
 

弟子つくりを目指した 

スカイプによる個人セッション 

 
 

セッション参加者の声 

「教会には毎週通っているものの、メン

ターというものを今まで持ったことがあ

りませんでした。セカンドレベルを通し

て与えられたメンタリングのセッション

を通して、御言葉にとどまり、またクリ

スチャンの先輩から良い知恵を頂き、イ

エス様との歩みを深める事ができていま

す。」－Ｅ.Ｈ  

「私は霊的成長に関して同じ思いもつ兄

弟姉妹が与えられる事を祈っていまし

た。神様がセカンドレベルの学びを通し

て、神の家族、又、御言葉の交わりが与

えられていることに感謝です。」-Ａ.Ｂ 

「ステップレッスンは、基礎の大事なト

ピックが扱われており、私の成長にとて

も役立ちました。さらにＱ＆Ａのフォロ

ーアップも受けれてよかったです。」-

Ｙ.Ｈ 

「私はメンターとして、この働きに関わ

っています。相手の霊的成長、神様に近

づいていく姿を目の当たりにするのは大

きな励ましです。」-Ｙ.Ｓ 

  

 

E-bookによる新しい 

聖書の学び用テキスト! 

 

 
 

         2012 年 経済報告 

 
 昨年も皆様からの祈りと   

経済的支援により、働き    

   が進められました事に心 

より感謝申し上げます。 

主の働きの尊い一部と        

 なって下さり、ありが 

とうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     合計: $13,302.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   合計: $15,220.53 

 

        (単位: US $) 

 
 

Technology Solutions for Non-Profits 

EYE ON IT 
New Discipleship 
Textbook Online 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monthly Picks 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

又、未信者の方々との関わりの中でも、主はこの働きを 

用いて下さいました。今年も数名の方が信仰告白に導か

れ、その後、クリスチャンとしてフォローアップを受けて

います。私たちの思いは、マタイ２８章１９－２０にもあ

るように、主の命令に従って、キリストの弟子を整えてい

くことです。 

主を深く体験している者、御言葉を真剣に追求する者、 

また主の働きによって霊的な実を結んでいる者達を目の 

当たりにすることは、大きな励ましです。これからも主

と、主がこのミニストリーに与えてくださる方々に、精一

杯お仕えさせて頂きたく願います。 

  

私たちは「意図的な関わり方」を常に心にとめ、スカイプでのセッションを含め、すべての学びを進め

ています。霊的成長と、キリストとの関係を深めることに焦点を置いています。各セッションは、参加

者のニーズによって様々です。個人的なメンターが必要な方、クリスチャンとしての基本的な学びが必

要な方、又、聖書通読を中心に学ばれたい方、等。それらの必要や個性などを考慮しながら、キリスト

の弟子として成長することを目的にして、聖書の学びを提供しています。 

 

 

 

『キリストの弟子として生きる』は、キリストの弟子として持つべき態度について、

御言葉を中心にして学ぶために作られました。焦点を当てるべき事項について全８章

にて学びます。御言葉に忠実でありたい、キリストのようにますます変えられたいと

願う方々に最適です。セカンドレベルによる弟子訓練のセッションにおいても、すで

に利用しており、霊的成長のために用いられています。セカンドレベルのサイトより   

             E-book にてお求めになれます。 

 

CBiC (Creative Bridge-Builders in Christ Conference), カナダ･バンク－バ－2013 年 6 月 28 日－7 月 1 日 

- 弟子つくりへの意識つくり   - 日本人クリスチャンのネットワーク作り 

-メンタリング開始の準備    - セカンドレベルによるワークショップ  

すでに冊子にもなっていました「15 Step Lessons～信仰の歩みを確立する   

基礎レッスン」 が、アマゾンのキンドルにても好評です。キンドルをご利用の

方は、“Second Level Ministry“で検索してみて下さい。セカンドレベルのウェ

ブサイトより、赤ペン先生による Q&A のフォローアップも受けれますので、

新しいクリスチャンの方々のためにご利用下さい。 

Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo 

capio velit loquor aptent ut erat 

feugiat pneum commodo vel obruo 

mara genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio. Letalis 

nibh iustum transverbero bene, 

  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum velit   

iriure obruo vel vel eros lorem ipsum 

dolor. Loquor, vulputate meus indole 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat os 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia illum pala damnum pneum. 

  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi 

premo quibus lorem ispan mirot. 

This Month’s Q&A Technology Tips  

Q: Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

A: Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

iaceo, ne secundum, dolus demoveo interdico 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

~ 2012を振り返って ~ 


