
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでで最悪のクリスマスだというだけではなく、コナ
ーにとって、まさに人生最悪の時でした。 

コナーはクリスマスの２か⽉前に⺟親を亡くし、これ以上
悲惨な状況に陥ることはあり得ないと思っていました…が、
まもなく、父親から見捨てられるというさらなる悲劇が彼を
襲い、ほとんど無一物の状況で年老いた祖父のところに身を
寄せるしかありませんでした。祖父の生活保護費では家賃を
払うのが精一杯で、毎日の支払いや食料の確保で生活は苦難
の連続。コナーはお⺟さんに会いたくてたまりませんでした。 

そんな中で唯一の幸運は、コナーの祖父の住まいの近くで、
メトロが道端教会学校をやっていたことです。⺟親を亡くし
てすぐのクリスマス、彼はオペレーション･ホリデー･ホープ
のクリスマス集会に参加しました。きれいにラッピングされた
ピカピカのクリスマスプレゼントを手渡した時のコナーの反
応は忘れられません… 

あなたの贈り物のお陰で、OHH の働きとコナーのような笑
顔が実現するのです！ 

「ママが死んだから、もう、今年はプレゼントなんてもらえ
ないと思ってた」コナーは泣きじゃくっていました。安心させ
ようと抱きしめると、彼はやがて泣きやみ「ありがとう」と鼻
をすすって、言いました。「このプレゼント、大事にするね。」 

あなたの愛によるご支援は、私たちが力を合わせて命を救う
働きを進める中で、このような成功をもたらすのです。この季

節、こうした目に見える贈り物も大
事ですが、私たちすべてに与えら
れた「完璧なクリスマスプレゼン
ト」を知らなければならない子ど
もがさらに大勢います。 

私たちの主、イエス･キリスト
という約束を知って救われるべ

き子どもたちは数えきれな

いほどいます。だから私たちは毎年、救い主の誕生を子どもた
ちに伝え、そして、皆が神の子だと教えるために、プレゼント
を渡しているのです。 

これは大事業です…私たちが世界中で⾏っている集会の一
つ一つで、参加する子どもたち全員にクリスマスプレゼントを
渡しているのですから。昨年は、世界中で 215,467 人の子ども
に贈り物をしました。今年はさらに拡大したいのです！ 

毎年、クリスマスに教会学校に来る子どもたちの人数は増加
し続けています。今年はさらに増えるでしょう…それぞれに胸
がつぶれるような困難を抱えて。そしてその誰もが、人生にイ
エス様を迎える必要があるのです。彼らにとっては、今年のク
リスマスが、救いを知るたった一度の機会かもしれません。 

子どもたちを一人でもがっかりさせるようなことはしたく
ありません。その子にとって、メトロのクリスマスプレゼント
が唯一のクリスマスプレゼントだったら…と思うからです。 

はるか昔、私たちに救い主が与えられました。今年の１２⽉
は、あなたが子どもに救い主を伝えることができます。私たち
の働きは、子どもたちの人生に神様を、その小さな手にプレゼ
ントを、そして、このクリスマスシーズンに希望をもたらすの
です。 

2017 年のオペレーション･ホリデー･ホープ（OHH) 
自分は忘れられていない、ということを子どもたちに伝えるため、ご協力ください 

＊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 
 

たくさんの方々がご支援をお申し出くださっていることに、感謝してもしきれません。私たち
は、神の愛とひとりひとりが特別な存在だということを伝えるために、ギリギリまで最善を尽
くします。皆様からのご支援は引き続き受け付けています。もしも支援金が必要額を上回った
場合は、最優先の目的のために使用しますので、今からでもよろしくお願いします。 
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最新状況報告 
この手紙をお読みいただく

頃、私はすでに帰国してい

るでしょう。多少長い出張

でしたが、真剣に取り組む

べきことがいろいろあった

のです。事情はご理解いた

だけることと思います。  

祈りの課題をお問い合わせ

くださった方々に、本当に、

本当に、感謝しています！ 

そのご質問事項のいくつかにお答えしようと思います。 

まず、現在の体調について 

頭蓋骨骨折の経過を見るため、先日新たにＭＲＩ検査を

受けたところ、頭部の外傷に懸念があり、しばらくは綿

密な観察が必要となりました。今もっとも厳しいのは、

痛みのために眠れないことです。この状況が改善される

よう引き続きお祈りいただければ感謝です。 

抗凝血剤の服用を中止して輸血は受けないことにしま

したが、感謝なことに、以前のような喀血はなくなりま

した。主が奇跡的に癒してくださったと信じます。 

それから、教会や教会内のセルグループなど、私のため

に祈って下さり、支援活動を広げてくださっている皆さ

んにあらためて感謝します。まさにそれこそが、私を支

え、活動を続ける気力を与えてくれるものです。あなた

方の励ましがどれほどの力になっているか、言葉では言

い表せません。 

また、医療費の内、保険で賄えない部分についてのご支

援を申し出てくださった方々がいらっしゃいます。順調

にいけば年末までに精算できそうです。これに関して

も、心から感謝しています。 

年内に、できるだけ多くの皆さんに個人的に感謝をお伝

えできればと願っています。 

OHH の目標の達成に関して 

多数の方々からご質問をいただいています、いよいよ追

い込みの時期に入った私たちの様子や、オペレーショ

ン･ホリデー･ホープの目標の達成見込みについてです。 

支援申し込みは現在まだ受け付け中ですので、本部で詳

細を集計中です。もし、これまでお申し込みの機会がな

かった方は、今からでも、急いでお申し込みいただけれ

ば幸いです。時間の余裕はほとんどありません。どのよ

うなご支援もすべてが貴重です。また、まだお声を掛け

できそうなご友人や知人がいらっしゃいましたら、何と

してもご協力いただけるよう働きかけてください。子ど

もたちのために、あなたの最大限のご協力を引き続きお

願いしたいのです。残された時間はごく僅かです。 

ここであらためて、皆様に感謝の意を表したいと思いま

す。銃撃後の私が、常に何よりも言いたいのはこの言葉

です。「主よ、命を助けてくださってありがとうござい

ます」。 

そして同様に、私の友人でいてくださるあなたにも「あ

りがとう」を言いたいのです。私にはかつて友人があま

りいませんでしたが、今、主はあなたのような素晴らし

い友人を与えて祝福してくださいました。間違いなく、

主は私に、感謝すべきことを沢山与えてくださっている

のです。  

ご質問やコメント、ご提案、必要な情報などがありまし

たらお知らせください。あと２、３数週間です、もうそ

こまできています。これまでのご協力に感謝するととも

に、今後も引き続きよろしくお願いします。そして心か

らお伝えしたい…ありがとう、ありがとう、ありがとう。 

祝福を祈りつつ 
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キャンプに行きました！ 
ご支援のお陰で、何百人もの子どもたちがまさに、人生を永遠に変える
機会をいただきました。 

サマーキャンプはとても楽しかったです。ウォータースライダーで遊んだ

のとチャペルに行ったのが良かったです。そこで神様とイエス様のことを

いっぱい知ることができたからです。－ジェシカ 

皆様のご支援のお陰で、大勢の子どもたちがサマーキャンプに参加できました。キャンプのよう

な経験を通じて子どもたちの人生は変えられ魂は救われますが、あなたの援助なしには何も実

現しません。決して安くないキャンプ代をご負担いただき、各地の子どもたちに福音を伝える働

きにご協力くださり、本当にありがとうございます。 

皆様のご支援により、日本からは、合わせて１２０名近くの子どもをキャンプに送ることができま

した。心から感謝申し上げます。 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

あなたのおかげで… 
あなたのような友が支援してくださるお陰で、私たちは毎年感謝祭の祝日、「ラブボック 

ス」で何千人ものスラム街の子どもたちに希望を

与える活動を継続できています。テヴィンとディオ

ンの兄弟は薬物がはびこる治安の悪い団地で暮

らしていますが、七面鳥やその他の食べ物でい

っぱいの１１キロの箱を受け取りました。 

２人の母親カサンドラも含め、この家族は欠か

さず日曜学校に通っています。感謝祭の翌週、カ

サンドラはあるメトロスタッフにこんな手紙を手渡

しました。 
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今年のクリスマスは、これまでになく… 

ビル師からクリスマス特別メッセージ 

贈り物ありがとうございます。神様が私と息子たちのために

してくださるすべてのことに、心から感謝を捧げます。私は

七面鳥や食べ物に恵まれとても満たされて…本当に満たさ

れて、涙が溢れました。私や子どもたちのために、ありがと

うございます。主よ、ありがとうございます！ 

カサンドラ ネアリー 
 

＊日本からは、１３８個のプレゼントができました。ありがとうございます。 

今年のクリスマスも、例年通り、私は⼦どもの頃⺟親に捨
てられたあの街角を訪れる予定です。毎年私はその場所で、
神様が私の人生に働かれ、また、世界中の⼦どもたちの人生
に働かれようとしていることを再考するのです。そして今年
はもう一つ感謝すべきことがあります。ご存じの通り、数週
間前、私の命は神様によってまたも助けられたからです。 

シリアでのその日以来、しばらく私は自問せざるを得ませ
んでした。神様はなぜ命を助けてくださったのだろう、と。
そして唯一納得できる理由は単純でした。私にはまだまだや
るべきことがあるから、です。 

ですから今、力の限り取り組んでいるのです。時には医師
たちの命令に逆らってでも、何が起きようとも。メトロの教
会学校に来ている⼦どもたちが一人残らず、人生で最も貴重
なクリスマスプレゼントのことを聞く機会を掴めるように。
そのプレゼントとはイエス･キリスト…この世で唯一の、何よ
り大事なプレゼントです。 

OHH は、私たちの最も大事な伝道活動です。今年も世界で

２０万人以上の⼦どもたちに福音を伝えようとしています。
撃たれたからといって私は休むつもりはありません。 

オペレーション･ホリデー･ホープは、よくある単なるクリ
スマスの活動とは異なります。本当に、生きるか死ぬかとい
う毎日を送っている⼦どもたちが大勢いるのです。中には、
イエス･キリストについて聞けるチャンスは今回が最初で最
後という⼦もいます。そんな⼦どもたちにイエス様を伝える
機会を逃すわけにはいきません。 

おわかりいただけていると思いますが、これまでにないほ
ど、あなたの力を必要としているのです。⼦どもたちをがっ
かりさせるわけにいかないのです。メトロの⼦どもたち全員
が、クリスマスの本当の意味を聞き、理解するという機会に
触れることができるよう、私は何としてもやり遂げたいと思
いますし、あなたも同様だと思っています。 

おそらくお考えになっている以上に、私は感謝の思いでい
っぱいです。祝福を祈ります…メリークリスマス。 

心を込めて、 
      ビル･ウィルソン 

祈りの輪 

メトロのパートナーであ 
るみなさんは、祈りと支援 
を通じて活動の任務を担って 
くださる貴重な存在です。 
どうか共にお祈りください。 
･ビル師の健康が 1 日も早く快復し、

働きが強められ、知恵が与えられ、
安全が守られるように。 

･OHH で、子どもたちが神様の愛を受
け止められるよう心が開かれますよ
うに。イエス様を信じる信仰を持ち、
神様に信頼して、神様に基づく人生
を歩めますように。 

･食べることもままならない家庭で育
つ子どもたちの健康が守られますよ
うに。 

･どの国でも、教会学校に来る子ども
たちすべてに手を差し伸べるのに必
要な、信仰と愛、資金や力が、メト
ロのスタッフとインターンに与えら
れますように。 

･多くのスポンサーと献金者が与えら
れますように。 



2018 年のプレゼント 
一覧表を同封しました 

来年の 1 年間のキャンペーンや、誕生プレゼン
トのための一覧表を同封しました。 

アメリカ、フィリピン、ケニアの３ヶ国が１枚
の用紙に印刷されていますので、ご自分の支援
されている国の予定をご確認ください。 

年間を通してご使用いただけますので、なくさ
ないように保管をしてください。 

子どもさんへのプレゼントをお考えになる時
は、必ずこの内容をご確認ください。 

また、各キャンペーンの締切日も書かれていま
すので、年間のご予定もお立てください。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

メリエスト･クリスマス 
ビル先生は、肺からの出血は治まったとは言え、痛みは続い
ていて、通常のような働きができにくい状態です。完全ない
やしのために続けてお祈りください。また、クリスマスに福
音とともに子どもたち全員にプレゼントを渡すという働き
が必ず成功するようにもお祈りください。 

今年は、緊急事態ということもあり、昨年より働きも拡大し
ていますので、ギリギリまで献金を受け付けております。追
加の献金をお考えいただければ幸いです。 

私も、各地でクリスマス集会を開催しますので、お近くの集
会でお会いできれば感謝です。私の教会のオリジナルカレン
ダーも同封しましたのでご活用ください。 

皆様の尊いご支援に心から感謝し、主の圧倒的な
恵みと祝福を体験するクリスマスとなりますよ
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) 

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。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。 

 

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 

スマートフォンや携帯電話で
メール受信をされる方 

メトロからのメールをスマートフォンや携帯
電話で受信をされる方は、ご注意ください。 

届いていないケースが多々あります。パソコン
からのメールが受信拒否設定の場合やその他
の理由が考えられます。最初からパソコンから
の受信が拒否されている場合もありますし、電
話帳にご登録いただくだけでは不十分です。 

携帯電話の方や、昔からの携帯電話のアドレス
の方は、必ず、メトロのメールアドレスを「指
定で受信する」設定をお願いします。 

ご不明の場合は、お手数ですが、携帯ショップ
で設定をしてもらってください。 

⽇本事務所からのお知らせとお願い 


