゼロキュウハチ）
店番 098
預金種目  普通預金
口座番号 1973756
口座名　アスリートチャーチ運営委員会

アスリートチャーチ
〒244-0842
神奈川県横浜市栄区飯島町2441-10
本郷台キリスト教会ダイヤモンドチャペル内
代表：金ジングク　
TEL　090-6376-8231
HP     http://www.athlete-church.com　　
EMAIL　athlete.church@gmail.com

　　　

【支援先】
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アスリートチャーチの今後の予定
【7月】
●21～22日　南相馬かけっこ教室 (福島 )
●23～24日　塩釡バプテスト教会 (宮城 )
●25～27日　森郷キャンプ場 (宮城県利府 )
●7月 27日 ~8月 5日　岩手
・28日木曜日　大船渡でBBQ　
・30日土曜日　盛岡の小学校「夏祭り」
　　　グルージャ盛岡パブリックビューイング
・31日日曜日　盛岡聖書バプテスト教会
　　　　　　　スポーツミニストリー紹介
【8月】
●1日月曜日　岩手教会連合「日帰り子どもキャンプ」
●5日金曜日　北海道へ（9月初旬まで滞在予定）

★日進ベタニヤ幼稚園（愛知県日進）-6 月 30日
ベタニヤチャペルの付属幼稚園の年長さん約 80人に
メッセージをしました。幼稚園児たちが『イエス様大
好き！』と賛美し、体を動かして楽しんで神様の話を
聞いてくれました。自分のことを『超イイね！』って言っ
てくれる神様。子どもたちが自分のことを『超イイ
ね！』って思えるようになることを願います。

● ほっと一息

＊一番左 : マーク先生


