
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

♪神の御子は今宵しも…  

メトロは第２２回オペレーション･ホリデー･ホープに向けてスタートを切りました。 

これは子どもたちに、歴史上もっとも素晴らしいこの知らせを分かち合う働きです。

「きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。この

方こそ主キリストです。」（ルカの福音書第２章１１節） 

子どもたちは聖歌を歌い、礼拝とお交わりを通じてイエス様の誕生を祝います。そして、神様の

愛の象徴を携えて家に帰るのです。ニューヨークではきれいにラッピングされたプレゼント、

ケニアでは本当に必要な食べ物、ルーマニアでは防寒靴、フィリピンでは特別な食事…すべ

てあなたのような友人の思いやりのお陰です。 

この活動をご支援くださるあなたは、子どもたちがこれからの人生を共に生きていく大切

な何かを与えることになります。「何か」とは、キリストを知ること、そしてキリストに

よる未来への希望です。これは非常に大事なことです。私たちが接している子どもた

ち、特にアメリカ以外の子どもたちは、極度の貧困状態にあります。孤児も多く、食

べるものがないことも珍しくなく、愛も希望も実感できません。考えてみてください、

「今年のクリスマス、私は誰かの人生を変えられるだろうか」と。 

世界各地で子どもたちに最高のクリスマスプレゼントを渡すことができるのは、あな

たのような心ある友人がいてくれるからこそです。そのプレゼントとは、私たちの救

い主の愛と、自分を大事に思ってくれる人の存在を知ることから生まれる希望です。 

   同封の申込用紙で詳細をご確認の上、できる範囲でお申し込みをお願いいたします。 

 

ラブ･ボックス！ 
ラブ･ボックスは、１０月 2０日〆切。 

どなたでもご支援いただけます。 

OHH＆クリスマスプレゼント！ 
同封の申込用紙で、〆切は１１月２０日 
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全員にクリスマスプレゼントを渡そう！ 
メトロ･ワールド･チャイルド第２２回オペレーション･ホリデー･ホープ 

（クリスマスにメトロの教会学校に来た子ども全員にプレゼントを渡す働きです） 

まだ間に合います! 

ラブ･ボックス(アメリカの感謝祭プレゼント) 
感謝祭をお祝いするために、七面鳥と一緒に、家族が一週間十分に食べられる食料がいっぱい詰

まった１１キロ以上もある箱、ラブ･ボックスを贈ります。 

１箱 3,500 円、何口でもお申し込みいただけます。〆切は１０月２０日ですので、まだ間に合い
ます。先月お送りしましたお申込用紙をご確認の上、お申し込みください。 

P2…２０１８年インターンシップ
(研修生)募集のご案内 

P3…新刊案内／セミナーＣＤ案内
／ビル師からのメッセージ 

P4…日本事務所からのお知らせ
／連絡先など基本情報 

 
プライバシー保護のため、レポート中の写真や名前は本人以外のものとなっています。 



  

対象となります。詳細はご本人に直接ご説明しますの
で、４ヶ月コースを終了されている方はご連絡下さい。 

募集枠は限られていますので、早めに応募される
方が有利です。 

日本の応募締め切りは、１１月７日(火)。 
万代栄嗣牧師が英語力などの確認も併せて直接面
接させていただくことになっています。 

その後、提出書類を英語で作成しなくてはなりま
せんので、できるだけ早くお知らせください。 
＊本部への書類提出の〆切は、２０１７年１２月１日 

採用可否のご連絡は２０１７年１２月３０日以降  

研修費用 
お申し込み時に、登録費および事務手続き手数料と

して15,000円をお支払いいただきます。(返金不可) 

研修中は寮生活となります。食事（1日3食）、教材

その他を含め、合計2,500 ドルです。  
＊早期申込みの場合、500ドルの割引が適用される場合が

あります。 

＊滞在中の交通費や洗濯･衛生用品、余暇活動費など個人
的な費用は各自準備していただきます。2,000 ドル前
後（週に 115 ドル）ほどが必要となりますが、なるべ
くクレジットカードのご使用をおすすめします。 

祈りつつご検討の上、ご意向をできるだけ早くお知

らせ下さい。 

＊参考動画が下記のアドレスでご覧いただけます。 

 https://youtu.be/aWms3HFZf18  

NY のインターンシップご案内 
2018 年の春期生募集中！ 
応募締め切り 2017 年11月７日(火) 
英語力に自信のない場合は、フィリピンでの研修をおすすめします。 

内容や時期は、日本事務所にお問い合わせ下さい。 

お申し込みお問い合わせは、メトロ･ワールド･チャイルド日本事務所へ至急お願いします。 
TEL 03-3561-0174, ＦＡＸ 089-925-1501, メール metrojapan@mission.or.jp 

 

メトロ･ワールド･チャイルドのインターン制度は、

ニューヨークのスラム街で生きる子どもたちの心に

働きかけるものです。この研修では、現場での実践

に重きを置き、力の限り行動し、神の栄光のための

変化を求め、使命に燃やされ活動しています。 

メトロ・ワールド・チャイルド（以下「メトロ」）の

アメリカ本部で2018年にご用意しているのは、以下

の3つのコースです。 

４ヶ月コース 
「春期生」２０１８年３⽉３日∼６⽉１４日 
「秋期生」２０１８年８⽉３０日∼１２⽉２１日 

いずれの研修も、開始日に到着し、修了日に帰路に

就いていただきます。 

＊開講日より前の到着や修了日後の残留には、インター
ン部門の責任者の許可が必要です。 

今回から開講の「１年コース(１０カ月)」 
この新しい１年コースは、非常に躍動的、創造力に

富んだ研修制度で、メトロの教会学校について総合

的に学ぶことができます。７回に分かれて開催され

るサマーキャンプにもスタッフとして参加でき、人

生の転機となるような様々な体験をすることになり

ます。この特別な制度を通じて、ご自分の教会や地

域にも役立つ経験をすることができます。 

＊１年コースの参加は、ニューヨークかフィリピンで４
ヶ月のインターンを修了し、本部の承認を受けた方が
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「魚をとりに行こう」 

「誰かに魚をあげれば１日分の食事を与えたことになる。
誰かに釣りを教えれば一生分の食事を与えたことになる」と、
よく言われます。 

しかし、魚の釣り方を習得するのが現実的に不可能な地域
に生まれ育った場合はどうでしょう。読み書きのような、誰
もが生活に不可欠だと思っているごく当たり前のことすら身
につけようがなかったら？ そこにどんな可能性があるとい
うのでしょう？ 

適切な教育さえ受けられれば、子どもたちの将来はよりよ
いものとなり、本人にとってもその家族にとっても幸せなこ
とです。これは紛れもない事実です。 

そこでメトロは、日曜学校に通う子どもたちにさらに影響
を与えるため、地元の学校と協力して活動し始めたのです。
毎週日曜学校を開催しているのは、子どもたちの魂の救いの

ためにイエス様が必要だからです。そして、集中力をもって
学ぶことができて教育が実を結ぶようにと、栄養価の高い食
べ物を配っているのです。 

遠い国で暮らす子どもたちに、私たちの救い主であるイエ
ス･キリストの存在とその愛を伝え続けることができるのも、
あなたが支援を続けてくださるお陰です。そしてそれは未来
への投資でもあるのです。 

私たちはあくまでもより偉大な「人間をとる漁師」となる
ことを目指しています。しかしその中で、子どもたちに魚の
釣り方を教えなければなりません。福音を伝え食事を与える
働きのために、多くの学校との協力関係をさらに拡大できる
よう、神様の助けをどうか引き続きお祈りください。 

心を込めて、      
     ビル･ウィルソン 

ビル師からのメッセージ 
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セミナーCD･DVD 
販売中！ 

７⽉のセミナーにご参加いただけなかった方や、 
他の方々にもこの内容を分かち合いたいと 

願っておられる方のために、 
セミナーの録音 CD と録画 DVD を販売中です。 

多くの方が献身の決意をした、 
信仰を燃やされる内容ですので、 

ぜひお買い求めください。 

内容は 2017 年 7 ⽉ 20 日東京で開催された、 
第１と第２の２回セミナー分です。 

録画ＤＶＤ：各セミナー 2,000円 
録画ＤＶＤ：２回セット(割引価格)3,500円 
録音Ｃ Ｄ ：各セミナー 1,500 円 
録音Ｃ Ｄ ：２回セット(割引価格)2,500円 
＊すべて別途送料が 210 円かかります。 

お支払いは、 
商品に同封の振込用紙でお願いいたします。 

 ビル･ウィルソン師新刊 
無敵の鎧を身にまとえ 
― 真のリーダーは奇跡をも起こす ― 

当初、１０⽉１日発売予定
でご案内しておりました
が、作業が遅れてしまい、
１０⽉２０日発送開始にな
りました。 

楽しみにお待ちいただいて
おりました方々にはお詫び
申し上げます。 

大変信仰燃やされ、力をも
らえる内容になっていま
す。特にリーダーとしての
立場にある方や献身者に
は、ぜひとも読んでいただ 

きたい、すばらしい内容ですので、期待してお買い求めく
ださい！ 

  10 月２０日発売決定！ 
 

ビル師からのメッセージ 

本・CD どちらもお申し込みは、メトロ･ワールド・チャイルド日本事務所へお願いします。 
TEL 03-3561-0174, ＦＡＸ 089-925-1501  

メール metrojapan@mission.or.jp 
 



里親募集中です！ 
メトロ･ワールド･チャイルドでは、常時、新し
い子どもの里親を募集しています。 

多くの方々にご支援をいただいておりますが、
メトロ･ワールド･チャイルドの働きは、急激に
拡大を続けています。先月からは、若いご夫婦
による、コロンビアでの働きも始まりました。 

メトロの教会学校に熱心に通ってくる子どもだ
けを対象としていますが、サポートの必要な子
どもたちもどんどん増え続けています。 

身近な方々で子ども支援に興味をお持ちの方が
いらっしゃいましたら、お知らせください。 

ご検討いただくために必要な資料をお送りいた
します。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
本当に秋らしい良い気候になってまいりました。お元気で
お過ごしでしょうか 

いよいよクリスマスの準備を始める時期になってきまし
た。無理のない範囲で結構ですので、プレゼントなどのご
支援をお考えください。 

また、来年度の研修生募集のご案内も掲載いたしました。
⺟教会でも役⽴つ奉仕者、献身者を生み出せると信じてい
ますので、ご検討の上早めにお知らせください。 

ＩＴ技術やチラシ作成、広報に詳しい方、文章校正のご奉
仕者も募集しております。(ＰＣとネット環境が必要です) 

皆様の上に主の圧倒的な恵みと祝福が注がれ、 
実り多い秋の日々となりますようお祈り申し上 
げます。 

     日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 

インターンシップを 
体験してみませんか？ 

メトロ･ワールド･チャイルドのインターンシッ
プ(スタッフ研修)をおすすめします。 

世界一の教会学校を展開していることには、や
はり、それなりの理由があります。世界一のノ
ウハウと、そのスピリットを体験すれば、必ず
教会の働きのために役⽴ちます。 

子どもたちへの働きは、時間も労力も掛かるも
のですが、大変効果的な種蒔きであり、子ども
の家族にも影響を与えることができます。 

英語の壁もありますが、日本からも多くの方に
研修を受けていただきたいと願っていますの
で、ぜひご検討ください。 

メールの重要なお願い。 
必ず返信しています！ 

いただいたメールには、必ずご返事をしていま
す。届いていますでしょうか？ 返事が届かな
い場合は、受信拒否設定になっています。 

@マーク以下が、docomo.ne.jp, ezweb.ne.jp, 
softbank.ne.jp, vodafone.ne.jp など、昔からの
携帯アドレスをご使用の場合は、パソコンから
の受信が拒否されています。 

お手数ですが、携帯ショップで、メトロのアド
レス metrojapan@mission.or.jp を、受信可能
に設定してもらってください。 

また、ＦＡＸの場合は、裏表の送信方向にご注
意ください。 

メトロ･ワールド･チャイルド日本事務所 
 所在地 〒104-0061 

東京都中央区銀座 4-5-1 
教文館 6 階 ＴＦＣ内 

電 話 03-3561-0174 
ＦＡＸ 089-925-1501 
メール metrojapan@mission.or.jp 

すべてのお振り込みは、同封の郵便振替用紙をご利用いた
だくか、下記宛にお願いいたします。 

ゆうちょ銀行：一六九店 当座預金 ００４１６１０ 
郵便局：記号番号 ０１６５０-３-４１６１０ 
口座名義はどちらも同じ 
メトロ･ワールド･チャイルド･ジャパン 

日本事務所からのお知らせとお願い 


