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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。

路傍伝道新聞は、駅前などで行う路傍伝道の活動報告で
す。それが、新型コロナウィルスの問題でオンライン番組に切り
替えて早一ヶ月が過ぎました。同じ場所で番組の撮影を行っ
ているので写真や書く内容がワンパターンになってしまうので
はないかと心配もしましたが、神様が写真も記事も導いて下
さいました。お祈り下さり、一読し、ご感想をお聞かせ下さい。
David Naoki Kanno
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路傍伝道ネットワークの活動のために献金をお
願い致します

新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づいて発
令されている「緊急事態宣言」が約1ヶ月間延長される
ことになり、4月初旬からはじめていた「オンライン路傍
伝道」も延長することになりました。
人生は旅にたとえられますが、旅先ではトラブルが付
き物です。そんな時、自力で状況に逆らうのではなく、
神の導きを祈りながら受け入れ、プラン変更して旅を続
けることが最善です。
神様は全知全能のお方です。すべてを知っておられ、す
べてを知った上で一番良い導きを与えられるからです。
路傍伝道ネットワークがオンライン無観客ライブ放
送を初めて行ったのは、3月28日（土）です。「ジャパ
ン・ハーベスト2020大会」が行えなくなったための代替
えで、講師全員と一部のスタッフが集まって、無観客で
セミナーを行い、それを3つのメディアで生放送しまし
た。
そして、その次の4月4日（土）から無観客でのオンライ
ン路傍伝道をスタートしましたが、その背後では、裏方
で助けて下さり、システムを構築して下さった方がいた
のです。その人との出会いは、3月27日（金）で大会の1日
前でした。
神様が、最善の導きと共に、必要な助け人を与えて下
さり、オンライン活動に切り替えることができました。

神様は、昼は雲の柱・夜は火の柱でイスラエルの民を
導かれたように、私たちの路傍伝道ネットワークを導い
て下さり、必要な人やものをすべて備えて下さいまし
た。まるで大船（おおぶね）に乗っているようで心強い
です。
ここで、3年間の私たちの歩みを話したら、8ページす
べてを使っても語りつくすことができないくらい膨大で
す。しかしそれは、みなさんの人生においても同じでは
ないでしょうか。そのような実体験を通して証を持って
伝道ができるようにして下さっているのです。
証すべきことは、日常生活の中においてすでに与えら
れているのです。日ごろから、神がして下さった良いこと
を数えて、それを神に感謝する習慣を持ちたいもので
す。そして、その感謝が伝道の原動力となり、実体験を
持って生きておられる神を伝えていきたいものです。
「わがたましいよ。主（神と同意語）をほめたたえよ。
私のうちにあるすべてのものよ。聖なる御名をほめたた
えよ。わがたましいよ。主をほめたたえよ。主の良くして
くださったことを何一つ忘れるな。主は、あなたのすべ
ての咎を赦し、あなたのすべての病をいやし、あなたの
いのちを穴から贖い、あなたに、恵みとあわれみとの冠
をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。」
（詩篇103：1～5）

1.死んだ方がましだ！
その日、齊藤諒君（16歳）は、自転車で高校に通学中
だった。「あっ」と思った瞬間、自転車ごと乗用車に跳ね
飛ばされ、頭から地面に叩きつけられた。そのまま救急
車で病院に運ばれる。
頸椎を骨折した諒君は、その日から、両手両足が完
全に麻痺して常時人工呼吸器の装着を余儀なくされ
た。医師は「現代の医学では一生治りません」と宣告。
障害等級の最重度「特I種」に認定された。「こんな生
活が一生続くのか。死んだ方がましだ！だけど、自分
で死ぬこともできない・・・」。野球一筋で甲子園を目
指してきた諒君は生きる希望を失い、絶望感だけが増
した。
「僕をこんな目に合わせて、どうしてくれるのか！」。
ただ怒りしかなかった。加害者は27歳の男性。しかも、
自動車保険が期限切れで賠償金は一円も出ない。

2.聖書との出会い
事故後5か月が過ぎ、辛くて死にたい絶望感に襲われ
ていた時のこと。野球部の先輩が、その母と姉、そして
通っている教会の女性牧師とその二人の娘と一緒に見
舞いに来てくれた。父、母、姉とともに諒君は初めて牧
師から聖書の話を聞く。特に、キリストの癒しと赦しの
話を聞いて、人前で泣いたことがなかった諒君の目に涙

があふれてきた。
神を信じれば、どんな病も癒される可能性があるん
だ！どんな罪も赦すことができるようになるんだ！「この
病は絶対に癒されない、この加害者は絶対に赦せない」
と固く信じてきた諒君と家族に、希望の光が差し込んで
きた瞬間だった。その場で、諒君と家族はそろって、自分
たちの罪を悔い改めて、キリストを救い主として受け入
れ、加害者を赦す告白をした。

3.加害者との和解
加害者の家族は苦悩の涙を流した。加害者は若いの
に心労で髪の毛が抜けて無くなってしまった。諒君の誘
いで加害者と家族も聖書の学び会に来るようになった。
父が紹介して、父の職場で加害者の父が一緒に働くよう
になった。
当時、加害者に対して事故の賠償金請求裁判を起こ
していたが、母は「これ以上加害者を苦しめることはで
きない。一刻も早く裁判を止めたい！」という思いにな
り、弁護士を通じて、訴訟を取下げ、裁判は終結した。
こうして、被害者と加害者の家族全員がキリストを信
じて救われた。諒君は今、ブログや出版物で人々に福音
を伝えながら、希望をもって全力で生きている。
「人にはできないが、神にはできる。神にはなんでも
できるからである」（マルコ10：27）

路傍伝道新聞
路傍伝道新聞　毎月発行　発行元　路傍伝道ネットワーク事務局　代表　菅野直基
〒169-0074 東京都新宿区北新宿3-8-4-2F（新宿福興教会内）TEL&FAX 03-3371-9930  email: sgr_ch@yahoo.co.jp

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！

菅野直基　YouTube



5月1日（金）午後6時～8時「第9回オンライン路傍伝道」

神様の素晴らしい導き

5月2日（土）午後6時～8時「第10回オンライン路傍伝道」

神様は話す内容も備えて下さる！

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、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。

献品
献品のお願い
Request for 
Musical instruments donation

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

1年前、平成31年が終わり令和元年を迎えるその日に、路
傍伝道ネットワークのバーベキューが行われました。約20名
が集まり盛大に行われました。通常は、そのバーベキューの
場所は千葉県で唯一、無料で自由に使えるスペースである
ため、人々でごった返しているはずでしたが、その日の天気予
報が確実に雨予報であったので、空いていました。広いス
ペースを占有しているのにゆったりしていました。
バーベキューが行われている時には、雨は一滴も降りませ

んでした。しかし、後半に野外礼拝を行うために、テントやター
プの中に入った途端に、大
雨が降り出しました。神様の
導きは完璧でした。
路傍伝道が続けられる理

由の一つは、必要に応じて
神様の素晴らしい奇跡が与
えられ、毎回のように恵み溢
れる導きと備えがあり、神様
が生きておられることが活動
を通して体験できることで励

オンライン路傍伝道は、無観客で最小限のスタッフで収録
しています。2ｍ以上間隔を空けていますし、マスクを着用し、
手洗いやうがいなど、対策を徹底しています。
その少数のメンバーで、毎回2時間の放送をしていると、普
通なら新鮮さが失われ、話の材料が枯渇する可能性があり
ますが、しかし、そうではありません。
神様は不思議なお方です。今日は、途中で頭が真っ白にな

りましたが、考えて
もみなかった「ユダ
ヤ人の2000年の歴
史とユダヤ人を祝
福しよう！」という内
容について話すよ
うに導かれました。

緊急事態宣言が
発令される前は、私
がアンカー（総合司
会）を務めて、最大4
名が出演しました
が、現在は、三密を
避けるために、私一
人で2時間を話し、
歌います。
毎回違う話をするのは至難の業ですし、加えて、路傍伝道

は立ち止まる人がいない限り、短いメッセージの連呼です。毎
回2時間最後まで観て下さる方々のことを思ったら、同じ話の
繰り返しと言う訳には行きません。神様は、そのような状況の
中でも、話すべきことを備えて下さるのです。

5月4日（月・みどりの日）午後6時～8時「第11回オンライン路傍伝道」

外での伝道の再開を楽しみにしながら、今を感謝したい！

本来なら、「コミックマーケット98」がこの期間に東京
ビックサイトで開催されて、メンバーが総動員でコミケに来
る人たちにマンガ聖書を配っていたはずでした。

その準備のために、3月
中旬にメンバーの鈴井氏宅
で1万冊のマンガ聖書に伝
道チラシを挟み込む作業を
しました。
しかし、新型コロナウィ
ルスの感染拡大防止のため
に、外での伝道が規制され

るようになり、マンガ聖書は
鈴井氏宅の空き部屋に保管
されています。
一日も早く、外に伝道に行
きたいと思い、祈り備えてい
ます。しかし同時に、オンラ
イン伝道ができる設備が
整って、インターネットを通して伝道ができることに感謝し
ながら、今の時を耐えていきたいと思います。
緊急事態宣言が解除されたら、外で行う路傍伝道を再
開します。一緒に伝道する仲間を募集しています。

路傍伝道の活動の予定を知る方法

最新の予定は、「アナウンス」をクリックすると見ることができます。

Facebook環境をお持ちでない方には、
路傍伝道新聞と一緒に予定表を郵送します。
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

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。

5月5日（火・こどもの日）午後6時～8時「第12回オンライン路傍伝道」

コロナハラスメントの解決は福音宣教にある！

セクハラ、パワハラ、モラハラなどのハラスメントが問題と
されて来ましたが、最近では、コロナ騒ぎの中で、コロハラ
（コロナハラスメント）が問題となっているのではないで
しょうか？
ハラスメントは、被害者は苦しみ傷ついていますが、加
害者は無意識に相手を苦しめ続けていることに問題があ
ります。
緊急事態宣言下において、法律で行動を規制することは
できません。「自粛規制」だからです。
しかし、自粛規制なのに、自由に行動をしていると、「非
国民」扱いされることがあります。これも「コロハラ」に当た
るのではないかと思います。
戦時下で広島と長崎に原爆が落とされた頃のできごとを
マンガにした「はだしのゲン」の中で、主人公の「ゲン」は
「原爆のゲン」ですが、ゲンのお父さんは戦争に反対をし、

「日本は必ず
戦争に負ける。
このまま戦争
を続けていて
はいけない！」
と公言してい
ると、町会長を
はじめ、町の

人々から非国民扱いされ、ついには、逮捕されて牢屋に入
れられてしまいました。
今思えば、これは「戦ハラ（戦争ハラスメント）」であった
のではないかと思います。

非国民扱いされた人が
どれだけつらい思いにな
るのかは、味わった人にし
かわかりません。
新型コロナが蔓延する
今の日本の社会でも、明
確な法による規制がない
のに、見せしめのために
営業を続けているパチンコ店の店名を公表したり、沖縄に
ゴルフをしに行ってコロナウィルスに感染した芸能人に対
するバッシングや、日本のファーストレディーの旅行に対す
る非難など、言われている内容は間違っていませんが、攻
撃性においては行き過ぎてはないかと感じます。
そんな社会の中で、福音が必要とされていると強く感じ
ます。福音伝道が急務です。福音はイエス様の十字架の贖
いによっての赦しであり、解放であり、幸せを与える力で
す。共に福音を伝えていきましょう。

まされていることで
す。しかし、それは
何もかも順調で、
滞りなくことが運ぶ
という意味ではあり
ません。
バーベキュー開
催数日前から、多摩川の橋の下でバーベキューをしようと考
えて、わざわざ下見に行きました。その場所は、昔はバーベ
キューを自由に行えましたが、現在は、バーベキューは禁止で
あるということがわかりました。
また、焼肉屋や教会の建物の中でバーベキューをする案も
考えましたが、「それではバーベキューという感じがしないの
では・・・」との反対意見が出て却下になりました。
「雨が降ったら、傘を差したり、テントやタープの下に入って
やろう！」と覚悟を決めました。人事を尽くした上で、神に委ね
天命を待つ私たちに、神様は、天候を守って下さったのです。
みなさんも、路傍伝道に参加して、神様の素晴らしい導きを
体験しませんか。



5月16日（土）午後6時～8時「第14回オンライン路傍伝道」

エヴァンゲリオン。命をかけても惜しくない福音を伝え続けよう！

私たちが伝えている福音は、ギリシャ語で「ευαγγ
έλιον（エヴァンゲリオン）」です。
エヴァンゲリオンを知るためには、BC490年の「マラトン
の戦い」にまでさかのぼります。マラトンの戦いは、ギリシャ
とペルシャが激しい戦争の戦いの末に、ペルシャはギリ
シャに侵略しようと「マラトン」に上陸しますが、何と、迎え
撃つギリシャ軍が勝利しました。
この勝利の知らせを伝えるために一人の兵士が、マラトン
からアテネまで42.195ｋｍをひたすら走り、勝利を伝える
と、その場で息絶えて死んでしまったのが、現在のマラソン
の起源です。この勝利の伝令を「エヴァンゲリオン」という
のです。
その「エヴァンゲリオン」を日本語に訳したのが「福音」
です。「福音」とは、「祝福の音信（手紙）」という意味で、
とても良い翻訳です。しかし、原文のギリシャ語では「エ

ヴァンゲリオン」、勝利の伝令という言葉が
使われていることにも注目したいと思います。
勝利を伝えるギリシャの兵士が
命がけで勝利の伝令を伝えたとい
うことは、命をかけても良いニュー
スだったのです。
私たちの伝える福音は、命をか
けても惜しくないほど素晴らしいニュースなのです。
あなたはそのことを自覚しているでしょうか？
一回限りの人生におい
て、この福音を伝え続け
ていきましょう。
そんな思いで、今日も2
時間のオンライン放送を行
いました。

先月号の路傍伝道新聞の発送作業の合間に、外での番
組配信をしました。時間は約1時間でしたが、歌やお話の音
量は極力抑え、いつもの室内での放送よりも気を使いました。
マイクとスピーカーを使いましたが、横から風が吹いていたた
め、風の音が入り、、声が聞き取りにくかったという感想が届き
ました。このような声に対しては、すぐにでも改善したいと思っ
て対策を考えています。
この季節の紫外線は強く、1時間の収録の間に、顔や腕が
真っ赤に日焼けしてしまいました。紫外線対策も考えたいと思
います。

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

5月19日（火）6時～8時「第15回オンライン路傍伝道」

神が下さるいのちの救いと人生の救い

愛車の自転車が盗難に遭い、その痛みと元気になって行
くプロセスを語りながら、神と共に生きる人生について語り
ました。
神が試練を与えられる理由は、神に目を向けるためのラ
ブコールであり、信仰的に眠った状態から目を覚まさせるよ

うにとのモーニングコールです。
試練に遭った時に、「何が悪かったのか
な？」と考えるとしたら、ただでさえ痛みと
苦しみがあるのに、傷口に塩を塗り込むよう
なものです。

神は、試練を与えると共に、それに対
して慰めと解決を与えられます。そ
れは、人々に証をし、慰めを与え
るためです。

神が与えられる救いに
は2種類あります。①いの
ちの救いと、②人生の救い
です。いのちの救いは来世
の救いです。人生の救いは
現世の救いです。来世にお
いて、イエス様と永遠に天
国を生きていきますが、こ
の地上でも、イエス様と共
に歩むことで天国の前味
を味わうことができます。
その喜びを味わいながら伝道をし、神の栄光を現わし
ていきたいものです。

5月23日（土）6時～8時「第16回オンライン路傍伝道」

明確な未来観を持った上で今をどう生きるか！

Facebook、YouTube、ニ
コ生、ツイキャスの4つのメ
ディアでオンライン路傍伝
道番組を放送しました。少し
ずつシステムが改良されてい
ます。今日はツイキャスの配信
がうまく行きませんでした。ニコ

生もあまり良い状況ではありません
でした。ネット回線の状況が天候に左

右されると聞いたことがあります。それも理
由の一つだったかも知れませんが、祈るしかない

なと感じます。
緊急事態宣言が出されてから
は、スタッフの人数を制限して、
出演者を私だけにしました。三密
を避けるためです。15回も番組を

行っていますので、だいぶ
慣れてきましたが、感動を
失ってはいけないと痛感
します。
今日は、「7年間の患難時
代が近づいている。伝道で
きる時間は限られている。
自分がこうしたいという人

生を生きるのでは
なく、神様が期待
しておられる人生
を生きよう。伝道
することは、牧師
や伝道者になるこ
とだけではなく、
与えられた人生を
手抜きすることな
く生きること。そ
して、置かれた場所で福音伝道をすることです」と奨めま
した。
明確な未来観を持っていないと、緊張感がなくなり、目
の前のことに翻弄され、ついには、目的意識を失ってしまう
ことがあります。この世界は、今のままマンネリを続けるの
ではなく、クリスチャンの空中携挙、7年間の患難時代、イ
エス様の地上再臨、1000年王国、新天新地という明確な
未来を見据えながら今を生きていきたいものです。だとす
ると、いかに伝道が急務であるかがわかります。
アフターコロナについて考えると共に、今から始められ
る伝道を共にしていきたいです。6月1日（月）から、外で行
う路傍伝道を再開します。場所は、川口駅西口2階デッキ。
午後5時～7時です。どうぞ今から祈り、備えて行きたいと
思います。よろしくお願いします。

5月12日（火）午後6時～8時「第13回オンライン路傍伝道」

完全燃焼と楽しい交わり

今日は、オンライン路傍伝道の宣伝を兼ねて毎日配信し
ている「3分メッセージと歌の番組」を20日分収録しまし

た。これに2時間以上
の時間を使いました。
午後6時から8時に
は、オンライン路傍伝
道の生放送があったた
め、合計4時間以上の
番組の収録を行ったこ
とにより、心底疲れ

切ってしまいました。
番組収録後には、今年の
バーベキューが新型コロナ
ウィルスのために中止になる
中で、スタッフの一人がか
ら揚げと焼鮭とナス炒めと
ほうれん草を振る舞ってく
れました。三密を避けなが
ら楽しい時間を過ごせたの
で、元気になりました。

イエス様は、目の前にあ
るものを例えて説教をされ
ましたが、外配信だと、季節
感、風、太陽、青空、飛行機
など、それらを例え話に用
いてお話を
しました。リ

アルで目の前で話をするのと、ネットを介して
お話をするのでは一長一短がありますが、で
きる最善のことをしていきたいと思います。

5月8日（金）「第3回外配信と新聞発送作業」

できる最善のことをしていきたい

　　　　

そのとき、主はヨシュアに言われた。
「見よ、わたしはエリコとその王と
勇士たちをあなたの手に渡す。

あなたたち兵士は皆、町の周りを回りなさい。
町を一周し、それを六日間続けなさい。

七人の祭司は、それぞれ雄羊の角笛を携えて
神の箱を先導しなさい。
七日目には、町を七周し、

祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。
彼らが雄羊の角笛を長く吹き鳴らし、
その音があなたたちの耳に達したら、
民は皆、鬨の声をあげなさい。」

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



参加者の声

4月4日（水）～5月30日（土）「第1回～17回オンライン路傍伝道」

緊急事態宣言が解除され、徐々に元の活動へ

17回も連続で2時間の生放送番組を続けて来られたの
は、神様の助けと視聴者や支援者のみなさんの祈りと支え
があったからです。
緊急事態宣言が5月25日（月）に解除されて、これから
は、駅前で路傍伝道をする元の活動に徐々に戻していきま
すが、この間のオンライン伝道はとても良い機会になりまし
た。このシステムを使っても伝道を続けていきたいと思い
ます。

ライフプランナー

下田 大気
Hiroki Shimoda

株式会社BBEコンサルティング
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TEL : 03-5380-2751  FAX : 03-5380-2752  URL : http://chiseikaihatsu.com   Email : newlife@wish.ocn.ne.jp

大塚愛子/大塚祐子
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新宿区北新宿３-８-４　シャローム北新宿ビル２F
TEL&FAX 03-3371-9930
Email : sgr_ch@yahoo.co.jp 　URL : https://sgr-ch.net
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賃貸マンション運営・管理まで
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「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

今日の番組では、「自粛警察とコロナうつ」について触れ
ました。
新型コロナウィルスに伴って、自粛生活をしていない人を
ネット上や街で取り締まる「自粛警察」と呼ばれる人が、4
月の緊急事態宣言を境に爆発的に増えました。自粛警察に
なりやすい人は、自分に自信がない、自棄になりやすい、ス
トレスをため込みやすい人だと言われます。
そういう人は、じっと我慢する長引く自粛生活に疲れて、
コロナ疲れ、コロナうつになり、感情優位の状態に陥って、
SNSでフォローしている人の生活を見て非難や攻撃のコメ
ントを書きます。街を歩いていて営業中のお店にものを投
げ込んだり、落書きをしたり、攻撃をします。また、他府県
のナンバーの車に落書きをするなど、誰にも頼まれていな
いのに、自粛が足りないと思われる人を攻撃します。
その怒りが連鎖となって大きな流れになることもありま
す。自粛警察は、正義感に駆られて行いますが、やり過ぎて
しまうことがあります。日本は元来、強制されなくても自粛
をする習慣がありますし、自粛しない人がいても優しくアド

バイスをする人
が昔からどこに
でもいました。
それはとても良
い関わり方です
が、攻撃的・暴
力的になってし
まうと、相手に
は余計なお世話となり、傷つけたり、関係を壊すことさえあ
るのです。
またコロナうつにかかる人が増えています。休校が長引
き、子供たちが家庭に居場所を見つけられなかったり、逃げ
場がなくて苦しいという相談を受けることがあります。
仕事がテレワークに変わるだけなら良いのですが、「当分
仕事に来なくていいですよ」と言われる場合もあります。そ
うすると、仕事をしていた自分が仕事をしていないことに
よってアイデンティティーを失ったり、疲れ、行き場のない怒
りを感じて苦しむ人が増えています。

5月30日（土）6時～8時「第17回オンライン路傍伝道」

自粛警察とコロナうつ

コロナうつ一歩手前、もしくは、コロナうつにかかってい
る可能性がある人の特徴をいくつかあげると、①コロナの情
報をいつもチェックする。②本や長い文章が読めなくなって
いる。③仕事や家庭に不満がある。④趣味を最近していな

い。⑤相談できる友達
がいない。⑥周りの人に
不満を抱いている。⑦間
食や飲酒の機会が増え
た。⑧生活や寝起きの
時間が不規則になっ
た。⑨運動不足。⑩肩が
こったり、ストレスを感じ

「出会いと伝道の場」
ある日、定期的に参加しているクリスチャンのタクシー

ドライバーの集まりの参加者全員で路傍伝道ネットワー

クに合流することになりました。それ以前は、伝道に対し

て苦手意識があり、教会で伝道をする人の姿を横目で見

ていました。これをきっかけに伝道を始めたいと思いまし

た。色々な人との出会いもあるし、とても楽しいです。イ

エス・キリストの愛と福音を伝え続けたいです。

深美／男性／タクシー運転手

「大学生になっても伝道したい」
高校生の時から路傍伝道に参加しています。色々な駅

の前で伝道をしました。夜に色々な場所に行くのは勇気

がいるし、人の前でチラシを配ったり賛美をするのは緊張

しますが、これを通して癒される人がいると思えば、とても

やりがいがあるし緊張も解けます。大学生になってから忙

しくなり、なかなか参加できていませんが、また神様を伝

える働きをしたいと願っています。

Y.F／女性／大学生

「伝道一筋で」
マタイの福音書には、ヘロデ王とユダヤ人の王であるイ

エス様の2人の王が登場します。ヘロデは自分のために

生き、イエス様は罪人のために生きられました。イエス様

を思うと「伝道しなければいけない！」と感じ、祈りながら

ネットで検索すると、「路傍伝道ネットワーク」のページ

に行き着き、参加しています。弱さを感じますが、神様か

ら力をいただいて、伝道一筋で生きていきたいです。

石澤かすみ／女性／主婦・パート

路傍伝道新聞の無料の定期購読者と、
10部～50部単位でまとめて受け取って、
棚に置いて下さったり、配布して下さる
教会や諸団体を募集しています。

る等です。みなさんはいくつ当てはまりましたか？
コロナうつにならないために次のことを行いましょう。①
自分にご褒美をしたり、コロナ後の先の楽しみに希望を持
つなどをする。クリスチャンは、苦しみは必ず終わること、そ
して、死後の天国を知り、信じているので、それを楽しみに
する。②自分のペースを乱さない。ルーティーンワークを守
る。神の前に忠実に生きる。③スマホを必要以上に見ない。
必要以上の情報をシャットアウトし、祈り、コロナ情報を肯
定的に受け止め直す。
新型コロナウィルスで疲れている人が多くいます。神との
関係がしっかりしているならば、おせっかいな自粛警察に
なったり、コロナうつから守られるはずです。

「私の使命」
路傍伝道新聞を読んだことがきっかけで、一昨年の冬

より参加させていただいてます。私は40年前に友人から

手渡された1枚の伝道チラシにより教会へ導かれ救われ

ました。ですから私も、「神様が出会わせてくださる方々

が、今日もおられること」を信じて祈り賛美しつつ、伝道

チラシを配ります。チームプレーでご聖霊の働きにお委ね

して伝道させていただける恵みに感謝しています。

H.T／女性／主婦


