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2019年 7月

ＥＨＪからのお知らせと祈りの課題

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・エリヤ月間献金・その他
書籍・オーディオ販売代、その他
　　　　　　　　  収入合計　
交通・宿泊（スクール・基礎講座・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・積立
書籍・オーディオ購入費・その他
　　　　　　　　  支出合計

2,560,635
1,435,721

283,110
4,279,466

788,038
444,850

2,542,500
444,959
39,920

4,260,267

EHJ 郵便振替口座番号：02760-9-56943 
EHJ 口座名：エリヤハウス・ジャパン
住所：〒006-0832 札幌市手稲区曙２条２丁目４－22-102

（収入―支出＝19,199）

エリヤハウス・ジャパン会計報告（2019年１月～ 5 月分）

尊い献金をお捧げ下さり、心から
感謝致します。今後もエリヤハウ
ス・ジャパ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。

9月
コースⅠＢ　熊本ハーベストチャーチ　　　　　　  　　　　熊本市 ９月 21・22・28・29 日（土日）

コースⅡＢ　横浜ニューライフバプテスト教会　　　　  　　横浜市 9 月 14 日・10 月 1４日・11 月 9 日（土）

コースⅠＢ　宮城スクール（拡大宣教学院）　　　 　　　　　宮城県 10 月 11・12・13 日（金～日）

コースⅡＡ　北見めぐみキリスト教会　　　　　　　　　　　北見市  10 月 1 日 2 日 3 日（火～木）

10 月 25・26・27 日（金～日）

10 月 26 日 11 月 2・９・16 日（土）

10月

コースⅠＡ　練馬グレースチャペル　　　　　　　　　　　   東京都

コースⅡＢ　札幌スクール（グレースコミュニティ）　　　　 札幌市

 11 月 6・13・20・27 日（水）

11 月 9・１０日１６・17 日（土日）

11 月 12 日～ 14 日（火～木）

９月 14 日（土）16 日（月・祝）28 日（土）コースⅡＡ　シティビジョン・グローリーチャーチ　　　　  横浜市

011-215-7258

ＥＨＪスク－ル・セミナ－等予定表      （2019年9月～）

11月

心のサプリ・ファーストステップ
　エリヤハウス・ジャパン

では今までの基礎講座に代

わって新しい形で「心のサプ

リ・　ファーストステップ」

と名付けてエリヤハウスが初

めての方やスクール前の準

備として用いることができる

ものを作成することになり、

４月５月６月と、しもべ会の

先生やスタッフが収録に臨

みました。

形式も変えてカフェスタイルで、参加者の方々がテーマに沿って分

かち合う時を持ちました。

　札幌のグレースコミュニティでの収録には、多くのオイコス（未信者の友人、家族など）も参加され、大

津バプテスト教会では、普段教会に来られていない方や未信者の方々も参加されました。シティビジョン・

グローリーチャーチでの収録でも各先生のトークも大きな祝福の時でした。

※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（2019年１月―5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、
　�エブリネイションチャーチ横浜、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、練馬グレースチャ
ペル、本郷台キリスト教会、熊本ハーベストチャーチ、北斗チャペルキリスト教会、釧路キリスト福音館、小松島チャ
ペル（個人）岡真由美、岡本裕美、木村美香、瀬川久代、広野和子、納谷直美、井藤裕美子、中岡祐二・未都里、吉
田真由美、櫻井靖子澤田彩子HC、朝日・前田ＨＣ、伊藤義三・優子、松田由美子、片岡千鶴、新野吉男、月井博、
江口編子、秋山和男・正子、皆様の尊い献金を心から感謝いたします。

＊�エリヤの日献金に多くの方々がお捧げくださり心より感謝申し上げます。これからも主の働きのために　教会に仕えて行け
ますようにお祈りと献金をよろしくお願いいたします。
＊10月のディスカバ－・ジョイセミナーが多くの方にとって祝福となりますようにお祈りください。
　�グラント・マレン先生御夫妻は、サンフォード先生とも親しい関係を持たれていました。エリヤハウス祈りのミニストリー
を受けて夫婦の関係が変わったこと等も著書の中で紹介しています。また、スクールの鬱の講義の資料等も提供して下さっ
ています。セミナーを通して、エリヤハウスミニストリーに新しく繋がる方が起こされることも願って来日してください
ます。
＊セミナー・スクールなどそれぞれの教会のニー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ご相談、お問い合わせください。

心のサプリ収録関東チーム・シティビジョン・グローリーチャーチにて

グレースコミュニティにて

グレースコミュニティ益田牧師ご夫妻

大津バプテスト教会にて

シティビジョン・グローリーチャーチ　
増田牧師ご夫妻
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　私は、子どもに注意をしたりするのが苦手で、

そのような自分の問題（悪い実）をグループタイ

ムで主に取り扱っていただこうと思いました。

　私の父と母は仲が良くなく、父と母がけんかを

し始めないように、食卓など二人が対面する場面

では仲裁役を務めてきました。そのことについて

は、コースⅠＡで父や母の位置に立っていたこと

を私は悔い改めることができました。コースⅠＡ

の前からミニストリーを数回受け、「感情が出て

こないよね」と何度か言われてきました。私は「母

親が傷ついていたから、仕方なかったんだ」と言っ

たり、自分の体験なのに淡々と話すところがあっ

て、「小さい○○（私の名前）ちゃんはどんな気

持ちだった？」と聞かれても「・・・」と言葉に

詰まるところからなかなか進展しませんでした。

　今回のコースⅡＡでは「感情が出ない」という

問題についてすっかり忘れていましたが、助け手

の方から「人から頼まれたことをノーと言えます

か？」と聞かれ、「断るのは苦手です」と答えた

ところから、今回主が私の問題で一番取り扱いた

い点へ絞られていったように思います。「小さい

頃の自分にどう声をかけて欲しかった？」と問わ

れ始め、以前にも同じようなことを聞かれていた

と思い出しつつ、「それについてはなかなか言え

ないかもしれない、今日も進まないかも…」と一

瞬思ってしまいました。

　しかし、「母親のさみしそうな様子、自分の思

いは誰にも話さないと気丈に振る舞っているかの

ようなツーンと鼻を上げ遠くを見る姿」と母親の

様子を話すと「お母さんっていうのは、感情豊か

なのよ。」「明るくて嬉しいって表現したいものな

の。」と言われた時に私はハッとしました。後で

考えると自分の考えにひびが入った感じだったと

思います。そして、お祈りしてもらった後初めて

「母親の背負うべきものは母親に返したいと思い

ます」と言うことができました。この自分の発言

に関しては、自分でも驚きました。そして、再び「小

さい頃の○○ちゃんに母親からどう声をかけて欲

しかった？」と聞かれた時に「『生まれてきてく

れて、嬉しい』と言われたかった」と自分の感情

を初めて言うことができました。

　キリストにあるすべてのミニストリーをする人

にとっての聖書的土台は、イザヤ書十一章一節か

ら三節までに書かれているイエスの姿にありま

す。

　「エッサイの根株から新芽が生え、その根から

若枝が出て実を結ぶ。その上に、主の霊がとどま

る。それは知恵と悟りの霊、はかりごとと能力の

霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方

は主を恐れることを喜び、その目の見るところに

よってさばかず、その耳の聞くところによって判

決を下さず、」（イザヤ十一・1-3）

　祈りのミニストリーをする人は、自分の目の見

るところや耳の聞くところによって判断してはな

りません。洞察の賜物によって、出来事や状況を

超えたところに目を向けなければならないので

す。神が心に目を留められるように、祈りのミニ

ストリーをする人も心に注目しなければなりませ

ん。

　「しかし主はサムエルに仰せられた。「彼の容貌

や、背の高さを見てはならない。わたしは彼を退

けている。人が見るようには見ないからだ。人は

うわべを見るが、主は心を見る。」」（第一サムエ

ル一六・７）

見かけだけでは、見る人の判断を誤らせます。

　「さばいてはいけません。さばかれないためで

す。あなたがたがさばくとおりに、あなたがたも

さばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなたが

たも量られるからです。」（マタイ七・１～２）

　私たちは、絶対に裁いてはならないということ

ではありません。私たちは評価したり、その判断

に従って行動したりすることなしには生きていけ

ません。この橋は渡るのに安全であるか、商品に

その値段の価値があるか、この医者の技術になら

信頼して命を預けることができるか、私たちは判

断します。さらに関連深いところになると、この

人は信頼するに値する人か、このような気質の

人になら自分の気持ちを信頼して表現することが

できるか、打ち明けても秘密が守れるか、権威と

　それから、悔い改めの祈りをし、私が生まれて

きたことを嬉しい、私が大事だ、という正しい価

値観を宣言してくれました。また、私より年上の

姉妹が母親役をしてくれて、母の代わりに謝って

くれ、「○○ちゃんあなたが生まれてきてくれて

うれしい」と言ってくれ、天のお父さん役として

先生が私の存在を喜んでいる宣言もしてくれまし

た。そして、姉妹たちが「○○ちゃん大好き、○

○ちゃん（の存在が）嬉しいよ、○○ちゃんが生

まれてきてくれてありがとう」と実際に言葉に出

して言ってくれ、ハグしてくれました。

　さらに、ミニストリーをリードして下さった方

は「あなたは優しい方です。そのために、人のも

のを負ったりしてしまうことがあります。」と言っ

て下さり、そうか、自分はそのために注意しづら

いという部分もあるのか、と注意できない自分を

責め続けていた私はとても励まされました。も

う一人の兄弟からは「（自分に）似ているところ

があります」と話して下さり、私は前日にミニス

トリーされた方と自分が似ている、と感じていて

このチームで祈られたことも主の導きを感じまし

た。この兄弟姉妹からの愛のシャワーを受け、本

当に嬉しかったです。

　そうして、この 4 日後ハグを自分からはなかな

かできなかった私が、母親から愛情をあまりかけ

てもらえなかった女の子と関わる機会があって、

その子をハグすることができ、その子は笑顔を返

してくれました！ハレルヤ！！愛のシャワーを余

すところなくかけて下さった兄弟姉妹に、そして、

主に本当に感謝しています。主に栄光をお返しい

たします。

� グレースコミュニティ　Ｙ . М

赦しを理解している人かどうかを私たちは決めま

す。

　大切なのは心の姿勢です。前記の聖句は非難す

ることや責めることについて語られています。ミ

ニストリーをする人はキリストにあるなら誰も責

められることがないということを、しかと心得て

おかなければなりません（ローマ八・１）。私た

ちは十字架の下に共に立ち、みな罪の下にあるこ

とを認識します。どんなにできの良い人でも、誰

も人より勝った人はいないのです。さもないと他

人の欠点を見ることで自分が高慢になります。祈

りのミニストリーをする人は、物事を見て判断し

ますが、責めることはしません。うわべではなく

心の動機に目を向けることで、何が起こったか状

況ではなく、そこに起こっていることの真の内容

を判断するのです。

　「ああ。私は、もうだめだ。私はくちびるの汚

れた者で、くちびるの汚れた民の間に住んでいる」

（イザヤ六・５）強調筆者

　祈りのミニストリーをする人は、兄弟の罪を自

分の罪と見なして考えなければなりません。私た

ちがそう望んでも望まなくても、私たちは一つな

のです。祈りのミニストリーをする人自身が同じ

罪に陥っていないとしても、それは自分自身のお

手柄ではなく、ひとえに主の恵みによるのです。

このことを知らないと、自分がミニストリーを

している人に勝っていると感じずにはいられませ

ん。

「変革され続けるための鍵」

P.193 － 194 より抜粋

祈りのミニストリーをする人の役割 兄弟姉妹による愛のシャワー


