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弗ノ エリヤハウス・ジャバン ワークショップin湘南国際村センター 2018 10/30口 11/1
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美 しい相模湾を見わたせる東山の高台に湘南国際村センターはあります。そ こで第 7ロエリヤハウス・ジャ

バンワークショップが行われました。北海道か ら九州まで全国各地か ら参加者が集まり、良い学びと交わ り

の時を持ちました。久 しぶ りに会う方々もお り、同窓会的な面もあ りましたが、常 日頃教会や様々なところで、

祈 りのミニス トリーの働きやスクールをしている仲間が集まる時でもあ りました。

今回は、エ リヤハ ウス・グアムのデ ィレクターであ り、エブリネイシ ョン

チャーチグアムの主任牧師でもあるマーク&テ リー・ベナベンテ師 ご夫要 に

よってワークショップが行われました。特に 10月 30日 (火)に行われたスペ

シャル公開セミナーでは、「結婚における夫婦の ^致」、「キ lリ ス トの体が ^体

となるために」 というテーマに多 くの方が関心をもって参加さオ
´
1ま した。また

続 く 2・ 3日 日は、今 日の社会が直面 している様々な問題に対 して、 ご夫妻の

長年のミニス トリーの経験か ら教えてくださいました。お二人か ら流れる謙遜

な人柄は、私たち参加者にとって大きな恵みの時でした。

日本の上に天が開けている

ワーシップの中で主がテ |リ ーさんに語 られたことを分かち

合ってくれました。「私は日本の Lに天が開けているのを見まし

た。天から多くの鳩が日本中のいろんなところに解き放たれて

います。一つのことが思い出されました。1984年 グアムに観光

に来ていた一人の日本人男性に会いました。70か 80歳代の方で

した。私はある本を読んでいた時、彼は『あなたが読んでいる

本は何ですか ?』 と尋ねました。『これは神の愛について書かれ

ています。』そして、私は私たちのために死なれたイエスの愛を

伝えました。彼は混乱 した顔をしてその時は信 じませんで した。彼の泊っているホテルを聞き、後で、彼に

日本語の聖書を渡 してほしいとホテルの人にお願いしました。聖書には私の住所 も挟んでおきました。聖霊

が彼を í専 いてくださいと祈 りました。数か月後、彼か ら手紙が来ました。彼は、京都に住んでいる医者でした。

手紙には、『あなたに会った ロイエスのことを聞いて混乱 しましたが、あなたがくれた聖書を読みました。そ

して今、 イエスは私のベス トフレン ドです。』 と書かれてありました。神は忠実なお方です。聖霊はこの国に

解き放たれています。今まで蒔かれた多 くの種を収穫する時が来ています。」

■ 蛯 瘍 轟N
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エ リヤハウス・ジャバンのしもべの先生方が、祈 り

のミニス トリーを教会 にどのように取 り入れたか、そ

の後、 どのように教会や ご自身たちが変わっていった

かの証しを収録 した動画が上映されました。

人きな変化はご夫婦の関係が祝福されたことであり、

その結果、親子関係が良くなった こと。教会の雰囲気

が変えられていったこと、内側にも外側にも成長 してき

たことなどが証されました。参加者の中には先生たちの

正直な トークに感動を覚えた方もおられました。

未信者へのアプローチと可能性

祈 りのミニス トリーを用いて未信者の方々にどのよ

うにアプローチできるか、という問いに札幌のグレー

スコミュニテ ィで実際に行われている “昼カフェ''と

いう働きを代表牧師である益出良 ‐先生 ご夫妻によっ

て紹介 していただき、実際の様子を L映 して、会場で

も分かち合う時を持ちました。 この “昼カフェ"に は

多 くの未信者が参加されていて、救われる方 も起 こさ

れています。後半では質問タイムも持たれ、有意義な

時とな りました。

このワークショップでは、毎 日、お ‐人ずつ、 ワー

シップの後、証人を立てて、祈 りのミニ ス トリーやス

クールを教会で行 うことの恵みを分かち合って くださ

いました。そ こには、 [[直で飾 らない姿勢 と共 に、祈

りのミニス トリーを教会に取 り入れていく過程での葛

藤やその後 どのように教会が変え られ祝福されてきた

かが証 しされました。

ワークショップの最後に、2002年か ら始まったスクールやエ リヤハウス・ジャバンのこれまでの歩みとこ

れか らの取 り組みについて益田良一先生か ら説明されました。 日本語による基礎講座の作成。次世代にむけ

ての取 り組み。未信者へのアプローチ。 トレーナーの養成 という具体的な内容に触れ、ベナベンテ ご夫妻に

よる祝福の祈 りでワークショップを終えました。参加者が再びそれぞれの場所に戻って主のために用いられ

ていくこと、聖化と変革の御業が広がって教会が建て上げられ、キ リス トの花嫁が整えられるためにお祈 り

しました。
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私はエ リヤハウスの祈 りの ミニス トリースクー

ルを 17年 ほど前に学びました。 ワークシ ョ ソプ

をここ5年間程参加できず、久しぶ りに参加しま

した。自然環境に恵まれ素晴らしい場所で、いや

しと休息をいただきました。主を褒めたたえます。

エ リヤハ ウスの集会はなんて居心地が良いで

しょうか。あ りのままで、居 られる恵みがありま

す。神様の愛が流れています。懐か しい方々との

再会、賛美が始まり神様の優 しいいや しの中に包

まれました。

テーマ :キ リス トのか らだが 一つ となる 「夫婦

の ^致・教会の一致」 に私が惹かれたのは、夫婦

の一致が教会成長のキーバーソンと思っていまし

た。 しかし、私は結婚 33年 間の牧会が空回 り、『の

れんに腕押 し」状態で、離婚の危機を経験 しまし

た。夫婦の ^致がないので、多 くの教会員が離れ

て行 きました。その中にエ リヤハウスを異端 と言

う人もでて しまいました。「解決されるべき問題

が明 らかになっていない。」「理解されていない。」

「神様 に『本音の価値観』 を変えていただ くこと

な くして、刷新はない。」 と、夫婦が一致できな

い苦悶、苦闘があ りました。 (現 在は神様の奇跡

で夫婦は回復 してお ります)

今回のミニス トリータイムで牧師夫人である働

き人に、何か以前の私 と共通するものを感 じまし

た。 日本の牧師夫人にぜひエ リヤハウスで、諦め

ないで、「いやされ、『夫婦の一致』 を求めて くだ

さい」。 といや しを勧めます。

また、最後のセ ッション 「いや しの関係を安全

て

に守る」から、 自分がまだまだ未熟者であると悟

り、励ましと示唆をいただきました。

牧会の中で、ミニストリーが行き詰った事など

を振り返ることができました。また 「祈 りのミニ

ストリーをする人の責任」から、私が忘れていた

ことを思い出しました。「求められるのと同様の

態度で応答しない。自分自身の心と思いを明確に

しておき、絶えずきよめの祈 りをする」アー メ

ンです。今回私からミニストリーを受けられたグ

ループの方や過去に暗礁に乗 り上げた方々に中し

訳なく思いました。 (こ の紙面をお借 りしてお詫

び中し上げます。)そ の時々の神様の恵みと赦 し

を受け取りました。

痛みを反拐しながらも、いやしの時を感謝いた

します。

学びを受けて本当によかったです。いつの間に

か付いてしまった贅肉をそぎ落とし、きよめの祈

りの必須を教え られました。以前に増 して、聖霊

様の油注ぎが強 く、感謝で一杯でした。

ワークショップのためにご苦労されたスタッフ

の方々に心から感謝中し上げます。)欠世代にバ ト

ンが繋がれるよう祈ります。

神奈川県 M
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新書のこ案内
内なる人の変革の改訂版「変革され続けるための鍵」が、マルコーシュ・

パブリケーシ∃ンから出版されました。

「この本は・・・何が肉の行いであるか、その多くを明らかにし、それらが

効果的に影響を及ぼすような告自、悔い改め、十字架の死につけられる必要

があること、そして回心した後も私たちの肉は新しく再生される必要がある

ことを明らかに示しています。・・・・私たちは、キリス トの体である教会が

(エペソ 4:]1-12にあるように)深い傷や習慣に真の救いの恵みをもってお

互いにミニス トリーできるように整えられることを目指しています。」本書、

はじめにより。

定価 (本体 2,600円 十税)内容も新しくされていますので、ぜひ手に取つ

て読んでいただきたいと思います。こ注文は事務局までお願いいたします。

*今年もお祈りや経済を通してエリヤ八ウス・ジャバンをこ支援くださり心わ`ら感謝いたします。

セミナー開催、またスクール、基礎講座も全国各地で行わね多くの受講生が恵みと訓練を受けらねました。

来年、更に主のビジョンを受けて諸教会に仕えて行けますようにお祈りください。

EHJスクール・ セミナー等予醸    (2019年 1月～)

コース IB スコミュニティ 札幌市 末週予定

コース IB 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市
3月初旬～4月 中旬 (水)予定

3月末～6月 上旬 (土)予定

EHJし もべ会 グレースコミュニティ 2月 13日 14日 (水木 )

※パー トナーシップ献金をお捧げくださつた教会と推進メンバーのお名前 (6月 -1]月 )(敬称省略)

大津バプテス ト教会、シティビジョン・クロー IJ一 チャーチ、ニューホープ岐阜、グレースコミュニティ、
エブリネイシ∃ンチャーチ横浜、本同生キリス ト教会、静岡サミル聖書教会、日之出キリス ト教会、南紀キリス ト教会
練馬グレースチャペル、本郷台キリス ト教会、熊本八一ベス トチャーチ、,中 縄 611霊糧堂世界宣教教会
吉野俊子、藤田康江、寺見也子、伊藤博子、吉田真由美、澤田彩子 HC、 下伶子、藍原泰子、松田由美子、
片岡千鶴、新野吉男、月丼博、江回編子、森本一枝、秋山和男・正子、諸藤栄―

エリヤハウス・ジャバン会計報告 (2018年 6月～」0月分)

尊い献金をお捧げ下さり、心から

感謝致し誅す。今後もエリヤ八ウ

ス・ジヤバンが日本の諸教会に仕

えて行くための必要が満たされま

すようにお祈り下さい。

EHJ郵便振替□座番号 :02760-9-56943
巨HJ□座名 :工 IJヤ八ウス・ジャバン
住所 :〒 006-0832札 幌市手稲区曙 2条 2丁目4-22-102

エリヤ八ウス・ジャバン事務局

■電話&Fax:011-215-7258

菫メールアドレス <E‐ma‖>:

elilahhouse@infoseek.jp

■ホームページ:   WWW.ehi.jp
(収入―支出=-698,530)

スクール受講料他・基礎講座料・ア ドバンス費 1,732,394

パートナーシップ献金・エリヤの日献金・その他 1,230,370

書籍・オーデイオ販売代、その他 204,381

交通・宿)白 (スクール・基礎講座・アドバンス他) 581,267

スクール・セミナー教材作成 50,328

人件費十講師謝礼 2,660,500

会報・広告・事務・通信・管理 463,580

書籍・オーデイオ購入費 。その他 110,000

発行責任者 :益田良― (グレースコミュニティ)

1月 コースIA グレースコミュニティ 札幌市    8日 -11日 (火―金 )

コース IA ニューホープ岐阜 岐阜市    1月 予定

コースEA 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市    1月 26日  2月 23日  3月 23日 (土 )

4月 コースIB 北見めぐみキリスト教会 北見市   4月 中旬以降予定
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