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LCJE ニュースの 愛 読 者

はありません。使徒パウロがユダヤ人宣教に取り組んで

の皆さま、新年 2022 年あ

いる箇所でそのように述べました。
「ところで、信じたこと

けましておめでとうございま

のない方を、どうして呼び求められよう。聞いたことのな

す。世の中は、ますます変

い方を、どうして信じられよう。また、宣べ伝える人がな

になっていますが、
「罪が増し

ければ、どうして聞くことができよう。遣わされないで、

たところには、恵みはなお

どうして宣べ伝えることができよう。
」ローマ 10：14、
15
（新

いっそう満ち溢れました。
」

共同訳）

ローマ 5：20 ｂ（新共同訳）

このコロナ禍が世界にもたらした苦しみと不幸は 3 年

このみ言葉どおりに私たち

目に入ったところです。ユダヤ人宣教に携わる教会や団

は新年を迎えさせていただきました。ちょうど主イエス

体や人材もこのパンデミックのことで困難なところに次か

様がある時に弟子たちにおっしゃったとおりじゃありませ

ら次へぶつかってきた次第です。そこで、ＬＣＪＥ日本支

んか。
「言っておくが、多くの預言者や王たちはあなたがた

部は、特に東アジアにいるユダヤ人たちに福音を宣べ伝

が見ているものを見たかったが、見ることができず、あ

える人たち、遣わされている人たちの様子を伺うための

なたがたが聞いているものを聞きたかったが、聞けなかっ

オンライン会議を開く予定です。2017 年 11 月に和歌山、

たのである。
」ルカ 10：24

私たちはさらなる年にも福

大阪、東京の会議に東アジア各国や団体から参加した皆

音を聞いたり、救いを見たりすることが許されたことを感

さんに今回どのようにこのコロナ禍やパンデミックが影

謝しようではありませんか。

響してきたかを話し合ってもらう会議です。また、今後、

多くの人はまさに 2022 年を私たちと同じようにひた

パンデミックが続こうが終わろうが、どのように地球の

すら迎えたかったのですが、いろいろなわけでそれが許

この地方にいるユダヤ人に福音を宣べ伝えるべきか確認

されなかったのです。戦争の被害者、自然災害の被害者、

するための催しです。

犯罪の被害者、病気や疫病の被害者は昨年 2021 年に

2 月 23 日のオンライン会議に参加する日本、韓国、

は大勢でした。けれども、
これを読んでくださるあなたは、

香港をはじめ、東アジアや東南アジアの同志たちのため

まだこれを読む健康さえもって新年を迎えています。まさ

に今、計画を一生懸命作っている途中です。しかもオン

にめでたいことです。

ラインという形ですので、ＬＣＪＥ日本支部主催の初めて

さて、年を越すことが許されても、2021 年と比べれば、

の試みです。

何も変わっていない人々も世界中大勢です。死の陰の地

そこで、新年のごあいさつと共に新年のためのお祈り

に住んでいるままです。特に世界のユダヤ人たちは民とし

のお願いです。ぜひこの会議のためにお祈りください。

てまだ主イエス様の福音の光を照らされていないままで

コロナ禍においてわかってきた洞察力を分かち合ったり、

2022 年に入りました。2022 年にも覆われたままです。

確認したりすることができるように、また IT 的なことが

聖霊は喜んで神の選民の心からそういった覆いを取り

すべて守られますようにお祈りをお願いいたします。どう

除きたいのですが、福音宣教がなければ、除かれること

もありがとうございます。
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Mission reports from Maxim and Olga

マキシムとオルガからの宣教報告
２０２１年5月-９月

翻訳

駒井 洋子

親愛なる皆様、シャーロム！
モスクワのジューズ・フォ－・ジーザスのため、皆さ
まの尊いお祈りを心から感謝します。ロシアでは、コロ
ナパンデミック第３波にもかかわらず、また異常な夏の
暑さのなかであっても、神が、私たちの宣教を祝福して
くださったことを目の当たりに見せていただきました。
神は真実なお方です。
８月２８日に、マキシムは、福音派クリスチャンモス
ク ワ 神 学 校（Moscow Seminary of Evangelical
Christians） を 卒 業 し まし た。 こ の 神 学 校 は、 米
国 の ア ズ ベ リ ー 神 学 校（the Asbury Theological
Seminary）の姉妹校にあたります。今マキシムは、教
会宣教の修士学位を取得しました。主を讃美いたしま
す！ 写真は、卒業式直後、マキシムと両側に教師の写
真です。
９月は、 ユダヤの 祭りがぎっしり詰まった月です。
ジューズ・フォ－・ジーザスの福音伝道の活動の時です。
９月１１日、ユダヤの新年を祝うため、75 人が、コロナ
過にもかかわらず、美しく飾られた私たちの部屋に集ま
りました。その半分はユダヤ人でした。
私たちは、この祝賀を祖国のお祝いの雰囲気を出すよ
うに努力し、また聖霊様も助けてくださいました。３人
の方が講壇からの招きに答え、キリストを受け入れまし
た。その内の一人はユダヤ人でした。主の御名を褒め
たたえます！私たちは、なおもソーシャルネットワーク
を通して働きを続けます。祝賀の生配信の再生回数は
400 回以上ありました。
パンデミックのため、多くの人は、様々なイベントに
まだ参加を控えており、祝賀前の３週間は、私たちの
データベースの中からユダヤ人に電話をかけて、家庭に
いながら福音を届けるプロジェクトを行いました。その
結果、300 人以上の人と霊的会話がなされ、その会話
の 100 以上が福音に関しての議論となり、そのうちの
５つの議論は心にキリストを受け入れるという祈りで終
わりました。主は素晴らしい！

リーチの時に、ユダヤ人女性のターニヤに出会い、彼女
の電話番号を書き留めていました。この５年間、彼女
は私たちと進んで交わりを持とうとしませんでしたが、
９月の初めに、クララというボランティアが、ターニヤを
「ユダヤ人の新年のイベント」に誘いました。クララはイ
エスを信じるかどうか彼女に尋ねました。彼女は神を
信じていると答えました。そこで、このボランティアは、
イザヤ書５３章を彼女に読み聞かせました。ターニヤは、
それはイエスについての記述だと理解しました。クララ
は彼女に４つの霊的法則を伝え、祈るように勧めまし
た。そしてターニヤは、心にイエスを受け入れる決心を
しました。神を褒めたたえます！
マキシムは、メシアニック預言をテーマとしたビデオ
の録音の働きを続けています。そのうちの一つ、イザ
ヤ書５３章を扱ったものですが、９月に YouTube で公
開され、再生回数は 1,400 回以上になっています。主
を讃美します！

その信仰告白の一例です
私たちのボランティアの一人が、５年前に路上アウト

私たちは、毎月若者たちの集会を続けています。ユ
ダヤ人若者の宣教活動のために、どうぞお祈りをお願
いいたします。愛と、感謝をこめて、そして神の守りが
ありますように
マキシム、オルガより

Israeli backpackers

Levay Hazen

イスラエルのバックパッカーズ
ライフ・イン・メサイア・インターナショナル理事長

あなたの人生の決定的な瞬間は何ですか ?
多くのイスラエル人にとって、それは除隊後の彼らの
旅行です。
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リーヴァイ・ヘーゼン

旅は若いイスラエル人にとっての通過の儀式です。長
期間の強制兵役の後、彼らは気分転換を求めています。
毎年、20 歳から 24 歳までの約 50,000 人のイスラエ

ル人が、世界を旅する数ヶ月を過ごしています。これら
の除隊後の旅行は、ほとんどのイスラエル人にとって、
その後の人生を左右する決定的な瞬間です。
多くの人にとって、新しい場所を見て新しい食べ物を
試すだけではありません。彼らは何かを探しています。
彼らがそれを「悟り」、
「平和」、
「精神性」と呼ぶにせよ、
それとも何か 他のものに煮詰まります。彼らはそれ以
上にもっと何かがあることを知っています。社会的責任
と文化 的圧 力から解 放されて、彼らが 真 実を求める、
人生のまれな時期です !
これは正に、彼らが福音を聞くのに最適な時間と言
えるでしょう。ユダヤ人は福音に関して言えば「手が届
かない」人々、福音宣教の困難なグループに属します。
イスラエルでは、生まれながらのイスラエル人の 1%、
ほんの少数だけがイエス様を信じているのです。それ
は人口比で 400 分の 1 の割合になります。どのように
したらイスラエル人がその一生涯の中で、イエス様を信
じる者たちに出会うことができるでしょうか？
このために私たちは先に救いを受けた信者として、イ
スラエルのバックパッカーに手を差し伸べることが不可
欠です。旅行期間中に私たちと接触することは、彼ら
の人生の中で福音を聞く、唯一の時間、チャンスかも
しれません。
ライフ・イン・メサイアは、アルゼンチンのゲストハ
ウスを通じてイスラエルのバックパッカーに積極的に関
わりを持って活動しています。イスラエル人がこの地域
をハイキングする中で、彼らはゲストハウスに滞 在し、
提供されたロッククライミング、ハイキング、慎ましい
食事などに参加して、私たちのスタッフとボランティア
( すべてが信仰者たち ) の生活を観察するように招待さ
れます。これらの経験は必然的に、私たちのスタッフが

High Holidays

福音を分かち合う信仰の会話、そしてしばしばヘブラ
イ語で新約聖書を導きます。
若いイスラエルのバックパッカー、ジェンの話を聞く
のを見てください。
必死に真理を求めている若いイスラエル人と福音を分
かち合う上で , どのような役割を果たさないのか祈り ,
神に尋ねますか。
あなたが関わることができる即時の方法の 1 つは、
ライフ・イン・メサイアを金銭的にサポートしてくださ
ることです。多くの寛大な支援者により、多くのイスラ
エル人が福音を聞くチャンスを助け、この働きを継続し、
拡大することになります。
どうぞ皆様の祈りを継続してくださるとともに、この
大切な働きのためにご支援をよろしくお願いいたします。
メシアにあって、
リーヴァイ・ヘーゼン
理事長

Haifa City, Israel

ハイ ホリデイズ

ベイト・エリヤフ会衆より

イスラエル

イスラエルの Covid-19 の数字は夏の後に増加しま
したが、現状は改善しているようです。( 昨年秋の報告

ハイファ市

翻訳

石黒 イサク

時 ) 私たちは、会衆の健康状態や健康上の判断につ
いて、特に質問したりする必要はありません、私たちは
屋外で集会を継続できていることを感謝しています。暑
い夏の間、私たちは夕方から夜に、集会時間を移動し
て暑さを凌ぎましたので、出席率は非常に良かったです。
今、私たちは天気が冷え込むにつれて、シャバット ( 安
息日 ) の朝に集会を戻しています。主の憐れみと恵み、
そしてこの状況に対処する上で、私たちに与え続けてく
ださる知恵を賛美・感謝しています。
シュムエル兄は、エペソ書からの学びをシリーズで教
えています。私たちは、私たちの YouTube チャンネル
と私たちのアプリに翻訳と彼のメッセージをアップロー
ドしました。私たちはそれが皆様の祝福になることを
願っています !
アプリへのリンク :
https://www.beiteliyahu.org/app-links
No.251 LCJE 日本支部発行
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https://www.youtube.com/watch?v=KviVGaA0xAQ

https://youtu.be/M7ZTAvdmcj0

スコット ( 仮庵の祭り ) の間、私たちはエペソ書の学
びを中断し、デイブ・サリンジャー兄が、この非常に重
要な祭り ( 仮 庵の祭りの過去、現在、未 来 ) について

語り、救世主の中でどれほど素晴らしい祝福を、私た
ちに与えられているかを示してくれました ! 感謝です。

Baptism

Shay Pinhassi

バプテスマ
シェイ・ピニャッシ

私たちは弟子を作るために召されているのですが、こ
の 1 ヶ月、イェシュアを受け入れた 5 人の若者がバプテ
スマを通じて、ハイファのビーチで多くの人々の前で、
信仰表明の宣言をいたしました。彼らはまた、私たち
の２回の集 会でそれぞれの詳細な証言をしてくれまし
た。なんという喜びでしょう。
私たちのために祈りいただき、ありがとうございます !
●イスラエルと世界の指導者たちが、日常生活に戻れ
るようにする知恵を与えられることを、続けてお祈り
ください。
●家族の中で祝福を受け、連絡を取り合っているすべて
の人に祝福を与えられるように、神の力、愛、健全
な心を祈ってください。
●このような時に、群れを牧会するという重い責任を果
たそうとしている、ベイト・エリヤフの指導者たちの
為に知恵と力を祈ってください。
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●家庭のグループの交わりが強められるように祈り、互
いに築き上げる務めのためにお祈りください。
●子供、青少年、兵士、若い世代とその指導者がともに、
私たちのミニストリーを築き上げられるように祈って
ください。
●霊的、感情的、経済的に苦しんでいる会衆内の個人や
家族を助けようとする、内外の知恵を祈ってください。
●主の光の中で、新生した人々のために祈ってください。
●会衆に加えられた新しい人々を感謝して、その成長を
祈ってください。
パートナーと提携し、私たちのミニストリーを支えて
くださることがあなたの心にある場合は、
「私たちと提
携」ボタンをクリックしてください。皆さんありがとう
ございます !
恵みと平和が皆様の上にありますように、
シェイ・ピニャッシ

Message

ミッション宣教の声

主幹

黒田 禎一郎

私のユダヤ人伝道への召命
1970 年、 私 は ド イ ツ・

れ、汚い仕事をさせられ、多くがシベリアの収容所に

デュッセルドルフ大 学に留

送られていました。冬はマイナス 50 度にもなる極寒の

学しました。当時は日本経

地は、想像を絶する寒さです。そこに収容所が作られ、

済が 右 肩上がりの 時 代で、

政府の気に入らない人々が送られていきました。寒さと

デュッセルドルフには、 一

拷問、そして飢えで多くの人々が死んでいきました。囚

時 1 万人くらいの日本人が

人たちの多くはユダヤ人とドイツ人たちでした。そのド

滞在していました。ドイツ・

イツ人達の多くがクリスチャンでした。

ビジネスの 中心 地であり、
空路ヨーロッパ各地に簡単
に飛べるアクセスの良い空
港があり、諸条件が揃っていました。

帰還ドイツ人の教会で
シベリアの収容所から解放され、ドイツに帰還した彼

ところが 1976 年、私は神から召 命を受け献 身し、

らは、各地で礼拝を持っていました。私は友人から彼ら

宣教師となりました。留学のために渡独しました者に、

を訪ねてみないか、と誘われました。それは西ドイツの

神は全く違ったご計画をお持ちでした。そして、デュッ

首都・ボンにあった教会でした。帰還者たちは、自分

セルドルフ日本語キリスト教会が始まりました。それが、

たちの会堂は持っていませんでした。ですから彼らはド

欧州にできた最初の日本語教会でした。

イツ国教会の会堂を借りて、夕礼拝を開いていました。
夕方７時３０分から集 会 が 始まると聞いていたので、

ソ連・東欧からのドイツ人の帰還

３０分くらい前に到着すれば十分座れるであろうと考え
ていましたが、会堂内はすでに満席で、玄関まで人々が

当時のドイツはまだ 東西に分断されていました。私

いっぱいに立っていました。私が困っていると、親切な

が滞在していた「西ドイツ」に旧ソ連や東欧諸国から多

人が「小さなアジア系の人が来ているから、中に入れて

くのドイツ系の人々が帰還してきました。彼らは約 250

あげなさい」と言って下さり、やっと中に入ることが出

年ほど前のエカテリーナ女帝の時代に移民した人々の

来ました。

子孫でした。すでに何世代も経過したにも関わらず、彼

会堂内ではすでにムンムンした空気で、賛美が始ま

らはドイツ文化を守り、ドイツ・コロニーを作り、ドイ

り、賛美リーダーは涙を流しながら賛美していました。

ツ語を話し続けていました。彼らが生活していた国々は、

数週間か前までは、自由に神を礼拝することができな

当時「鉄のカーテン」の中にあり、無神論社会、共産

かったのに、今は自由に神を礼拝できる恵みに感激し

主義社会でした。

泣いていました。
礼拝は約３時間も続き、３人の牧師が交互にメッセー

当時の西ドイツは、ヴィリー・ブラント首相が指導者

ジを語りました。それはロシア語とドイツ語の混じった、

で、彼は平和政策の一環として、同胞を本国に帰還さ

火を吐くような説教で、一言ごとに聴衆は
「アーメン、アー

せる運動を始めました。当時のドイツ・マルクは非常に

メン」と、あるいはロシア語で「ダー、ダー」と一斉に

力があり、一人のドイツ人に対していくらという金額を
支払い、東欧からドイツ系の人々を、言わば「買い戻し
た」のです。しかし、彼らにとって西ドイツは異質でした。
同じドイツ語でも、彼らの言葉は約 250 年前の低地ド
イツ語を使っていたからです。
ところで、私は彼らの中に多くのクリスチャンがいる
ことを知りました。東欧、旧ソ連は共産主義社会、無
神論社会の国々でした。神を信じていることが分かれ
ば、迫害を受けました。時には精神病院に入れられ、
教会指導者たちは厳しい尋問や拷問を受けました。ド
イツ系の人々は当時のロシアでは最下層民族として扱わ
No.251 LCJE 日本支部発行
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唱和していました。約 500 席の会堂に 800 人くらい入っ

ていた壁が無くなり、東ヨーロッパと西ヨーロッパを自

ていたでしょうか。最後に司会者が、私に１０分間の証

由に往来できるようになったのです。東ヨーロッパは、

の時間をくださいました。私が証をすると、みんな感動

無神論主義と共産主義が支配し、いわゆる「鉄のカー

してくださいました。私は、そこに来た初めての日本人

テン」で仕切られていましたが、それが崩壊しました。

だったのです。

第二次大戦後、ずっと分断されていたドイツにとって、

集会の後、一人の方が私のもとに来て、私の両手を

それは大事件でした。

固く握り泣きながら言いました。「私は数週間前にシベ

ソビエト連邦が崩壊し、ロシアをはじめとする１２ヶ

リアの収容所から出てきました。収容所内には日本人と

国がＣＩＳ（独 立国 家共同体）という体 制に移 行しま

韓国人の捕虜もいましたが、互いに言葉が通じませんで

した。そして、これらの地 域に住んでユダヤ人たちは、

した。私はクリスチャンとして彼らを助けて上げたいと

1990 年代になると毎年、イスラエルに帰還し始めまし

思い、パンをちぎり彼らに分け与えところ、非常に喜ん

た。周知のように、現在のイスラエルでは 100 万人以

でくれました。私は終身刑を受けていましたから、生涯

上のロシア系ユダヤ人がいて、ロシア語のテレビ番組が

かけても収容所から生きて出ることはないと思っていま

あるほどです。また、ルーマニアからの帰還者も多く、

した。しかし神は私をシベリアからお救いくださり、こ

ルーマニア語が聞こえてきます。

うしてドイツで日本の兄弟に会うことができた」と。彼
の信仰は本物でした。

東欧のクリスチャンの受難

共産圏伝道からユダヤ人伝道へ
東西の分断がなくなったので、私はドイツから車でそ
れらの国々を訪れ、聖書や信仰書、そして食料品を届

スターリンは一千万人以上の人を殺害したと言われま

け伝道をするようになりました。その中にユダヤ人たち

す。私はシベリアの収容所跡を見学しまたが、そこは大

もいましたので、私にとってユダヤ人伝道は特別なもの

変な状態であったことを知りました。シベリア鉄道の線

ではありませんでした。共産圏伝道は、ずっと私の願い

路は、ツンドラ地帯であり永久凍土の上を走っています。

でしたが、その延長線上にユダヤ人伝道がありました。

レール下には収容所で亡くなった人々の遺体がずっと埋

それから、私は日本に帰国しました。日本では 1994

められていると聞きました。ある戦争記念館には多く

年にＬＣＪＥ日本支部が発足し、中川健一先生が中心に

の頭蓋骨が並んでいました。その多くは、信仰のゆえ

なって始まり、私は事務局長となりました。日本ではそ

に政治犯として追放された人達、そしてユダヤ人たちで

の当時、ユダヤ人伝道団体はほとんど無く、関心を持

した。

つ方も少なかったのです。ユダヤ人伝道というと、首を

そんな極限状況下で、信仰を守り続けるというのは、

かしげる牧師もいました。そういう中で、啓蒙活動が

驚くべきことです。まともな教育も受けられず、聖書も

必要のため、当初は数年間にわたり毎年のようにメシ

読めない人々でした。その頃の地下教会には１冊しかな

アニック・ジューの講師や、ＬＣＪＥ国際本部のスタッフ

い貴重な聖書を順番に廻し読みし、信仰を守っていま

を日本にお招きし、リトリートを開きました。

した。

イスラエルの動きは神の「日時計」であり、その時計

彼らの話を聞くうちに、ロシア、ルーマニアなど東欧

が確実に進んでいる今は、終末を提示しています。ＬＣ

地域には多くのユダヤ系の人たちがいることを知りまし

ＪＥは、メシアニック・ジューの証を通して、多くの方々

た。彼らはシャバットを守りシナゴーグの無い所でも家

にチャレンジを与えてきました。

庭礼拝を行っていました。そのような人々の中に、イエ

私がＬＣＪＥに関わったのは、20 年以上前ですから、

スをメシアと信じる「メシアニック・ジュー」（当時、こ

まだ若くて一生懸命働いた記憶があります。でも、今で

の言葉はなかった）と呼ばれる人々がいることも知りま

は多くの団体が作られ働きが広がってきたことを、とて

した。彼らは、プロテスタント教会に所属していました。

も嬉しく思っております。

私の通訳のしてくれたバウム兄弟は、４～５ヶ国語を話
した有能なメシアニック・ジューでした。私は、ユダヤ

世界はデジタル化時代に入り、ますます時代は高速

人は神の民であるのに、なぜキリストの福音が届いてい

で変化しています。今は、イエスをキリストと信じるユ

ないのか、と思うようになりました。

ダヤ人が次々に起こされている時代です。もう残りの時
はそんなに長くないと感じています。私はドイツで召命

ベルリンの壁の崩壊で
1989 年 11 月 9 日、ベルリンの壁の崩壊という大事
件が起こりました。それまでヨーロッパを東西に分断し
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を受け、同胞の日本人伝道、そして共産圏伝道からユ
ダヤ人伝道へと仕えさせていただけたのは、本当に不思
議な神の導きだと思います。今後もＬＣＪＥの活動に、
天来の祝福があるように祈ります。

LCJE Asia Regional Conference 2022

2022年 東アジア・ユダヤ人伝道カンファレンス
コロナ・パンデミックにおける挑戦と新たな機会
2022 年２月２３日（水・休）

2017 年、私たちは第一回のカンファレンスを開催し、
各国の団体との関係が作られました。しかし、その後にコ
ロナ禍が始まり、ユダヤ人旅行者のアジア来訪は停止した
たまです。それでも、福音をユダヤ人に伝える私たちの責
務が停止されたわけではありません。一方、コロナ・パン
デミックで多くの事がオンラインに移行したことで、新たな
宣教の機会が生まれています。そこで私たちは、新たな状
況への対応策を考えるため、第２回のカンファレンスをオン
ライン開催することにしました。
講師として、前回のカンファレンスには急病で参加でき
なかったミカエル・ツィン師、またＬＣＪＥ本部からは会長
のダン・セレド師、国際コーディネイターのジム・メルニッ
ク師らにもメッセージを語っていただく予定です。
カンファレンスは以下のように２部に分かれています。い
ずれも簡単な参加登録をしていただくだけで、無料でご参
加いただけます。

Part 1：実務者会議
時間：１５：３０～１８：００
ユダヤ人伝道に関わる活動を行う人々の情報交換の場とし
て設定されています。短時間の国際会議を効率良く行うた
め、
現在の計画では、
すべて英語で進める予定です。
（ただし、
日本語通訳の要望が多く、しかも同時通訳のボランティアが
与えられた場合は、通訳を提供する可能性もあります。
）
この部分では、宣教に関する非公開の情報なども語られ
る可能性があるため、参加はＬＣＪＥメンバーおよび招待者
に限らせていただきます。実際にユダヤ人を家に宿泊させ
るなど、宣教活動にすでに関わっておられる方や、それを
目指しておられる方は、ぜひ参加をご検討ください。参加
資格に関しては、大会事務局までお問合せ下さい。

Part 2：ＬＣＪＥビジョン・セミナー
時間：１９：００～２０：３０
ＬＣＪＥの活動について広く知っていただくための時間で
す。この部分は日本語通訳付きとして、一般クリスチャンに

ZOOM オンライン開催

参加を呼びかけます。
ユダヤ人伝道の最前線で活動するリー
ダーたちのメッセージと、ＬＣＪＥのビジョン紹介をお聞き
下さい。
ＬＣＪＥは、ユダヤ人伝道に関わる世界的なネットワーク
ですが、日本では、あまり認知度は高くありません。知人
でユダヤ人伝道に関心のある方に、Part 2 への参加を、ぜ
ひともお勧めいただければと思います。また、Part 2 は、
参加登録をされた方全員に、録画の視聴リンクをお知らせ
させていただきますので、時間的に参加できない方でも、
どうぞご登録ください。

アジア各国から熱い期待の声
今回も、前回と同様にＬＣＪＥ韓国支部に開催協力をい
ただくことになりました。日本と韓国の政治的関係があま
り良くないことは、広く知られているため、こうして日韓の
ＬＣＪＥ支部が協力してカンファレンスを開催することは、
とても良い証になっています。
日本では、イスラエルで活動する宣教団体は少ないので
すが、韓国はコロナ前には多くの人々がイスラエルに常駐し
て活動していました。韓国ＬＣＪＥが発足したのは 2016 年
の夏ですが、コロナの中でも定期的な活動が続いています。
韓国コーディネイターのジェイコブ・リー師からは「今回のカ
ンファレンスに期待している」とのメッセージがありました。
ＬＣＪＥの支部は香港にもありますが、諸事情で困難に
直面しています。それでも、最近の状況について、Part 1
で報告していただけるもようです。
前回のカンファレンスでは熱いプレゼンテーションが印
象的だった、オーストラリアの Hosting Israeli Travellers
からも、真っ先に登録がありました。
また、
「東アジア」という枠からは多少外れますが、イン
ドでユダヤ観光客に宣教を行う団体からも参加予約が入っ
ています。とても興味深い報告が聞けると期待しています。
アジアでは、前回は参加が無かったフィリピンやタイ、シン
ガポールでも、ユダヤ人旅行者を対象にした宣教の試みがあ
ります。現在、彼らにも参加を呼び掛けているところです。
………………………………………………… 8P へ続く▶
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………………◀ 7P からの続き
どうぞご協力ください！
コロナでユダヤ人の来日が停止して、日本での様々な活動
は中断を余儀なくされていますが、それは東アジアの多くの
ミニストリーも同じです。それでも、オンラインで集い、主
の御心をたずね求め、共に祈り、ユダヤ人伝道にかける熱
い思いを共有することで、新たな扉が開かれることでしょう。
オンライン開催であるため、開催のためのスタッフが多く
必要なわけではありませんが、通訳などでご協力いただけ
る方は、どうぞカンファレンス事務局までご連絡ください。

当日は、大阪北浜のいつもの大阪祈り会の会場に関係者
が集まって司会進行などを行いたいと考えています。すべて
の準備が順調に進み、この大会が大きな祝福となるよう、
お祈り下さい。
カンファレンス事務局 石井田直二
主催団体と連絡先
主催：ＬＣＪＥ日本支部
開催協力：ＬＣＪＥ韓国支部
カンファレンス事務局 https://lcje2022.asia/
電話 : 078-341-7501 メール : info@lcje2022.asia

ＬＣＪＥ日本支部事務局レター
LCJE は、
ユダヤ人伝道団体の情報交換ネットワークです。加盟しているユダヤ人伝道団体それぞれの立場・
活動を尊重して、機関紙などに情報を掲載しています。しかし特定の立場・教理などを、LCJE として支持す
るものではありません。読者におかれましては、個々の見識によって提供される情報を判断してくださいます
よう、お願いいたします。

2022年度祈祷会予定
2月

3月

4月

5月

会 場

大阪（6:30より）

10日

10日

14日

12日

北浜スクエア
（ＶＩＰ関西センター8Ｆ）

東京（1:30より）

12日

12日

9日

14日

御茶ノ水クリスチャンセンター 8Ｆ 811号室

場

所

【大阪祈り会にご参加される方へ】第二木曜日午後 6 時半開始です。
【東京祈り会にご参加される方へ】ご注意ください▶通常祈り会の会場は、８１１号室ですが、変更される場合があります。
階下の掲示板をご覧になってご参加ください。

大阪・東京の祈祷会に加えて、オンラインでの祈祷会を月１回（第四火曜日夕刻）開催
しています。パソコン、タブレット、スマホのいずれでも参加いただけます。参加希望の方は、
前日までに naoji@zion-jpn.or.jp（石井田）までメールでお申込み下さい。

ＬＣＪＥ
オンライン例会

LCJE日本支部 2021年12月度会計
収入・献金

支出・現金

科

目

金

額

科

献

金

107,000

事

大阪祈り会席上献金

10,000

目
務

計

117,000
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113,662
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LCJE 日本支部では、皆 様からの御 投 稿をお待ちし
ています。インターネットで の 御 投 稿、原 稿 用 紙で の
御投 稿いずれも大歓 迎いたします。
文 字 数は 20 0 0 文 字前後、投 稿 記事は 郵送か、
lcjejapan@hotmail.com 又は FAX 072-867-6721
まで。宜しくお願い致します。

費

5,800
0

郵

費

0

郵便振替手数料

3,800

通

費

2,800

感謝とお願い

賃 借 ・ 管 理 費

22,000

高 熱 費・共 益 費

9,410

交

費

5,000

費

10,000

計

58,810

高

-58,190

金

120,950

ＬＣＪＥニュースの愛読者の皆さんにここまでの寛大な
お捧げものを心より感謝申し上げます。確かに皆さんの捧
げものがなければ、このニュースを発行することもできま
せんでした。今後もどうぞよろしくお願いいたします。
通われている教会や他の団体にもお捧げものを続けて
いただきながら、ＬＣＪＥ日本支部のためにもどうかお捧
げくださいますようにどうぞよろしくお願いいたします。
シャローム
LCJE 日本支部コーディネーター C・クリンゲンスミス

送

信

通

旅
経

合
差

前 月 より の 繰 越

額

NEWSレター製作費

祈 り 会

合

金

事務局よりのお知らせ

引

次 月 繰

残
越

