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〘祈り課題〙
●8月から 9月初旬まで北海道に滞在します。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。
●どんな状況であっても家族が支え合い賛美できますように。聖霊に満たされますように。
●じゅんとれいは夏休みの期間でもあるので、大自然の中で神様を感じ、北海道を満喫できますように。
●それぞれの地域で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。神の家族が拡がりますように。
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全国各地を周りながら、日本の教会に向けた神様からの励ましを体験しています。日本の教会は、
神様の宝であってそれぞれにしか輝かせないの賜物を持っています。そして、日本の教会にいる
神の子である一人ひとりが宝者です。そして、そのエクレシアと一人ひとりを神様は無条件に応
援し、誇りに思っておられます。存在が祝福！存在の祝福！日本に教会を据えられた主。それゆ
えに教会の花婿であるイエス・キリストはこの国を決して諦められない。

アスリートチャーチの今後の予定
【8月】
●5日（金曜日）～　北海道
札幌⇒旭川⇒名寄⇒稚内⇒北見・網走⇒釧路⇒帯広⇒札幌⇒
函館
・28日日曜日　グレースコミュニティ（札幌）
【9月】
・4日日曜日　カナンプレイズチャーチ（札幌）
青森⇒岩手⇒宮城⇒横浜
●16日金曜日　逗子市陸上教室開始（毎週金曜日 5回コース）

日本には希望がある！神様はこの時代に
日本の津々浦々まで栄光を現しておられます！

★インマヌエル豊田キリスト教会 (愛知県豊田 )-7 月 3日
まず素晴らしい時間を与えてくださった神様に賛美します。礼拝の中で証し (まどか )をさせて頂き、午後はスポー
ツミニストリーセミナー。証し (ジングク )から始め、孤独に戦っている選手たちにイエス・キリストが必要ですと
祈る時間を持ちました。また、スポーツミニストリーを通して、皆さんがそれぞれ神様から賜物を頂き遣わされる
場所があることを考える機会となりました。最後に高山先生も涙しながら「この教会の牧師で良かった。みんなが
居てくれて本当に感謝です。キムさんも泣き虫だけど僕も泣き虫なんです。」教会がワンチームになった姿を見て、
神様最高！と思える素晴らしい時間でした。スポーツミニストリーはスポーツだけではなく、スポーツミニストリー
を通して聖霊の力が注がれ、豊田キリスト教会の皆さんと共に神様の御業を体験できたことに感謝でいっぱいです。
また、愛知のアスリートを支えていきたいと言ってくださったことも感謝でした。

★愛知教育大学附属名古屋中学校 -7 月 6日
4月にパークサイドチャペル主催のフットサルで附中の先生に出会い、今回の講演に繋がりました。1つのクラスの
教壇に立ち、他のクラスは ZOOMで繋いで 3年生約 150 名にお話させて頂きました。キリスト教関係の学校では
ないですが、神様と聖書の話はしても良いということで、私たち家族の歩み、今の人生を歩んでいるのは無条件に
愛してくださる神様がいるためであることを分かち合いました。また、必ずしも成功者でなくても、その人だけが
示すことができる光があり、みんなが『宝者』であることを伝えました。
最後の質疑応答で「キムさんにとって神様とはどんな存在ですか？」と聞かれ、心と存在の支えであることを伝え
ることができました。 今回教壇に立ったクラスには名古屋オンヌリキリスト教会に通うじゅんの友達がいました。神
様のセッティングが楽し過ぎてハッピーな時間でした。今回の機会で、クリスチャン学校でなくても福音を語る可
能性があること、そして神様を知らない人にどのように神様を伝えるのかを学ばせて頂きました。

★青森バプテスト教会 (青森県青森 )-8 月 4日
2018 年に訪問して以来 4年ぶりの青森。4年前にじゅん
が 1人で迷子になって大騒ぎになった思い出の場所で
佐々木先生と角本先生と迎えてくださり祝福のお祈りを
してくださいました。その後は角本先生ファミリーと青
森クリスチャンセンターへ行きバーベキューの交わり。
青森県のミッションスクール東奥義塾学校の陸上部の顧
問をしている先生も来てくださり交わりの時を持ちまし
た。大自然の中でたくさんの話をし、共に祈りました。

★青森クリスチャンセンター -８月 5日
神様が創造された大自然の中で朝から神様が成された御
業、神様のビジョンを分かち合う恵み溢れる時間。時間を
忘れそうになるぐらい話こんでしまいました。そして本州
最北端から祈りで派遣してくださり「行ってきま～す！」
と出発しました。

一番右 :佐々
木昭正先生

中央 : 角本尚
彦先生
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子供礼拝の時間に近隣の公園でかけっこ教室をしました。教会の子どもたち以外にも勝田保育園の卒園生やその友
達が参加してくれました。お父さんやスタッフも楽しんで走ってくれました。かけっこでだいぶ仲良くなりました
が時間が短かったので、午後には保育園のホールにトランポリンを 2つ出して思いっきり遊び、もっと仲良しに
なりました。お父さんお母さんも涼みながら交わりをもち良い時間を過ごしていたようで良かったです。仲良くな
ると別れる時に寂しくなりますがまた秋に来るよ！と約束してきました。

★日本キリスト教団勝田教会かけっこ教室 (茨城県ひたちなか )-7 月 10 日

★日本キリスト教団勝田教会フィットネスタイム -7 月 12 日

勝田ウィーク
第1弾

★勝田保育園かけっこ教室 -7 月 11 日
日本キリスト教団勝田教会が運営する勝田保育園。年長さん 20人と楽しく体をを動かしました。みんなステキな
笑顔。暑い中でも『まだ走りたーい！』と元気な子どもたち。『また秋に一緒に走ろうね！』と約束しました。勝
田教会の光先生もがんばって走っていました。

第2 弾

第 3 弾

日頃忙しさ中で自分の体をかえりみることができないママさんたちのためにフィットネスをしました。小さいお子
さんは光先生が相手をしてくださりママたちは少しの時間リラックスする時間をもてました。3年ぶりに教会に来
た方もいました。また、教会を開放することで育児に悩むママたちの居場所となることも経験できて良かったです。

★茨城キリスト教大学チャペル礼拝奨励 -7 月 14 日
第４弾

茨城キリスト教大学で奨励をさせて頂きました。静まったチャペルでのメッセージはとても緊張しました。『神様
私をこの世に送ってくれてありがとう！存在する意味を教えてくれてありがとう！導いてくれてありがとう！そし
て生かしてくれてありがとう！これからも神様の人生設計があると信じます！』奨励を通して、神様の愛が届きま
すように。

★岩手教会連合デイキャンプ in シオン錦秋湖 -8 月 1日
第3 弾

雨の予報でしたが素晴らしい天気に恵まれました。約 20人の子どもたちが集まり共に賛美し、イエス様のお話を
聞き、思いっきり遊びました。ランチも大自然の中で味わえる幸せ。午後にはスペシャルイベントの沢登り。「ア
スリートチャーチだからビーチサンダルでもいけるよ！」と言われ、川の中をジャブジャブ入ったのですが、バラ
ンスが上手くとれず子どもたちからどんどん離れてしまいました（笑）。とにかくとても濃厚で楽しい一日でした。

★盛岡聖書バプテスト教会祈祷会 -8 月 3日
第４弾

当日に急遽証し (ジングク )をすることに。盛岡聖書バプテストに滞在していると『急遽』がいっぱいです (笑 )。
アスリートも祈祷会に参加してくれていて「『本当の勝利』という言葉が深く刺さりました。」「神様の栄光を受け
た者として神様と歩むプロセスを楽しみたい。」と言ってくれました。
私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。」
イエスは彼女に言われた。「女の人よ、わたしを信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あ
なたがたが父を礼拝する時が来ます。                                                                                        ヨハネの福音書 4 章 20～21 節
その祈りの答えが目の前に現れた。自分の影響力を福音を伝えるためにフル活用しているアスリートが目の前にい
る。日本を諦めない神様。神様が次々に新しい芽を起こしてくださっています。

●盛岡での一時

盛岡ウィーク

鈴木光先生⬆

一番右 : 近藤愛哉先生⬇
よし
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●福島いわきでの一時
横浜から 2人のユースがアウトリーチに。男組は震災の資料館のようなところと水族館へ。以外と男だけで水族館も
盛り上がれるみたいです。教会ではスクリーン出してみんなでゲーム大会。アウトリーチ満喫しています。

●寮母さん気分

★HelloJesus フェスティバル (福島県いわき )-7 月 18 日
素晴らしい天気。音楽とスポーツの場所が少し離れていたけれどもチームとしては一致。この場所に御国が来ます
ようにと祈りを捧げ、最後までこの場所で神様を喜び楽しむことができたこと心から感謝します。ここまで来るま
でに色々な戦いがあり (当日も発電機がまわらずレンタル会社へ取りに )前日も夜中の 1時までメンバーと賛美し
祈りました。神様がスタートされたハロージーザスは、荒野をエデンのようにし砂漠を主の園のようにする神様の
主権の中にあることを思い起こす時となりました。アクティビティのサポートに来てくれた川口太一君がセンター
ゲームをリードし、市村優君が子どもに寄り添いサポートしてくれました。太一君は『頑張った～！』と言えるほ
ど全力を尽くしてくれました。じゅんはトランポリンを飛ぶ子どもたちを見守ってくれていました。アウトリーチ
はまさに次世代が成長する機会となり、自分の中の宝物を見つける機会となることを目の当たりにして本当に嬉し
かったです。子ども連れの家族がたくさん来ていて、笑顔で溢れていました。終わった後は「またやってくださいね」
と声を挙げてくださり感謝でした。神様が最初から最後まで導いてくださったことを感謝します。
まことに、主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のよ
うにする。そこには楽しみと喜びがあり、感謝と歌声がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　イザヤ 51:3

●塩釡聖書バプテスト教会の大友先生と海へ
スタンドアップパドルサーフィンをしてより親しくなりました。
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★岩手 3.11 牧師会バーベキュー (岩手県大船渡 )-7 月 28日
岩手の先生方ファミリーと大船渡でバーベキュー＆交わり。初めて会う先生方ばかりですが、ずっと知り合いだっ
たかのようにお友達になり楽しい時間を過ごしました。数年前、本郷台で実習をしていた佐藤宣愛 (のあ ) 君 ( 今
年 4月から岩手県盛岡みなみ教会牧師に赴任 )にも久しぶりに再会しました。バーベキュー後は盛岡聖書バプテス
ト教会に向かう途中で川に立ち寄りました。私たち家族に釣りたての魚をご馳走したいと野生児のように川を上っ
て釣りをする近藤先生は自然と一体化してました（笑）

●森郷キャンプ場 (宮城県利府 )
素晴らしい自然と美味しい食事。神様からの素敵なプレゼントを満喫しています。

盛岡ウィーク
★小学校イベント -7 月 30日

盛岡聖書バプテスト教会近隣の小学校でイベントがあり、リアル『脱出ゲーム』に参加。スパイになった子どもた
ちを相手に麦わら帽子をかぶって校内を逃げ回りました。

第 1弾

★盛岡聖書バプテスト教会 (岩手県盛岡 )-7 月 31 日
今日は礼拝の中でスポーツミニストリーの紹介と子どもの礼拝でメッセージと賛美フィットネスをさせて頂きまし
た。同じ期間に一緒に滞在している東南アジアの宣教師が礼拝メッセージをしてくださいました。イエス様が一緒
に行きたいというところに私たちも行き、イエス様が語りたいということを語り、イエス様が一緒にしたいことをし、
イエス様が一緒に留まりたい場所に留まる。神様が私たちを遣わしてくださっていることを感じる時間となり、と
ても励ましを受けました。夜は韓国の宣教師ご夫妻が韓国料理のおもてなしをしてくださいました。久しぶりの本
場の韓国料理に感激しました！

第2 弾
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全国各地を周りながら、日本の教会に向けた神様からの励ましを体験しています。日本の教会は、
神様の宝であってそれぞれにしか輝かせないの賜物を持っています。そして、日本の教会にいる
神の子である一人ひとりが宝者です。そして、そのエクレシアと一人ひとりを神様は無条件に応
援し、誇りに思っておられます。存在が祝福！存在の祝福！日本に教会を据えられた主。それゆ
えに教会の花婿であるイエス・キリストはこの国を決して諦められない。

アスリートチャーチの今後の予定
【8月】
●5日（金曜日）～　北海道
札幌⇒旭川⇒名寄⇒稚内⇒北見・網走⇒釧路⇒帯広⇒札幌⇒
函館
・28日日曜日　グレースコミュニティ（札幌）
【9月】
・4日日曜日　カナンプレイズチャーチ（札幌）
青森⇒岩手⇒宮城⇒横浜
●16日金曜日　逗子市陸上教室開始（毎週金曜日 5回コース）

日本には希望がある！神様はこの時代に
日本の津々浦々まで栄光を現しておられます！

★インマヌエル豊田キリスト教会 (愛知県豊田 )-7 月 3日
まず素晴らしい時間を与えてくださった神様に賛美します。礼拝の中で証し (まどか )をさせて頂き、午後はスポー
ツミニストリーセミナー。証し (ジングク )から始め、孤独に戦っている選手たちにイエス・キリストが必要ですと
祈る時間を持ちました。また、スポーツミニストリーを通して、皆さんがそれぞれ神様から賜物を頂き遣わされる
場所があることを考える機会となりました。最後に高山先生も涙しながら「この教会の牧師で良かった。みんなが
居てくれて本当に感謝です。キムさんも泣き虫だけど僕も泣き虫なんです。」教会がワンチームになった姿を見て、
神様最高！と思える素晴らしい時間でした。スポーツミニストリーはスポーツだけではなく、スポーツミニストリー
を通して聖霊の力が注がれ、豊田キリスト教会の皆さんと共に神様の御業を体験できたことに感謝でいっぱいです。
また、愛知のアスリートを支えていきたいと言ってくださったことも感謝でした。

★愛知教育大学附属名古屋中学校 -7 月 6日
4月にパークサイドチャペル主催のフットサルで附中の先生に出会い、今回の講演に繋がりました。1つのクラスの
教壇に立ち、他のクラスは ZOOMで繋いで 3年生約 150 名にお話させて頂きました。キリスト教関係の学校では
ないですが、神様と聖書の話はしても良いということで、私たち家族の歩み、今の人生を歩んでいるのは無条件に
愛してくださる神様がいるためであることを分かち合いました。また、必ずしも成功者でなくても、その人だけが
示すことができる光があり、みんなが『宝者』であることを伝えました。
最後の質疑応答で「キムさんにとって神様とはどんな存在ですか？」と聞かれ、心と存在の支えであることを伝え
ることができました。 今回教壇に立ったクラスには名古屋オンヌリキリスト教会に通うじゅんの友達がいました。神
様のセッティングが楽し過ぎてハッピーな時間でした。今回の機会で、クリスチャン学校でなくても福音を語る可
能性があること、そして神様を知らない人にどのように神様を伝えるのかを学ばせて頂きました。

★青森バプテスト教会 (青森県青森 )-8 月 4日
2018 年に訪問して以来 4年ぶりの青森。4年前にじゅん
が 1人で迷子になって大騒ぎになった思い出の場所で
佐々木先生と角本先生と迎えてくださり祝福のお祈りを
してくださいました。その後は角本先生ファミリーと青
森クリスチャンセンターへ行きバーベキューの交わり。
青森県のミッションスクール東奥義塾学校の陸上部の顧
問をしている先生も来てくださり交わりの時を持ちまし
た。大自然の中でたくさんの話をし、共に祈りました。

★青森クリスチャンセンター -８月 5日
神様が創造された大自然の中で朝から神様が成された御
業、神様のビジョンを分かち合う恵み溢れる時間。時間を
忘れそうになるぐらい話こんでしまいました。そして本州
最北端から祈りで派遣してくださり「行ってきま～す！」
と出発しました。
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