
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

ケニアの子どものスポンサーとなってくだ
さっている皆様へクリスマス･プレゼントの
ご案内です。大変早い時期のお願いで申し訳
ありません。 

ケニアでは、公立の小学校の中でメトロの
教会学校を行っています。そのため、年度末の
⻑期休暇の前に個別のプレゼントを渡すこと
になっています。そして同時期に、参加した子
ども全員にプレゼントを配るクリスマス集会、
OHH (オペレーション・ホリデー・ホープ)も行います。
対象となる子どもが驚くほどに多いため、早
く準備を始めなくては、とても間に合いませ

ん。スタッフにとっても大変な時期を迎えますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

受付の締め切りは、通常のプレゼントは９月１０日(月)まで。キャンプの参加費をクリスマスプレゼントにされる場
合は、８月２９日(水)です。同封のお申込書をご覧の上、できる範囲で構いませんのでご協力をお願いいたします。 

また、ケニア宛のクリスマスカードはすでに締め切りましたが、今からお送りいただきました分は、新年に渡します
ので、日本事務所宛にお送りいただければ感謝です。日本語で結構です。 

クリスマスの教会学校に参加した子ども全員にプレゼントを渡す企画 OHH は、１０月に詳細をお知らせします。 

 

   

ケニア･クリスマスプレゼント！ 
ケニアの子どものスポンサーの皆様へ 

子どもにクリスマスプレゼントを贈りませんか？ 
締切りは、８月２９日です。 

 

メトロ･ワールド･チャイルド 
ニュースレター 

2018 年 8 月号 
メトロ･ワールド･チャイルド・ジャパン 東京都中央区銀座 4-5-1 教文館 6F TFC 内  

 

ケニアへのクリスマスプレゼント！ 
とっても早い、メリークリスマス。―その 2 

今月号の目次 
 P2…ビル師セミナーレポート 

P3…誕生日プロジェクトご案内／
特別支援、CD のご案内 

P4∼５…楊様体験レポート 
P6…インターンシップとアメリ

カツアーご案内ほか 

ビル･ウィルソン師セミナーのご

報告とその他のご案内です。 

シリアでの狙撃事件の後遺症

はあるようですが、いつもと変

わらぬパワフルな姿を見ること

ができました。 

初めて訪れた北海道と名古屋

でも様々な出会いがあり、感謝

の声をいただきました。詳細は

２ページをご覧ください。 

前回に続き、ニューヨークでの

インターンシップ研修を受けて

こられた楊(Yan)様のとても貴重

な体験レポートをお届けできる

ことを嬉しく思います。 

今回は体験後の感想も書かれ

ていますので、インターンシップ

をお考えの方には特に役立つ

内容です。詳細は４ページの記

事をご覧ください。 

 



ビル･ウィルソンセミナー２０１８ご報告 
今年のセミナーにご参加くださいました皆様、本当にありがとうご

ざいました。今回も、８回のセミナーと２回の聖日礼拝で、延べ 2,000
名以上の方々がご参加くださいました。そして、皆様のお祈りに支え
られ、ビル先生は銃撃による後遺症がまだあるようですが、セミナー
ではいつも通り元気に熱いメッセージを語ることができました。お祈
りいただきました皆様に心からのお礼を申し上げます。 

⻑年スポンサーとなってくださっているにもかかわらず、お顔と名前が一致し
なくて、きちんとごあいさつができていない方がたくさんおられることが残念で
す。今年は、ごあいさつできましたでしょうか。 

また、初めて北海道と名古屋でセミナーを開催しました。ご参加くださった方々
から、「ビル先生のセミナーを開催していただいて本当にありがとうございました。
来年も必ずお願いします」という感謝の声や、「こんなすごい先生に、こんな間近
でお会いできるなんて本当に良いのでしょうか。海外では考えられません」とい
う驚きの声、「１０回は泣きました」という感動のお声もいただきました。その反
応の素晴らしさに、開催できたことを感謝しました。 

今回も、セミナーの最後には毎回、万代牧師による献身の招きが行われました。
厳しい内容の真剣な、命がけのフルタイム献身の招きにもかかわらず、毎回、驚くほど多くの方々が前に進み出てその
決意を表してくださいました。その全ての方々に、ウィルソン師が手を置いてお祈りしまし
た。皆様の決意を主が受け止めてくださり、すばらしい御業の現れのために、道を開き豊か
に用いてくださることを信じ、お祈りいたします。 

ビル･ウィルソン師を初めて日本でご紹介してから１５年、日本事務所ができてから１３
年になりますが、毎回同じように献身の招きをしてきました。「こんなに厳しい献身の招きを
される日本人の先生は初めてでした。本当にすばらしい」というご感想もいただき、さらに、
過去に招きに応じて祈りを受けられた方々の中から、すでに牧師や教会スタッフになられた
方々が起こされていることを今回のセミナーの期間中に複数の方からお聞きしました。この
セミナーの中で主が直接語られ、献身へと導いてくだ
さっていたことを知り、御業に感謝します。 

そして最近では、ニューヨークやフィリピンでのイ
ンターンシップで研修を受けてこられる方が次々と起
こされていることも喜びです。それぞれの置かれた場
所で、主が状況を整え、大きな働きへと結びつけてく
ださるという実感を持てるところま
できました。 

この働きが、単なる子ども支援や、
海外の子ども伝道にとどまらず、日
本の宣教においても確実に実を結ん
でいることを嬉しく思います。 
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ビル･ウィルソンセミナー

2018 

ＣＤ＆ＤＶＤ販売受付中 
 

今回のセミナーの録音ＣＤと録画ＤＶＤ 
ベストセレクション２回分を販売します。 

すべて別途送料が 210 円かかります。 
 

【セット特別割引価格】 
２回分をセットでお届けします 

DVD：１セット 3,500 円 
CD：１セット 2,500 円 

 
【単品価格】 
セミナー①と② 

DVD：各 2,000 円 
CD：各 1,500 円 

 
お名前、送り先、ご注文内容を 

日本事務所へお知らせください。 
 

8 月中旬頃からの発送になりますが、 
会場でご予約いただきました方から順番に 
発送いたしますので、ご了承ください。 

―お祝いメッセージ＆お祝い献金募集中！― 

ビル･ウィルソン師は今年、70 歳を迎え、 
献身生活 50 周年を迎えます。 

これからもますます信仰と意欲に燃え、 
主に与えられた使命を果たすために、全力で働きを進めていきます。 

このすばらしい節目の年に、ぜひ皆様からの励ましの意を込めて 
お祝いメッセージとお祝い献金をお贈りください。 

メッセージの送り方 
方法：メールでの受付のみになります。 

宛先：metrojapan@mission.or.jp 

注意１：件名に、お祝いメッセージとお入れください。 

注意２：お名前を必ずご記入ください。 

その他：日本語は、英訳してお送りします。 

お祝い献金の送り方 
同封の振り込み用紙をご利用いただくか下記

までお振り込みください。 

ゆうちょ銀行 一六九店 当座預金 0041610 

メトロ･ワールド･チャイルド･ジャパン 

注意：必ずお祝い献金とお書きください。 

特別支援献金募集中 
 

①アメリカ道端日曜学校用メトロトラック 
中古車の購入、改造代 １台…105 万円 

②フィリピン Jonalyne(ジョナリン)ちゃんの 
手術代金…75 万円 

③フィリピンの道端教会学校用 
音響機材１箇所…5 万円 

④ケニアの子どもの食事１ヶ月分 
ひとり分…4,000 円 

⑤ケニアの小学校デスクセット 
ひとり分…4,500 円 

⑥ケニアの小学校教室のデスク、家具 
1 教室分…45 万円 

＊必ず献金目的をお知らせください 

＊日本事務所宛に同封の郵便振替用紙でお送りくださるか 

ゆうちょ銀行にお振り込みください。 
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今年の春、アメリカの NY本部でインターンシップの研修に行かれ

た楊 祈恵（Yan Kie）様からいただきましたレポートを先月に続き

掲載いたします。 

前回の続きで、メトロで行われる主な働きである訪問活動
に続く２つ目の活動についてのご紹介からです。 

主なミニストリー 
② Sidewalk Sunday School（＝道端教会学校） 

訪問活動と併せてミニストリーの中心となるのが、この道
端で開催される教会学校。各チームは週 5 日、1 日 3 回ずつ、
各エリアの歩道に即席ステージを設営し、教会学校を開催し
ます。教会学校はオープニングの時間やゲームの時間、レッス
ンの時間など、プログラムが分かれており、インターン生は割
り振られた役割をこなしていきます。前半は、子供たちと歌を
歌ったり、クイズやゲームをしたりと、叫んだりジャンプした
りしながら楽しい時間を過ごします。⿊⼈の子供たちが多い
ので、HIP-HOP の曲に合わせて一緒にダンスすることも。ま
たレッスンの時間には、毎日子供たちに英語でメッセージを
語ります。 

インターン生は世界各国から集まるため、語学力に不安の
あるインターン生もいますが、MWC ではよく「子供に神様の
メッセージを語る上で語学力は関係ない！」と言われていま
した。それは本当にその通りでした。子供が求めているのは流
暢に話せる「スピーカー」ではなく、等身大に自分を愛してく
れて、本気で自分たちの⼈生に踏み込んできてくれる「家族」
でした。言葉がカタコトでも、今日この日が子供たちの⼈生の
ターニングポイントかもしれない、と本気で祈って語るメッ
セージには、確かに子供たちのハートに届く力がありました。 

また、教会学校を子供
たちにとって楽しいポジ
ティブな時間にするため
に、チーム全員で夜中ま
で準備に打ち込む日もあ
れば、雨が降ってステー
ジが使えない日には、紙
芝居とお菓子を抱えて子
供たちの家をひとつずつ
訪問し、玄関先やアパー
トのロビーに子供たちを
集めてレッスンを行うこ
ともありました。 

毎日夜 9 時ごろに帰っ
てくる頃には皆クタクタですが、1 日 1 日全力で過ごした後
は、何とも言えない充実感がありました。与えられた時間とエ
ネルギーを総動員して、一⼈でも多くの子供たちにメッセー
ジを伝えようとする姿勢に触れ、一緒に実践できたことは、私
にとってかけがいのない経験になりました。 

インターンシップから得たもの 
教会学校の運営方法や、子供支援の実践方法など、インター

ンシップから学んだことは沢山あります。でもこのインター

ニューヨークでの 
インターンシップを通じて(2) 

右端が楊様 

雨の日の即席道端教会学校 
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ンシップがもつインパクトの大きさは、そういった知識やス
キルの範疇には収まりません。ビル先生を筆頭に、MWC のス
タッフひとりひとりがもつ神様に対する情熱や姿勢は、私の
価値観に大きな影響を与え、クリスチャンとして新たなブレ
イクスルーを体験するきっかけになりました。 

インターン生も皆それぞれ違った⼈生のステージにあって、
クリスチャンとしての成熟度も、価値観も、インターンシップ
に参加した理由もバラバラでした。でも神様は、私たちが自分
のプライドや思いを手放して神様に頼ると決めたとき、私た
ち自身の計画や想像を遥かに超えて働きかけてくれるという
ことを、このインターンシップを通して改めて経験しました。 

ミニストリー最終日には、子供たちをハグしながら 1 日中
泣き続けた私ですが、こんなにも自分が子供たちに愛情を注
げる⼈間だとも思っていませんでした。神様の圧倒的な愛で
癒され、価値観も自分の姿勢も、大きく変えられた 4 カ月で
した。 

フルタイム・ミニストリーに興味がある⼈、神様と本気で向
き合う時間が欲しい⼈、視野を拡げたい⼈、ちょっとニューヨ
ークに憧れがある⼈…理由は何であっても、このインターン
シップには、自分自身を常にプッシュしてくれる仲間や環境
が揃っています。興味がある方は是非、思い切ってチャレンジ
してみてください。きっと神様からのプレゼントが待ってい
ます。 

ニューヨークでのインターンシップには、日常会話に不自由がなく、

英語での学びについていくことができる、ある程度の英語力と度

胸が必要です。 

しかし、フィリピンでのインターンシップは、日本人にとって、もう

少しハードルが低くなります。 

ご自身のために、教会のために、教会の先生とご相談の上、前

向きに受講をご検討ください。 

インターンシップについては、下記の日程をご確認の上、日本事

務所までお問い合わせください。 
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インターンシップ(研修制度)ご案内 
２０１９年度のインターンシップの期間は以下の通りです。 

●ニューヨーク(アメリカ) 
 春期：２０１９年３月１２日(火)～６月２０日(木) 

 秋期：２０１９年８月１３日(火)～１２月１９日(木) 

 費用：宿泊と食費込みで 4 ヶ月 2,500 ドル＋小遣い 

●マニラ(フィリピン) 
 春期：２０１９年２月３日(日)～５月２１日(火) 

 秋期：２０１９年８月２５日（日）～１２月１７日（火） 

 費用：研修費は無料ですが、食費その他が必要です 

どちらも４ヶ月間のプログラムで、研修施設での共同生活に

なります。 

すでに教会で奉仕をしている、熱心なクリスチャンや献身者

にお勧めします。 

ご興味をお持ちの方には、資料とお申込書をお送りします

ので、日本事務所にご請求ください。 

TEL：03-3561-0174  FAX：089-925-1501 

メール：metrojapan@mission.or.jp 

必ずご返信しますので、返事がない場合はご確認ください。 

最終日、子供たちと 

最終日には子供たちがみんなで私のために祈ってくれました 

ニューヨーク視察ツアーご案内 
１１月にニューヨーク現地視察ツアーを開催します。 

日 程：１１月１５日(木)～２０(火) 

金 額：２５万円程度 

出発地：関東からを予定していますが、参加者によっ 

 て変更の可能性もあります 

参加ご希望の方は、詳細資料と

お申込書をお送りしますので、

お名前と資料の送付先をご連

絡ください。 

TEL：03-3561-0174 

FAX：089-925-1501 

メール： 
metrojapan@mission.or.jp 

３日以内にご返信いたしますの

で、万一返事がない場合は、大

変お手数ですが、確認ください

ますようお願いいたします。 



スポンサー(里親)募集中！ 
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。 

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。 

子どものご支援金額は、ひと月 4,500 円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
今回のセミナーにご参加くださった皆様、新しくスポン
サーになってくださった皆様、本当に有り難うございま
す。日本事務所で、精一杯のフォローをいたしますので、
よろしくお願いいたします。 

皆様のお祈りに支えられ、ビル先生は元気に力強いメッ
セージを語ることができました。 

沖縄の台風や⻄日本豪⾬の時期とも重なりましたが、セ
ミナーは、各地とも無事に開催することができました。
お祈りくださり、ありがとうございます。 

しかし、被害に遭われた方はおられませんでしょうか。
私共にできることがございましたらご連絡ください。 

皆様の尊いご支援に心から感謝し、主の守り 
と豊かな祝福を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) 

お祝いメッセージ＆献金！ 
ビル･ウィルソン先生は、今年 70 歳を迎え、同
時に献身生活 50 周年を迎えられます。 

この記念すべき年に、特別なお祝いメッセージ
と支援献金を募集しています。幼いときから神
に選ばれ、壮絶な試練を信仰によって乗り越え
働きを続けるビル先生を皆様からの祈りを込め
たメッセージと献金によってぜひ励ましていた
だきたいと願っています。 

さらに働きを拡大し、全世界の、見捨てられた
子どもたちの健康と生活を守り、最も必要な、
イエス･キリストによる魂の救いを届けるため
に皆様の力がどうしても必要です。 

詳細は３ページの記事をご覧ください。 

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 
URL http://metrojapan.seesaa.net/ 

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 

セミナーCD･DVD 販売！ 
今回、全国各地で開催されましたビル･ウィル
ソン師のセミナーの中から厳選された２回の
セミナーを、ベストセレクションとして販売い
たします。 

編集後の作成になりますので、８月中旬頃から
の発送になりますが、現在予約受け付け中です
ので、ぜひお早めにご予約ください。 

録画 DVD：各１回講演分は 2,000 円 
  ２回セットは特別価格 3,500 円 

録音ＣＤ ：各１回講演分は、1,500 円 
  ２回セットは特別価格 2,500 円 
＊いずれも別途送料が 210 円かかります。 

お求めは日本事務所までご連絡ください。 

 


