
 

2016 メンターシップ・カンファレンス 
セカンドレベル・ミニストリーは、キリストにある弟子造りを励ます働きの一環として、今年１月に４日間にわたる「メン
ターシップ・カンファレンス」を開催しました（ジョージア州アミカロラフォールズ・パーク）。喧騒から離れ、自然の恵
みに満ち、素晴らしい時を過ごせる場所でした。このカンファレスは４日間だけでしたが、それは一生涯の宝となる気づき
とトレーニングを提供するものでした。ほとんどはアメリカ南東部からでしたが、日本、カナダ、カリフォルニアのクリス
チャン達も、日本の霊的必要を満たして行くために仕えて行くことに心を一つにし集まりました。メンターシップは弟子造
りにおいて非常に重要な要素であり、メンターシップに力を入れることは、キリストの弟子が育てられて行くためにとても
有効的です。参加者達は、どうすれば新しい日本人のクリスチャンに対して、愛と配慮あるメンターになれるか、また効果
的に弟子を育てて行く事ができるかを学びました。講義やイベントスケジュールが設けられ、参加者達は、同じ重荷を与え
られている者として結束力を強められ、キリストの弟子を造って行く者として、メンターとしての資質を具体的に学びまし
た。プログラムにおいては、講義に加え、能動的、または受動的な課題を与えられ、メンタリングを提供する側とされる側
の視点を体験し、主に仕える者として整えられて行きました。今後もそれぞれが遣わされた場で、主によって尊い器として
用いられていくことと信じています。              

次回「メンターシップカンファレンス」は、2017年６月２−４日に開催予定！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"
今後の課題を踏まえて、より素晴らしいカンファレンスとなるように準備が進められて行きます。　　　　　　　　　　　"

詳細は、後ほどアナウンスさせて頂きます。

2016 Spring Newsletter
     ~Making A Difference in Discipling ~

メンターシップ・カンファレンス　ビデオ: http://youtu.be/_t7rxS9nFwQ "
ウェブサイト: www.secondlevel.org"

Facebookコミュニティー:"
https://www.facebook.com/Second-Level-Ministry-292616064135700/

Continued on page 2….
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 Testimones:

昨年のクリスマスに洗礼を受けて、このタイミングでカンファレンス参加に導かれたこと、神様に本当に感謝しています。僕はこ
のカンファレンスで多くのことを学びました。スピーカーの方々の話、スモールグループでの交わり、全てが貴重な体験でした。
今回のカンファレンス中に、留学生伝導について神様に語られました。まだまだ学びが必要ですが、自分が霊的に成長しながら
も、福音を述べ伝えることができると気付かされました。僕は教会の学生バイブルスタディに参加しています。又、キャンパスに
おけるクリスチャングループで、student leader をしています。それらの場で僕が用いられて、留学生が一人でも多くに神様のこ
とを知ってもらいたらなと思っています。カンファレンス後、キャンパスのイベントで会った人やクラスメートをイベントや教会
に誘っていますが、来てくれる人はまだまだわすがで、伝導とは難しいことなのだなと、改めて実感しております。マタイ10:34
「地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、つるぎを投げ込むためにきたのである」とあるように、
伝導は一筋縄にいくことでは無いと思いますが、今、神様が僕に与えられておられる事の一つが留学生伝導ですので、祈りなが
ら諦めずに続けていきます。"

このカンファレンスに参加し、同じ想いと価値観を持った素晴らしい人たちと出会うことができ、とても感謝しています。
この数年間、神様は私たち家族に、全てを捨てて大宣教命令のためにイエス様に従うよう確信させ続けてくださいまし
た。神様の恵みで、そのような歩みを続けてきましたが、悲しいことに、多くのクリスチャンにとってこの生活はあまり
一般的ではないので、様々な状況において理解されず、孤独を感じることがありました。このカンファレンスでは、スピー
カーや参加者が、それぞれの挑戦や行き詰まりを分かち合い、とても励まされました。また、これに参加する事によって
私たち家族を強い確信へと導かれる神様の御手を見る助けにもなりました。  
国内、また国外における日本人教会において、弟子訓練とメンターシップが非常に必要であるという事実に行き詰ってい
ました。神様は、このセカンドレベルの働きとキリストの弟子造りに焦点をあてたこのようなカンファレンスを、日本に
おける弟子訓練の必要性を気づかせるために用いられ、大宣教命令のための働き人を起こされるだろうと感じました。 
最後に、このカンファレンスの後、将来日本でこのようなカンファレンスを開きたいという夢を持つことができました。
きっとたくさんの人々がこの活動に加わりたいと願う事を期待しています。 

メンターシップ・カンファレンス　講師"
大上高弘師 - メインスピーカー、引退宣教師"
清水摂 (真ん中) -ワークショップ講師, JCFN U.S Director"
荒木泉 (右)- ワークショップ講師, ISMC(International Students Ministry Canada)  
" " " " " " " Missionary in Vancouver"

平井圭子

大西邦嗣

楢崎純平
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このカンファレンス中は、帰りたくない気持ちでした。それと同時に自分が得た恵を早く伝えたい思いで溢れてもいました。
ここでの出会い、学びは私にとって一生のものでした。気付かされたことも多くあり、神様から頂いたものに心から感謝で
す。現地に帰ってからは、行動と言葉にだし、はっきりとキリストの福音を伝えたいと思っています。このカンファレンスの
参加者は皆、私の模範である方々だと、交わりを通して会話をする中、お話を聞かせて頂く中でしみじみ感じ思いました。お
一人お一人に感動し、私もそんな風に神様と歩みたいと思いました。あまりもの恵みで頭がいっぱいです。すべてのプログラ
ムから私のこれからのＣｈａｌｌｅｎｇｅもはっきり示され、具体的に考えることが出来て、本当にこのカンファレンスの企
画から準備まで全ての事、時間をかけて行って下さった皆様に心から感謝しています。私も周りの人々と共に霊的な成長を一
緒にしていきたいので、今回学んだ事をしっかりと生かし、次のカンファレンスまで楽しみにしています。"
素晴らしい学び、恵み、空間、時を神様感謝します！セカンドレベル・ミニストリーの皆様ありがとうございます！



FNBD「Friday Night Bible Dinner」(神戸) 　　

セカンドレベル出版よりの「キリストの弟子として生きる」を用いてのスモー
ルグループの一つ（女性）が神戸で持たれています。食事の交わり、深く聖書
を読み解き、ディスカッションと分ち合いを通して、神様との関係を深めて行
きます。皆それぞれ違う職業につき、また、違う教会へ通っていますが、キリ
ストの弟子として焦点をあてた学びを通して分ち合いをする時、本当に神様は
一人一人の人生に豊かに関わっておられることを体験させられています。この
テキストは、「セカンドレベル・ストアー」（ホームページよりアクセスでき
ます）やアマゾン、ゴスペルライト・ストアー (http://www.gospel-light.info)  等
にて手に入ります。 

「excellence」を追求する ! ! ! ! ! !
by ポール真弓（セカンドレベル・ミニストリー総主事）!

私たちがミニストリーとして常に祈りに覚えている事の一つは、働
き人です。「収穫は多いが、働き人は少ない」（マタイ9:37）から
です。ここ数年特に「excellence」を追求する事を意識的に努めて
います。それは新しいスタッフだけに関してではなく、ミニストリー
全般においてです。主の働き–宣教−とは、私たちの自己満足や個々
の利益を得るためでないのは言うまでもありません。神が私たちを
召されるとき、私たちの思いを超えて遥かに素晴らしいことを成さ
れる主に信頼して、私たち自身を捧げて行くのです。!

私たちが出来る事は本当に限られています。けれでも、主は私たち
の弱さを通して働かれます（第一コリント4:7）。主は、一人一人
に特別な経験、性格、才能や賜物を与えて下さいました。私たちが
それらすべてをどのように主のために用いてきたのかが問われる時
が来ます（ルカ12:48, マタイ25:14-30) 。「excellence」を追求す
ることは、「完璧」を求めることではありませんが、私たちの最善
を主に捧げたいという心を主はご覧になっておられるでしょう。神
がカインのではなくアベルの最善の捧げものを受け入れたように、
どのような捧げものが主に喜ばれるのかということについて考えて
みる必要があります。!

セカンドレベル・ミニストリーの働きは、大宣教命令 （マタイ
28:19-20）に忠実であることを基盤におき、日本人クリスチャンの
弟子造りに貢献しています。この働きを進めて行くにあたって、
「excellence」を備える者達が与えられるように、との祈りに主は
答えて下さり、新しいスタッフが与えられました。バーガー綾子姉
（右）協力主事と現在準備中のフルタイムスタッフです。主を心か
ら愛する事はもちろん、与えられた召しにしっかりと答えていくこ
とのできる方々です。主を第一にする信仰生活ゆえ、成す事すべて
において「実り」が明らかにされています。もちろん主ご自身が実
りをもたらす方だからこそ、主に留まっているなら当然おこってく
ることです(ヨハネ15:1-8)。!

何事においても捧げるものを妥協するとき、そこには結果が伴いま
す。主に受け入れられないだけでなく、他者を傷つけることもあり
ます。ミニストリーにがダメージを与える事もあります。あるいは、
周りに証しする機会を台無しにすることもあります。主の御国建設
が成されて行くために、私たちのすべて、そして「excellence」を
持って仕えるために、「excellence」を十分に備えているスタッフ
とチームで、主に、また人々にお仕えさせて頂きたいと思っていま
す。綾子姉を始め、この働きに携わるすべての者がみこころを求め
つつ、セカンドレベルの働きを通して主の栄光が現わされるように
お祈り下さい。

   "

"

バーガー綾子 - 協力主事!

東京生まれ育ち。アメリカにて洗礼を受けるが、数年
間は自己中心で実のない信仰生活を送る。現在の教会
に通い始めてから、あわれみ深い主の導きにより、神
様の無条件の愛を自分のものとして受け取り、イエス
キリストを自分の人生の主として心に迎えた。"

その頃からセカンドレベル・ミニストリーの「１５ス
テップレッスン」やスカイプでの学びにも参加し、弟
子訓練を受け、教会での子供ミニストリーでの奉仕、
スモールグループでの学び、メンタリング等を通して、
主が成長を与えて下さり、キリストに導かれて生きる
喜びを味わうようになる。"

御霊に満たされた豊かなクリスチャン生活を体験して
から、主イエスにある、心に溢れ出す喜びと変わらな
い平安を一人でも多くの人に知って欲しいという熱い
思いで、失われた者に福音を伝えることに励む中、
2015年よりセカンドレベルのステップレッスンを使っ
て弟子造りを目的とした学びを導く機会が与えられ、
イエス様の弟子を造って行く事への強い重荷も与えら
れる。2016年春より、協力主事として関わるよう導
かれる。"

新スタッフ紹介

村田佳子 (左) ー協力主事
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Wakako’s Adventures!  

源和香子（協力主事）は、夏の沖縄宣教旅行（５月２３日ー６月２５日）
に向けて準備しています。この宣教旅行は、セカンドレベルがスポンサー
しており、弟子造りの機会を提供させて頂きます。ニュースレターを通
して彼女の活動を報告致しますので、皆様も是非祈りで、また経済的支
援を持ってこの宣教のための尊い一部となって下されば幸いです。"

Improvement

この春、セカンドレベルは、より「無駄の
ない」働きをするために工夫してきました。
より効率的なコミュニケーションをチーム
でとり、また、長期的にキリストの弟子が
さらに弟子を造って行く事を目指し、その
ために短期的なゴールを目指しています。
アメリカの海軍隊長シールズのモットーは、
「一番安易な日は昨日である」でした。　
これからもセカンドレベルは、日々、弟子
造りの働きをより前進させるために工夫し、
神と人に精神誠意仕えていきます。"

"Christian Today” にて、セカンドレベルの働きが取り上げられました。!
http://www.christiantoday.co.jp/articles/19560/20160302/mari-

paxton-japanese-ministry-8.htm

Second Level Ministry　　 !
Website: www.secondlevel.org     E-mail: dainidankai@seocndlevel.org!

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

　　　       　　　   
 　 ① 日本国内"

  　　 郵貯銀行　 
 　　  記号14160 　番号71120121　　　　 
   　　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       　　    

（Check payable to）     
Second Level Ministry　
2841 Greystone Lane 
Atlanta, Georgia 30341

③その他　              

 (クレジットカードにて）                          
www.paypal.com                                         
                      
Please send the contribution to:                                            
dainidankai@secondlevel.org  

　～　2016年度　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。）

http://www.secondlevel.org/wp-content/uploads/Wakako-2015-winter-ENG.pdf"
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６月２５日（土）４pm～"

東京都品川区にて、キリストの弟子
造りを励ます内容のセミナーを開
催予定。興味のある方は、下記メー
ルアドレスまでお問い合わせ下さい。

６月１９日（日）１pm～"

十字架福音教会（沖縄県読谷）
にて、霊的成長を励ます内容
のセミナーを開催予定。

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。
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