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「あなたは誰の子なのか？」

この時代のサマリヤの女・男になろう！
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。

2020年が始まった時には、新型コロナウィルスでこんなにも
大変な状況になるとは、だれも想像できなかったと思いま
す。神の不思議な導きを信じ、4月からは、一定の収束を見
るまで無期限に活動を休止し、インターネット伝道に切り替
えます。今月号はその直前の活動報告です。お読み下さり、
お祈り下さい。また、読後の感想やご意見もお願いします。
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

有名なサマリヤの女の聖書箇所は、「サマリヤを通って行
かなければならなかった」（ヨハネ4：4）で始まります。
「サマリヤの女」と聞くと、かわいらしい女性の名前のよう
ですが、これは名前ではなく地名です。「東京の女」「日本の
女」というようなもので、名も無き女性のことです。
イエス様がサマリヤに行くきっかけは、バプテスマのヨハ
ネの逮捕です。すぐに移動しなければ、パリサイ人とぶつか
ることになります。まだイエス様が十字架にかかる時が来て
いなかったのです。だから、「主はユダヤを去って、またガリ
ラヤへ行かれた」（ヨハネ4：3）のです。
イエス様は、十字架にかかって死ぬことによって、全人類
の罪の贖いをするためにこの地に来て下さいました。神の御
心ははっきりしていましたが、同時に、一瞬一瞬、神の導きを
求めながら歩みました。
イエス様は、ユダヤを去り、ガリラヤに行く途中で、「サマ
リヤを通って行きなさい」と導かれました。このルートは、地
理的には最短ルートですが、当時、ユダヤとサマリヤは交流
がなく、宗教的にも、民族的にも対立関係にあったので、通
常は通ることはありませんでした。
ではなぜサマリヤを通らなければならなかったのでしょう
か。サマリヤの女に会って、伝道をするためです。イエス様は、
「神様、それは常識には合いません」などと口答えせず、黙っ
て神の導きに従ってサマリヤに行きました。

「サマリヤを通って行かなければならなかった」の「ねば
ならない」という言葉は、もう一か所、「モーセが荒野で蛇を
上げたように、人の子もまた上げられなければなりません」
（ヨハネ3：14）の箇所で使われています。
イエス様は、十字架にかからなければならなかったよう
に、サマリヤの女に会わなければならなかったのです。
私たちも、置かれた場所、遣わされた場所で伝道しなけ
ればならないのではないでしょうか。
イエス様は、神の導きに従って、いくつものタブーを犯しま
した。当時、男性が公の場所で女性に声をかけることはあり
ませんでしたし、ユダヤ人がサマリヤ人に声をかけることもあ
りませんでした。
私たちも、イエス様に倣って、恥ずかしさ、「人から嫌われ
たくない！」、あるいは、「人からどう見られるか？」という恐
れを打ち破り、自分の殻から飛び出して、相手の懐に飛び込
んで行って伝道をしましょう。
伝道の力の秘訣は聖霊に満たされることです。後に、サマ
リヤの女は聖霊である生ける水が湧き上がる体験をし、サマ
リヤ中を伝道し、サマリヤにリバイバルを興しました。
私たちは、この時代のサマリヤの女・男になりたいと思い
ます。みなさん、「聖霊に満たして下さい」と祈りましょう。そ
して、日本中を伝道し、2020年のこの年、日本にリバイバルを
興させていただきましょう。

1.ナイアガラの滝の所有者の息子
1908年のある日のこと、小柄な日本人が壮大なナイア
ガラの滝を見物していると、白人の観光客が、「お前さ
んはどこの国から来たのかね？」とからかってきた。当
時の米国では、黄色人種で背の低い日本人は、「ジャッ
プ」と呼ばれて蔑視されていた。「私は日本人だ」と答え
ると、「あの太平洋の向こうの小さな島か。いったいお前
さんの島にもこんな大きな滝があるのかね？」と日本を
バカにした。
「お前さんこそ何を言っているのか、このナイアガラの
滝は私のお父さんのものだ！」という彼の一喝に、「本当
か！？」とその白人はたじろいだ。「私の父は天地万物の
創造者であり所有者である。だからこの滝は私のお父さ
んのものだ」。その日本人は当時アメリカ各地で巡回説教
をしていた木村清松牧師であった。
その会話が現地の新聞のニュースで、「ナイアガラの滝
の所有者の息子来たる！」として大々的に報道された。そ
の後に木村牧師が説教で招かれた教会は大入り満員に
なった。それは、万物の真の所有者は誰なのか、人間の真
の父は誰なのかを、アメリカの人々に気づかせることに
なった。

2.シングルマザーの息子の本当の父親
「君のお父さんは誰なの？」。シングルマザーの子が、

学校でも、食品店でも、薬局でも、どこへ行ってもこう聞
かれて、答えられない苦しみで心がいじけていた。学校で
は仲間に隠れて一人で昼食をし、お店にはほとんど行かな
くなった。
この少年の教会に新しい牧師が赴任してきた。牧師に
父のことを聞かれることを避けるために、彼は日曜の礼拝
には遅刻して、終了直前に会衆をすり抜けて教会を出て
行った。
「君のお父さんはだれなの？」。ある日、礼拝後すぐに
牧師は走って行って、教会を出ていこうとしたその少年の
肩をたたいて聞いた。その瞬間、教会全体が死んだように
静まり返った。皆の視線が彼に集中したように感じた。そ
の少年は怖じけづいて返事をしない。
「ちょっと待てよ、私は君をよく知っているよ」。その場
の雰囲気からとっさに察した牧師は、「そうだ、君は天地
を造られた父なる神の子どもだ！さあ、行って、お父さんの
とてつもない財産をもらいなさい！」と言った。
まさに聖霊の働きであった。その言葉に少年は初めて
微笑んだ。教会の外に出た彼はまったく変わっていた。自
分の本当の父親は誰かということを心から悟ったのだ。や
がて彼はテネシー州の知事に当選した。なんと、知事に当
選した日が自分の本当の父を知った日と同じ日だった。

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！

菅野直基　YouTube



2月18日（火）【神奈川伝道】『湯河原駅　路傍伝道』

地域の人たちとのふれあいに心が温まった

3月2日（月）【第1月曜日定例】『川口駅　路傍伝道』

福音のパンデミック
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温泉町で知られる伊豆の湯河原駅で路傍伝道をしまし
た。ゆったりした雰囲気で、地域の人たちとのふれあいに心が
温まりました。買い物帰りの女性が手を振ってくれました。アッ
センブリー教団湯河原教会の男性の信徒の方が、「ハレル
ヤ！」と応じてくれました。伝道後には、日本基督教団湯河原教
会に寄って参加した方 と々昼食を食べました。

小雨がパラつく中、雨に濡れないデッキの1階部分で伝道を
開始しました。しかし、程なくして雨が完全に止んだので、人
通りの多い2階に移動して伝道を続けました。
連日の新型コロナウィルスの影響もあるのでしょう。参加者
は普段の半数以下ですが、勇士ばかりでしたので、いつもと変
わらない力強い伝道ができました。
（3/11にWHOがパンデミック宣言をしましたが）感染症な
どの病気が、国中・世界中に広がって流行することを「パンデ
ミック（pandemic）」と言います。語源は、ギリシア語の「παν
δημία（パンデミア）」で、「παν（パン＝ 全て）」+「δήμος
（デモス＝人 ）々」からなります。
日本でも、今日（この記事を書いた3/2現在）から、公立の小
学校、中学校、高等学校の多くが休校になり、新型コロナウィ
ルスの感染拡大を何とか阻止しようとしていますが、学校の現

場はかなり混乱しています。
マスクも買えないので、マスクがないまま生活をしている人も
いますし、医療現場でマスクが不足して困っているようです。
お店に行くと、マスクだけではなく、アルコール、トイレット
ペーパーなどが買えないだけではなく、お米まで売り切れにな
る始末です。恐れが人 を々突き動かしています。
ニュースでも、TV番組でも、国会でも、1日中どこでも、「新
型コロナウィルス」「COVID-19」の話題で持ち切りです。それ
ほど人々の心に恐怖を与えています。
1日も早い収束を祈りたいと思います。しかし、反面、キリス
トの福音が広がってほしいです。
神は愛であり、正義のお方です。そのお方が日本や世界に
広がったら、病気を含めて、人を苦しめるものは撲滅され、
人 は々幸せになるはずです。そんな世界を夢見ます。
使徒パウロは「ペスト」と呼ばれましたが、福音がパンデミッ
クするように力を合わせて伝道していきたいと思います。伝道
は人数ではありません。神は、いつの時代にも一人を用いて世
界を変え、歴史を変えてこられました。神が私たち一人ひとり
を用いて大きな働きをさせて下さると信じています。
その私たち一人ひとりが手を組んで伝道したとしたら、計り
知れないほど素晴らしい働きへと発展していくに違いありませ
ん。国中・世界中が困っているこの時に、力を合わせて救い主
を伝えていきましょう。

3月7日（土）【賛美集会はお休み 伝道のみ】『御茶ノ水駅　御茶ノ水橋口　路傍伝道』

上に立つ者のために祈ること。必ず伝わると信じて語ること

新型コロナウィルスの感染予防のため、３密を避けるため
（３密＝①換気の悪い「密」閉空間、②多数が集まる「密」集
場所、③間近で会話や発声をする「密」接場面）、賛美集会を
休みにしました。代わりに、伝道を30分延長しました。
電車の中も、街も、そして駅前も、人通りがまばらで、一人ひ
とりを大切にしながら伝道をしました。
ウィルス感染を恐れて、心配と憂鬱な顔をしている人が多
く、あえて、「神は、『恐れるな！』と語っておられます。神が共
におられるから大丈夫です！」と、語りかけました。
福音とは、何かに対する福音です。何も問題がない人には、

「間に合ってます！」という反
応になりますが、心配や憂鬱
な心で満ちている人は、半信
半疑だとは思いますが、耳を
傾けてくれます。
ずっと、警官が目の前にい
てこちらをチラチラ見ていま
した。もし、1925年に制定さ
れた「治安維持法」が生きて
いたとしたら、「キリストは神の一人子であり、人間の姿を
取って来られ、十字架にかかって死なれ、復活されました」と
語ったら、拘束されたかも知れません。
しかし、私たちが大切にしていることは、「上に立つ者のた
めに祈る」ことです。天皇制や政府を批判するのではなく、祝
福し、導きを祈ります。人はみな弱い存在です。神の助けが必
要なのです。
神を信じないことに対して、真正面から語りますが、同時
に、神の愛を語ります。神の愛は、神によって造られた人なら、
「必ず伝わる！」と信じて伝え続けたいと思います。

3月10日（火）【山手線シリーズ〈3周目〉】『新大久保駅 路傍伝道』

笑顔は最強の伝道の武器

雨の中、13名が新大久保
駅に集まりました。新型コロ
ナウィルスの感染が心配さ
れますが、新大久保は人で
ごった返していました。
いきなり、新大久保の主
を自称するおじいさんが、
「朝鮮人帰れ！」と恫喝し

て来ました。「私たち日本人なんですが！？」と言うと、呆気
に取られ、友達になだめられて立ち去って行きました。
いきなりの奇襲攻撃を受けて、呆然としましたが、同時
に、サタンの攻撃があるということは、「今日はすごい祝福
があるに違いない！」と信じて、気持ちを入れ替えました。
道のくぼんだ場所に収まって歌い、チラシを配りました。
場所が狭くて人口密度が高いので、何度も傘で顔を刺され
そうになりました。傘から落ちて来る雫が、ギターなどの楽
器やアンプなどの機材を容赦なく濡らしました。
憂鬱で冴えない顔をしている人が多くいました。神に祈
りながら、笑顔を向けると、打てば響くように、笑顔が返っ

てきました。笑顔って大切だなと感じました。
「人は見た目が9割」と言われます。着ている洋服、スタ
イルや顔形、背格好なども9割の中に含まれます。笑顔に勝
る魅力はないと思います。幸せな人を見ると、その人の顔や
服装よりも、その人が発するエネルギーに惹かれて、気がつ
いたら、こちらまで幸せになってしまいます。
笑顔で伝道をすると、幸せの源であるイエス・キリストが
より伝わりやすくなります。
雨の中の2時間の伝道は疲れましたが、新大久保を幸せ
にすることができたので、とても幸せな時間でした。



数日前に桜が開花したのに、今日の外気温は5℃ですが、
風が強く、数字以上に寒さを感じました。しかし、心は熱く燃
えていました。
聖書、チラシ、マンガ聖書、「ジャパンハーベスト2020大
会」の招待ハガキなど、いろいろな配布物を配りました。 

参加者の人数はいつもより若干少なかっ
たですが、一緒にかたまって歌うことで一体
感を感じることができました。素朴ですが心
の底から幸せを感じました。
「一切れのかわいたパンがあって、平和で
あるのは、ごちそうと争いに満ちた家に
まさる」（箴言17：1）という聖句を思
い出しました。

私たちは、何も持っていないように感じることがあっても、
そうではありません。神様によって救われています。神様が共
におられ、神の家族と一つになることができます。その幸せ
は、何にも代え難いものであり、神様が下さる祝福です。
伝道とは、その幸せを分かち合うことです。みなさん、力を
合わせて伝道をし続けていきましょう。

伝道を始めると、いきなり僧侶がやって来て、私たちの前
に仁王立ちになって托鉢をはじめました。僧侶の言い分は、
「ここで私はいつもやっているからやるんだ！」。私たちは、
何も言わないで、福音を語りました。
「釈迦に説法」という言葉がありますが、「坊主に福音伝
道」したのです。
「新しく生まれなければ神の国に入れない」「修行したくら
いで救われるほど人間の罪は甘くない」などと、大衆に説教を
語ると共に、僧侶に福音を語り、チャレンジしました。
私たちが讃美歌を歌うと、僧侶とストリートライブのコラボ

が珍しかったのか、たくさんの人
が僧侶の鉢にお金を入れまし
た。私たちが客寄せパンダにな
り、お金が入ると「チリンチリン」
と鈴を鳴らして祝福するので、栄
光を横取りされているような気持
になり、義憤を感じました。

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

3月14日（土）【高輪ゲートウェイ駅開業記念】『路傍伝道 荒野の旅』

私たちのKYは神の空気を読むKY

春なのに季節外れの雪が降
りました。7名の勇士が開業当
日の高輪ゲートウェイ駅に集合
しました。
荒野の旅は、昼は雲の柱、
夜は火の柱がイスラエルの民を導いたように、聖霊に導かれな
がら伝道をします。
改札口を出て、駅の周りを歩きました。すれ違う人に声を
かけたり、聖書を配りました。マンガ聖書はもらってくれるの
に、聖書は嫌がられました。「エホバの証人ですか！？」と、

嫌な顔もされました。し
かし、めげずに伝道を続
けました。
私たちは、人の空気を
不必要に読むことはしま
せん。しかし、神の空気を

しっかり読みます。神の空気
は、失われた魂に対して伝道し
なさいと導かれます。伝道する
と、神様が喜んでおられることが
わかります。結果、私たちの心が喜び
で溢れます。
地下鉄の泉岳寺駅に行き、駅のベンチに
座って祈祷会をしました。体が温まり、一同の心が燃
やされました。
「道々お話しになっている間も、
聖書を説明してくださった間も、私
たちの心はうちに燃えていたではな
いか。」（ルカ24：32）
高輪ゲートウェイ駅に戻り、駅のベンチに座ってみんなで歌
い、チラシを配り伝道をしました。みなさんの注目を浴びまし
た。いつものスタイルでの伝道もできて、力に溢れました。

しかし、祈っていると
WIN-WINであると感じ
ました。僧侶は効果的に
お金が入るし、私たち
は、僧侶に福音を聞かせ
るチャンスが与えられた
からです。
祈らなければ、ギスギスして争いになり兼ね
ない状況でしたが、神に祈ったら、許し、寛大
になり、交わるようにと導かれました。
世の中、僧侶や宮司が牧師になる実例もあ
ります。神が働かれたら何が起こるかわ
かりません。日本のリバイバルを祈っ
ていると、「こんな人が救われるは
ずがない！」という人が救われる
可能性があると信じ、伝道を続
けたいと思いました。

3月13日（金）【ジャパンハーベスト 準備伝道】『上野駅 路傍伝道』

神はWIN-WINを与えて下さる

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

3月16日（月） 【第3月曜日定例】『新宿駅 路傍伝道』

何にも代え難い神の祝福

いよいよ、「ジャパンハーベ
スト2020大会」が間近に迫
り、今日から4回、決起路傍
伝道がスタートしました。
「ジャパンハーベスト2020」

のミッションステートメントは、
「福音伝道で日本を変えよう！」
です。私たち一人ひとりは、弱く、足

りない存在ですが、神様と共に働くな
らば、できないことはありません。
令和のリバイバルの分岐点に立ち、神様が

偉大なことをして下さるに違いないと確信し、心が踊
ります。
人々の心と経済は、新型コロナ
ウィルスでボロボロになっています。
これは、ピンチであり、マイナスな状
況ですが、同時に、チャンスであり、

プラスです。日本人が神に立ち返り
やすい舞台設定が整いつつあるの
ではないかと感じます。
旧約聖書の預言者たちは、試練
に遭った時、「神に立ち返れ！」と語
りました。私たちも、日本の皆さん
に、「神に立ち返りましょう！」と語り
ました。

あるクリスチャンは、「早く平穏無事な日に戻るように」と祈り
ますが、私は、「これ以上の試みに遭わせないで下さい」と祈ると
共に、「日本人が神と出会えますように！」と祈りたいです。
私たちの覚悟が決まったからでしょう。「すぐそばの野外音楽
堂でコンサートのイベントがあります！」と、出会う人たちに声を
かけると、多くの人が招待状を受け取ってくれました。
「ジャパンハーベスト2020」は、すでに始まっているのです。

3月19日（木）【ジャパンハーベストに向けて上野で決起路傍伝道①】

日本の収穫である令和リバイバルは始まっている！

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。

　　　　

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、街頭で福音を宣べ伝えてます。

金髪の男性がイエス様を信じました



3月21日（土）【ジャパンハーベストに向けて上野で決起路傍伝道②】

信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか

連休中ということもあり、桜が咲く上野公園や上野駅周辺
は人で一杯でした。新型コロナの自粛ムードはどこ吹く風と
いう感じです。
（大会は中止になりましたが、この時点では開催するつも
りで準備をしていました）
一週間後には、「ジャパンハーベスト2020」の開催予定で
す。今のご時世で大会をやるのはどうかと考え、中止・延期
を考えましたが、その都度、道が開かれて、神様が「やりなさ
い！」と言っておられるように感じました。
イエス様の弟子のペテロは、イエス様から「来なさい！」と

言われてイエス様だけを見ている時には、ガリラヤ湖の上を
歩くことができました。しかし、風を見て恐くなった瞬間、湖
に沈みそうになりました。
大会を導かれるイエス様だけを見てればよいのです。イエ
ス様だけを見ていると、「よし大丈夫だ！」と平安と確信に満
たされますが、TVやネットの情報を見ると、「大丈夫かな？」
と不安になります。そうすると、気持ちが沈みそうになりま
す。イエス様が手を伸ばし、「信仰の薄い人だな。なぜ疑う
のか」と語って下さっているように感じます。音楽と説教を聞
いて立ち止ってくれる人が多く
いました。メンバーがそーっと
近づいて行って声をかけます
と、うなずきながら話を聞き、
チラシをもらってくれました。
たまにカトリック教会に通っ
ているという女性たちに声を
かけると、「ジャパンハーベス
トに友達を誘って行きます！」
と言ってくれました。

3月27日（金）【ジャパンハーベストに向けて上野で決起路傍伝道④】

恐れない生き方

10名が集まって上野で伝道
をしました。しばらくすると、
警備員と警察がやって来まし
た。コロナの影響もあっての
ことでしょう。許容範囲内の
活動なのに、「移動してもらい
たい」と言ってきました。
聖霊に満たされると、悪い
ことをしてないのですから、対等に話す勇気が与えられま
す。正々堂 と々語ると、そのまま行ってしまいました。
また、私たちの伝道を聞いていたホームレスの男性は、
「神様をなめるなよ！」と撃退してくれるという一面もありま
した。神様が援軍を送って下さっているように感じました。
普通なら、ビクビクしてしまう可能性があります。神を信じ
ると、人を恐れなくなります。
しかし、新型コロナウィルスに対して、全く恐れなくて良い
のでしょうか？

3月25日（水）【ジャパンハーベストに向けて上野で決起路傍伝道③】

神が私たちを導かれる

私たちが伝道を始めると、警備員さんが来て、「ここでは
やらないでほしい」と言うので、移動することにしました。
移動せざるを得ない状況を通して、神様が、昼は雲の
柱、夜は火の柱を通してイスラエルの民を導かれたように、
私たちを導いて下さいました。
この方は、キリストの御霊であり、聖霊であり、神ご自身
であられ、私たちの伝道だけではなく、私たちの人生をも
導いて下さいます。
おかげで公園口に移動して、もっとたくさんの人たちに
伝道をすることができました。

3月28日（土）【ジャパンハーベスト2020】〈無観客セミナーライブ〉

十字架の向こうにある復活

新型コロナウィルスの影響で大会は中止・延期になりま
した。大会の内容を凝縮して、無観客ライブという形で開
催しました。
「YouTube」「Facebook」「ニコニコ動画」の3つのメディ
アを使って、生放送の同時配信を行いました。それぞれの
メディアの視聴者層が違うので、多様な人々に参加してい
ただくことができました。
大会の中止・延期は、十字架の死のような体験でした。イ
エス様が十字架と復活を体験されたように、イエス様を信
じる私たちも、十字架と復活を体験するからです。私たち
は、少なくても3つの復活を期待しています。
1つ目は、すでに起こりました。インターネットセミナーに
は、会場の座席数の1212席をはるかに超える、数千人の人
たちが参加して下さいました。神様の不思議な導きを感じ
ました。
2つ目は、一年間準備をして、より良い形で「ジャパンハー
ベスト2021」を開催して、多くの人が救われ、多くの人が伝道
に燃やされることを期待しています。どうぞお祈り下さい。
3つ目は、コロナウィルスショックで、日本や世界中の人た
ちの心がボロボロになり、諸手を挙げて、「神様助けて下
さい！」と叫ぶことで、神の憐れみにより、日本に「令和大

リバイバル」を起
こして下さること
を期待します。
クリスチャンの
人生は、順風満帆
で自己実現の人生
ではありません。
イエス様が語られ
た、「わたしの名のために、あなたがたはすべての人々に憎
まれます」（マタイ10：22）という言葉からも一目瞭然です。
使徒の働きの中には、「すべての民に好意を持たれた」
（使徒の働き2：47）とも書かれていますし、そういうことも
起こりますが、それは王道ではありません。イエス様が、
「あなたがたがわたしに従うなら、すべての民に好意を持
たれよう」とは語られなかったからです。
クリスチャンの人生はハッピーエンドですし、苦しみはい
つまでも続きませんが、幾度となく十字架を負い、復活を
体験しながら天国に向かって生きて行くのです。神様の祝
福は、十字架と共に与えられる復活なのです。
大会のためにお祈り下さったみなさんに、心から感謝を
申し上げます。

会　長　　杣　浩二

土地・建物の売買から
賃貸マンション運営・管理まで

サンビルダーグループ
㈱ソマー
㈱S.マネージメント
㈱K.マネージメント

㈱サンメンテ
黄能真珠㈱
㈱R.マネージメント

㈱サン・アド
㈱阪神クリエート
㈱M.マネージメント

〒651-0068　兵庫県神戸市中央区旗塚通6丁目2番2号サンビルダー55ビル
TEL : 078 (231) 5550   FAX : 078 (231) 1200
email : sun@sunbuilder.jp

一般社団法人
日本全人治癒協会

ボディケア、心ケア、メンタルケア

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-5-1スプリーム大久保ビル６F
TEL 03-6302-1016  FAX 03-6302-1017

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

健全な意味で警戒する必要はあります。手洗い、アルコール
消毒、うがい、マスク装着など、「私だけは大丈夫！」と過信しな
いでウィルス感染拡大防止に努めることは大切です。
しかし聖書は、「神が私たちに与えてくださったものは、おく
びょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です」（第二テモテ1：
7）と語ります。
主の御霊に満たされるなら、警戒はしても、恐れから解放され
ます。
力は、ダイナマイトの語源の

「デュナミス」、愛は「完全な
愛」、そして慎みの霊は、英語
で「sound mind」＝「健全な精
神」です。神が共におられるこ
とを信じる信仰から派生する
健全な精神です。
今こそ、この主の御霊に満たされて、恐れから解放され、福音
を伝える勇気を得て、恐れない生き方を広めていきましょう。


