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  2017 Fall Newsletter
~Making A Difference through Discipling ~　　

!
” 一緒に歩こう！- 主の光の中で、キリストの似姿に変えられるために ”!

「あなたがたは、以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて、光となっています。!
光の子として歩みなさい。」エペソ５：８!!!今年もメンターシップ・カンファレンスが開催されました。弟子造りと霊的成長に重荷があ

る者達と集えた貴重な機会でした。プログラム全体が、日本人に対してより効果的な弟子育
成者としてトレーニングされるために構成されていました。講師のミルハウス・ケン先生か
ら力強いメッセージを受け、またメンターとして仕えていく中で大切なスキルについても学ぶ
ことができました。その他講師の先生方からも多くの洞察と知恵が与えられました。主の祝福
が、すべての面において注がれていたことを感謝します。参加者お一人お一人が、それぞれの
地において、今後もキリストの弟子を育てる者として、心から主に仕えていくことができるよ
うにと祈ります。（２ページ目の証しもご覧下さい。）!

レイノルズ   マイク氏　　   　　      荒木泉姉　　 　　　　  大沼恵太兄　          　　 メディーナ  ホゼ兄!
（セカンドレベル理事長）　(ISMC 宣教師—カナダ)   　(音楽療法士、カウンセラー)   　（宣教師）

ワークショップや証しなどがみれます。!
http://mentorshipconference.org

                メイン講師!
ミルハウス　ケン先生!

Boston Japanese Christian Church             !
（マサチューセッツ州ボストン）!

日英共、素晴らしい言語力をお持ち
の先生が、まず日本語で、そしてそ
れを上手に英語にし、バイリンガル
でメッセージしてくださいました！Seminar Speakers　　　　　　

セカンドレベル・ミニストリーは、弟子造りに携わる者達のトレーニングとネットワークを提供しています。!
次回は、June 15-16, 2018、大阪にて開催予定！みなさんの地域でも必要がありましたら、お問い合わせ下さい。 Page 1
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2017 メンターシップ・!
カンファレンスに参加して !
　　　　　　　　　 今戸ちづ子!!今までいろいろなお知らせを頂いて
いましたが、今回初めてセカンドレ
ベルのカンファレンスに参加し、そ
の働きを身近に体験しました。会場は、神様が造られた美しい自然の中にあるリ
トリートセンターで、日ごろの忙しさを忘れ、リラックスした気持ちで向き合う
ことができました。 !　メインスピーカーであるケン･ミルハウス先生は、最初に第一ペテロから「私た
ち一人ひとりは祭司であり、神の国の中にいる互いを励まし、互いを神様に向き
合うようにしていくことは、その役割のひとつ」とメッセージしてくださいまし
た。このメッセージによって、まずこのメンターシップについての学びに向き合
うよう心が整えられました。聖書に記されているたくさんの「互いに○○するこ
と」に日頃どのように自分が心を傾け、実行しているかも振り返ることができま
した。また、聖書に見るメンターの一人として、使徒行伝からバルナバの働きを
紹介され、メンターの働きをわかりやすく語って下さいました。クリスチャンの
兄弟姉妹と、定期的に話したり、互いに祈ったりして機会は多いのですが、こう
してみことばに立ち返り、自分の役割を確認することの重要性を再認識しました。!
　荒木泉さんによるアクティブリスニングの活用、大沼恵太さんによるカウンセ
リング/メンタリングの学びを通しては、相手の立場に立つこと、相手と共にいる
こと、相手の理解に努めることなど、私たちがメンターとして仕えるとき、いつ
も心に留めておくべきことを再確認しました。また、メンターもメンティーから
も学び、互いに成長していくことが神様が望まれていることであることも感じる
ことができました。ロールプレイ体験は、最初は何だか気恥ずかしい感じもしま
したが、メンター、メンティー、観察者としてロールプレイをしているうちに思
いがけず話が発展して、自分の証や信仰生活の分かち合い、そして互いに祈りあっ
たりなど、神様は豊かな時間を与えて下さいました。 !
　私にとってこのプログラムは、日頃あまり意識せずに行っている兄弟姉妹との
関わり方を考えたり、自分がメンターとして準備できていることが必要だと考え
る機会でした。現在は、教会全体に関わる奉仕の機会が多いのですが、クリス
チャンとして兄弟姉妹を支えることについての自分の召し、互いの霊的成長に関わ
る重要性を確認し、バランスよく主に仕えるものとしてと自分が整えられるよう主
に願いたいと思います。セカンドレベルーミニストリーのスタッフの皆さん、講師
の皆さんに感謝するとともに、またこのような学びに多くの方が参加し、主の働
きに用いられるよう祈ります。

     サラ・ベル!!!メンターシップ・カンファレンス
は、私にとって本当に素晴らしい機会でした。聖
書がどれほど、新しいクリスチャンのためにメン
ターシップという関係を強調しているのかを学ぶ
ことができました。神様について求めている、あ
るいは神様を信じたばかりの日本人の友達に、ど
のようにイエス様について伝えていけば良いのか
をより良く理解することができました。また、新
しく神様を信じ始めた兄弟姉妹たちを教えるため
により良い方法を真剣に追求しているクリスチャ
ン達にも会えました。私たちの異なる背景、文化、
神様が与えて下さった多くの経験を通して、この
カンファレンスに参加者全員が、何か素晴らしい
ものを互いのために提供し、互いに学ぶことが出
来たと思います。 
 このカンファレンスは、私が今後、意図的に他者
に働きかけ、キリストの弟子造りへ関わっていく
ことに勇気と励ましを与えてくれました。私はい
つも何か間違えたことを言ってしまわないかおび
えながら話していました。しかし今、もし私が神
様に向いているなら、神様はその時その時に私が
必要としていることをはっきりと示して下さるこ
とを理解できます。それは自分自身を頼りとしな
いことです。誰かのメンターとなりつつ、私たち
は注意深く聴き、話すには遅く、そして全ての段
階において祈りと共に進んでいくことを学ばされ
ていきます。日本文化と、彼らの世界観がどのよ
うに聖書に関係しているのか理解も得ることがで
きました。兄弟姉妹達が神様の愛の中で成長して
いくお手伝いをするために、海外宣教に行く自信
が与えられて感謝です。

この
夏、３名のバプテ
スマが行な
われました!

主は素晴らしいお方です!   各々、導かれた所で、霊的
に成長されています。この夏の洗礼式は、それぞれに
とって、主キリストと共に生きることをの決心を新た
にし、救いを確信する大切な機会となりました。!

!
メンターシップ・カンファレンス

についての証し

カンファレンスにて、ケン先生と再会。!
- 今戸姉は、2003-2004にかけて、ボストンで　
先生が牧会される教会に通っておられました。
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RJC (Reaching Japanese for Christ)ミニ
ストリーのパートナーシップに感謝です。
この夏も、ウェビナー（オンラインでの
セミナー）を設けてくださいました。!
英語ですが、興味のある方は、ご覧下さい。!

“メンタリングを用いて、人々に仕える"  !
by Mayumi Pohl!!

https://vimeo.com/223853202

https://vimeo.com/223853202
https://vimeo.com/223853202
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                                                                                                          by アン・クレシーニ!!
アメリカではあまり見られないが、竹はアジアの象徴の一つです。 今年の３月
に、世界中で知られている、京都の嵐山にある竹林の小径に行きました。その竹
林は、言葉に表すことが出来ないくらい美しかったです。どこを見ても、神様の
御業がはっかり見えました。京都から帰って来た後、主人と一緒に教会で弟子訓
練のクラスを教えました。そこで、竹の奇跡的な成長のプロセスについて話しま
した。!

竹は、植えてから最初の５年間は、1インチ(約2.5センチ)以下しか土から出てきま
せん。目に見える成長は、本当に最小限のものです。けれども、６年目の最初の
３ヶ月間に不思議な成長が起こります。あっという間に90フィート(約27メートル)
にまでも延びるのです。 !

そこで質問です。その驚くばかりの成長はいつ起こっただと思いますか？ その
３ヶ月の間に１インチから伸びるのでしょうか？多くの人はそう思うでしょう。
けれども実は、最初の５年間に、目では見えない土の下での大きな成長があった
のです。そして、時が満ちた時、地上において著しい成長が可能だったのです。そ
の５年間は、竹が90フィート(約27メートル)にも伸びるための根ができ発達する
ためになくてはならない時期だったのです。目で見ることができなくても、その
ような強い根がなければ、巨大な竹は必ず倒れてしまいます。!

弟子訓練も同じです。新しいクリスチャ
ンは、イエス様と歩み始める時、最初は
あまり成長していないように見えるかも
しれませんが、実は、竹の成長と同じよ
うに、神様が秘かに信仰と知識の根を作
り上げています。クリスチャンは、神様
と時間を過ごすことを通して霊的に成長
します。けれども、新しくクリスチャン
になったばかりの方々は、多くの場合、
どのように聖書を勉強したり、祈ったり
したらよいかわかりません。先に救われ
た、クリスチャン暦が長い者達は、神様
の働きにより頼みながら、聖書の学びや
祈りを通して、新しいクリスチャンの成
長を手助けしましょう。きっと彼らは、
竹と同じように、時が来る時、信仰の成
長が見られるでしょう。!

アン・クレシーニ 
アメリカのバージニア州で生まれ育ったア
ンは、出身地バージニアを愛しているが、
神様に日本へ導かれ、１６年間日本で生活
している。福岡県宗像市在住。ライター、
ブローガー、北九州大学教員。宗像にある
地域教会では、通訳、また弟子訓練のクラ
スを担当。様々なトッピク（英語の教科書、
日本のガイドブック、日本文化）について、
これまで12冊の本を出版。Reaching the 
Japanese for Christ (RJC)の働きでは、
RJC Academyのオンラインクラスを担当
し、毎年ロスにあるRJCカンファレンスで
セミナー講師として奉仕。才能豊かな夫の
リズと一緒に神様に奉仕することを楽しん
でいる。日本で生まれ、日本で育つ娘３人
ミア(11）、アビ(10)）、エミ(8)との５人
家族。アメリカ人に見えるけど、お母さ
んと同じくらい多弁が上手い。日本をこよ
なく愛し、日本人にイエス様の素晴らしい
愛を伝えるため、今後も日本で神様のため
に仕えたいと願っている。!

アン・クレシーニ著作 
“Barefoot Gaijin : Loving Japan Without Losing Myself ” 

“Social Issues Facing Modern Japan”  
セカンドレベル・ストアーにても取り扱っています。 

http://secondlevel.org/?page_id=1198　　　　

アンによる、楽しく日本文化につい
て学べるバイリンガルブログ： 

ameblo.jp/annechan521 
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      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（HIRAKATA） 支店 
   　  普通４３８２９５１

!  セカンドレベル・ミニストリー　　 !
ウェブサイト: www.secondlevel.org  　 https://youtu.be/n8_R_2wszMY!

メールアドレス: dainidankai@seocndlevel.org!
2841 Greystone Lane, Atlanta, GA 30341　　770-316-8712

② アメリカ国内 

（小切手のお送り先）    　　 
Second Level Ministry　
2841 Greystone Lane 
Atlanta, Georgia 30341

③その他各国より　　　             
(クレジットカードご利用の際）                          
www.paypal.com                                       
                    
郵送先メールアドレス:                                            
dainidankai@secondlevel.org  

ジェアミー、リジー・ブルックス!
ジョージア大学でミニストリーに携わっていた際、キャンパスミニストリー
や地域教会の働きを通して、自分たち自身も弟子訓練され、また主の弟子
造りに貢献してきた。全ての人々へ福音を届けよ、との主の願いを受け、
その中でも特に日本人への弟子造りへの重荷が与えられている。ジェアミー
は一夏を福岡で過ごし、新たに神様に仕える人々を弟子訓練する機会も与
えられた。!
 すべての働きは、イエス様によるマタイ28章19−20節、またパウロによる
第二テモテ2章2節に価値を置き活動している。「弟子を造り出すことがで
きる弟子を育てる」ということをビジョンに持ち、日本人クリスチャンを
励まし、支え、弟子造りがなされていくことを重荷としている。!!実を結ぶ日本人への弟子造りを目指し、セカンドレベル・ミニストリーを通して

仕えることを導いてくださった主に期待と感謝。ジェアミーは弟子訓練コーチ、
また教会開拓チームとして、リジーはコミュニケーション・コーディネーターと
してミニストリーで奉仕。サポートレイズの必要が満たされ次第、フルタイムへ
移行予定。二人は大学で出会い、その後すぐに結婚。彼らはアトランタに移り、
来年には第一子の誕生を予定。

また、この春より、二人のインターン生が与え
られています。事務の仕事を中心にお手伝いし
てもらう中、この働きに携わりつつ主の弟子造

りについても学んでいます。    !

野田香穂里          ウッド賛美  

NEW STAFF!
~ Making Differences in Discipling 

Together~

Welcome Brookses !

to Second Level! 

We now accept Zelle!  
U.S. にお住まいの皆さんに用
いて頂ける新しいオプション
です。銀行間の送金がメールア
ドレスで簡単に行なえます。詳
細は、ご利用のオンラインバンキングをご覧下さ
い。 セカンドレベルの働きのために捧げてくださる
方は、このメールアドレスをお用い下さい:  
dainidankai@secondlevel.org

NEW 
Option

～　2017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。）

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