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「TPPは問題を解決する千倍の力」

「チャンスを逃さず伝道しよう！」
路傍伝道ネットワーク代表 　菅野 直基
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編集後記 参加される方へのお願い
参加する皆様は、純粋に路傍伝道をする為に集まっています。
送り出して下さる教会の信頼の元に行っている活動ですので
避けるべきこととして、ここで知り合った人同士の『お金の貸
し借り』『ナンパ』『ビジネスや投資の誘い』『他の集会や教会へ
の勧誘』等の行為は謹んで頂きたいと思います。自由な集まり
ですが、最低限の秩序を守る為にこの様なルールを決めさせ
て頂いています。

路傍伝道新聞を編集しながら、どこに伝道に行っても、
神様が生きて働いておられることを感じます。新聞の編
集はいつもの4名で行っていますが、制作者が替わって2
回目の新聞になります。今月も新聞を発行することができ
て神様に感謝をしています。与えられた伝道を忠実に行
い、続けて新聞を発行して行きたいと思います。一読下さ
り、お祈りをお願いします。David Naoki Kanno
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「ぜひ私の弟に伝道していただけませんか？」。見ず知
らずの女性から電話がありました。急にそういわれても、
多忙のためすぐには対応できません。
しかし、突然仕事が入り、彼女の弟さんが住んでいる
近くに行くことになりました。その帰りに彼のお宅を訪問
しました。彼は喜んで私を迎えてくれました。コーヒーを
飲みながら二人で意気投合しました。会話の中で、キリス
トの十字架と復活の出来事を伝え、「それはあなたのた
めなのですよ！」と話すと、彼は目を潤ませました。「イエ
ス様を信じたいと思いますか？」と聞くと、「はい」といわ
れるので、一緒に主を受け入れるお祈りをしました。彼
の表情がとても明るくなりました。「病気にかかっている
んです」と彼がいうので、いやされるようにお祈りしまし
た。大粒の涙を流しながら、彼はうれしそうな顔で私の
手をぎゅっと握って離しませんでした。まるでテレビのド
ラマを見ているようでした。
数日後にその女性から電話がかかってきました。「あ
れから、弟の家に行くと、弟は冷たくなって死んでいまし
た。牧師先生、弟に会ってくれたのでしょうか？」と、震え
る声で聞いてきました。私が訪問したこと、二人で意気
投合したこと、私が福音を語り彼がイエス様を信じてく
れたこと。病気がいやされるように私が祈ると彼は涙を
流し私の手を握りしめていたことなどを伝えました。彼

女は泣いて喜び、何度も何度もお礼をいってくれました。
「忙しいことを理由に弟さん宅を訪問しなかったらど
うなっただろうか？」と考えると、恐ろしくなりました。一
生後悔したかも知れません。「この人に伝道できるチャン
スは、今日が最初で最後かも知れない！」と考えて、それ
以後は福音の伝道を後回しにしないようにしました。
私たちは年間100回以上の路傍伝道をしていますが、

「今日出会う人は、福音を聞くチャンスが最初で最後かも
知れない。愛を込めてはっきりと福音を語ろう！」と、い
つも肝に銘じています。「あの時伝道しておけば良かっ
た！」という後悔だけはしたくありません。
伝道することで、嫌われたり、嫌がられたりする可能
性がない訳ではありません。しかし、神の前に立った時、
「あなたは牧師でありながら、なぜもっと福音を伝えてく
れなかったのか！？」といわれたくありません。むしろ、
「菅野牧師、あなたは良く伝道してくれた。お陰で多くの
方が天国に入れた。ありがとう！」という言葉を聞きたい
です。
福音を伝えることで人の永遠の運命が変わります。先
に救われた私たちクリスチャンは、「人々の永遠を変え
る」という使命が与えられているのです。時が良くても悪
くても福音を伝えましょう。人々が聞いてくれてもくれな
くても、イエス様の愛を伝えましょう。

聖書のTPPはどんな問題も解決する。聖書のTPPと
は何か？Thanks（感謝）、Praise（賛美）、Prayer（祈り）
である。TPP（感謝、賛美、祈り）は、問題が次々に解決
していく。
ただし、このTPPは意識して実行していないと、自分
の肉の弱さからすぐにNPPになってしまう。NPPとは、
Negatives（否定）、Pessimism（悲観）、Pride（高慢）で
ある。NPP（否定、悲観、高慢）は、問題をどんどんこじら
せていく。
TPPとNPPの違いはどこにあるのか。その人の思い
が「天に向いているか」それとも「地に向いているか」の
違いである。思いが天（神の国）に向いていれば、「感謝
と賛美と祈り」しか出てこない。「大丈夫だ、どんな問題
も天の父が解決してくださる！」「天の父はどんな問題も
益にしてくださる！」と全能の神の力に頼ることができ
るから、問題の重圧から解放され問題を乗り越えてい
く。思いが地（罪の世）に向いていれば、「否定と悲観と
高慢（自己中心）」しか出てこない。「大変だ、どんな問題
も自分でがんばって解決しなければならない！」と弱い
自分に鞭打ってがんばるから、問題に縛られ問題の下敷
きにされてしまう。
アメリカのがんセンターの調査によると、教会でいつ

も賛美している聖歌隊員の免疫細胞数は、一般人のそ
れに比べて、なんと「1000倍」も多く測定されたという。
教会で賛美と感謝の礼拝を捧げている人たちは、そう
でない人たちと比べて平均7年も長命である。「1分間、
喜び、笑い、感謝の思いに満たされる」と体内に24時間
の免疫システムができ上がり、「1分間、怒り、不平、不安
の思いにかられる」と6時間分の免疫システムが破壊さ
れる。
「ストレスは悪いものである」と消極的に考えている人
は、ストレスによって虚弱にされてより病弱・短命である
が、逆に、「ストレスは良いものである」と積極的に考え
ている人は、ストレスによって強化されてより健康・長寿
であるというハーバード大学の調査結果もある。
同様に、「試練や問題は悪いものである」と否定的に
受け止める人はそれによって弱くされていくが、「試練や
問題は良いものである」と感謝して受け止める人はそれ
によって強くされていく。（ヤコブの手紙1:2）
言い換えれば、TPP（感謝、賛美、祈り）は、NPP（否
定、悲観、高慢）よりも、「1000倍」もまさる力である。
「あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日にもまさ
るのです」（詩編84:10）

ささき みつお（弁護士）
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いつでも、どこでも、誰にでも
伝道できるキリストの弟子に！



11月1日（金） 『ラグビー観戦者向け 路傍伝道』

多くの観戦者に伝道できて感動

11月6日（水） 『越谷駅 路傍伝道』

たくさんの伝道の反響があった

路上で演奏するために使う楽器（ギター、ベース、アコーディオン、キーボー
ド、パーカッション、拡声器）など。
また、広報活動のために、パソコン、タブレット、ミラーレス一眼レフカ
メラ、プロジェクター、車、バイクなど、使わないで眠っているものなど
がごさいましたら、ぜひ路傍伝道のために活用させて下さい。
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ワールドカップラグビーも終盤戦になり、3位決定戦の東
京スタジアム近くの飛田給駅に伝道に行きました。広場に
はたくさんの警官が交通整理をしていて、物々しい雰囲気
でした。
前半は、ひたすらチラシ配りをしました。スタジアムに到
着すると、声援が聞こえてきて、熱気を感じました。一人ひと
り順番に声に出してお祈りをしました。
中盤は、試合中の人通りが少ない駅前広場で、チラシを
配りながら思い切って歌いました。予想に反して、警官は声
をかけてもこないし、ニコニコと温かいまなざしで見てくれ

ました。
後半は、歌いながら
チラシを配りました。私
たちの伝道の音楽に対
する反応が良く、外国
人たちは、踊ったり、手

拍子をして笑顔で
答えてくれました。2
時間ぶっ続けで歌
いました。
観客動員数は、
公式発表で48,842
人。5万人近い人た
ちに直接歌を聞いてもらったことになります。四か国語の
伝道チラシを1,000部持って行きましたが、あっという間に
配り終えてしまいました。
世界中から集まった数万人の人たちの熱気とパワーは半
端ではありません。チラシを配っている人たちは、何度も
タックルをくらいそうになりました。ラグビーを観戦して気
持ちが大きくなったのでしょう。
午後5時から午後9時半過ぎまで、4時間半伝道を行いま
した。

2～3ヶ月に一度、越谷駅で路傍伝道をしています。越谷に
は、10名くらいのメンバーが住んでいるので、地元のメンバー
がフルに参加したら、結構な人数になります。日本人の男性
と女性に加えて、ペルー人の夫婦、欧米の宣教師など、バラ
エティー豊かです。
今日は、4時から伝道しました。いつもより早い時間帯だっ
たので参加できなかった人たちもいましたが、かえって参加

しやすかった人たちもいました。
Facebookにアップした伝道案
内の記事を見て、初参加してくれ
た人がいました。
25年前に一緒に路傍伝道をし
ていた友人も参加してくれまし
た。あの頃はお互いに若かったの
で、情熱だけで伝道をしていまし
た。今は、落ち着いて伝道しています。情熱は内に秘めて、礼
儀を重んじ、いやしの雰囲気を大切にしています。当時を思
い出して懐かしくなりました。
7名で力を合わせて伝道しました。子どもたち、高校生た
ち、主婦やビジネスマンなど、多くの反響がありました。笑顔
で応じてくれたり、チラシを受け取ったり、歌や話を立ち止
まって聞いてくれました。神様が私たちを用いて下さったか
らです。

11月7日（木） 『御茶ノ水駅 路傍伝道』

「豚に真珠」同時に、「私に任せなさい」

7名が御茶ノ水駅に集まって路傍伝道をしました。概ね
伝道に対する反響が良く、数名の人が長く立ち止まって聞
いてくれました。
そのうちの一人は、「私はイエス様も仏様も尊敬する。し
かし、中立でどちらにも偏らないようにしている」というの
で、神様に、「『本当の神様を私に教えて下さい』と祈りま
しょう！」と促しました。「それはできません！」とかたくなに
拒みました。「あれもいい、これもいい！」というのは建前
で、本音は自分の信念を持っていて、自分を曲げない人だと
わかりました。イエス様は、「そういう人は、私に任せなさ
い！」といわれているのではないかと感じます。
終わりの頃に、小さな女の子が、お母さんと一緒に立ち止
まって、私たちの歌を手拍子しながら聞いてくれました。し
ばらくすると、ほかのことに興味を示して、いなくなってしま
いました。
「あぁ、行っちゃった・・・」とがっかりしていたら、また戻っ

て来て手拍子をしてくれました。手拍子のリズムがピッタリ
合っていました。うれしくなって、その子一人に向けて歌い
ました。
伝道には、信仰と忍耐が必要です。すぐに結果が出なく
ても、がっかりしないで忍耐しながら伝道を続けて行きた
いものです。必ず、リバイバルが起こるからです。

11月9日（土） 『東中野駅 路傍伝道』

人々に福音の火を点火しよう

東中野駅前はバス通りですが、道が狭く住宅地の真ん中
に位置しています。4～5人で十分に伝道できる場所です
が、15名が集まりました。人通りが多いのでちょうど良かっ
たです。

4名の人が初めて
参加してくれました。
一人は、青森県から
参加してくれました。
ずっと歌ってくれまし
た。もう一人は、女子
大生で、路上ライブ
で伝道がしたいと
願って参加してくれ
ました。もう一人は、

友達に誘われて参加して、ずっとチラシを配ってくれました。
最後の一人は、通りがかりで、そのまま参加してくれました。

駅から数ｍ離れた広場にステージを作り、7～8名で音楽
チームを作り、あとのみなさんでチラシを配ったり、声をか
けて伝道しました。
3時間伝道をし、チラシ300枚近くを配ることができまし
た。地元の人が興味深い顔で、「何やってるの？」と声をか
けてくれました。多くの人と心を通わせることができました。
後半には、目をキラキラ輝かせた小さな女の子が、お母
さんと一緒に立ち止まってくれて、うれしそうに踊ってくれ
ました。広場は通行人を巻き込んで一体になりました
一人が注目してくれると、次の人も注目してくれます。一人
に火がつくと、火はどんどん燃え広がって行くのです。その
最初の一人が大切です。
途中、ずっと見ていてくれた男の子は、私が小学校に消防
団員として社会科の授業をしに行った時に、授業を受けて
くれた子で、「あっ、あの人知っている。消防のおじさん
だ！」といって、ずっと音楽を聞いてくれました。



メンバーは少し違いますが、2日間連続で、同じ場所にお
いて2時間ずつ路傍伝道をしました。
初日は、15名で宇都宮駅の広場で伝道をし、2日目は7名で
伝道しました。人数が7名に減ったことで、少し大変でした。
しかし、それぞれに違った神様の助けが与えられました。

また、一致した
チームで伝道を行う
ことの素晴らしさを
体験しました。特に2
日目は、みなさんが
声を枯らした私を気
にかけてくれました。

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

11月15日（金） 『御茶ノ水駅 路傍伝道』と『第24回賛美集会』

イエス様が祈られたように、一つになり、一つであり続けられますように

数人で歌っていると、どこかで苦情が入ったのか、ストッ
プをかけられました。年間100回以上伝道をしていても、こ
んなことは、4～5回あるかないかです。
歌をやめて、福音を語り続けました。笑顔で応答してくれ

る人がたくさんいました。
心が一つになることほど大
きな喜びはありません。
「路傍伝道ネットワーク
には一致があるので参加
しています」といってくれる

人がいます。
イエス様は、弟子たちと、
今後クリスチャンになる人たち
のために、「父よ、あなたがわたし
におられ、わたしがあなたにいるよ
うに、彼らがみな一つとなるためです。
また、彼らもわたしたちにおるようになるた
めです。そのことによって、あなたがわたしを遣わさ
れたことを、世が信じるためなので
す。」（ヨハネ17:21）と祈りました。
「一致した姿が伝道になる」という
ことです。
一致は既に与えられています。そ
れを保ち、守り続けて行きましょう。

11月22日（金） 『山手線祈祷会（内回り）』と『五反田駅 路傍伝道』

伝道は楽しいし、難しくない

五反田は、私が生まれ育っ
た町に一番近い駅です。久し
ぶりに帰って来たように感じま
した。
夕方の山手線は混んでいます

が、品川で人がド～ッと降りたの
で、祈祷会に参加した全員が並んで

座れました。一人は求道者で、近々洗礼を
受ける予定の人です。祈祷会と路傍伝道に参

加してくれてとても良い経験ができたようで良かった
です。
ずっと雨が降り続きましたので、
温度が低く、冷たい雨に濡れて、ギ
ターを弾く手がかじかみました。声

も枯れています。そして、人の流れが激流のように激しいの
です。三重苦、四重苦の中での伝道でしたが、心は喜びで
いっぱいでした。
私たちが行っている路傍伝道のスタイルは、人通りの少
ないところより、人でごった返している方がはるかにやりや
すいです。11月1日のラグビー観戦者4万9千人への伝道は、
夢を見ているようでした。楽しそうな雰囲気で、お祭り騒ぎ

でした。
今日は、雨に濡れてイライラし、早く進みたくてカリカリし
ていて、疲れて殺伐とした空気が伝わって来るので、みなさ
んのいやしを祈りながら音楽を奏で、チラシを配り声をか
けました。
常々思っていることは、「伝道は自己満足に終わってはい
けない」ということです。何でも良いからただ語ればいいの
ではありません。相手を大切な人と考え、謙遜、かつ、愛の
心で接し、伝えなくてはいけません。そうでなければ、「イエ
ス様はあなたを愛して
います！」と伝えても、
愛が伝わらないことに
なってしまいます。
神の愛が、愛として
みなさんに伝わるため
には、聖霊に満たされ
なければなりません。
そうしたら、伝道は楽
しいし、難しくありませ
ん。みなさんも一緒に
伝道しませんか！？

心が温まりました。
2日目は、全員が路傍伝道を1回以上体験している人たち
ですが、1日目は、参加者の多くが初体験でした。しかし、そ
れが嘘のように、力強く、大胆に伝道をしていました。神様の
助けがあったからですが、一緒に伝道することの祝福だと
思います。
調子が良くて、ペラペラとアナウンサーのように話せても、
それが人の心に響くとは限りません。神様を
愛し、喜びに溢れて伝道をした方が、感動が
伝わるはずです。神様と仲間に助けられまし
た。遠方での伝道だったこともあり、とても
貴重な体験をしました。

11月12日（火）～13日（水）宇都宮駅 路傍伝道』

一緒に伝道する仲間がいることは最高の祝福

一か月前の新宿駅での伝
道の時に、悪質な妨害が入
りました。一ヶ月そのことの
ために祈っておりましたが、
今回もちょっとした妨害が入
りました。

「一病息災」という言葉があります。意味は、「病気もなく
健康な人よりも、一つぐらい持病があるほう
が健康に気を配り、かえって長生きする」で
す。多少の逆風が吹くことは、かえって、参
加者を奮起させ、一つにさせてくれます。マ
イナスがプラスに変わったといえます。

御茶ノ水のCLCに置いてある路傍
伝道新聞を手に取って、伝道には
じめて参加して下さった人もい
ました。おなじみのメンバーが

11月18日（月） 『新宿駅 路傍伝道』

「一病息災」「一難去ってまた一難」「一緒に天国に行きましょう！」

多く参加してくれまし
た。15名が力を合わせ
て伝道しました。
音楽から演説に切り
替えると、街の雰囲気
が変わりました。音楽
の演奏の方が反応は
良いのですが、マイクを
取って聖書を語ることで、はっきりと福音を伝えることがで
きました。
人生は旅のようなものです。「一難去ってまた一難」が起
こります。旅の途中には、不便があるし、トラブルは付き物で
す。しかし、旅人には、自分の家があるので少しの不自由な
らガマンできるものです。私たちの旅の終着点は天国です。
イエス様を通して本当の我が家である天国に入ることがで
きます。「一緒に天国に行きましょう！」と勧めました。

路傍伝道の活動の予定を知る方法

路傍伝道の活動予定は「路傍伝道ネットワーク」の
グループページを通して告知致します。

facebook環境をお持ちではない方、
定期購読のお申込みは
sgr_ch@yahoo.co.jp まで知らせて下さるか、
郵便番号・住所・氏名を事務局までお知らせ下さい。

新宿福興教会内　路傍伝道ネットワーク事務局：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F

トップに予定を固定しています。
見られない場合は「アナウンス」をクリック。

わたしたち路傍伝道ネットワークはエリコの戦いの様に街
を一周し、祈りを捧げます。
そして賛美の角笛を携え、街頭で福音を述べ伝えてます。

広告募集中！
路傍伝道ネットワーク事務局

sgr_ch@yahoo.co.jp

「急募！神の働き人」神様のためにいのちを捧げて伝道したい人

「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を
送ってくださるように祈りなさい。」（マタイ9：37-38） 

路傍伝道ネットワーク
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冠婚葬祭司式・説教・音楽奉仕

路傍伝道ネットワークは、2017年3月13日に原宿駅からスタートし、山手線外回り29駅を順番に伝道しています。また、日本
全国47都道府県を少しずつ巡回路傍伝道をしながら、日本全国に福音を満たしていきます。同時進行で、賜物発掘や賛
美チームのスキルアップ、メンバーの一致と霊的成長のために、月に一回賛美集会を行なっています。また、山手線を東京
のエリコの壁に見立てながら、電車の中で祈祷会を行なって、日本の中心である東京からリバイバルがはじまっていくよう
に夢見ています。

『路傍伝道ネットワーク』のビジョン

『路傍伝道ネットワーク』の始まりの経緯
2016年9月に菅野代表が大阪の仲間たちと路傍伝道を始めた事がきっかけで、日本全国での路傍伝道を示され、JSE
(Japan Street Evangelism Ministry)を結成しました。その後東京各地で伝道をする間に、少しずつ仲間が加えられ、菅
野直基代表とその仲間たちにより「路傍伝道ネットワーク」が結成されました。今では、日本全国に多くの仲間が与えられ
て、共に力を合わせて路傍伝道を行っています。インターネットでお部屋探し。

www.okuda-re.co.jp

11月29日（金）『山手線祈祷会（外回り）』と『目黒駅 路傍伝道』

時間を忘れて伝道した

山手線シリーズは、通常、月に2回行います。山手線を外
回りに一駅ずつ進みます。
前半は、伝道する駅に集合して、山手線一周祈祷会を行
います。この祈りが、私たち参加者の心の内側を整え、さら
に、外側の環境を整えます。
後半は、目黒駅で伝道をしました。7名が参加しました。
音楽は2～3名で、残りはチラシの配布を行いました。バス停
前で、一度に30名くらいの人がバスを待つために並ぶので、
その人々に歌い、語ることができました。聞かざるを得ない

環境ではありますが、嫌
な顔をする人はいませ
んでした。バスが来るま
での数分間、じっと聞い
てくれました。
クリスマスのシーズン
に入っているので、クリ
スマスの曲を多く歌いま
した。有名な曲なので
知っているからでしょう

か、力強く人々の心に届きました。音楽は国境や文化、価値
観などを超えて一つにしてくれます。
さらに、讃美歌を聞いてクリスチャンの人が何人も声をか
けてくれました。うれしい出会いがたくさんありました。
目黒は、上品な街ですし、そこにいる人々も上品な人ばか
りです。ですから、音を調整し、しっとりした音楽を奏でま
した。演説も心と心を通わすことを大切にしました。
チラシは、200部近く配ることができました。充実した良
い伝道の時でした。

11月27日（水） 『市川駅 路傍伝道』

男女が力を合わせて伝道することは素晴らしい

市川駅では、今日はじめて路傍伝道をしました。駅の出口
は北口と南口の2ヶ所です。雨が降っていましたが、どちらに
も屋根があるので、雨の日でも濡れないで伝道ができます。
北口の方が人が多いので北口で行いました。時間は午後
3時から5時までの2時間。いつもより早い時間帯であったか
らでしょうか、半数以上が女性でした。最近、「女性メンバー
が与えられますように」と祈っています。比率として、男性の
参加者が圧倒的に多いからです。
数人の女性からは、「最近の路傍伝道は男性ばかりです
ね。女性は参加しにくいですね」といわれます。また、主婦な
どの女性からは、「早い時間にやってくれたら参加しやすい
んですけどね。主婦は家事があるので、夕食の時間に間に合
うように帰る必要があるので、早い時間なら参加しやすいで
す」という声を聞きます。
今日は、参加者の声を取り入れることの大切さを教えられ
ました。女性のパワーはすごいです。中1の男の子7人、女の
子1人に伝道をしました。さらに、小さい女の子2人は、「イエ
ス様を信じたい」といってくれました。しかし、友達の顔色を

気にして、「イエス様を信じた
いけど、友達からどう思われる
かわからないからやめておく」
という子どももいました。
そのほかに、おじさん、おば
さん、お兄さん、お姉さんなど、
いろいろな人に福音を伝える
ことができました。
神様は、人を男と女に造られました。今日は女性が少し多
いくらいで、女性のパワーが光りました。男女が力を合わせ
ることの素晴らしさを感じました。
「あなたがたは、『刈り入れ時が来るまでに、まだ四か月あ
る』と言ってはいませんか。さあ、わたしの言うことを聞きな
さい。目を上げて畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばかり
になっています。」（ヨハネ4:35）
2～3ヶ月に一度、市川駅で路傍伝道をしたいと思います。
千葉に住んでいる人や、お近くの人がいましたら、ぜひ一緒
に伝道しましょう。

1.賛美チーム
音楽を通して神の愛を表現し、聴衆を神ご自身に向けさ
せます。清潔で、印象が良い服装を心がけて下さい。
①「賛美リード」②「アシスト・クワイヤー」③「楽器奏楽」
④「踊り」等で構成されます。

2.チラシ配布チーム
チラシ配布は、愛する心で行って下さい。謙遜かつ、人 を々
悪魔の火の中から救い出す決死の思いで配布します。

3.説教者
説教者は、ストレートに聖書を語ります。

4.とりなしの祈り
とりなしの祈りは、イスラエル軍がアマレク軍と戦争をし
た時に、アロンとフルがモーセの両腕を支えて戦いを援
護したように、祈りによって伝道の援護をします。

5.ディレクター
ディレクターは、広く全体に目を配り、適切な判断をし、指
示を出し、対応をします。「音響」「プロデューサー」「舞台
監督」などを兼任します。

路傍伝道ネットワークの奉仕
私たちの路傍伝道は、「多様性」と「統一性」を大切にする「総合伝道」です。以下の5つのチームに分かれます。

①「無理をしない」
参加者の中に、持病や障がいを持っている人、妊娠中
や体調が優れない人、疲れている人は、差し支えない
範囲で、世話人の菅野か濱村に伝えて下さい。無理し
てがんばる必要はありません。

②「見られている意識を持つ」
全員が「ステージに立っている」意識を持って下さい。神
様も、古の聖徒たちも注目しています。サタンは隙を狙っ
ています。神の栄光があらわされることを祈り、口論やト
ラブルを避けて下さい。問題が起こっても、一人で解決
しなくて大丈夫です。仲間に助けを求めて下さい。

③「チームプレーをお願いします」
路傍伝道ネットワークは、自由かつ、フラットな関係で
伝道しますが、神の軍隊です。一致を心がけて下さい。

最後に


