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朝のワーシップ風景
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エリヤ八ウス 。ジャパン ビジョン リトリート震018
北海道 の初夏、動けば汗が流れるほどの支笏湖で、

エ リヤハウス 。ジャバ ンのビジ ョンリトリー トが 6月

5日 (火)か ら 7日 (木)まで行われました。

緑豊かな自然の中で、全国か らしもべの牧師夫妻や

スタッフが集まり、毎朝主に賛美を捧げ、絶えず思 い

を主に向け、御声を聞きつつ進められて行きました。

北海道支笏湖

様々な事が分かち合われた中で、「次世代への働きかけ」 と 「未信者に祈 りのミニス トリーの教えを適用

していくこと」が話され、特に未信者への取 り組みに成果を上げている、グレースコミュニテ ィの昼カフェ

の様子 を、 日本宣教の つヽのヒン トとしていただ くために 10月 に行われるワークショップの教会形成 とエ

lリ ヤハウスの集いの中でも取 り上げることにな りました。
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様々なテーマを話し合いました

美 しい支笏湖畔において、いかに祈 りのミニストリー

を教会形成に取 り入れているか、 しもべの先生がお証

して、ビデオに収録しました。各教会で行われている

取 り組みは、主が様々な方法で導いておられることが

分かりました。この模様は、10月 のワークショソプの

教会形成とエリヤハウスの集いの中で上映される予定

です。

支笏湖 |‖半の撮影
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根本的な解放

先 日、 3日 間沖洲|ほ っとチ ャベルにて、エ リヤ

ハウスの基礎講座 に参加 しました。私は基礎講座

の中で、 ^つ の悪い性質 を根本的に扱われる体験

をしました。

それは、母 に従えない心で した。何 を言われて

もイライラすることで した。 (仲 良しなんですけど

ね)自 分で もこの性質はなぜなのか理解できませ

んで した。

聖書には、「子供たちよ。主にあって両親に従い

なさい。これは正しいことだからです。あなたの

父と母を敬え。」これは第一の戒めであり、約束を

伴ったものです。すなわち、「そうしたら、あなた

は幸せになり、地上で長生きをする」 という約束

です。 (エ ベソ6:1-3)

この事 によ り、よ く私は悔 い改めま したが、 ま

た同じことを繰 り返すのがいつ ものパターンで し

た。

5人 グルー プにな り、話 し、祈 り合い、一つの

答えが出ました。「母に何を言ってもわかってもら

えないだろう」 という思いか らのもので した。そ

れは、小学 5年生の時にいじめを受けて辛い時に、

母に相談 しました。

しかし、母が出した答えは、「あなたの事を好き

だからみんながちょっかい出すのよ」と言われた

その言葉でした。何度言っても帰ってくる言葉は

一緒でした。

母は、他の人とは違う観点で物事を見る人 (天

然)で、自分が正しいと、思えば突き進むタイプ

でした。従わなければ、ヒステリックな声を上げ、

母が思う正しい道に戻されるループでした。 これ

は子供を思う愛と、母の理想が入り混 じった行為

でした。小学 5年の私は、「意味が分からない」「こ

の人に何を言っても無駄だ」「理解してもらえない」
「叱られる」それが私の心に根付きました。

35歳 になった今でもその小さい時の傷は、大き

なゆがみにな り、 母を打ち負かすように説教まで

し、偉そうな 口をたたくようにな りました。 (と て

も恥ずかしい)

その原因を突き止め、「小学 5年 のあなたは本当

は何つて言ってほ しかったの ?ど うしてほしかっ

たの ?」 と聞かれました。

「ごめんね気が付かなくて」
「そ うだったの辛かったね」
「大丈夫だった ?ど こか痛 くないの」
「何されたの ?」

「今はつ らいけどこれか らもっと良いことがあるか

ら頑張ろう」

「安心 してお母さんがいるよ」
「愛 しているよ」

「抱きじめてほしかった」

この言葉を聞 くと、行動 してほしかつた ことを

全部話 し、グルー プのお姉 さんが抱き しめて、あ

たたか く母の代わ りに全部言って くれ ました。涙

があふれ、大泣きしました。

そ の時、イエ ス様 もそ の中に入って くださ り、
^緒 にいて泣いて、抱き じめて、 ごめんね と言わ

れたのを感 じました。ず っと母 を赦せない心か ら

解放 されました。そ して、喜びに変わ り、笑いが

起 こりました。

次の 日になって、その報告 をみんなの前で話 し

て ほ しい と言われ ましたが、根本的な原 因さえ、

そ して、つ らかったいじめさえ忘れて、なぜ、今

までつ らかったのかが忘れるほど解放されました。

根本的な ものを解放するため、そ して、他の人

の苦 しみを解放するために、本格的にスクールで

学びたいと思いました。

姫路聖心キ リス ト教会 伊藤恵子



いやされるには時があり

「私 には、いやされるということはないのではな

いか…」。 これまでに、何度 となくミニス トリーを

受けてきましたが、毎回その途中で lLま つて しま

しい、そのような思いになることもありました。「ど

う思いますか ?感 じますか ?」 と問われても、「何

も感 じない」のです。

二年前に三浦先生か らミニス トリー を受ける機

会があ りました。父 との関係 において、幼い頃に

受けた 「心の傷があるのでは ?」 と感 じ、祈 りが

進んでいきましたが、「その時の幼い自分の声を聴

いてみ ましょう」 と言われて も、何 も聞 こえず、

どう感 じたか を思 い出す こともで きないのです。

内容 も、父の事や、母 の事 にな りと紆余曲折で、

最終的には母を赦す内容になっていきました。

数か月後、母は持病が急 に悪化 し危篤状態 とな

りました。最後の晩、弱る母の手を握 り、「お母さん、

今まで怒っていて ごめんなさい。お母 さんの子で

本当によかったよ。」 というと、「ゃ っと私の元 に

戻つてきて くれた」 と、弱々しい声で喜んで くれ

ました。そ して、イエス様の事 を伝え、イエス様

を受け入れ る祈 りを ^緒 にし、母は召 されていき

ました。 この時は、 これが神のみ こころだった と

思います。

そ して、今回のスクール IBの 受講 とな りまし

た。今回も祈 っていただ くうちに、 またいつ もの

暗 い岩 の洞穴 にや って きました。「どう感 じます

か ?」 と問われて も、足元 には、強固な岩盤があ

り、いくら叩いても、ビクともしません。光の無い、

冷たい洞穴に、一人でいるだけです。

「イエス様に、どうした らいいか、聞いてみましょ

う ?」 と導いていただき、祈っていくうちに、私は、

記憶がない頃か ら、父に対 して怒 りを持っている

姿が見えてきました。常 に怒 り、反抗 しているの

です。「その事を罪 と認め、一つひとつを悔い改め

ませんか ?」 と勧め られ、罪 を悔い改めていくう

ちに、暗い洞窟が溶けてな くなっているように感

じられました。聖霊様の働きを感 じるようでした。

そ して、「あなたのお父さんに代わって、私が謝

ります。」 という言葉を受けた時に、心の底か らあ

るものが一気 に沸 き上がって きました。それは、

自分で も理 由が分か らない程 の強い感情で した。

涙があふれ出て、声にもな らない程の感情で した。

心が解放 されたためか、 イエス様をとて も親 しく

感 じることができ、 自然 と喜びが生まれてきまし

た。本当に感謝です。

私は今、イエス様 をとて も親 しく感 じる事がで

き、心の 自由を感 じます。神様の 「時」 に、必ず

神様は働いて下 さる。信頼す る喜びを体験する こ

とができました。

桐生スクール Aさ ん

静

スクニルの憲、



第 7回 エリヤ八ウス・ジャバン ワークシ∃ップが、10月 30日 (火)～ ]]月 ]日 (木)まで行われます。
1日 ウィーク4やコースⅡBを修了された方々を対象にして行われます。今回は、主がそこにとこしえの祝福をお
命じになつた「一つになる」ことがテーマです。湘南国際村センターという美しい景観の中にある場所で全国か
らスクールを修了された方々が共に集まりよい交わりと学びを通して、主がさらに教会を建て上げ、宣教の働き
が祝福されていくための時となることを願つています。ぜひ、ワークショップのためにお祈りください。詳しくは、
同封のチラシをこ参考ください。よろしくお願いします。尚、(定員宿泊 ]40名、通い 60名)定員になり次第
締め切ります。

スクール
難難亀藤%壼―……鰺 議鬱駐壼―卜1'≫鐵畿  重
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ューライフバプテス ト教会 25日 、9月 8日 、 10月 6日 27日 (各土 )

9月
15日 -17日 月・祝 )

コース EA 大津バプテス ト教会 大津市     15日 16日 29日 30日  (土 日)

10月 2日-4日 (火一木 )

コース IB 宮城スクール (拡大宣教学院 ) 宮城県   28日 -30日 (金一日)

10月
コースⅡA 桐生キリス ト教会 桐生市 2日-4日 (火一木 )

6日 13日 20日 (各土 )

コースⅡA 横浜ニューライフバプテス ト教会 横浜市    16日 23日 11月 6日 (各火)予定

コース lB 宮城スクール (拡大宣教学院 )

熊本ハーベス トチヤーチ

宮城県

熊本市

19日 -21日 (金一日)

20日 21日 、27日 28日  (土 日)コ ー

コースIB 札幌スクール (グ レースコミュニティ) 札幌市 6日-9日 (火一金 )

10日 11日 、17日 18日 (土 日)11月
コース EB 熊本ハーベス トチャーチ 熊本市 6日-8日 (火―木 )

10日 11日 、 17日 18日 (土 日)

セミナー
7月 16日 (月 ・祝)本郷台キリス ト教会 「約束の祝福があなたのものになる」
▲どなたでも参加できます。AM10時半～ PM3時まで
▲費用 参加費 500円 ▲参加希望は費用の振込みによつて :このセミナーに参加を希望される方は、以下
のエリヤ八ウス本郷台の口座宛に、参加費一人 500円をお振込みください。 ▲昼食は各自こ用意ください。
<ゆうちょ銀行から振込をされる場合> 振込銀行 ゆうちょ銀行

記 号 10250 番 号 5704833]口 座名 エリヤ八ウスホンゴウダイ
<ゆ うちょ銀行以外から振込をされる場合> 振込銀行 ゆうちょ銀行

支 店 028  番 号 5704833 口座名 エリヤ八ウスホンゴウダイ

8月 19日 (日)午後 芽室キリスト教会「肩の力を抜いて生きる」午後 ]時 30分～3時 ▲参加費無料

※パー トナーシップ献金をお捧 |ザ くださつた教会と推進メンバーのお名前 (3月 -5月 )(敬称省略)

大津バプテス ト教会、シティビジ∃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、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、小松島チャペル
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、納谷直美、松島美代子、森脇由美子、丼藤裕美子、末平哲朗、中岡祐二、広野和子、松田由美子、
片岡千鶴、新野吉男、月丼博、江□編子

エリヤ八ウス・ジャバン会計報告 (2018年 1月～5月分)

36号の会計報告でスクール受講料他の部分で、数字が間違つておりました。
正 しくは 7,164,357です。訂正 してお詫びしヽたします。

スクール受講料他・基礎講座料・ア ドバンス費

パー トナーシップ献金・エリヤの日献金 。その他

2,724,581

1,549,983

179,565書籍・オーデイオ販売代、その他
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交通・宿泊 (スクール・基モi礎講座・アドバンス他)

スクール・セミナー教材作成

人件費+講師謝礼

会報・広告・事務・通信・管理

書籍・オーデイオ購入費 'その他

■■|||■ 1

1,112,648

558,093

2,646,000

574,226

7,858
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(収入一支出=A444.696)

尊い献金をお捧げ下さり、心から

感謝致します。今後も工リヤ八ウ

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‖ >:

elijahhouse@infoseek,ip

■ホームページ:   WWW.ehi.ip
巨HJ郵便振替□座番号 :02760-9-56943
EHJ□座各 エリヤ八ウス・ジヤバン
住所 :〒 006-0832札 幌市手稲区曙 2条 2丁目4-22-102 発行責任者 :益 田良― (グレースコミュニティ)


