
エリヤ八ウス・ジャバン拡大推進しもべ会 2o19
日本列島に北から寒気団が降りて

来て、北海道では真冬 日が続いた

り、南からは暖かい空気が昇ってき

て西 日本では季節外れの暖かさが

あったりと、変化しやすい環境に体

調を整えることが難しい日が続いて

います。 2月 13日 14日 (水木)そ
んな寒さがまだ残る札幌のグレース

コミュニティでエリヤハウス・ジャ

パン拡大推進しもべ会が行われまし

た。この 2日 間、外は厳寒、内は主

の愛と恵の中で包まれ、またグレー

スコミュニティのおもてなしチーム

の方々やスタッフの愛 と祈 りの中という暖かい環境で大切な話 し合いがなされました。

昨年は、全国で延べ 29ス クール (14教会)が行われ、新受

講者数も 346人、再受講生数は、225人で、571名 の方々がスクー

ルを受けられ、祈 りのミニス トリーを学び、体験されました。

今年は、新 しい取 り組みとして、以前の基礎講座を日本語で

収録 し、 もっと分か りやすい内容、また参加者の方が 自分に適

応 して感想や思いを分かち合う時間も取 り、その上でミニス ト

リーを受け られるようなプログラムにすること、スクールの前

の準備 として用いられるようにすること、タイ トルを基礎講座

か ら「心のサプリ :フ ァース トステ ップ」 として製作すること

が決まりました。

<教会を支援する祈りのミニストリーのサイクル>
。信者、未信者への個人ミニス トリー

・導入 としての 「心のサプリ ;フ ァース トステップ」
。祈 りのミニス トリー・ トレーニングスクール

・更に深い学びと訓練をするア ドバンスコース

・インターンを訓練する トレーナーの育成

しもべ会では、エ リヤハウス・ジャパンの全体的な

流れを表すミニス トリーサイクルを通 して祈 り手を

訓練 し、教会を支援 していきます。
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赦しの力は、イエスの血潮にあります。イエス

の血潮さえあれば充分なのです。 (ヘ ブル 10:19-

29)。 教会はどんなに血潮で覆われたとしても、覆

われすぎることはありません。…

イエスの血潮、 これ こそが、神が私たちに与え

られた最高の力である ことを、すべてのク リス

チャンはしか と心得てお くべきです。確かに神の

言葉は、力強い武器です。それは 「救いをもた ら

す神の力」 (ロ ーマ 1:16)だか らです。 しか し、

イエスの血潮は、心を聖めるための最高の力なの

です。

「さらに、新 しい契約の仲介者イエス、それに、

アベルの血よ りもす く
゛
れた ことを語る注ぎかけの

血に近づいています。」 (ヘ ブル 12:24)

イエスの血潮が人の心のいや しの中心 とな りま

す。御言葉は思いを正 し、心を刺 し通 します (ヘ

ブル 4:12)が、その心をいやすのは血潮です。

逆説的ですが、一度捧げ られた血潮は再び捧げら

れる必要はありません。

しかしその血潮が日々適用されなければ、心は

病み、再び苦しみます。私たちは理性や意志の力

で心を変えることはできないのです。

心に宿るものが何か、どれほどはっきり分かっ

ても、どうすることもできません。この点におい

て、心理学者は行き詰まります。たとえ何がある

かわかっても、それを聖められないからです。し

かし、クリスチャンにはできます。世の心理学者

が行き詰まるところは、クリスチャンにとっては

出発点にしか過ぎません。クリスチャンは子羊の

血潮を求めさえすればよいのです。「見よ、世の

罪を取 り除く神の子羊 (私たちの完全なる血の捧

げもの)」 (ヨ ハネ 1:29)

この祈 りには、ただ告白して求める以上の信仰

はい りません。最 も小ささク リスチ ャンです ら、

効力を充分に発揮することができます。たとえ暗

闇がさらに深 くな り、罪が増大 しても、イエスの

血潮は尽きることがないとは、何 と驚 くべき偉大

な恵みでしょう |

主は真実な方ですか ら、その血潮がいつでも私

たちの手の届 くところにあ り、求めさえすれば、

心を完全に隅々まで聖めることができると保障 し

て くださっています。・…

「変革され続けるための鍵」P,155～ 抜粋

札幌スクール (グ レースコミュニティ)の祝福

2019年 1月 8日 から11日 (火―金)まで、札幌スクール (グ レースコミュニティ)が行われました。

今回のスクールは、19名 の受講者があり、グループタイムのヘルプで参加したミニス トリーチーム以外、

全受講者は祈 りのミニス トリーについて初めて学ばれる方々でした。ちょうど冬休みの時期と重なり、

聖書学校の神学生の方々も参加できて良かったと言ってくださり、すべてを主が導いておられると感謝

しました。礼拝を捧げる時、いつもその場に主の臨在が注がれました。また、札幌という場所にもかか

わらず、山口県からわざわざ参加された受講生もおられ、80歳を超えるベテランの牧師先生も参加され、

主がお一人おひとりの心に語られる時、場所や年齢を越えて主の導きに応えられた熱い思いを感じまし

た。                             エリヤハウス・ジャバン ニ浦雅範
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私が初めてエ リヤハウススクールに参加 した と

きは、私の家は ごく普通の家庭で何の問題 もない

のに… と思 いつつ心の奥では恐れ と不安で一杯

で、初めてミニス トリーを受けたときには、何か

自分の隠されていた部分を暴かれているような思

いに囚われていたことを思い出します。

で も、スクールを受講 し続け、祈 りいやされな

が ら、私の心は色々な縛 りや不 自由さ、間違った

考えや教えから少しずつ解放され、不安や恐れか

ら平安と喜び、感謝へと変えられてきました。

そのような中でア ドバンスコースがあることを

知 り、 ミニス トリーを通 して人々のいや しに仕え

ていきたいと導かれ、受講することを許 され、約

三年間の学びが始まりました。

最初の一年は自分 自身のために祈っていただ く

一年で したが、 ミニス トリーを受ける度に自分の

罪 |′果さ、傲慢 さに気付かされ、いかに自分が正 し

い人間だと思い、人々を裁き、神様がすべきこと

を自分が とってかわろうとしていることに (ま る

でサタンのようにです)愕然 とさせ られ ました。

そのような罪深い私のためにイエス様が十字架 に

かかって くださったことを、深 く知ることができ、

受けとることができ心か ら感謝 しています。

二年 目、三年 目と見学、助手、祈 り手として訓

練を受けているなかでも、多 くの失敗があ りまし

た。祈 りを導 く側なのに、祈 られる方の心の傷に

私 自身も同じ傷の痛みのゆえに、何をどう導いて

行って良いのかわか らな くなってしまった り (も

ちろん、 ミニス トリーチームの方がお られるので

ミニ ス トリーは続 け られ ましたが )、 私 自身 この

事でミニス トリーを受ける必要を覚えて祈ってい

ただいたり、家の教会での交わりを通しても自分

自身の反応のおかしさに気付かされ、この事がミ

ニス トリーにおいても相手の感情に寄 り添いたい

と思いつつそうできない自分に、 このままでよい

のだろうか ?私はやはりやめた方がよいのでは ?

と、思いがぐるく
゛
るとめぐり、ミニストリーチー

ムのリーダーである静子先生に時間を取っていた

だき、結果的にミニス トリーをしていただく時と

なりました。

子供の頃、母が周 りの親戚や義父母に配慮 しな

が ら生きている姿を見て、私 もそのように配慮 し

て生きていて、以前取 り扱っていただきましたが、

配慮す ることで私 の感情 を出す ことを して こな

かったこと、そのことで私の心に深い悲 しみがあ

り、「ああ、母 に甘えたかった」「いつも誰かが周

りにいて母に甘えることができなかった」 と、悲

しみ、さばく思いが、いつ しか 「言っても無駄な

こと」として私の心に住みつきました。 この事が、

他の人 との関係でも自分の気持ちを出さないでい

たので、相手の思いも知ることがな く、また知ろ

うともせず、場所 と立場を考えて人と話す ことが

出来ていないことにも気付かされました。

このように欠けだ らけの私ですが、 自分が頑張

るのではな く、聖霊様によ り頼み、いや しを受け

つつ、いや しに携わっていきたいと思っています。

■■■■

グレースコミュニティ 江日編子
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*4月 は、エリヤ月間です。教会で、個人で、グループでエリヤ八ウスの働きのためにお祈りと献金の時をもつてこ支援く

ださいますようお願い申し上げます。
*セミナー・スクールなどそねぞれの教会の二一ズに合わせて行うこともできます。是非事務局まで気軽にこ相談、お問い合

わせください。

匿同Jスクーザレ・ セミナー1等:響li臨
1議: (2019年 3月～)

コース IB 札幌スクール 26～ 29日 (火 ～金 )

コースⅡA 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市    3月 23日 (土)1・ 2月 の続き

コース IB ィビジ 3月 9・ 16日 21日 (木)30日 (土 )

コース ⅡA 熊本ハーベス トチヤーチ 熊本市 3月 9・ 10日 16・ 17日 (土 日)

4月 コースIB 北見めぐみキリスト教会 北見市   4月 23日 ～ 26日 (火～金)

コース IB 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市    4月 13日、5月 11日、6月 8日、7月 13日 (各土)

5月 コースIA 熊本ハーベストチヤーチ 熊本市    5月 11・ 12日 、18・ 19日 (土 日)

コースⅡA 札幌スク―ル (グ レー 札幌市    5月 14日 ～ 16日 (火～木 )

9日 、25・ 26日 (土 日)

コースEB 大津バプテス ト教会 大津市 5月 28日

5月 日、6月 8・ 9日 (土 日)

コースⅡB 桐生キリス ト教会 桐生市   5月 21日 ～ 23日 (火～木 )

5月 25

6月 コース IA 宮城スクール (拡大宣教学院)

コース IB 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市    6月 4日 、25日 、7月 16日 (各火 )

※セミナー グレースチャベル             網走市   4月 28日 (日 )

※心のサプリ公開収録  グレースコミュニティ 4月 4日 (木)大津バプテスト教会 5月 15日 (水 )

シティビジョン・グローリーチャーチ 6月 21日 (金)予定

※パー トナーシップ献金をお捧げくださった教会と推進メンバーのお名前 (2018年 1月 -12月 )(敬称省略 )

大津バプテス ト教会、シティビジョン・グローリーチャーチ、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、桐生キリス 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、

北斗チャペルキリス ト教会、釧路キ リス ト福音館、 (個人)松下康正、広野和子、土田明子、納谷直美、松島美代子

森脇由美子、井藤裕美子、中岡祐二、末平哲朗、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、月井博、江□編子、森本一枝、秋山和男 ・正子、

諸藤栄一 皆様の尊い献金を心から感謝いたします。

エリヤハウス。ジャバン会計報告 (2018年 1月～12月分)

スクール受講料他・基礎講座料・アドバンス費 6.798,167

パー トナーシップ献金・エリヤの日献金 。その他

書籍・オーディオ販売代、その他

3.434,130

853,018
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交通・宿,自 (スクール・基礎講座・ア ドバンス他 ) 1,942,238

スクール・セミナー教材作成 608,421

人件費十講師謝礼 6,377,000

2,095,909

224,358
., |■
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会報・広告・事務・通信・管理

書籍・オーディオ購入費・その他

[■ ■_‐ ■1

巨HJ郵便振替□座番号 :02760-9-56943
巨HJ□座名 :エ リヤ八ウス・ジャバン

住所 :〒 006-0832札 幌市手稲区曙 2条 2丁目4-22-102

尊い献金をお捧げ下さり、心から

感謝致します。今後もエリヤ八ウ

ス・ジャ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。

エリヤ八ウス・ジャバン事務局

■電話&Fax:011-215-7258

■メールアドレス <E―ma‖ >:

elilahhouse@infoseekoip

■本―ムページ:   WWW.ё hi.jp

(収入―支出=-162,611)

発行責任者 :益 田良― (グレースコミユニテイ)

宮城県   5月 31日 6月 1・ 2日、7・ 8・ 9日 (金土日)


