Jesus to Every Japanese, Jesus Every Day

ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとか来
られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。 （ヨハネ 1:14）
メリー・クリスマス！ 尊い主の御名を賛美致します。 皆様のお祈り、経済的ご支援
を頂き、また主の大きな憐れみと恵みによって、２０１8 年もＪＥＭＳ日語部のミニスト
リーの働きに仕えることができましたことを感謝しております。 この一年 JEMS 日語
部を支えて下さった皆様お一人、おひとりに心より感謝申し上げます。

MEBIG カンファレンス
お祈り頂きました MEBIG カンファレンスですが、北海道から愛燐チャペルキリス
ト教会の内越努主任牧師をお迎えして、10 月 21 日から 28 日の 1 週間で計 6
回の MEBIG カンファレンスを開催し、約 150 名の方々が参加して下さいました。
2016 年の EC カンファレンスで MEBIG と出会い、セミナーをアメリカでも開きた
いという思いが与えれてからほぼ 2 年、主が時を備えて下さり、北加、南加、東
海岸にてカンファレンスを開催できましたことを 感謝しています。カンファレンス開
催教会の皆様方には、受付、茶菓の準備、先生の送迎などをお手伝い頂き, 他にも
多岐に渡り、多くの方々のご協力を頂きましたことを心から感謝申し上げます。 私
がカンファレンスの中で一番心に残っていることは、「次世代を育てることができる、
次世代を育てる」という視野を持つということです。 次の世代だけでなく、３代目、４
代目を視野に入れて、キリストの弟子作りをすることの大切さを思いました。 外務省
の統計によると、2017 年の北米における学齢期長期滞在の在留邦人は約 2 万 6 千
人います。 MEBIG を取り入れ 「楽しいから、MEBIG に行こうよ。」と友達に誘われ
て教会へ来る子供達が増える期待も膨らみます。 将来日本に帰国するかもしれま
せんが、キリストの弟子として育てられた彼らは日本でキリストの器として大いに用
いられていくことと思います。 今年の 2 時間カンファレンスは映画でいうと予告編

のようでした。 わくわくするような予告編を見せて頂き、本編への期待が高まっ
ています。 来年 4 月の MEBIG セミナー1 年目を大いに期待しています。

杉田政志JEMS
JEMS
協力宣教
杉田政志
協力宣教師集会

2019 年 JEMS 日語部

MEBIG セミナー
オハイオ州ダブリンバプテスト日本語チャ
ペルの杉田政志牧師が 3 月に続き、カリ
4 月 13 日（土）＆14 日（日）
フォルニア州を訪問して下さり、北加や南
ガーデナ・バレー・バプテスト教会
加で家庭集会やスモールグループの集ま
「教師力 UP」をテーマに 2 日間で 10 時
りで、Ⅰコリント 12:27 から「みんなちがっ
間のセミナーを開催予定
てみんないい」とメッセージを語って下さい
第 70 回マウント・ハーモン修養会
ました。 2019 年 3 月中旬にもカリフォル
6 月 30 日（日）－７月６日（土）
ニアを訪問されます。 杉田牧師は集会の
Bread of Life（テメキュラ）の集会
日語部講師として、昨年に引き続き、
大小に関
RCI 南大阪福音教会牧師であり、関西
わらずご
聖書学院理事長の福野正和牧師を日
奉仕下さ
本からお招きします。 素晴らしい自然
います。
の中でゆったりと主との豊かな時間を
集会 リク
お過ごし頂けます。多くの方々の参加
エスト歓迎
をお待ちしています。
スモールグループの集まり
致します。
申し込み：1 月中旬より開始予定

GVBC での MEBIG カンファレンス

内越先生と滞在先ファミリー

〈祈りのリクエスト〉
新しい年も、主が JMES 日語部の働きを
祝福して下さり、日語部の働きを通して
主の御名が讃えられるようにと願ってい
ます。 主の導き、知恵が与えられます
ようにお祈り下さい。
＊２０１９年も７月下旬から８月上旬にかけ
て日本に送る予定である JEMS 短期宣教
チームの４チーム全てに働き人が与えられる
ように。
＊MEBIG セミナーを通して更に子供伝道が
進むように。 また開催するための必要が与
えられるように。
＊マウント・ハーモン修養会日語部に５０名
の参加者が与えられるように。

クリスマス特別献金のお願い
４月上旬に開催を予定している
MEBIG セミナーをはじめ、集会開
催費用を必要としています。 日
本から講師をお呼びする際の渡
航費や滞在費、会場借用料のた
めに ＄ ２,000 を必 要 とし て いま
す。 支援して下さる方はチェック
にクリスマス献金とご記入下さい。
尊い献金を感謝致します。
裏面の「日語部支援」の用紙もご利
用下さい。

JEMS –日語部 支援：Nichigo-bu Support
日本語部とスタッフのためにお祈りいたします。
日語部の働きのために 毎月 $
今回 $

捧げます。（

月

年まで）

捧げます。

Name 名前______________________

Phone 電話______________

Address 住所____________________________City______

State

Zip

E-Mail
チェックのあて先は JEMS とお書き頂き、Memo 欄に Nichigo とご記入下さい。
948 East 2nd Street, LA CA 90012-4317
電話：213.613.0022
※銀行口座からの自動引き落としをご希望の方は、裏面をご記入下さい。
※オンライン献金 https://jems.networkforgood.com/projects/10875-minako もご利用頂けます。

自動引き落とし許可書(Electric Funds Transfer Authorization Form)

Last Name

First Name

※該当する

MI

にチェックをお願いします。

日語部に
月
（

１日または

１５日から毎月$

を

）ヶ月間

連絡をするまで献金します。
毎月１日または１５日に銀行から JEMS に上記の金額を支払うことをここに同意します。
I hereby authorize my bank to pay JEMS the amount listed on 1st or 15th of each month as specified above.

サイン
日付け
※自動引き落としをされます銀行口座の Void チェックを同封して頂き、JEMS まで郵送をお願いします。
※自動引き落としの変更、キャンセルは書面で JEMS までお知らせ下さい。 また、銀行口座を閉じられる場合はトラブル
を避けるために、２ヶ月前までに書面で JEMS までお知らせ下さい。

