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日本縦断宣教旅行編 2023 年 1月活動報告

神である主の霊がわたしの上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒
やすため、主はわたしに油を注ぎ、わたしを遣わされた。   - イザヤ書 61 章 1 節

新しいスタート！！
全世界に出て行こう！福音を伝えるために。私を待ってる人がそこにいるから。

宣教師按手式 - 本郷台キリスト教会（神奈川県横浜市）

●沖縄最北端へ
アスリートチャーチで大切にしていることの
一つは未伝道地域のプレイヤーウォーク。最
北の国頭村には教会がありません。辺戸岬の
あらゆる場所が祀られていて、近隣の大石林
山は琉球創世の神、アマミキヨが降り立った
との伝説が残る聖地・安須社にあるネイチャ
ースポット。その地域には祈りが必要です。
北海道の最北端宗谷岬でも賛美しました。沖
縄の最北端でも『花も』を賛美しこの地の回
復のために祈りました。
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★沖縄リバイバルチャーチ (沖縄県浦添市 )-1 月 8日
第 1、第 2礼拝でアスリートチャーチの紹介をさせて頂きました。たくさんの方が関心を持ってくださり 1人ひと
りとお話していたら時間が足りませんでした。礼拝後には盛人先生ご夫妻と交わりの時間をもちました。話始めた
ら止まらない。スポーツミニストリーの話から始まり、証し、共通の知り合い、韓国、イスラエルの話まで。
泊まりだったら徹夜になっていたと思います（笑）。とても楽しい時間を感謝します。また一緒にスポーツミニスト
リーができる時を楽しみにしています。

●屋我地島（やがじしま）
沖縄北部名護市にある島。約 600世帯しかなくどんどん
廃墟が増えている島に小川ファミリーが移住するというこ
とで『父の家』を建設中。『父の家』は行き場を失った人た
ちや回復が必要な人たちが集まって神の家族として生活で
きるような場所。壁がなく縁側があって、島の人たちも気
軽に立ち寄れる場所。ここから生ける水が流れていくよう
に共に祈りました！

●いずみマンゴー園 (沖縄県名護市 )
儀間さん夫婦はマンゴー栽培をされています。お父さ
んの代から続けて 40年。神様を感じられる大自然の
中で礼拝が捧げられています。子どもたちは毎週パー
ティ。神様が招待されている宴会のようです。マンゴ
ー園で一緒にランチをし、八重岳に登り沖縄のために
祈りました。

●小川さん夫婦との交わり
小川さんファミリーは名護の古民家に住み福音を伝えています。「自己紹介しま
す！」と話始めたらみんな止まらない。初めて会ったのにずっと一緒にいたか
のような神の家族。今、日本に確実に何かが起こっている。神様は神様の子ど
もである私たちに同じ思いを与えてくださっている。そして、お互いに「父ちゃ
ん (神様 ) スゴイ！！」と父ちゃんの自慢をし、父ちゃんも私たちを誇りに思っ
てくださることに感謝するこの交わりが最高です。

★那覇めぐみ教会 (沖縄県那覇市 ) -1 月 1 日
私たち家族を歓迎してくださり、新年礼拝を一緒に
捧げました。証し (ジングク )とメッセージがリンク
し、『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方です。
ピリピ人への手紙 2 章 13 節』を共有することがで
きました。林先生は年末年始にも関わらず、ご自宅
に招いてくださり、雑煮、正月
料理を振る舞ってくださいまし
た。また、沖縄での滞在のため
に色々コーディネートしてくだ
さり感謝でした。まどかの誕生
日祝いもしてくださいました！

⬆中央：林先生ご夫妻

⬆左側：盛人先生ご夫妻
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★ラブジャパン祈りのサミット (沖縄県読谷村 )-1 月 10 日～ 12日
読谷村にある白い家フェローシップチャーチでスタートしました。全国各地から41名、子どもたちを含めると47名。
沖縄の方たちを含めると大集会のようになりました。『日本の祝福のために祈る』この集まりで、お互いの弱さを分
かち合う時間を持ち共に祈り、沖縄の先生方のために、ラブジャパン参加者のために、日本のために祈るときを持
ちました。分かち合いの時にある先生が娘のれいのことを祈ってくださり、れいは涙を流していました。アジアン
アクセスは 2023 年 2%のクリスチャンのビジョンに向かって、今年、日本の教会が 2倍の祝福を受け取って行く
ことができるように進んでいます。コロナ禍で家の教会、オンライン集会を含め 5万以上の場所で礼拝・集会が持
たれるようになりました。教会未設置地域にも目が向けられ、祈りが捧げられ、益々 10×10（2024 年までに日本
に 10倍の祝福を！）に向けて加速しているように感じます。収穫の時が来ている。種まきではなく、収穫の時。あ
ちらこちらで収穫が見えるように、目が開かれますように祈り求めました。
あなたがたは、『まだ四か月あって、それから刈り入れだ』と言ってはいませんか。しかし、あなたがたに言います。
目を上げて畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばかりになっています。                           - ヨハネの福音書 4 章 35 節

●CLAY Coffee & Gallery( 沖縄県読谷村 )
大阪のベタニヤチャーチの高橋先生ご夫妻から紹介してもらったカフェ。やむちんの里にありとてもオシャレなと
ころ (『やむちん』=沖縄の方言で陶器を意味する )。カフェの前にはヘブンズチャーチがあり 24時間祈ることが
できるようにオープンされています。心温まるチャペルは癒やされます。

★沖縄中央教会 (沖縄市 )
1月 1日元旦というスケジュールにも関わらず、宣教センターをすべて片付け
てくださって私たち家族を迎えてくださいました。宣教センターに滞在させて
頂き、沖縄の滞在が祝福されたことを感謝します。今回は急な訪問になってし
まい礼拝に参加することができませんでしたが、次回は沖縄中央教会の皆さん
と礼拝を捧げたいと思います。



4

Athlete Church NEWS LETTER 2023.2

★子ども食堂グレイス with グレイスチャペル大分 -1 月 1４日
子ども食堂の開催に合わせて、チャペルにトランポリンを設置して子どもたちと遊びました。初めてきた子どもも
いて嬉しかったです！子どもの付き添いで来ていたお父さんがパラリンピックトライアスロンの強化選手で、パリ
パラリンピックを目指しているとのことです。

★フルゴスペル大分教会 (大分県別府市 )-1 月 13 日
通りに面してオシャレなカフェがあり、美味しいコーヒーを飲
みながら交わりの時をもたせて頂きました。たくさんの国と関
わっているインターナショナルな教会で、今回も韓国からの宣
教チームが来ていてとても賑やかでした。

★YWAM(Youth With A Mission) 大分
                                                          -1 月 13 日
YWAMのメンバーと朝食の交わりと祈り。
アスリートチャーチのために祈ってくださり、
共に大分のために祈る時をもちました。

●沖縄でのひと時
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ひたちなかウィーク

★那珂湊キリスト教会 (茨城県ひたちなか市 )-1 月 23 日
勝田教会の光先生と一緒に那珂湊教会を訪問しました。アジアンアクセスの研修やフェスティバルではお会いして
いましたが、ゆっくりお話するのは初めて。来年は、リーベンゼラ宣教団から国内宣教師として派遣され、もっと
広い範囲で茨城に遣えていく武田先生。地域教会のネットワークを築く役割を担っておられると思います。もとも
と柔道をされていて、サッカー大好きな武田先生は光先生と卓球の交わりをスタートすることになりました。まず
は牧師の健康と楽しみのために。茨城はフェスティバル、スポーツミニストリーがあちらこちらで動き出してきま
した。昨年は茨城YMCAの方が救いに導かれ、茨城スポーツミニストリーに関わってくれています。茨城では、
YMCAと地域教会がスポーツを通して、大きく関わる可能性があります。とっても楽しみです。

★勝田教会　冬のかけっこ教室 (茨城県ひたちなか市 )-1 月 22 日
勝田教会で定期的にかけっこ教室をさせて頂き、常連の子どもたちとは親しくなってきました。また、ノンクリス
チャンの新しいお友達や元陸上部だった青年も参加してくれました。素晴らしい天候に恵まれ、寒くもなく大人も
子どもも元気に走り回りました。午後はトランポリンで遊びました。アスリートチャーチは遊びを担当。勝田教会
の方たちは交わりを担当。勝田保育園の卒園生とそのママたちが来てくれて、お茶をしながら良い交わりの時間と
なりました。30年前に勝田教会の教会学校に来ていたママ。アメリカの教会に行っていたというママもいて、毎
回交わりの中で色々な発見があり感謝です。

●YWAMのティムとジュリアン
5日間大分でお世話になったYWAMのティムとジュリアン。急な訪
問にもかかわらず心良く受け入れてくれて、愛情いっぱいのおもてな
しをしてくれました。日本を愛し、大分を愛し、仕えてくれている素
敵な夫婦との出会いに感謝します！

★グレイスチャペル大分 (大分市 )-1 月 1５日
礼拝の中でみんなで賛美体操をして体を共に動かした後、証し (ジングク )をさせて頂きました。『新しいことへの
期待』
見よ、わたしは新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなたがたは、それを知らないのか。必ず、わたし
は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。    - イザヤ書 43 章 19 節
この御言葉はグレイスチャペルに与えられた今年の御言葉。神様がグレイスチャペルに新しいことを行ってくださ
ることを期待します。

沖縄北部名護市にある島。約 600世帯しかなくどんどん
廃墟が増えている島に小川ファミリーが移住するというこ
とで『父の家』を建設中。『父の家』は行き場を失った人た
ちや回復が必要な人たちが集まって神の家族として生活で
きるような場所。壁がなく縁側があって、島の人たちも気
軽に立ち寄れる場所。ここから生ける水が流れていくよう
に共に祈りました！

⬆中央：林先生ご夫妻

⬆左側：盛人先生ご夫妻
右端：鈴木光先生
右から 2番目：武田遣嗣先生➡
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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】

アスリートチャーチの今後の予定

6日~4月 11 日　四国
10日金曜日　ハレルヤチャーチ高松（香川県高松市）
11~12 日　日本同盟基督教団　高松泉キリスト教会（香川県高松市）
21日火曜日　日高村運動公園　スポーツ交流
25~26 日　高知ペンテコステ教会 (高知県高知市 )

【3月】
【4月】4日火曜日　高松泉キリスト教会

　　　　　    かけっこ教室
16日日曜日　鳩ヶ谷福音自由教会（埼玉）

【5月】5月 5日 ~10 日　山口県
12日 ~　逗子市陸上教室スタート
20日 ~25 日　勝田教会（茨城県）

●宣教師としての任命を受け、新しい一歩を踏み出しました。たくさんの祈りに支えられ今までと同じく神様の守りも　
　ありますが、攻撃もたくさんあるでしょう。霊肉ともに強められ、いつも神様を求めて歩んでいくことができますように。
●素晴らしい働きをすること以上に、日本で起こっている神様の御業を分かち合い、地域教会の励ましのために用いら   
　れますように。
●３月から四国に滞在します。初めて訪問する地域です。この地域に神様が何を成さりたいのか共に祈り求め、地域教　
　会と協力していくことができますように。
●じゅんは来年度も続けてノアインターナショナルスクールに通い、宣教旅行に同行することに決めました。じゅんと　
　れいの学業が守られますように。

★勝田保育園かけっこ教室 (茨城県ひたちなか市 )-1 月 25 日
前日からの雪で園庭が使えずホールで実施。限られた空間で何ができるかチャレンジでしたが、体幹を強くする運
動、腕振りの大切さを感じてもらうための工夫をしながらボールを使って体を動かしました。定期的に訪問させて
もらっていることもあり、年長さんたちは「あっ！キムさんだ～」と覚えてくれています。最初の頃は参加するの
もオドオドしていた子が、今回は積極的に取り組んでいる成長した姿も見れてとても嬉しかったです。卒園してし
まう年長さんとは今回のかけっこ教室で最後になりますが、勝田教会のかけっこ教室に繋がってくれることを期待
します！

★勝田教会ウィンターフィットネスタイム (茨城県ひたちなか市 )-1 月 26 日
賛美体操からスタートしてストレッチポールでケア。「あ～！きゃー！」「痛～い！」と悲鳴が。普段使っていない
体をみんなで楽しくケアしました。ノンクリスチャンも気軽に教会に来て、一緒に体を動かし、その後教会の方と
ランチに行く人も。勝田教会では数ヶ月に一回ですが継続していることで繋がりができています。教会の人とノン
クリスチャンが一緒に楽しんで参加してくださるのはとても嬉しいです。


