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~ Making a Difference One at a Time~ 

セカンドレベルの働きは、バイブルスタディー
を提供することだけに留まりません。学んで
いる者達が、「次のキリストの弟子を育てる
事ができるように」常に促しています。この
３人に弟子造りの「増殖」がみられます。    
源和香子姉（協力主事・右）が山口秀美姉（真
ん中）と１年間弟子訓練のために毎週会って
いました。年末のカンファレンス中（２ペー
ジ目参照）、山口姉がさき姉（左）をこれか
らキリストの弟子として育てていくように導か
れました。（第二テモテ２：２）

　一つ一つの尊い救いの芽は、主が生み出して下さった命です。水や肥料をやり、主ご
自身が成長させてくださる事を期待して(第一コリント3:7) 私たちは一生懸命育てる必要
があります。根が張り(コロサイ2:7)、しっかりと成長した大人の木になると、実りをも
たらし(ヨハネ15:1-8)、次の種を生み出します。そしてまた新しい命が成長します。こ
の、あたり前の自然の法則が理解できるなら、クリスチャンとしての成長もこのような
「再生産」を目指すべきだという聖書の教えに注目することができるでしょう。!
　!
「メンタリング」は（詳しくはP２を参照）、神の働きに信頼することを前提として、
個人的、そして意図的な関わりの中で、相手の霊的成長を促します。丁寧な霊的ケア
は、確実にといってもよいほど、成長を促し、実を結んでいます。もちろん、今現在見
えていない実もあるでしょう。けれども、主のよって始められた働きは、主の御手に
よって導かれ、主のご計画のもと完成に向かっているのです(ピリピ1:6)。!
　!
又、私たちクリスチャンが目指すべきところは、救われた者達が信仰の一致、知識の一
致を持ち、完全に大人になり、キリストの満ち満ちた身たけにまで達する事です(エペソ
4:12)。真の愛を知り、その愛をもって互いを愛するとき、主はそのような関係、コミュ
ニティー、教会を栄光の満ちる場として用いて下さいます(ヨハネ13:35)。だからこそ、
一人一人の霊的成長は、体が成長するために必須なのです。メンタリングはそのための
ツールです。目的をもった個人的な関わりとケアが与えられる時間だからこそ、主が願
われるキリストの弟子へと成長していくための大きなステップを踏む事ができます。!

メンタリングの力　!

～キリストの弟子の「増殖」、そして、愛し、仕え合うコミュニティーへの発展～

セカンドレベルの働きは、メンターとメンティーが出会っていくためのキュー
ピット役としても用られ、ミニストリーの大切な部分となっています。現在
セカンドレベルがお手伝いしているメンタリングのカップルは、４９組です。
一人一人のメンターとメンティーに様々な個性、霊的ニーズ、又どのような
形でのメンタリングに関われるか等、違った要素があります。メンティーが
抱えるニーズに、どのような人が、どのように働きかける事ができるのかを
考慮し、ただ神様の導きと知恵によって、二人を引き合わせます。ほんの少
しの背中押しが、考えられない程の豊かな実りにつながっています。すべて
において「成長させてくださる神」の働きを見ます。人々が心から悔い改め、
主に立ち返り、受け取った賜物や召しを確信して歩み、さらに主を賛美す
る姿は、聖化の旅を神の家族と共に歩みながら見れる最も美しい姿です。

私たちが宇田川裕太兄（右）と出会った時、彼は成長した
い思いであふれていました。メンタリングを始める事にも
前向きでした。神様は完璧なタイミングでダニエル・モー
ガン兄（左）をセカンドレベルへ送って下さり、すぐにメ
ンタリングが始まりました。一年と数ヶ月後、裕太兄は神
様をさらに慕い求め、証し人として用いられ、信仰が深く
根付いています。ダニエル兄はメンターとして相手を導くた
めに主に知恵を求めながら、仕える心を学ばされています。
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JCFN（日本人クリスチャンフェローシップネットワーク）主催のイクイッパーカンファレンス（カリ
フォルニア州）に、今回もセカンドレベルは、協力団体としてワークショップを提供させて頂き
ました。2008年より、メンタリングや賜物発見に関するワークショップを提供し、個人的に出
会う方々を含め、霊的成長の大切さを聖書から見つつ、キリストの弟子として成長するために効
果的に用いられている一対一のメンタリングを励ましています。日本人クリスチャン一人一人
が、本物のキリストの弟子として成長する時、教会はさらに光を放ち、日本も主のために立ち上
がる国と変えられていくのではないでしょうか。!!４月現在、カンファレンス後のフォローアップを通して生まれたメンタリングのカップルは１２
組、弟子訓練を目的とした学びは２グループ生まれました。一人一人のニーズを検討し、その
ニーズを満たす事のできるメンターの方々を紹介し、各々が抱える霊的課題に取り組むために、
週一度（あるいは隔週）のメンタリング（あるいはスモールグループ）が主の導きによって始まっ
ています。これからどのように主が働きかけて下さるのか大いに期待させられるところです。!
（まだまただメンターの発掘と訓練は続いています。若い芽を育てるために用いられたい方は、
どうぞご連絡下さい。）!!
又、このカンファレンスがきっかけで数年前に始められたメンタリングが今でも続き、どのよう
な祝福が与えられているか等の証しを数人から聞く事もできました。主は生きて働かれるお方で
す。!!
1998年より参加させて頂いているこの素晴らしいカンファレンス、今回もここには書ききれな
い主の恵みが多く溢れていました。今回のテーマであった『キリストについていく』という決心
を、多くの方々が促されました。イエス様にある救いを受け入れる決心、イエス様との歩みを深
める決心、イエス様に人生を捧げる決心、、、ここで得られた多くの恵みが、これからも水注が
れ、主の御手によって豊かな実りがもたらされますように。

イクイッパー・カンファレンス（２０１４年１２月２６日−１月１日）

「あなた、何の実がなる木？」 
黄色の実？赤の実？それとも “なし”の木？　 
イエス様の香りがする実をならせましょうね！ 

（ヨハネ１５章）

ジョージア州アトランタでは、一日かけてのミニ・カンファレンスが行われました。「キリストの弟子が育てられるため
に」という目的で、４つのフィールド（土壌の準備、種まき、芽を育てる、刈り取り）を用いて学ぶ実践的なトレーニン
グでした。T4T(Trainings for Trainers)とも呼ばれています。（詳細は、ホームページをご覧下さい。）!!
伝道の時期からも、いつかはキリストの弟子と成長し、仕えていくことを見据えて、「育てる」姿勢の大切さを学びまし
た。一つ一つの魂の救い、そしてそれらの芽がしっかりと養われていくために、「従順」を促していく事の大切さ、また
キリストの体に加わり共にコミュニティーを建て上げることの大切さも語られました。クリスチャン達がただ「集まる」
ということに満足するのではなく、「意図的に」相手に関わっていくことによって、相手がキリストの弟子として成長し
ていくことにつながっていくことを再確認させられます。聖書が語る真の「交わり」とは、集まること以上にもっと深い
意味をもっているのではないでしょうか。

One Day Conference ~ Four Field Training ~ （２０１５年１月３１日）
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＊メンターシップ・カンファレンスのお知らせ＊!!日時：２０１６年１月１５（金）~１８（月）!
場所：ジョージア州アトランタ　(北ジョージアのAmicalola Falls Park にて）!

テーマ：キリストのからだを建て上げる!
目的：キリストの栄光を現す仕えるメンターとして成長する。!!

　 テーマ聖句：エペソ４：１６!

　　「キリストによって、からだ全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また、備えられた　　　　　　　　　　
あらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに建てられるのです。」!

　 内容：!
　①メンタリグについて知る - メンタリグが聖書的であることと、相手の霊的成長に関わることの大切さを学ぶ。!
　②メンターについて知る - メンターとしての姿勢を学び、イエス様のように仕える姿にならう。!
　③具体的なメンタリングについて知る - メンタリングを始める準備をする、実践的な時間を通して、様々なメンタリングの　　　　　
あり方を体験する。!
　対象者：メンタリングについて学びたい人。人に仕えるメンターとして、さらに成長したい人。!

この一年だけでも、新しくメンタリングを始める方々が増えた事もあり、皆様のご要望に答えるべく、メーリングリストを通し
て「メンタリングってなあに？」というシリーズを現在配信中です。二週間に一度ほどですが、メンタリングを行なうにあたっ
て、知っておくべき点や気をつける点などを、お送りさせて頂いています（メーリングリストに加わりたい方は、いつでも登録
できますのでウェブサイトメインページからサインアップされるか、メールにて一言ご連絡下さい）。!!
キリストの弟子造りを目指すセカンドレベル・ミニストリーは、メンタリングを「メンターが、個人的な関係を通して、メン
ティーに寄り添い、祈りとともに意図的に導き、霊的成長を助けるプロセス」と捉えています。キリストの弟子として、主が求
めておられる姿に成長する事を目的とします。メンティーが、FAT (Faithful, Available, Teachable) な姿勢を持っているなら、メ
ンタリングを通して大きな成長がみられます。クリスチャンとして、マタイ28:18-20(大宣教命令）や第二テモテ2:2にある「教え
る力のある忠実な者たちにゆだねていく」ようにとの教えを、霊的成長のために一つの大きなツールであるメンター制度を用い
て達成しようと努めています。!
　定義内の一語一語、大切な意味を持っています。 
・「メンターがメンティーを」導くこと：メンターのニーズを満たすための時間ではありません。結果的にどちら側の成長にも
つながりますが、メンタリングの本来の目的は、被育成者の成長のためにあるものです。!
・「個人的な関係を通して」：メンタリングは、講義や演説を聞くような受け身の姿勢ではなく、個人的な対話を通して行われ
るものです。心を割って対話がなされるには、一対一が最善です。また、生き様を通して模範となっていくことも大切な要素で
す。個人的な関わりの中で「お手本を見て、まねる」ことが促されていきます。  
・「祈りとともに意図的に」：人の霊的成長は、主によってもたらされます（第一コリント３章６−７節）。祈りと共に、意図
的に相手を導きます。目的を持って、またその目的を果たすために具体的にするべき御心を発見するために時間を使います。!
・「寄り添い」：メンタリングは、一回きりのミーティングではなく、一生続く聖化の過程で必要な霊的課題を取り扱い、相手
と共に歩むことです。一生、そのメンターと（メンティーと）会い続けなければいけないと言う意味ではなく、与えられた期間、
相手と共に寄り添って歩みます。一方的に指図したり、ほったらかしにするのではなく、小さな芽がしっかりと根を張っていく
ようにサポートしていくべきです。!
・「霊的成長を助けるプロセス」：メンティーは様々な課題を生活の中で抱えているでしょうが、問題解決の時間ではなく、そ
れらの状況を通して神がどう働かれ、信仰を持って対処するにはどうするか等、霊的な部分の問題を取り扱う時間です。霊的な
変化、キリストの似姿に変えられて行く変化を促す機会です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

みなさんも、メンターとして、あるいはメンティーとして、メンタリングを始めてみませんか？ 

　　メールマガジン「メンタリングってなあに？」シリーズ

ALL 
ABOUT 

MENTORING!
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セカンドレベル・ミニストリー　　　 !
Website: www.secondlevel.org     E-mail: dainidankai@seocndlevel.org!

2841 Greystone Lane, Atlanta, GA 30341!
770-316-8712

　　　      　　　   
  ①日本国内                                                     　　　　　　
（お振込が可能な金融機関）!

   ゆうちょ銀行　 
   記号14160 　番号71120121　　　　 
   口座名：セカンドレベル　ミニストリー 

   三井住友銀行 
   枚方（ひらかた）支店 
   普通４３８２９５１

②アメリカ国内にて        　　　　　　　 
（小切手の送り先）      　　 　　　
Second Level Ministry　　　　
2841 Greystone Lane  　　　　　　　　　 
Atlanta, Georgia 30341

③世界中どこからでも　　　　　　　　　　　　　　　
（クレジットカードにて）           　　　　　　　　　　 　
＊送金の通貨を選択できます。　                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
www.paypal.com                                               
送金先メールアドレス：
dainidankai@secondlevel.org

米国における献金はすべて              
tax-deductible(課税控除の対象)      

となります。

　～　パートナーシップ募集　～　!
（経済的支援を持って、キリストの弟子が育てられる主の働きのパートナーとなって下さり　　　　

ありがとうございます。）

中久木貴・明香（神戸：2月に名古屋から引っ越しました！）!
明香姉は、2008年10月より米国主事として、また貴兄は2009年より協力主事として、セカンド
レベル・ミニストリーの働きに携わってきました。結婚後、2011年7月より名古屋に移り、夫婦
で協力主事として弟子造りに日々励んで来ました。今年2月に神戸へ引っ越し、又クリスチャン
企業への就職が決まったこともあり、これからはサポートを必要とするスタッフとしてではな
く、「ボランティアで」霊的成長の大切さを周りの方々と分ち合っていくと共に、翻訳等に関
わっていく予定です。これまで、祈り、また金銭的サポートにより中久木夫妻と共にこの働き
に関わって下さった皆様に心より感謝申し上げます。!

人事異動
THANK 

YOU FOR SERVNG TOGETHER! 

リリス恵子!
(事務スタッフ・ジョージア州アトランタ)

　マックグレゴー・ブライアン!
　（インターン・ノースカロライナ州）

村田佳子!
（協力主事・神戸）

2014年 11月、セカンドレベル事務スタッ
フとして導かれ、ミニストリーの運営面で
奉仕。所属する地域教会で奉仕に励むと
共に、日本人求道者のための学びを導
く。東京生まれ育ち。東京、仙台、カリ
フォルニア北部、そしてジョージア州へと
移住。子供は二人と一匹：）

2015 年8月から 2016年 4月まで、インター
ン生として奉仕。「教え」の賜物を生かし
て、日本人クリスチャンがキリストの弟子と
して成長していく過程に携わる予定。小学時
代から日本に興味を持つ。日本でのミニスト
リーの準備をしながら、人生における神の召
しを発見する事をを祈り求めている。

2015年3 月より神戸地域における協力主
事として祈りの中で導かれる。信仰に生
きる大切さを実感し、自分自身もキリス
トの弟子としてさらに成長し、又周りの
人々に仕えたい願う。イリノイ州シカゴ
にて保育士として働き、帰国後も保育現
場で、また教会にて主に仕える。

WELOME 
TO SECOND LEVEL! 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