
 

 

  

今回から、毎月はじめにお送りすることにいたしましたので、7 月号はございません。 
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ケニアのクリスマス支援！ 
大変早いのですが、ケニアのクリスマスとキャンプ支援を受け付け中です 

ケニア宛のクリスマスカードは、８月３１日までに日本事務所着でお送りください 

ケニアのクリスマス支援！ 
プレゼントは、8 月 28 日〆切。 

カードは 8 月 31 日までに日本事務所着で。 
同封のお申込用紙をご覧の上、 

プレゼントをお申し込みください。 
どなたでもご支援いただけます。 

 

ケニアでは、１１月にキャンプを開催しています。子どもたちを、泳いだり、自転車に乗った
り、トランポリンその他で遊べる遊具の揃った施設に連れて行き、チームで競技をしたり、３回
の食事も提供します。そしてもちろん、イエス様のことについてより深く知ることのできる学び
の時を持ちます。 

貧困の中に生きる彼らにとって、このような施設に出かけて遊ぶ機会など全くありません。一
部の子どもたちは、２〜３⽇食事もしていないこともありますので、この楽しいキャンプに参加
し、朝、昼、晩の３回の食事ができることで、心身共に癒やされるのです。 

キャンプの最後の食事を残して家に持ち帰って兄弟と一緒に食べたり、翌⽇の食事にする子ど
ももいます。到着したときには、とてもおとなしく、笑顔もありませんが、子どもたちどうしの 
楽しい交わりの時を過ごし、聖書の学びをした後は、自分は特別だ、愛されていると実感して笑顔で家に帰ります。 

去年のキャンプの後に、ある子どもがスポンサーの方に手紙を書きました。「も
し来年まだ生きていたら、またキャンプに行きたい！」。それがここの現実です。
多くの子どもたちが⽇本なら普通に治せる病気で命を落とすので、幼い子でも死
はごく身近なことなのです。このキャンプや、メトロの教会学校、キリストの愛の
メッセージは、そんな彼らに希望をもたらします。人生の希望を、教育を受けられ
る希望を、食べられるという希望を。 

そしてまたクリスマスも、ここでは多くの子どもとその家族にとって、生き残り
をかけたいつもの⽇と何も変わりません。クリスマスツリーも特別な贈り物も、豪
華な食事もないどころか、食べものさえないこともあります。プレゼントを交換し 

たり、愛を伝える⽇だという、起こり得ない夢物語を知っているだけの⽇です。 
しかしメトロでは、個別のプレゼントや OHH＊を通して子どもたちが一番喜ぶ

食べ物と飲み物などをプレゼントします。それによって彼らは、誰かが自分のこと 
を気にかけ愛してくれていることを実体験できるのです。昨年は

71,000 人の子どもたちにプレゼントを渡しましたが、今年は約
85,000 人になる予定です。これが彼らが受け取ることのできる唯一
のクリスマスプレゼントなのです。彼らが未来を夢見ることができ
ますように願いつつ。 ― ケニア担当 Janine（ジェィニーン） 

＊OHH では、クリスマスの教会学校に参加したすべての子どもにプレゼントを渡します。 
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セミナーCD･DVD 予約受付中 
残念ながら、今回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 を販売いたします。 

ご予約を受け付けておりますので、ぜひお申し込みください。 

内容は、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回分セット（割引価格）3,500 円 

録音Ｃ Ｄ ：各セミナー 1,500 円 

録音Ｃ Ｄ ：２回分セット（割引価格）2,500 円 ＊すべて別途送料が 210 円かかります。 

8 月下旬から受付順に発送いたします。お支払いは商品に同封の振込用紙でお願いいたします。 

お申し込み先：メトロ･ワールド・チャイルド日本事務所 

TEL 03-3561-0174, ＦＡＸ 089-925-1501, メール metrojapan@mission.or.jp 
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セミナーへのご参加に感謝します 
今回のビル･ウィルソンセミナーにご参加いただいた皆様に、
心から感謝申し上げます。会場でお会いできましたことを本
当に嬉しく思います。ご参加くださった方々からは、本当に
多くの感動と喜びのお声をいただき、多忙な中、ビル先生に
来日していただいた価値があったと感謝しました。 

セミナーの最後には、毎回、命がけの献身を決意する方々が
たくさん起こされたことも大きな成果でした。この感動を一
時的なものに終わらせず、皆様の人生にとって本当に大きな
価値ある変化をもたらすものとしていただけますことを心か
ら願っております。 

今回のセミナーに、様々なご都合でご参加いただけなかった
皆様には、ぜひ、録音 CD や録画 DVD をお買い求めいただ
き、教会やご自宅で、ひとりでも多くの方々とこの内容を分
かち合っていただきたいと願っています。 

また、今年の 11 月 23 日∼28 日にかけては、NY のメトロ本部ツアーも企画する予定です。話
で聞いたことを現場で生で体験することのできるすばらしいチャンスです。スポンサーの方々だけ
でなく、教会の献身者や教会学校の担当者には、必ずご参加いただくだけの価値ある内容です。 

９月にはご案内できるようにしたいと願っておりますので、ぜひご参加をお考えください。 

 



  

新刊ご予約 3 大特典付き 
キャンペーン開催中 

締め切り９月１０日！ 
ビル･ウィルソン師の新刊、「無敵の鎧を身にまとえ」 

−真のリーダーは奇跡をも起こす−(仮題)を 

ご予約いただいた方だけの、3 つの特典付 
詳細は、同封のチラシをご覧ください。 

 

特別支援募集中！ 
世界の極貧地区で活動をしていますので、常に支援を必要としています。 

また、機材は大切に使用していますが、消耗しますので定期的な修理や補充が必要です。 
皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

内 容 
①道端教会学校用トラック１台…２２5 万円 
②トラックの改造費１台あたり…６3 万円 
③ケニアの教会学校新規開設１箇所…５０万円 
④フィリピンの道端教会学校用⾳響機材１箇所…４万円 
⑤インドのスタッフ用バイク１台…２０万円 
⑥ケニアの⼦どもの⾷事１ヶ月分、ひとり…4,500 円 
⑦活動のための定期献⾦、毎月…4,000 円以上 

ご支援いただける場合は、日本事務所まで内容をご一報の上 

お振り込み(または口座引き落とし)をお願いいたします。 

今年末までのキャンペーン予定 
今回のセミナーで新しくスポンサーになられた方々がいらっしゃいますので、 

今年末までのキャンペーン予定を再度お知らせしておきます。 
それぞれの時期に合わせてご案内申し上げますが、すべてのキャンペーンは強制ではございません。 

皆様のご意向とご都合に合わせてご支援いただければ結構ですので、ご自由にご参加ください。 

案内月 アメリカ フィリピン ケニア(一部変更になりました) 

８月   
クリスマス＆サマーキャンプ(11,000
円)ご案内、８月２８日〆切 

９月 ラブ･ボックスご案内(感謝祭) 
3,500 円、１０月２１日〆切 

クリスマスカード案内 
到着〆切１０月１４日 

 

１０月 
クリスマスプレゼントご案内 
金額自由、１１月２０日〆切 

OHH(参加者全員プレゼント) 
1,500 円、１１月２０日〆切 

クリスマスプレゼントご案内 
１１月２０日〆切 

OHH(クリスマス支援献金) 
1,500 円、１１月２０日〆切 

新年度学用品支援：常に募集中、
最終〆切は１１月２０日 

OHH(クリスマス支援献金) 
1,500 円、１１月２０日〆切 
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同封のご支援の手引きを 
ご覧ください！ 

今までのスポンサーの方々に、最新版のご支援
の手引きを同封申し上げました。本部ビルの完
成に伴い、アメリカへの発送先が変更となって
おります。 

それ以外にも内容を変更い
たしましたので、ぜひご一読
くださいますようお願い申
し上げます。 

ご不明の点やわかりにくい
ところがございましたら、ぜ
ひお知らせください。次回の
参考にさせていただきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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。 

日本事務所からのお知らせとお願い 

メトロの Web 情報を 
ご活用ください！ 

メトロ･ワールド・チャイルドの日本事務所で
は、ネット上にも情報を掲載しています。 

ブログ、Facebook などで、情報提供をしていま
すので、ぜひご覧いただき、友だち登録をお願
いいたします。 

また、レポートやセミナーの情報など、できる
だけシェアしていただけると感謝です。 

ブログ(seesaa ブログ) 

http://metrojapan.seesaa.net/ 

 

   フェイスブックページ 

https://www.facebook.com/metrochildjapan/ 

日本事務所よりごあいさつ！ 
今回のセミナーに、ご多忙な中ご参加くださいました皆様
と、新たにスポンサーとなってくださいました皆様に心よ
り感謝申し上げます。 

メトロ･ワールド・チャイルド日本事務所の代
表は、福音センターグループの主任牧師、万代
栄嗣が務めております。万代牧師につきまして
は、同封の福音通信をご覧ください。 

また、日本事務所のすべての実務は、福音センターグルー
プのスタッフと、スポンサーの皆様のボランティアによっ
て支えられております。ＰＣを使った事務作業や英語のご
堪能な方、ＩＴ技術に詳しくチラシや広告作成、広報に詳
しい方は、ぜひご奉仕をお願いいたします。 

皆様の上に主の豊かな祝福をお祈り申し上げます。 

 


