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はじめに

西之園路子　世界宣教委員長
MICHIKO NISHINOSONO

　主の御名を讃えます。

　現在遣わされている野田教会の玄関先に、大待宵草（オオマツヨイグサ）
が咲いています。本来の月見草とは実は違うそうですが、月見草と呼ばれ
ることもある黄色い花で、その名前が表すごとく、夕方になると咲き、朝
方になるとしぼんでしまいます。その仲間で、大待宵草より小ぶりな「荒
地待宵草（アレチマツヨイグサ）」という花の名前に心惹かれています。
荒地で夜を待ち、人知れず花を咲かす草。厳しい環境で、夜の暗がりの中
に咲く黄色い花は、希望の光のようにも思えてきます。
　今年は世界中で COVID-19 の影響が出ており、派遣宣教師たちの多く
も会堂に集まって礼拝することができなかったり、自宅から自由に出るこ
とができなかったり、日本への一時帰国もできない等、様々な試練の中に
置かれています。本来ならこの春に日本から派遣予定だった宣教師もまだ
送ることが出来ない状況にあります。日本の諸教会も、会堂で集まる集会
を礼拝も含め一時、休止したり、オンラインで礼拝を配信したりしていま
すが、宣教師たちが派遣されている海外の諸教会もいち早く様々な制限を
受ける中、それを耐え忍び、試行錯誤しながらこのチャレンジと向き合お
うとしています。世界宣教委員会の Facebook にも宣教師の皆さんから
いただいた報告を掲載し、派遣先の様子やそれぞれの国の対応等を紹介し
ていますので、ぜひご覧ください。世界の諸教会と、共に生きるために祈
りを合わせていきたいと思います。日本も厳しい状況にありますが、同じ
ように、あるいは日本以上に厳しい状況に置かれている宣教師たちの働き
を覚え、お支えください。
　過酷な環境で、日が沈みゆく時にこそ咲く花のように、世界各地の教会
とそこに連なる人々が、まだ先の見えないこの状況の中で、希望の花を咲
かすことができますように。荒野で小さなイスラエルの民を見出し傷つき
やすい瞳のようにこれを守られた主が、闇に輝く光として到来された主イ
エス・キリストが、皆さんの、また私たちのすぐ側に共にいてくださいま
すように祈ります。
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日本基督教団派遣宣教師・関係者
THAT WE MAY SERVE TOGETHER

アジア

6

7

8

9

10

11

12

13

三浦照男 インド・アラハバート

 　　　　2004 年就任、サム・ヒギボトム農工科大学

クアラルンプール日本語キリスト者集会　マレーシア・クアラルンプール

松本章宏　　　シンガポール

　　　　　　　2013 年就任、シンガポール日本語キリスト教会

ベルトラン小川文子　　フィリピン・ボホール

　　　　　　　2012 年就任、ボホール・ゴスペルサチュレーション・プロジェクト

うすきみどり　台湾・台北

　　　　　　　2006 年就任、国際日語教会

高井ヘラー由紀　　台湾・台南

　　　　　　　2018 年就任、台南神学院　

洛雲海　　　　韓国・ソウル

　　　　　　　2011 年就任、長老会神学大学校、セムナン教会

長尾有起　　　韓国・ソウル

　　　　　　　2015 年就任、韓国基督教長老会、ソウル第一教会

北アメリカ

14

15

16

17

18

25

25

25

山本　一　　　米国・カリフォルニア州サンノゼ

　　　　　　　2013 年就任、ウェスレー合同メソジスト教会

久山康彦　　　米国・カリフォルニア州ロサンゼルス

　　　　　　　1988 年就任、ウェスト・ロスアンゼルス合同メソジスト教会

森谷和夫　　　米国・アラバマ州バーミングハム

　　　　　　　2003 年就任、ファースト長老派教会

日本人特別牧会　　米国・ニューヨーク近郊　ニュージャージー州北部

正木義道　　　カナダ・マニトバ州ウィニペグ

　　　　　　　1974 年就任、ノックス合同教会名誉牧師／カナダ臨床会教育学会教授

パイン合同メソジスト教会　米国カリフォルニア州サンフランシスコ

ユニオン日本語教会　　米国ニューヨーク州スカースデール

シカモア組合教会・日語部　　米国カリフォルニア州エルセリート
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THAT WE MAY SERVE TOGETHER

南アメリカ

19

20

25

25

25

小井沼眞樹子　ブラジル・バイーア州サルバドール市

　　　　　　　　2016 年就任、ヴァレリオ・シルヴァ合同長老教会

江原有輝子　　パラグアイ・ピラポ

　　　　　　　2019 年就任、ピラポ自由メソジスト酒井兄姉記念教会

サンパウロ福音教会　　ブラジル・サンパウロ

マリンガ・メソジスト愛光園教会　　　ブラジル・マリンガ

ラ・グロリア教会　　　ボリビア・サンタクルス

ヨーロッパ

21

22

23

24

川上　寧・真咲　ベルギー・ブリュッセル

　　　　　　　　　2016 年就任、ブリュッセル日本語プロテスタント教会

プラハ・コビリシ教会　　　チェコ・プラハ

秋葉睦子　　　ドイツ・ベルリン

　　　　　　　　2005 年就任、ベルリン日本語教会

佐々木良子　　ドイツ・ケルン

　　　　　　　　2016 年就任、ケルン・ボン日本語キリスト教会
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カナダ
正木義道

ブラジル
マリンガ・メソジスト愛光園教会＊

サンパウロ福音教会＊

小井沼眞樹子

アメリカ
山本一
パイン合同メソジスト教会＊

久山康彦
森谷和夫
日本人特別牧会＊

ボリビア
ラ・グロリア教会＊

パラグアイ
江原有輝子

台湾
うすきみどり

高井ヘラー由紀

ベルギー
川上寧・真咲

ドイツ
秋葉睦子
佐々木良子

チェコ
プラハ・コビリシ教会＊

インド
三浦照男

マレーシア
クアラルンプール日本語キリスト者集会＊

シンガポール
松本章宏

フィリピン
ベルトラン小川文子

韓国
洛雲海
長尾有起

日本基督教団派遣宣教師一覧
THAT WE MAY SERVE TOGETHER
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カナダ
正木義道

ブラジル
マリンガ・メソジスト愛光園教会＊

サンパウロ福音教会＊

小井沼眞樹子

アメリカ
山本一
パイン合同メソジスト教会＊

久山康彦
森谷和夫
日本人特別牧会＊

ボリビア
ラ・グロリア教会＊

パラグアイ
江原有輝子

台湾
うすきみどり

高井ヘラー由紀

ベルギー
川上寧・真咲

ドイツ
秋葉睦子
佐々木良子

チェコ
プラハ・コビリシ教会＊

インド
三浦照男

マレーシア
クアラルンプール日本語キリスト者集会＊

シンガポール
松本章宏

フィリピン
ベルトラン小川文子

韓国
洛雲海
長尾有起

（2020 年 10 月現在）＊印は関係教会です。
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INDIA

　明治時代の終わり、イギリス生まれ、アメリカ育ちのサム・ヒギンボトム氏は宣教
師としてインドに渡ることを決します。イギリス植民地下にあるインドに、アメリカ
長老派教会より派遣された彼は、当初、キリスト教系大学で英語教師として働きます。
数年後、農村の困窮を知るにつけ、農村の発展のための仕事が自分の使命であること
を悟ります。その後、帰国し農業を学び再び渡印、アラハバード農業学校を設立します。
これが現大学の基礎となり、彼は引退するまで、農村の若者の育成に尽力しました。
　その後、当学校は正規の大学として登録され、2011 年、創設者の名前に因んで、サム・
ヒギンボトム農工科学大学と改名されました。1967 年、日本基督教団から牧野一穂氏
が派遣され、継続教育センター並びに継続教育学部を設立し、農村開発のための人材
育成、農村保健衛生、貧困家庭の子どものための学校教育活動を精力的に行いました。
　2004 年、同氏の退職を機に、私がそれらを引き継ぎ、活動を継続しています。
　農村の発展は若い農村青年の育成がカギとなります。それは世界共通していること
ですが、インドの農村は、特に伝統的価値観や性別による差別意識が強く、下層カー
ストや農村女性の社会進出が遅れ、経済、教育、女性の社会的地位の格差が大きな社
会問題となっています。これらの課題の解決を短期間に成し遂げることは非常に困難
です。250 年近くイギリスに植民地支配されたインドでしたが、頑なに伝統的価値観
や彼らの宗教を捨てることはしませんでした。誇りを持ち続けることは立派ですが、
他方で変貌している国際社会の中で生きていく上に弊害ともなっているようです。
　このような状況下にあっても、農村の青年たちは徐々に力を付けてきています。個々
の努力、新たな価値観を受容しながら、共に生きるための有機農業組合、農村女性の
ための縫製事業、貧困家庭のための学校運営、女性の自立のための収入向上活動、農
村ボランティアによる母子保健活動等を通して農村の若いリーダーが育ってきていま
す。特に、農村女性のリーダーシップが輝きをみせています。女性たちは家族と自分
自身のために、また子どもの成長と教育を受けさせるという希望をもって、精力的に
活動に参加しています。
　多様な宗教、民族、言語を持つインド、その中で共有する価値観、目的を持つこと
は可能です。それは神様の幹に繋がり、家族を愛し、故郷を愛し、そして隣人を愛す
る若い人びとが今後育つことです。これは世界共通の願いです。そして一人一人が世
界の平和の働き手となることです。皆さまのお祈りに加えてください。

サム・ヒギンボトム農工科大学
マキノスクール（学部長）
2004 年〜

三浦照男
TERUO MIURA

Dr. Teruo Miura, Dean
Makino School of Continuing and Non-Formal Education
Sam Higgingbottom University of Agriculture, 
Technology & Sciences  Allahabad 211007 U.P.  India
Phone/FAX : +91-532-2684306
Mobile  : +91-894-8101373 
Email : teruomiura2007@ybb.ne.jp

アーシャ＝アジアの農民と歩む会
http://ashaasia.org/
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MALAYSIA

　クアラルンプール日本語キリスト者集会（KLJCF）は 1983 年 9 月にマレーシア・ク
アラルンプール在住の日本人クリスチャンが集まり、日本語による家庭集会を持った
ことがその始まりです。以来 37 年、メンバーの入れ替わりはありましたが、2020 年
3 月 15 日まで、日本語による礼拝を継続して捧げてきました。その後は、新型コロナ
ウイルス感染拡大阻止のためのマレーシア政府による活動制限令が施行され、教会堂
での礼拝は行われておりません。

　現在は、毎週日曜日、フィリップ・コー牧師が英語で説教をし、はんな夫人が日本
語に通訳した音声ファイルが教会員に配布されています。この状況は 2021 年になっ
てもしばらく継続すると思われます。

　教会堂での礼拝を捧げることはできませんが、3 月 17 日より、マレーシア在住の信
徒が順番に祈りを捧げ、KLJCF のホームページに掲載しております（https://kljcf.org/
free/prayer をご参照ください）。帰国した兄弟姉妹もおり、ここ数ヶ月は 14 名が祈っ
ております。この毎日の祈りのリレーにより、1 人 1 人の状況、思い、願いが共有され、
互いに祈り合うことで、多くの恵みをいただいております。また日本や世界各地の牧
師や信徒の皆様からの励ましの祈りがそこに加わり、今までとは違った形で海外で日
本語礼拝を継続する新たな方法なども示され、それが将来への 1 つの希望となってき
ています。

　1 日も早い、教会堂での礼拝の再開、メンバー全員の健康と仕事が守られること、
そして今は日本人のマレーシア入国の禁止が解除された後に、KLJCF の新たなメンバー
として共に礼拝を捧げる兄弟姉妹が、できればお子さんを伴って赴任されてくること
を祈ります。

クアラルンプール

クアラルンプール
日本語キリスト者集会
Kuala Lumpur Japanese Christian Fellowship

KLJFC

Kuala Lumpur Japanese Christian Fellowship
c/o PJ Gospel Hall No.1A, Jalan Gasing 
46000 Petaling Jaya, Selangor MALAYSIA
Email : moroe@sakura.net.my （諸江修）
Phone : 019-345-1334（コー・はんな牧師夫人）
教会 HP : http://kljcf.net/

教会 HP



8

　私たちシンガポール日本語キリスト教会（SJCF）が過去 44 年間使わせていた

だいているセントジョージ教会は、3 百名以上が着席できるオープンエアーの礼

拝堂ですので、コロナが始まった頃も最も安全な教会と思っていたのですが、3

月 22 日（日）から突然使用不可となりました。昨年から礼拝説教の YouTube 配

信を始めていたので、私が住まわせていただいている神学校の一室をお借りして

自分で礼拝動画を撮影し、担当者に編集していただいて配信するようにしました。

コロナ禍の中で一般の方々も聖書のメッセージを求めるようになったのでしょう。

以前の 3 倍以上の再生回数となりました。http://www.sjcf.org.sg/message

　この時期、「転んでもただでは起きたくない」と思い、Zoom を使った祈り会を

週に 5 回、バイブルスタディを週に 2 回始めたところ、これまで出会った方々を

中心に東南アジアのみならず、日本やヨーロッパ、アメリカからも参加してくだ

さる方が増え、それぞれ 20 〜 40 名ほどが集まるようになりました。

　この不安な状況の中で福音のメッセージを発信したいという願いから、4 月中

旬に週 3 回の頻度で「松本牧師の YouTube 聖書講座」というチャンネルを始めた

ところ、予想をはるかに上回る方々がご覧くださり、チャンネル登録も 1500 名

となりました。「救い」について真っ直ぐに語った動画は 3 万回以上の再生となり、

本当に多くの方々が永遠の希望を求めていることがよくわかりました。ぜひ、検

索してみてください。

　ようやく 3 ヶ月遅れで、7 月 12 日（日）に教会総会を開催し、新年度の役員も

選出することができました。「50 名まで」という制限がありますが、7 月 26 日（日）

から礼拝堂での礼拝を再開し、Zoom と YouTube も駆使した三刀流の働きをこれ

からも続けていきたいと思います。

SINGAPORE
シンガポール日本語キリスト教会
2013 年〜

松本章宏
AKIHIRO MATSUMOTO

礼拝動画撮影風景

松本正子
MASAKO  MATSUMOTO

教会：S.J.C.F (Singapore Japanese Christian Fellowship)
c/o St. George’s Church, 44 Minden Road Singapore 248816
牧師館：Rev. Akihiro Matsumoto
Trinity Theological College DMQ1-2, 490 Upper Bukit Timah Road 
SINGAPORE 678093
Phone： +65-8699-7490 
Email：akimasatojun@yahoo.co.jp

教会 HP
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PHILIPPINES

　フィリピンではこれまでに新型コロナ感染者累計が 10 万人（8 月現在）を超え、
緩和されていた規制が再び強化されました。感染者の少ないボホール島でも規制
は厳しく、マスクをしていないだけで逮捕されます。特に観光業などが打撃を受け、
この半年は学校もなく多くの人が仕事もない状況です。しかし、子どもたちは外
出禁止にもめげずに楽しそうに遊び、教会メンバーたちもこの時とばかり、ます
ます主の業に燃えています。お祈りに支えられ、皆が守られていること、心より
感謝でいっぱいです！
○〈奉仕概要〉ボホールの州都タグビララン市でクライスト・ザ・ヒーラー国際
宣教運動（CTHIMM）メトロボホール教会の牧師として夫婦で仕えて 3 年目。夫
ガムの強いリーダーシップと私の頼りなさ？！のもとリーダーたちが育ち、牧師
がたくさんいるような感覚です。モニターを設置して部屋を増やすなどの工夫を
しながら礼拝を続け、礼拝には約 70 名、祈り会には約 30 名が集っています。
○〈家の教会〉コロナ禍の前から各地でリーダーたちが家の教会を開拓しています。
多い人は 5 ヶ所くらい受け持ち、毎日のように礼拝に出向いています。そこから
救われる人々が多く起こされ、今年は既に 41 名が受洗しました。現在 17 か所あ
る家の教会に平均 10 名ほどが集っています。
○〈子ども伝道〉子ども伝道も自然な流れで始まりました。半年もの長い夏休み、
子どもたちは近所同士で集まって遊んでいます。その中の中学生が聖書を教え始
め、現在 14 ヶ所ほどに増え、10 代の子たちが 2 人組みで、週 2 〜 3 回のペース
で 15 人くらいの小学生たちに話をしています。薬物依存症、家庭崩壊、虐待、10
代での妊娠など、痛みを抱え愛に飢えている子どもたちがとても多い中で、思い
がけず子ども伝道の風が起こるのは神様の思いが成っていると感じます。
 ○〈世界へ〉Blue Flame Eagle Tv を始め、少しずつ youtube などで伝道発信して
います。帰国報告も当分出来ませんが、この間に祈りを積みながらメディアを通
して出来ることをしていきたいと思っています。
●祈祷課題：1. 人々の救いのために。人生が変えられるところから地域全体が変
えられていくように。新しくクリスチャンになった人々や子どもたちが守られ育っ
ていくように。2. 教会にバンが与えられるように。3. 我が家は 9 月に 4 人目の子
どもが生まれる予定です。出産と子育てのために。感謝して…。祈りつつ。

ボホール・ゴスペル・サチュレーション・プロジェクト
2012 年〜

ベルトラン小川文子
AYAKO BELTRAN OGAWA

ガマリエル Jr.（通称ガム）
BELTRAN  GAMALIEL, Jr.

ガマリエル三世（通称アリ／在）　花　  望
GAMALIEL III

Rev. Ayako Ogawa Beltran
0077, Calceta St., Cogon Dist., Tagbilaran City, 6300 Bohol, Philippines
Phone :  +63-948-1033333   Email : beltranmission@gmail.com
ブログ : http://00110-1-543639.at.webry.info/

ブログ HP

HANA     NOA
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TAIWAN
台湾基督長老教会　国際日語教会
2006 年〜

うすきみどり
MIDORI USUKI

　平安♪　 いつもお祈りや、励ましのカード、お便りをありがとうございます。
　2020 年のコロナ禍！　2003 年 SARS 流行の際、中国との関係で一国家として
認められていない台湾は WHO に加盟できないため、国際的に孤立し、世界的救
援が得られず、大きな被害、痛手を受けました。その経験から、今回は 12 月武漢
での発症が報じられた直後、すぐに対応策が取られました。世界中に注目された
台湾のコロナ対策は、日本のニュースや各メディアでも大きく報道されました。
私自身教会内においても、様々に教えられました。
　1 月には国民自体、各自が素早く文字通りの「自主規制」。礼拝や集会出席者か
ら「暫く休みます、礼拝はネットやテレビで行います」との連絡を頂きました。
台湾ではキリスト教のテレビ局で 24 時間礼拝や讃美、聖書講座が放映され、年に
数回ある大型台風時の「台風休暇」（政府発令）時には、職場も学校も教会も休み

（自主礼拝）となるので、日頃から緊急事態対応に慣れているとも言えます。
　私たちの教会では、高齢者が多く、礼拝出席が困難になっていく中で、以前か
ら礼拝をネット中継・録画放映しており、コロナ下の 3 月にはすぐにネット礼拝
のみに切り替えできました。
　教会員の半数は、日本統治時代に日本語で教育を受けた 90 歳前後の台湾の方々
ですが、家族や若い外国人労働者と同居の方が多く、若いお孫さんやお手伝いさ
んが傍らでネット操作を助けてくれる為、日常的にスマホで YouTube や LINE 等を
ご使用。安心してネット礼拝に切り替えられました。
　それでも外出できない状態の中、皆様心身かなり弱くなりましたが、9 月に通
常礼拝や集会が再開されると、急にお元気になられ、やはり主は私たちを交わり
合いながら生かされていくようにお造りになられたことを実感しています。
　コロナ禍の政策下で、台湾の政治家が国と人民を愛していることを皆で実感し、
国のリーダー達と人民が信頼し合い、一致して動く様に、旧約聖書の時代を思い
ながら、教会のあり方も改めて教えられました。
　台湾から、日本や世界の状況を伺いながら、皆で祈りを合わせています。主にあっ
て、世界中が早くこの事態が終息し、経済、教育等全ての面で復興しますように。

111-52　台湾台北市中山北路六段 728 巷 9 弄 3 之 1 号 2F
国際日語教会内
電話 : +886-(0)2-2871-7625
MAIL : shalommidori@gmail.com

台湾基督長老教会　台北中会 ( 教区 ) の松年会 ( 高齢者会）連合バス旅行
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　日本の教会の皆様のお祈りとお支えを心から感謝いたします。私は台南神学院

での 2 年目のつとめを無事に終え、台南で一家 5 人揃って暑い夏休みを過ごして

います。台湾政府が迅速で優れた新型コロナウィルス対応を行ったため、私たち

は奇跡的にほぼ平常通りの生活ができています。また、厳しさを増すばかりの香

港の政治状況を横目に、台湾は民主主義を享受しています。しかしウィルスも中

国による政治的脅威もすぐそこにあり、「一寸先は闇」と感じずにいられません。

　ミクロに自分の一年間を振り返ってみると、授業を始めとしてまだまだ模索状

態が続いていますが、神学院の入試に加わるようになって選考の段階から学生を

知ることができるようになり、献金アピールのための地域教会訪問と説教、修士

論文指導などを行う中、神学院教師としての働きの全体像が見えてきました。暑

さに弱い上に年齢のせいか常に疲れやすく、秋から冬にかけては忙しさとプレッ

シャーのため心臓の動悸が激しくなるなどバテバテでしたが、一度も風邪をひか

ず、夫も子どもたちも心身ともに守られたことを、心から感謝しています。いく

つもの教会の皆様からお励ましのカードやお手紙をいただき、感謝です。生来の

筆不精に加え、あれこれ雑事に追われて全くお返事を書けないでいる失礼をお許

しください。

　この 1 年間の何よりも大きな恵みは、夫のダニエルが日本で転職し、秋学期の

4 ヶ月間以外は家族が一緒に居られるようになったことです。新しい形の家族生

活の中、夫と私がそれぞれに、主から与えられた使命を助け合いながら全うする

ことができるよう、また子供たち（ジョナサン恒基、ジェームズ彰基、エミリー幸）

が主の助けの中で成長できますよう、お祈りください。私自身も、良い神学院教

師になろうとするだけでなく、日本の教会の皆様と心を一つにしながら、主の姿

に倣って台湾の教会を愛し仕えていけるよう、どうぞお祈りください。

台南神学院
2018 年〜

高井ヘラー由紀
YUKI TAKAI-HELLER

ヘラー・ダニエル
DANIEL HELLER

ジョナサン恒基　ジェームス彰基
JOHATHAN KOKI JAMES SHOKI

連絡先：701 台南市東區青年路 360-15 號
高井ヘラー由紀女士
自宅電話 : +886-6-2080703
携帯電話 : +886-901-480306
MAIL : hiyukiheller@gmail.com
URL : http://www.ttcs.org.tw

エミリー幸
EMILY SACHI

台南神学院 HP



12

KOREA

受け持ちの神学生たちと一緒に

長老会神学大学校（PUTS）、セムナン教会
2011 年〜

ナグネ（洛雲海）
NAG, WOON-HAE

聖彬　起光　海声　新門
SEIKA            OKIMITSU    ECHIKA       SEMUNA

　私は韓国滞在 22 年、大韓イエス教長老会（PCK）への派遣宣教師となって 9 年

目の日本人です。現在、神学校と教会を拠点に宣教の働きに従事しています。

　神学校はソウル東部にある長
チャンノフェ

老会神学大学校 (PUTS) です。今年創立 119 年を

迎えました。神学大学院生（M.Div. 課程）だけで 800 名を超える大所帯です。組

織神学部門を担当する他に、21 名の神学生の担任として学校内外の生活指導に当

たっています。中にはベトナムやアルゼンチンからの留学生もいます。日本人が

韓国で神学生教育や生活指導に当たることの許されている現実を重く受け止めて

います。

　奉仕教会のセムナン教会は 1887 年に創立された韓国最初の組織教会で、朝鮮

時代の王宮（景福宮）近くにあります。帝国日本の植民地時代には朝鮮総督府の

目と鼻の先で礼拝を守り続けました。昨年完成した新会堂は地下 6 階、地上 13 階、

礼拝堂は 2000 席を超える大きな建物です。その 10 階の一室で日本語礼拝は守ら

れています。

　日本語礼拝は開始から 14 年目に入り、年初までは 40 名前後（内、日本人は約

20％）の出席者がありました。しかし、コロナ禍の影響で、2 月以降は対面集会

ができなくなりました。大学もすべてオンライン講義へとシフトして今日に至っ

ています。幸い、5 月末より対面礼拝が再開されましたが、今後またいつどうな

るか分かりません。しかし、教会がいつの時代もそうだったように、今後もその時々

の状況にあって最善の道を祈り求めつつ、宣教に励んで参りたく思います。

　日韓の人々の間で「互いに優越感も劣等感も持たず、キリストの愛によって一

つとされる」関係が実現すること、またキリストにある真の和解が日々新たに起

こされることを願っています。東アジアで真の平和が実現することを望みつつ、

神の国を目指して韓国での宣教に励んでいく所存です。この小さな僕が韓国の地

で人々に真摯に仕えることができますよう、祈りにお覚えください。

Rev. Dr. Nag, Woon-Hae
#301, Seok Sim Villa, 22-5, Sajik-ro 1gil, Jongro-gu, Seoul, 
03026, KOREA
Phone : +82-2-450-0838（大学研究室 , 長老会神学大学校）
教会 HP : http://www.saemoonan.org/Japan/

教会 HP
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　アンニョンハセヨ！　韓国基督教長老会（PROK）に派遣されている長尾有起で

す。韓国でもコロナウイルスは猛威を振るっており、2020 年は各個教会、老会（教

区）、教団レベルであらゆるプログラムが中止されています。私がお手伝いしてい

るソウル第
チェイル

一教会でも日本の姉妹教会との合同修養会が中止され、代わりに青年

たちは zoom を使って交流会を行いました。

　このような中で、8 月半ばに韓国政府から「礼拝は非対面（オンライン）のみ

許可する」という通達がなされました。「自粛」ではなく、オンライン礼拝以外に

選択の余地がないということです。この通達の背景には、ある保守長老派の単立

教会が数千人規模の野外集会を行い、そこからコロナ大流行の第二波が始まって

しまったことがあります。

　国家と宗教は、いつの時代もどの地域でも非常に微妙な関係にあります。今回

の対面礼拝禁止に従うことを「国家権力への迎合」と見るのか、あるいは教会の

集会がウイルス拡散の引き金になってしまったことについて市民社会に対して責

任を取ろうとするのか、はたまた「うちの教団はちゃんとやっている」としっぽ

切りをするのか。プロテスタント教会に対する社会からの風当たりが非常に強く

なっている中、韓国教会全体が大きく揺れています。

　日韓どちらの教会も非常に厳しい状況の中にありますが、このようなときだか

らこそ連帯が必要ではないでしょうか。 目の前にある問題が難しいからこそ、そ

の困難も分かち合うことができる「仲間」が海外にもいることを覚えていただけ

れば、きっと互いに力になるはずです

韓国基督教長老会
ソウル第一教会
2015 年〜

長尾有起
YUKI NAGAO

E-mail：yukinagao1985@gmail.com
ソウル第一教会 (Seoul Jeil Church) 
120 Mareunnae-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea 04559
※自宅は上記住所の先頭に SeoJe Bldg. 501と追加してください。

韓国基督教長老会総会（PROK Offi ce）
4th Floor, 30 Kimsangok-ro, Jongno-gu, Seoul, South Korea 03129

日韓 zoom 交流会
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ウェスレー合同メソジスト教会
2013 年〜

山本　一

菫 　　 皓
SUMIRE  　　 KOU

　当教会は米国カリフォルニアのシリコンバレーにあります。新型コロナウィル

スの感染者が米国一多い州となり、教会も３月の第一週から今日（8 月末）まで

礼拝及び諸集会は全てインターネットを用いての開催となっています。当初、戸

惑いもありましたが、インターネットで礼拝と聖書研究会の動画配信をすること

により、日本語での礼拝に飢え乾きを覚えている在米日本人の方々により広くご

参加いただけるようになり、思わぬ恵みを味わっております。

　当教会は日本人教会として始まり、今年秋に創立 125 年を迎えます。予定し

ていた記念礼拝と集会は延期となりました。今は、このコロナウィルスによる

Shelter in Place（自宅退避）の厳しい現実の只中にあって、近隣で生活する公的サー

ビスを受ける機会が減ったホームレスや低所得世帯の方々への支援活動に力を入

れています。週に一度の教会の駐車場を開放しての Food Bank（食料提供活動）は

毎回 50 世帯を超える方々が利用されています。

　何かと不便やストレスを感じる日常ですが、これらの活動を通して「わたしは

体では離れていても、霊ではあなたがたと共にいる」（コロサイ 2：5）という事

を感じつつ、共に希望を持って今を生きることができればと願っています。

　祈りの課題としましては、これからも力強くこの世に出ていく教会、またイエ

スを主と信じ歩む全ての人に開かれた教会として更に主にあって成熟できますよ

う、お祈り、お支えをいただければ幸いです。また、私自身ここに派遣され丸７

年が経ちますが、一昨年より体調不良が続いています。健康の回復と、ここサン

フランシスコ・ベイエリアに日本語を話す牧師が更に与えられ、日本語での礼拝

と牧会か今後も豊かに継続できる様にご加祷いただければ幸いです。

HAJIME YAMAMOTO

山本知恵
CHIE YAMAMOTO

Rev. Hajime Yamamoto
Japanese Language Division
Wesley United Methodist Church
566 North Fifth St, San Jose, CA 95112, USA
Phone :  +1(408) 295-0367　Fax : +1(408) 295-0612
教会 HP :  http://www.wesleysj.net/

ホームレスへのフードバンク

教会 HP
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　コロナ・ウィルス感染拡大の為に、ここロスアンゼル
スでは外出禁止令が出ました。多くの命が失われ続けて
います。外出禁止令は解除されましたが感染を防ぐ為に
制限がまだ多くあります。礼拝も人が集まり危険と言う
理由でできません。そこで、ウェスト・ロスアンゼルス
合同メソジスト教会では YouTube で礼拝を続けており、私も時々英語部の説教を
担当しています。オレンジ郡の日本語ミニストリーでは、ズームでの礼拝を行なっ
ており、多くの方が参加しています。しかし、高齢の方や病気の方を訪ねる事、
教会学校の子供たちの笑顔を見る事が出来ないのは寂しいものです。
　理事を務めるダウンタウンの高齢低所得住宅小東京タワーは、特に約 400 名の
ハイリスクと言われる高齢者に対する住宅サービスを提供しており、緊張を強い
られています。加えて巨額の費用（約 50 億円程度）を必要とする耐震工事をロ
スアンゼルス 市に求められており、現在その準備を慎重に進めています。400 名
の高齢者をホームレスにする訳にはいきませんので責任重大です。
　教区財団の財務理事職も続けています。コロナ禍の中、激変するマーケットの
動きを見ることも大切ですが、最も重要なのは、教会が今どのようなミニストリー
を提供できるかです。私たちの教区では 36 の食糧提供プログラムが行われており、
その財政サポートを最優先にしています。感染を避ける為に集まっての理事会は
勿論出来ませんが、その代わりにズームでの理事会が多用され、以前よりも忙し
くなったように思います。
　ボーイズタウンの対日プログラムは、コロナによるアメリカ人入国禁止の為に
指導教官が訪日出来なくなっています。しかし、この機会に「コモンセス・ペア
レンティング幼児編」の改訂版の翻訳を終えました。これは、教科書だけでなく、
マニュアルやワークブックも含めての作業です。新しい教材を使ってもらいなが
ら、より使い易く修正していきます。私達の社団法人では、学童プログラムが急
速に成長を続けており、更にペアレンティング指導のクラスもズームで出来るよ
うになりました。感謝です。年会引退後もますますミニストリーを楽しんでいます。
祈り
　皆がコロナウィルス で苦しむ中で、教会が神の愛を具体的に伝える事が出来ま
すように。

ウェスト・ロスアンゼルス合同メソジスト教会
1988 年〜

久山康彦
YASUHIKO KUYAMA

久山啓子
KEIKO KUYAMA

Rev. Yasuhiko Richard Kuyama
828 7th St, Santa Monica, CA 90403 USA
Phone : +1-(310)450-3930（FAX 兼）
Email : dryrkuyama@gmail.com
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　御名を讃美いたします。
　いつも私共一家のためにお祈りくださり、また、私共が皆様のお祈りよって支
えられておりますことを、心より感謝いたします。
私共がアラバマ州バーミングハム市のファースト長老派教会（Presbyterian Church 
USA – PCUSA）におきまして伝道・牧会を始めてから早 17 年が過ぎようとしてお
ります。
　アラバマ州は近年ドイツ、日本そして韓国の自動車産業の進出により加速的に
国際化が進み、日本人人口は現在は 4 千強と言われ、私共の住むバーミングハム（ア
ラバマ州内最大都市）近辺では約 450 人である言われています。特に来年開業予
定（開業が延びました）のマツダ・トヨタ工場建設開始に伴って、州北部では日
本人人口が増えると予想されております。
　ファースト長老派教会の早朝礼拝（第二礼拝委員会）も早いもので始まって
から 9 年目を迎えましたが、3 月中旬からはコロナ禍の影響により主礼拝共に
YouTube あるいは ZOOM によって行われております。わたくしは、この早朝礼拝
にて、月に一度説教奉仕をさせて頂きつつ、主礼拝でも約三ヶ月に一度の割合で、
説教奉仕をさせて頂いておりますが、最近は、無論、自分の iPhone のカメラに向
かって説教をするといった形でやらせていただいております。
　10 年前の晩秋より妻と共に始めた月 1 回の「婦人集会」や様々な集いは、コロ
ナ禍の影響で、現在はお休みさせていただいており、何時再開するかは、未だに
決まっておりません。ご存知でありますように、アメリカでは現在も感染者数が
増え続けており、減る気配がなく、日常の生活にもかなりの影響が出ていることは、
日本と同じであります。
　わたくしの立場は協力牧師である為に教会からは謝儀をもらっておらず、平日
は妻共々それぞれ別々の職場でサラリーマンとして働きつつ日本人伝道に家族
共々努めております。二人の子供も 19 歳と 13 歳で育ち盛りであるために、共働
きの身では色々と苦労もありますが、夢である日本語礼拝開始に向かって家族共
に伝道に励んでおります。これからも私共一家およびファースト長老派教会の働
きの上に、お祈りいただければ幸いです。

アメリカ合衆国長老教会
ファースト長老派教会　協力牧師　2003 年〜

森谷和夫
KAZUO MORIYA

タマラ
TAMARA

希編
KIAMU

愛伝
AIDEN

Rev. Kazuo Moriya
4511 Old Tavern Road, Birmingham, 
AL 35242 U.S.A
Email : tamakazu@charter.net
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Special Ministry to the Japanese (SMJ) と伝道のビジョン

　SMJ は 1976 年ニューヨーク日米合同教会の故春山ジャスティン牧師の「日本語
教会が無い地域の日本人に伝道したい」という呼びかけに応答し、日本基督教団
と米国の合同メソジスト・改革派・長老派・組合派が始めた宣教団体です。以来、
2014 年まで歴代のディレクターがニューヨーク市、ニュージャージー、ウエスト
チェスター、コネチカットの 4 地域で礼拝や諸々の伝道プログラムを実施してき
ました。この 40 年でニューヨーク周辺の日本人事情も変化し、2014 年以降は日
本語を話せる牧師、神学生に協力を呼びかけ、上述の 4 地域で「毎週礼拝を守り、
地域のニーズに合ったプログラムを行う」というビジョンの下、伝道に取り組ん
でいます。伝道の対象は主に永住者、国際結婚の家族や学生で、現在、ニュージャー
ジー地区では月二回聖日の日本語礼拝を守っており、他地域でも日本語礼拝を始
めたいと願っております。また、今年はコロナウイルス感染拡大に際して地域の
日系社会を支えている福祉団体の支援も行いました。
　1977 年以来行われているディスカバリー・キャンプは今年 43 年目を迎えました。
今年はキャンプ場には集まれなかったため、オンラインで行われました。8 歳か
ら 15 歳までの子供たちにキリストの愛を伝える事を目的として、聖書の学び、オ
ンライン・アクティビティをしながら１週間を楽しく過ごしました。今後の他の
活動として、SMJ をより多くの方に知っていただくための広報などの企画が検討
されています。皆様の日頃のお祈り、また様々な形で支援していただき、ありが
とうございます。今後も引き続きお祈りに覚えていただれば感謝です。
　

洪汎善、SMJ コーディネーター

ニューヨーク近郊
ニュージャージー州北部

日本人特別牧会
SPECIAL MINISTRY TO THE JAPANESE

所在地 : 42 North Broadway, Tarrytown, NY 10591
送付先 : c/o Special Ministry to the Japanese
Japanese American United Church
255 7th Avenue, New York, NY 10001 USA
Email : smjoffice10001@gmail.com
HP : https://smjgny.org/

SMJ HP
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CANADA
ノックス合同教会名誉牧師（日本語部牧師）
カナダ臨床牧会教育学教授　1974 年〜

正木義道
YOSHIMICHI MASAKI

正木浩子
HIROKO  MASAKI

　第二次世界大戦勃発後、1942 年に西部海岸地区から強制移動された「カナダ日
系人」の内 1200 名が汽車でマニトバ州に定着。カナダ合同教会国内宣教部の配
慮の下、赤川牧師だけが車の所有を許され、マニトバ州に散らばった日系人の訪
問に全力を注いだ。1944 年ウイニペッグ市内への移住が許可、1945 年 4 月 15 日
Knox United Church 内に「マニトバ日系人合同教会」が創立した。以来 5 人の牧師（赤
川・小倉・古屋・則末・正木）が伝道に携わる。正木が定年退職時、新任牧師を
期待したが得られず , 2000 年「Knox United Church 日本語部」になる。
　日本語での礼拝出席はわずか。3 世たちはカナダ人としての自覚が明確で、各
分野の専門職（教師、医師、薬剤師、看護婦、弁護士、コンピュター、警察官、
会計士等）として世界的に活動している。
　今年は 1、2、3 月まで礼拝を守れたが、新型コロナで礼拝も禁止になり、国内
での移動も禁止、飛行機の移動も限界をみる。大学の授業もオンラインで、留学
生の環境の厳しさが課題となっている。病院への慰問も限られ、結婚式、葬式も
できない状況で、牧師としての奉仕のあり方を求められています。
　使命を自覚しカナダで生活し 85 歳となり、心臓病で入院、自宅静養にあって、
自らの高齢化に直面しています。
　宗教学部での研修や、語学、精神科学、First Nations の文化伝統学、多様文化学
などのカナダらしい研修に力を注ぎ、なお研修すべき事は多くあります。カナダ
固有の神学 Northrop Frye、 George Grant、思想家 Margaret Atwood や、英国人でノー
ベル文学作家 Kazuo Ishiguro 氏等の課題とする伝統文化・故郷・個性・品格の問
題など、無限にあります。
　神学生や若い牧師を相手に Clinical Pastoral Education を担当、医学部付属病院で
癌患者・精神病患者への Terminal Care ホスピス担当。刑務所でのチャプレンの資
格養成を委託されて、心理的・精神的・神学的課題と問題解決は何かを研修すべ
く実践教育を担当、28 年間に 208 名の神学生を指導しました。
　カナダ平原州の中心部に在るウィニペグのポスト・モダニズム宣教の責任を負っ
て、Knox Church を土台に牧会宣教奉仕に、オルガニストである妻と二人で努力し
ています。皆様のお祈りを感謝します。

Rev. Yoshimichi Masaki
729 Lanark Street, Winnipeg, Manitoba R3N 1M6 CANADA 
Email : Ymasaki@shaw.ca
Phone :  +1- (204) 489-3226
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BRASIL

　ブラジルのコロナ感染者と死者の数が世界第
２位となってしまい、まだ拡大の一途をたどっています。小さな者のことを案じ
て多くの皆さんがお祈りくださり、こころから感謝しております。お蔭様で、私
は巣ごもり生活に耐えてつつがなく暮らしています。説教も牧会もしないと一求
道者に戻ったようで、み言葉を読み、神さまの憐れみを求めて祈り続けています。
働かなくても食物に困らずお金の心配もないのは、本当に申し訳ない……。
　サルバドールはポルトガルによる植民地時代に奴隷売買の拠点だった都市で、
アフロ・ブラジル文化発祥の地、人口の 80％が黒人系です。貧富の差は一目瞭然で、
高層ビル街と隣り合わせに、マッチ箱を積み上げたような貧困居住区が至るとこ
ろに広がり、私たちの教会もその一角に建っています。この地に赴任して 5 年目
になりますが、多くの方々からのご支援によって、懸案の新会堂がだんだん建ち
上がってきました。
　また今年 1 月には、私たちの教会に新たに 1 組の牧師夫妻が加えられました。
青少年への伝道に豊富な経験を積んで来られた方たちで、コンピューターの操作
においても頼れる存在です。まさにこれまでヴァレリオ教会に不足していた人材
が供えられ、将来に希望の灯をともされたと皆で喜んでいます。
　また、『信徒の友』1 月号の「日毎の糧」で、11 日に私たちを覚えて祈って頂き、
多くの教会から祈りのはがきが届きました。地球を半周して次々に届く日本語の
はがきを見て、教会の人々はとても感謝、感激しています。神さまのご臨在を再
確認したことでした。
　そのように、希望を新たに歩み出したのも束の間、コロナ感染が徐々に拡大し
始め、3 月の後半から自宅蟄居、外出自粛の要請が出されて、教会も一切の集会
を休止。4 ヶ月経った現在、祈祷会はオンラインで行い、日曜礼拝は Whats App（LINE
の様なもの）で配信して自宅で各自持っています。また、月に一度サルバドール
教区の合同礼拝を YouTube で配信しています。
　コロナ禍中でも会堂建築はゆっくり続けており、ダゴベルト牧師が毎日工事現
場に出かけ監督しています。牧師と労働者たちの健康と生活が守られますように
お祈りください。

ヴァレリオ・シルヴァ合同長老教会　
協力牧師　　2016 年〜

小井沼眞樹子
MAKIKO KOINUMA

Rev. Makiko Koinuma
Av. Euclides da Cunha, 96 Apt1503
Graça,Salvador-BA CEP 40150-120 Brasil
Phone : +55-71-3015-0011
mobile : +55-71-99105-5322
Email : makiko.jo1511@gmail.com
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PARAGUAY

　昨年 6 月 23 日に献堂式を行った後、7 月
にバザー、8 月から月一度礼拝後の創世記の

学びを開始、9 月から月一度のイグアス礼拝開始、12 月の一日子供キャンプとク
リスマス礼拝、と進んでまいりました。2020 年 1、2 月に一時帰国し、沖縄から
青森まで、様々な教会でピラポ教会の歩みをお話する機会を与えられ、多くの方々
が聞いてくださいました。
　喜びのうちに戻ってしばらくすると、新型コロナウイルスのために、外出制限・
集会禁止の大統領令が出て、3 月 15 日から礼拝が中止になりました。ピラポは、
2020 年に移住 60 周年を迎えて記念行事を計画していましたが、全部中止になり
ました。
　日本ではオンライン礼拝や説教原稿送付などを始められた教会が多いと聞いて
いますが、ピラポ教会では携帯電話のない方もおり、インターネット接続も不安
定でオンライン礼拝を考えることもできません。ピラポ郵便局は閉鎖され、60 歳
以上の人の外出は原則禁止で、不要不急の外出とみなされれば罰金を課されるこ
とになり、郵送も訪問も不可能になりました。教会に遣わされたのに礼拝ができず、
家に閉じこもったまま、これが一体いつまで続くのかと天を仰ぐ思いでした。
　2 週間何もできない聖日を過ごした後、毎週土曜日にピラポ教会員・イグアス
移住地の方々・エンカルナシオンの方に、電話と SNS で近況を伺い、翌日曜日の
聖書個所を伝え始めました。7 月からはピラポ出身でアスンシオン在住の方々も
この輪に加わりました。町と町の距離が遠く、共に集うこともなかなかできない
人々が、毎週同じ聖書個所を読んでそれぞれの場所で祈りを共にすることは、と
ても教会的な出来事ではないかと思います。
 　6 月 15 日から外出規制緩和の第 4 段階に入り、10 人以下の宗教儀式が可能に
なりました。礼拝を再開した 6 月 21 日は献堂記念礼拝で、この教会への主の深い
憐れみを感じました。
　コロナ肺炎のためにどこにも行けない状態の中で、宣教師はただ「共にある」
ことができるだけなのだと言う思いを強くしています。この時も皆様のお祈りと
ご支援によって支えられていることを心から感謝しています。FaceBook を通して
教会の出来事を発信していますので、ご覧ください。

ピラポ自由メソジスト日系教会　
2019 年〜

江原有輝子
YUKIKO EHARA

Pastora Yukiko Ehara
Iglesia Methodista Libre Pirapó Nikkei, 
Av. Japón y Ecuador, Centro, Pirapó, Itapua, Paraguay
Email : yukiko8888@gmail.com
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BELGIUM

　当教会はケルン・ボン日本語キリスト教会の家庭集会をきっかけに始まり、

2006 年のペンテコステに設立されました。これまで、イギリスの宣教団体であ

るベルギー福音宣教会（BEM）の協力の下、BEM の所属教会として歩んできました。

BEM が 2019 年に 100 周年を迎え、これを機にこれまでの方針を見直し、原点で

ある「宣教」に更に力点を置くこととなりました。まだ福音を知らない人々のも

とへ出て行き、その中に入っていくことを目指します。またそれは、一人一人が

キリストの弟子となることを目指すものです。名称も新しく「VIA NOVA」（ラテ

ン語で「新しい道」の意味）となりました。

　そのような中で、当教会もベルギー内における日本人コミュニティとどのよ

うに関わっていくことができるのかを模索し続けています。但し、2019 年夏〜

2020 年夏にかけてさまざまな面で困難な状態が続いています。

　教会創立時より礼拝場所としてお借りしてきた教会から移転せざるを得なくな

り、その後 3 ヵ月毎に礼拝場所が変わり、長期的に使用できそうな場所が見つかっ

た矢先にコロナ禍で集まって礼拝をささげることができなくなってしまいました。

最終的にはその場所の使用も困難になってしまい、再び新しい礼拝場所を探して

いるところです。

　コロナ禍での外出規制当初は、週報と説教原稿を教会メンバーにお送りし各自

が自宅において礼拝をささげる形をとっていました。それは現在も続いています

が、加えて 6 月からは牧師宅より礼拝のオンライン配信を始め、7 月からは人数

は限られますが牧師宅を礼拝場所として開放しています。

　日本も未だコロナ禍による混乱があると思われますが、日本の教会と共に当教

会が大胆に福音宣教できるようにお祈りください。

ブリュッセル日本語プロテスタント教会
2016 年〜

川上　寧
YASUSHI KAWAKAMI

川上真咲
MASAKI KAWAKAMI

ロックダウン直前の礼拝にて

Rev. Masaki Kawakami
Rev. Yasushi Kawakami
Rue des Pierres Rouges 22, 1170 Watermael-Boitsfort BELGIUM
Email: masaki.kawakami@vianova.be（真咲）
           Yasushi.kawakami@vianova.be（寧）
教会 HP: http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.jp/
教会 facebook: https://www.facebook.com/belgiummissionarysupporting/

教会 HP
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CZECH

プラハ・コビリシ教会

孫 信 一
SHINIL SON

閔 梅 羅
MERA MIN

プラハ

　 プ ラ ハ・ コ ビ リ シ 教 会 は、 チ ェ コ 兄 弟 団 福 音 教 会 (Evangelical Church of Czech 
Brethren) に属する教会です。2000 年 1 月からチェコ語の礼拝とは別に韓国語礼拝が
始められ、数年後から日本人の信徒が通訳を介して礼拝を共にするようになりまし
た。チェコ在住日本人が次第に増える中で、日本語礼拝を独自に始める機運が高まり、
2008 年 12 月に在日大韓基督教会の孫信一牧師が韓国の教会から派遣され、以来日本
語による礼拝をささげています。
　2020 年に入ってから、ヨーロッパで新型コロナウイルスの感染が拡大し始め、チェ
コでも警戒が高まりました。私たちのコビリシ教会では、3 月第一日曜日にチェコ語・
韓国語・日本語の合同礼拝をささげた後、集会制限のためしばらく会堂での礼拝が途
絶えました。礼拝が再開できてからも、人数制限のため合同礼拝はささげられないで
いますが、コロナ事態の収束にはまだ時間がかかる予想から、この冬を過ぎるまで難
しそうです。毎月第一日曜の合同礼拝では、３つの会衆が共にフス派の伝統による聖
餐式を行い、主にあって一つであることを証ししていましたので、聖餐を共にできな
いことは、とても残念です。聖餐のブドウ酒は、日本の一般の教会とは違い、一つの
杯から会衆全員が回し飲みにします。この伝統が、コロナ収束後にも存続できるか、
多くの教会で議論になりそうです。
　チェコでは、宗教改革以前から、フス派の教会で会衆への両種（パンとブドウ酒）
配餐が行われてきました。ローマカトリック教会と決別してからは、聖餐の杯をフス
派のシンボルとしています（フス派戦争の時には、十字軍に対抗して杯を旗印として
いました）。今でも、チェコのプロテスタント教会堂の多くに、十字架ではなく杯が
掲げられているのを見ることができます。そのためか、チェコの信徒たちの杯に対す
る思い入れは、私たちとは比べられないものがあるようです。
　コロナ事態のために、礼拝だけでなく教会の活動が制限され、対応が求められてい
ます。多民族信仰共同体として共にできる時間も少なくなくなっていますので、知恵
が必要なところです。現地の日本人社会も縮小傾向にあり、日本語礼拝は岐路に立た
されていると感じています。日本基督教団の皆さんの祈りと励ましに、心から感謝い
たします。

コビリシ教会合同礼拝での聖餐式

ターボルにあるフス派博物館を訪問

Rev. Son, Shin-il
Kostel U Jakobova zebriku U Skolske zahrady1 
18200 Praha 8 Kobylisy CZECH REPUBLIC
Mail : sonshinil@gmail.com
教会 HP : http://prahajpchristian.blogspot.com/
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GERMANY

　ベルリン日本語教会は 80 年代に日本人牧師による礼拝から始まりました。海外生

活での葛藤や孤独の中で、礼拝と交わりは母国語で御言葉を聞き、出会いを築く大切

な場です。同時に海外受洗者が多く教会理解も全く異なり、高い流動性と経済的困難、

高齢化など教会形成面でも多くの課題があります。主の導きに委ね、開かれた礼拝・

信仰共同体を目指す日々です。

　新型コロナ感染の影響で教会の在り方も大きく変わっています。3 か月近くネット

で説教メッセージを届け、頻繁に電話等で連絡をとり、互いに励まし祈りあっていま

す。6 月から礼拝を慎重に再開しましたが、現地教会との関係や、讃美歌を歌えない、

聖餐にあずかれないなど制約も多くもどかしさも抱えます。各人がコロナ感染に対し

て温度差もあり、不安の中にある高齢の方も多く、若い世代は休業や失業の困難を抱

えます。今は慎重にできることをしつつ、繋がりを保ち、希望の祈りを合わせています。

べルリンに日本人は少なく、普段からクチコミやインターネット、Facebook、案内紙

配布などで地道にアピールを続けています。この大変な時でも、小さな群れにできる

ことは何かを模索し歩み続けたいと願います。

　礼拝場所のドイツ教会には多くのゲスト教会が集い、合同礼拝やバザーなど恵みを

頂きます。コロナで今年の東アジア合同礼拝は中止となりましたが、地区の月曜エキュ

メニカル合同ペンテコステ礼拝は YouTube でデジタル礼拝を守りました。事前に 13

の教派や教会が各国語でビデオ撮影し、メッセージを分かち合いました。様々な違い

を持つ兄弟姉妹と共に心を合わせ、主にある絆を確認し、希望を失わず、このような

時だからこそ頂く神様の恵みを喜びました。また、日本基督教団と関係の深いベルリ

ン宣教局での委員会では、オンライン会議で定期的に情報交換や祈祷課題を分かち合

います。東アジアのキリスト教会だけでなく社会・政治問題にも目を向け、心を込め

主にある平和と連帯のため祈って下さるドイツの牧師先生方に感謝しています。

　皆様の励ましとお祈りに深く感謝いたします。孤立無援になりがちな宣教・牧会の

中にあって、皆さまの想像以上に本当に励ましと力を頂きます。宣教・牧会・3 人の

子育てに家事と未だ慌しい日々ですが、コロナ感染の収束とともに、どうぞこれから

もベルリン日本語教会の信仰的成長、世界宣教の広がり、宣教師の働きのため覚えて

お祈りください。

ベルリン日本語教会
2005 年〜

秋葉睦子
MUTSUKO AKIBA

アンドレアス・クレーマー
ANDREAS KRAMER

ヨハン悟志
JOHANN SATOSHI

テオドア千尋
THEODORE CHIHIRO

パウル明
PAUL AKIRA

Pfarrerin Mutsuko Akiba　
Nikolaus-Bares-Weg 47, 12279 Berlin GERMANY
Phone : +49-(0)30-8431-4286
教会 HP : http://japgemeindeberlin.jimdo.com/
Email : mutsuko.akiba-kraemer@gmx.net

教会 HP
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GERMANY

　コロナ禍の影響で、日本の教会も不安と課題を抱えておられると思いますが、

海外の教会、宣教師の働きに心寄せて頂き心から感謝いたします。

　ケルン・ボン日本語キリスト教会は、オランダ、ベルギー寄りのドイツ西部に

位置し、1997 年、ボン大学神学部学生寮にて「ボン聖書集会」から始まり、11 月

には教会創立 43 年目を迎えます。

　教会には日本人を中心とし、オランダ・ドイツ・韓国の方々が集っており、ホー

ムページは伝道の源となっています。韓国のご夫妻は昨年 6 月から共に礼拝を献

げ、クリスマスに転入会されました。既に日本に帰国された転勤族のご一家も HP

により教会に導かれ、ご家族全員がクリスチャンとなりました。帰国後の教会探

しは困難を覚えましたが、新たな教会生活をスタートしています。日本の教会へ

の橋渡しは、海外教会の使命の一つでもあります。

　教会は、ドイツ最大のプロテスタント教会である ｢ドイツ福音主義教会 (EKD)｣

に属する領邦教会である ｢ラインラント福音主義教会 (EKiR)｣ との協力関係で結

ばれています。しかし、時代と共に担当者は次々と代わり、これ迄通りの親交関

係を築くことは難しくなりました。更に私たち独自の教会の歩みも新たな時代に

入り、様々な面でこれからの主の導きに期待しているところです。

　今年の 3 月 21 日から会堂での礼拝が禁止されて以来、礼拝・聖書の学び会・祈

祷会、役員会等、全てスカイプに切り替えました。その為に遠くに住んでおられ

る方、更に日本からも参加する事が可能となり、思いもよらない恵みの展開とな

りました。ご高齢の方もスカイプに参加できている事は教会の活力ともなってい

ます。

　7 月 12 日は久しぶりに会堂にて、オンライン同時配信で礼拝をお献げすること

ができ、喜びに満たされました。ドイツ州教会の多くの規制がありますので、会

堂での礼拝は月に 1 回の予定です。世界中の教会が、安心して会堂で礼拝をお献

げできる時がきますように、祈るばかりです。

ケルン・ボン日本語キリスト教会　
2016 年〜

佐々木良子
RYOKO SASAKI

Pfarrerin Ryoko Sasaki
住所 : Breslauer Str.26. 50858 Köln
Phone :  +49-2234-9298792 
Mobile : +49-151-29106278
教会 HP : http://koelnbonn.jp/
E-mail :  r310130s@yahoo.co.jp 

教会 HP
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OTHERS
アメリカ

パイン合同メソジスト教会　Pine United Methodist Church

426 33rd Ave., San Francisco, CA   94121-1606   U.S.A
Phone : +1-(415)387-1800（代表）   +1-(415)387-1881（直通）
Fax : +1-(415)387-1801

ユニオン日本語教会　Union Japanese Church of Westchester

c/o Hitchcock Presbyterian Church
6 Greenacres Avenue, Scarsdale, NY 10583 USA
Phone : +1-914-722-4554
教会 HP : http://www.ujcw.org

シカモア組合教会 日語部　Sycamore Congregational Church

1111 Navellier Street El Cerrito, CA 94530 U.S.A.
教会 HP : http://www.sycamoreucc.org/jp/

カナダ 故 木原葉子宣教師ご遺族
Rev. Tabito Mita
 #89-8111 Saunders Road, Richmond,
BC, Canada, V7A 4L9

ブラジル サンパウロ福音教会　Igreja Evangélica São Paulo

Rua Tomaz Carvalhal, 471 Paraíso
CEP 04006-001-São Paulo-sp-BRASIL

マリンガ・メソジスト愛光園教会
〈郵送物送付先〉
Igreja Methodista Luzamor Av. Herval 695 AP24
Bairro Centro Maringa-Parana CEP87013-110 BRASIL

〈愛光園音楽学校〉
Rua Neo Alvesmartins 1704 Maringa 
Parana, BRASIL

〈キリストの家（老人ホーム）〉
Lar de Cristo Luzamor
Rua Primavera 142 Maringa Parana, BRASIL
CEP 87060-050

ボリビア ボリビア福音メソジスト教会　ラ・グロリア教会　
Cassila 582 Santa Cruz, BOLIVIA
Phone : +591-3923-7128
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宣教師及び配偶者＊の誕生日
THAT WE MAY SERVE TOGETHER

10月 ６日 高井ヘラー由紀
 12 日 アンドレアス・クレーマー＊

11月　11 日 久山啓子＊

 18 日 江原有輝子

12月	 1 日 正木浩子＊

 16 日 長尾有起
 28 日 正木義道
 31 日 森谷和夫

1月 4 日 三浦孝子＊

 18 日 山本　一
 29 日 ダニエル・ヘラー＊

 30 日 佐々木良子

2月 2 日 川上　寧
 16 日 ベルトラン小川文子
 19 日 松本正子＊

3月	 12 日 三浦照男
 20 日 山本知恵＊

4月	 24 日 洛　雲海

5月	 23 日 松本章宏

6月 9 日 小井沼眞樹子
 17 日 川上真咲
 30 日 うすきみどり

7月	 18 日 森谷タマラ＊

8月	 18 日 久山康彦

9月	 7 日 秋葉睦子
 13 日 ガマリエル・ベルトラン・Jr＊

誕生日やクリスマスなど、折にふれカード等を出してくだされば、大きな励み
になります。どうぞお覚え下さい。

宣教師および配偶者*の誕生日
THAT WE MAY SERVE TOGETHER
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2019 年度「世界宣教の日」献金一覧
THAT WE MAY SERVE TOGETHER

北海
余市教会
札幌教会

奥羽
一関教会
日詰教会
秋田桜教会
野辺地教会

東北
山都教会

関東
西川口教会
草加教会
埼玉和光教会
大宮教会
新津教会
飯能教会
所沢みくに教会
シャロンのばら教会
久喜復活伝道所
毛呂教会
水戸教会
武蔵豊岡教会
東中通教会
沼田教会
佐渡教会
下館教会

東京
原宿教会
西千葉教会
聖ヶ丘教会
霊南坂教会
千歳船橋教会
南支区婦人委員会
信濃町教会
柏教会
三軒茶屋教会
千葉教会
奥沢教会
成田教会
滝野川教会
目白教会
経堂北教会
百人町教会
田園調布教会シオン会
洗足教会
奥沢教会婦人会
経堂緑岡教会
奥沢教会

9,500
5,000

5,000
5,000
3,000
1,000

4,000

10,000
10,000
10,000
10,000
6,301
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000

200,000
50,000
50,000
50,000
36,770
36,650
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

下谷教会
勝田台教会
亀戸教会
小松川教会
市川三本松教会
千葉本町教会
南支区婦人委員会
むさし小山教会
野田教会
長浦教会
佐倉教会

西東京
阿佐ヶ谷教会
狛江教会
野方町教会
南三鷹教会
永福町教会
白鷺教会

神奈川
横浜港南台教会
逗子教会
六角橋教会
横浜本郷台教会
横浜菊名教会
三田教会
鶴川北教会
茅ヶ崎恵泉教会
元住吉教会
茅ヶ崎教会
新丸子教会
大船教会
片瀬教会
横浜磯子教会

東海
掛川教会

中部
金城教会
半田教会
名古屋中央教会
熱田教会
魚津教会
金沢元町教会
高蔵寺ニュータウン教会
南山教会

京都
京都葵教会
洛陽教会
大津教会

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,500
3,000
1,000

151,330
20,000
20,000
20,000
5,000
5,000

20,000
20,000
20,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000

2,100

30,500
12,000
10,000
10,000
10,000
6,000
5,000
3,000

10,000
10,000
5,000

大阪
石橋教会
河内松原教会
八尾教会

兵庫
神戸栄光教会
西宮一麦教会
はりま平安教会
宝塚小林教会
神戸東部教会

東中国
岡山教会

西中国
小郡教会
三次教会
隠岐教会

四国
久万教会
今治教会

九州
熊本草葉町教会
鹿児島鍛冶屋町教会
長崎銀屋町教会
中津教会
宮崎教会
大牟田正山町教会
杵築教会
平戸伝道所
国東教会

団体
横浜英和学院
うすきみどり牧師を
　　　　　　支える会

個人
武田厚子
加藤誠 ･豊子
鈴木優子
小川義雄

海外
カナダ合同教会
共同世界宣教（CGBM）
クアランプール
　日本語キリスト者集会

合計

40,000
5,000
4,000

50,000
10,000
5,000
3,000
2,000

5,000

5,000
3,000
2,000

10,000
10,000

10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
1,500

120,000

30,000

20,000
10,000
5,000
1,000

1,500,000
88,000

10,000

3,270,151
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 インド三浦後援会 郵便振替 00180-1-279372

〒 145-0071 東京都大田区田園調布 3-34-18　代表：坂本洋

 松本章宏宣教師後援会

〒 085-0806 北海道釧路市武左 1-30-4

 ベルトラン・ミッションパートナーズ 郵便振替 00190-4-361321

〒 155-0032 東京都世田谷区代沢 2-13-13　代表：清弘剛生

 うすきみどり牧師を支える会 郵便振替 00970-9-267222

〒 651-0076 神戸市中央区吾妻通 5-2-20　神戸イエス団教会　代表：坂本清音

 高井ヘラー由紀宣教師を支える会   郵便振替 10190-79048851

〒 204-0004　東京都清瀬市野塩 5-28-13　フロンテ秋津 102 佐藤摂子方 　代表：佐藤摂子

 洛雲海（大山和至）宣教師を支える会 郵便振替 00150-8-466743

〒 260-0004 千葉県千葉市中央区東本町 1 ー 3　日本基督教団千葉本町教会 岸憲秀気付
代表世話人：米倉美佐男・張田眞・岸憲秀

 山本一宣教師と家族を支える会  郵便振替 00950-9-165144

〒 652-0045　兵庫県神戸市兵庫区松本通 8-5-8  松本通教会内　代表：菅根信彦

 ユニオン日本語教会支援会  郵便振替 00280-8-102391

支援会一覧
THAT WE MAY SERVE TOGETHER
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 小井沼眞樹子宣教師と共に歩む会   郵便振替 00210-2-97571

〒 234-0054  横浜市港南区港南台 7-8-29 横浜港南台教会 中沢 譲
　　　　　　　代表：松本敏之、大倉一郎

 江原有輝子牧師パラグアイ伝道支援会 郵便振替 00110-9-792292

〒 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 5-18-10 阿佐ヶ谷教会内       代表： 古屋治雄

 ベルギー宣教支援会 郵便振替 00100-8-450738

〒 169-0072 東京都新宿区大久保 3-10-1-232　加藤気付　代表：小林眞

 秋葉睦子宣教師のベルリン伝道を支える会 郵便振替 00130-9-297684

〒 156-0042 東京都世田谷区羽根木 2-1-12 秋葉方　代表世話人：笠原義久

 佐々木良子宣教師を支える会 郵便振替  00120-3-450845

〒 134-0081 東京都江戸川区北葛西 4-3-9 小松川教会内　会長：物井惠一

THAT WE MAY SERVE TOGETHER

世界宣教の日献金

郵便振替番号　00140-9-145275 
( お振込の際は、必ず「世界宣教の日献金」とご明記ください )

　毎年 10 月第 1 日曜日は、海外で働く教団宣教師を支える「世界宣教の日」です。私達は
毎年この日に、「世界宣教の日献金」を行っています。
　教団の派遣宣教師を覚え、祈りと献金を捧げましょう。
　2008 年には、アジアなどからの留学生の為に「日本基督教団エキュメニカル協力奨学金」
制度を創設しました。この献金の一部も奨学金資金に繰り入れられます。将来母国で活躍さ
れるキリスト者留学生への奨学金です。
　献金は、上記奨学金に加え派遣宣教師の生活費・活動費・医療緊急費に使われます。
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THAT WE MAY SERVE TOGETHER日本基督教団　受入宣教師リスト
THAT WE MAY SERVE TOGETHER

北海教区
　北海教区
　北星学園大学
　酪農学園
　遺愛学院
奥羽教区
　脇本教会
　日詰教会
　秋南教会
　弘前学院聖愛高校
関東教区
　西那須野教会
　東松山教会
　アジア学院
　アジア学院
　アジア学院
　アジア学院
　共愛学園高校
　共愛学園小学校
東京教区
　西荒川教会
　久ヶ原教会
　久ヶ原教会
　池袋台湾教会
　百人町教会
　代々木上原教会
　高田馬場台湾教会
　我孫子教会
　ウェスレー財団
　聖学院大学総合研究所
　青山学院大学
　青山学院大学
　女子聖学院高校
　明治学院高校
西東京教区
　ロゴス教会
　狛江教会
　狛江教会
　東京台湾教会
　東京神学大学

スクルマン・ディヴァン *
ゲッツ・トーマス *
朴美愛  ( パク・ミエ )*
カールソン・ブリットニー

ジャネット・ラバドン
張仁惠 （チャン・インヘ）*
鄭仁和 （チョン・インフヮ）*
フォーク・スティーブン

潘炯旭  ( バン・ヒュンウク )*
崔長壽  ( チェ・ジャンス )*
アッパウ・バーナード・ティモシー *
マッカーリー・ジョナサン *
マッカーリー里美
ヘルナンデス・アビガエル
荒谷出 *
タープストラ・ウィネット

オズバーン・エヴァート *
キスト岡崎さゆ里 *
キスト岡崎エイブラハム *
郭寛城  ( クウォ・クヮンチュン )*
賈晶淳  ( カ・ジュンスン )*
ウミピッグジュリアン・デヴォラ
鍾昌宏  ( チャン・デイヴィッド )*
金南救 （キム・ナムグ）*
小海光 *
サザディン・ディーン
シュー土戸・ポール *
リーディー・デイヴィッド
ブレイクスリー・ネイサン
斎藤直実

山本俊正 *
李倫尚 ( イ・ユンサン )*
李香奈 ( イ・カナ )
李　敏功（リー・ミンコン）*
ジャンセン・ウェイン *

台湾基督長老教会 (PCT)
アメリカ合衆国長老教会 (PCUSA)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
国際福音宣教会 ( ＯＭＦ )

フィリピン、南部バプテスト教会
基督教大韓監理会 (KMC)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
米国、フェアファックスコミュニティー教会

基督教大韓監理会 (KMC)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
全アフリカ・バプテスト連盟
合同メソジスト教会 (UMC)
合同メソジスト教会 (UMC)
共同世界宣教局 (CGMB)
合同メソジスト教会 (UMC)
アメリカ改革派教会 (RCA)

共同世界宣教局 (CGMB)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)
台湾基督長老教会 (PCT)
韓国基督長老会 (PROK)
合同メソジスト教会 (UMC)
アメリカ合衆国長老教会 (PCUSA)
基督教大韓監理会 (KMC)
合同メソジスト教会 (UMC)
共同世界宣教局 (CGMB)
合同メソジスト教会 (UMC)
合同メソジスト教会 (UMC)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)

合同メソジスト教会 (UMC)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
台湾基督長老教会（PCT）
アメリカ改革派教会 (RCA)

任地 名前 派遣ボード
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THAT WE MAY SERVE TOGETHER

　農村伝道神学校
　桜美林大学
　ボランティア活動
神奈川教区
　海員宣教
　寿地区センター
　フェリス女学院中高
　フェリス女学院中高
　フェリス女学院中高
　横浜女学院中高
　ボランティア活動
中部教区
　魚津教会
　中川ぶどうの木伝道所
　金城学院
　金城学院
　金城学院
京都教区
　ゴスペルハウス伝道所
　福知山教会
　同志社大学  
大阪教区
　大阪聖光教会
　泉大津教会
　石橋教会
　森小路教会 
兵庫教区
　武庫之荘教会    
　姫路栄光教会
　能勢口教会
　啓明学院高校        
　関西学院大学
　関西学院高等部
　 ( 関西学院中学部 )
九州教区
　活水女子大学      
　鎮西学院高等学校

注：* 印は按手礼受領者

ウィットマー・ロバート *
メンセンディーク・ジェフリー *
ジャンセン美穂

ジュリアン・ロナルド
鄭芝永 ( チュン・ジヨン )*
キムラ・ジョセフィーン
ブラウネル・ネイサン *
ミラー・マディソン
ゴー・ジュリア
ブラウネル・のぞみ

ウェーラー・ルツ・エステル *
尹成奎  ( ユン・ソンキュ )*
リクター・ニコラス
吉松純
オクイン・ケイトリン

金度亨 ( キム・ドヒョン )*
李相勁 ( イ・サンキョン )*
メンセンディーク・マーサ    

崔炳九 ( チェ・ビョング )*
崔弘徳 ( チェ・ホンドク )*
金鍾圭 ( キム・ジョンキュ )*
林尚俊　( イム・サンジュン )*

今泉信宏 *     
朴光用 ( パク・クヮンヨン )*
金珍煕 ( キム・ジンヒ )*
キッチン・セアドール
ヘアマンセン・クリスチャン・モリモト
デルミン・ダニエル  
( スラッシャー・ジュリア )    

ノーリス・シーラ
ボーネット・クリスティーナ

カナダ合同教会 (UC-Canada)
共同世界宣教局 (CGMB)
アメリカ改革派教会 (RCA)

合同メソジスト教会 (UMC)
韓国基督長老会 (PROK)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)
アメリカ改革派教会 (RCA)

スイス・バプテスト教会
基督教大韓監理会 (KMC)
アメリカ改革派教会 (RCA)
合同メソジスト教会 (UMC)
ブレザレン教会 (BVS)

基督教大韓監理会 (KMC)
在日大韓基督教会 (KCCJ)
共同世界宣教局 (CGMB)

大韓イエス長老教会（白石）(PGAK)
大韓イエス教長老教会 ( 統合）(PCK)
基督教大韓監理会 (KMC)
国際独立教会連合

合同メソジスト教会 (UMC)
大韓イエス長老教会（大神）
基督教大韓監理会 (KMC)
合同メソジスト教会 (UMC)
ノルウェールーテル教会 (NLC)
英国メソジスト教会 (MC) 
 ( クリスチャン・エデュケーター ) 

英国メソジスト教会 (MC)
Gateway Community Church

任地 名前 派遣ボード
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あとがき

加藤　誠　世界宣教幹事
MAKOTO KATO

　主の年 2020 年も残り少なくなったこの時期に、例年より大幅に遅れ
ましたことをお詫びしつつ、皆様のお手元に「共に仕えるために」をお
届けできますことを感謝いたします。教団は現在機構改定の準備のただ
中にあり、それに伴い事務局の体制も 1 年前に比べ人員が減少していま
す。世界宣教部も 2020 年 2 月から 3 人体制が 2 人体制になり、その
混乱が収まらないうちにコロナに対応しなくてはならなくなりました。
日本にいる私たちよりも過酷な状況に対応しなくてはならなくなったの
は、各国に派遣されている宣教師たちです。国によってもコロナの対応
は違います。台湾のように封じ込めに成功した例はむしろ少なく、ベル
ギーなどからは依然として緊張感漂う報告をいただきます。それぞれの
宣教師が遣わされた状況の中で最大限の努力をして福音を伝えようとし
ています。どうぞレポートをお読みくださり、ぜひお祈りに覚えてくだ
さい。それが何より宣教師たちの励みになります。
　ニューヨークのユニオン日本語教会に派遣されておりました上田容功
宣教師は 2020 年 6 月をもって退任されました。

西之園路子

近藤　誠

小海　光

ロバート・ウイットマー

宮本和武

ジャンセン・ウェイン

世界宣教委員会

委員長

書記

委員

野田教会牧師

神戸多聞教会牧師

ウェスレー財団業務執行理事

農村伝道神学校校長

日本基キリスト教社会事業同盟（パット博士記念ホーム園長）

宣教協力学校協議会（東京神学大学教授）
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