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なんと奇跡的な夜だったことでしょう、、、！留学中だった三⼈の⼤学⽣達は、神様のことをもっ 
と知りたいという思いでとても興奮していました。最初のバイブルスタディーへ向かう道中でさ 
え、⾞の中でも涙ぐむほど、主がすでに彼⼥達に触れてくださっていたことが明らかでした。 

カフェのテーブルに座りながら、私達（クリスチャン３⼈）は、彼⼥達と証を分かち合うことから 
会話を始めました。そして、⽇本⼈の神概念と聖書が語る創造主なる神との違い、イエス様の⼗字 
架の意味等について話しました。３⼈共すぐにでも信じる決⼼が出来るようでしたが、もっと知る 
ことへの意欲が強かったので、イエス·キリストを救い主として受け⼊れたいかどうか聞く前 
に、First Level（セカンドレベル出版）の「神とは」という章を⼀緒に⾒ていきました。神様がど 
れほど驚くべき⽅でり、主権を有する⽅であるにもかかわらず、個⼈的に私たちを愛してくださる 
⽅であるとことを聖書から⼀緒に⾒ました。それから⼗字架の意味を説明し、イエス様を⾃分の罪 
からの救い主として信じるおいのりを⼀緒にするように招くと、３⼈共、迷うことなく「信じた 
い」と⾔ってくれ受け⼊れたのです！彼⼥たちの⼼が柔らかくされたことを⽬の当たりにし、⼀⼈ 
⼀⼈の⽬が真実へと開かれた主の御業に驚くばかりでした。私たちは否定することのできない、明 
らかな聖霊のご臨在と救いの働きを共に体験しました。 

その夜から、３⼈は⽣きる喜びと新しい歩みへの期待で満たされています。主の働きによる彼⼥た 
ちの変化は鮮明です。良い⼟壌作りの時期に費やしたいのりと労苦の実り、そして芽が出た後、ク 
リスチャンとして成⾧するための学びへの移⾏はとてもスムーズで、３⼈は⽇に⽇に主の呼びかけ 
に喜んで従い、信仰的に成⾧していきました。毎週彼⼥達と会い、クリスチャンとしての歩みに必 
要な基礎の学びを集中して進めました。彼⼥たちは、救いの証を分かち合い、去る１２⽉９⽇にバ 
プテズマを受けました。周りのルームメイト達すらも、彼⼥たちがクリスチャンになった後、その 
変化に気づいたようでした。証を友達に分かち合うよう励まし、みんなでさらなる救いの魂のため 
にもいのりました。彼⼥達は主の願いに忠実に従い、もうすでにキリストのの証⼈として家族や友 
達のために⽤いられ始めています！現在３⼈共、⽇本に帰国しています。イエス様との歩みに近く 
とどまれるよう、セカンドレベルからそれぞれに メンターを紹介しました。また、地域教会につ 
ながっていく準備をしています。 

どうか、それぞれの歩みの上に主の守りがあるようにおいのりください。また、主の⼤いなる光と 
して、彼⼥達が他の⼈々の証となれるようおいのりください。 (written by ポール真⼸） 

Ministry Updates

３名の救い

新年のご挨拶 （セカンドレベル·ミニストリー理事 糟⾕恵司） 

今年は、ここジョージア州アトランタでも、また⽇本でも、例年になく⾮常に寒い冬です。雪だけではな 

く、記録的な寒さの⽇々が続き、年末の休暇で家族旅⾏から戻った夜には⾃宅の⽔道管が破裂するというア 

クシデントで新年を迎えました。暖かい春が待ちどうしい今⽇この頃です。 

上の御⾔葉は、私たちが取り巻く状況に左右されるのではなく、毎⽇が神様からの贈り物であり、主の栄光 

のために仕えていくことを覚えるようにと教えています。⼈⽣に困難はつきものですが、神様はいつも素晴 

らしく忠実なお⽅です。今年２０１８年、⽇々主のいつくしみを覚え、感謝の⼼を養い、どんな状況下でも 

感謝しつつ⽣活したいものです。 

「天の下では、何事にも定まった時期があり、全ての営みには、時がある。  
⼈は、⽣きている間に良い⾏いをし、神に喜びを持つほどすばらしいことはない。」 

 伝道者の書 ３章１節、１２節 



DETROIT 
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Equipper Conference 2017 
organized by our partner ministry organization, JCFN 
(Japanese Christian Fellowship Network) 

３年前、⼩林愛さんという姉妹がカナダから⽇本への帰国前、セカンドレベル·ミニストリーにメンタ 
リングを申し込まれました。帰国前の数ヶ⽉間、週⼀回のペースで源和⾹⼦姉（協⼒主事）からメンタ 
リングを受ける中で、⽇本へ帰国することについての不安を分かち合い、どんな時でも主の御⼼を求め 
ることを実践し、そして御⾔葉を蓄えることに集中した時間を⼆⼈で持っていました。その頃愛さんは 
まっすぐな信仰を持たれつつも、帰国に向けて少しでも準備をすることで頭がいっぱいのようでした。 

いざ帰国してみて、メンタリングを受けていた時に学んだことを思い出すことがたくさんあったようで 
す。メンターと⼀緒に学んだことによって、ただ聞いて終わるのではなく、真理を⾃分のこととしてプ 
ロセスする体験されました。学んだ御⾔葉によって励まされ、慰められたことも多々あり、帰国しても 
クリスチャンの交わりと学びの中で成⾧させられていることは本当に⼤きな恵みです。 

嬉しいサプライズが与えられました！源姉と愛さん、両⽅が今回イクイッパー·カンファレンスに参加 
していたのです。実はそれが、スクリーン無しで顔と顔を合わせての初対⾯でした。⽇本帰国前にメン 
タリングをしていたことが実りとなっていることを確信させられる機会となりました。愛さんのうちに 
は信仰の成⾧がはっきり⾒られ、皆で主を賛美しています！帰国者を整える⽬的で開催されているこの 
カンファレンスに来るたび、帰国者たちがメンタリングのニーズを持っていることが明らかにわかりま 
す。「個⼈的な」信仰のサポートを多くの⽅々が必要としています。 

メンタリングは、時には本当に短期間のみのものです。もちろん、何年も続けておられる⽅々もおられ 
ます。必要な時に、必要な形で、若いクリスチャンたちをサポートするために、みなさんも少しの時間 
を主に捧げてみませんか？ セカンドレベルは、メンタリングのプランニングやリソースの提供など、 
お⼿伝いさせて頂いていますので、いつでもお問い合わせください。 

メンタリングによる実り

左：⼩林愛さん 
右:  源和⾹⼦ (セカンドレベル· 

ミニストリー協⼒主事)

2017年秋にはミシガン州デトロイトにあるSt. Matthew Churchで奉仕させて頂く機会が与えられました。毎週 
約100⼈もの⽇本⼈（未信者）が英会話や聖書の学びのためにこの教会に⾜を運びます。教会内のサインさえも⽇ 
本語になっています。現地のアメリカ⼈クリスチャン達は、忠実に⽇本⼈宣教のために励んでおられます。 

ここでの働きは伝道に重きを置いていますが、今回のトレーニングの⽬的は、⽇本⼈伝道に携わるボランティアの 
⽅々が、伝道の過程においても、イエス·キリストが⼤宣教命令を通して語られた「弟⼦を作っていくように」と 
の励ましを常に念頭においていて働きを進めていくことについてでした。たとえ伝道の前の段階 (pre- 
evangelism) でも、この⼤きな全体像を頭の中に⼊れておくことは⼤切です。なぜなら私たちは⼈々の必要を満た 
すために忙しく仕える際、主ご⾃⾝が持つ宣教に関する本来のビジョンを忘れてしまうことがあるからです。 
私たちが⼤宣教命令をしっかりと⼼に留めている時、私たちの捧げ⽅、そして仕え⽅は変わってきます。 

「それゆえ、あなたがたは⾏って、あらゆる国の⼈々を弟⼦としなさい。そして、⽗、⼦、聖霊の御名によって 
バプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。⾒ 
よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」（マタイによる福⾳書28章19-20節）    

この働きを通して主が魂の収穫を豊かに与えて下さるようにいのりしましょう。救われる⽅々が起こされ、キリス 
トの弟⼦が育てられていきますように。 

右: St. Matthew Churchスタッフ

 written by マット·バラニー 
セカンドレベル·ミニストリー協⼒主事 

イクイッパーコンフェアレンス２０１７に参加させて頂く機会を与えられ⼤変光栄に思います。カリフォルニア州ロサンゼルスにある、マリ 
エッタスプリング·クリスチャンコンフェアレンスセンターにて⾏われました。約400⼈が参加していました。私はこれまでそんなにも多くの 
⽇本⼈クリスチャンの⼈たちが集まっている光景を⾒たことがありませんでした。それは本当に素晴らしい光景でした。 

今回、セカンドレベル·ミニストリーのスタッフとして参加し、弟⼦造りができるメンターやメンティーを探し、必要な⼈々が繋がっていくこ 
とができるよう努め、また弟⼦訓練のために役⽴つテキストや資料等を提供しました。弟⼦造りのビジョンやゴールをシェアすることは喜びで 
したし、それに加え、セカンドレベルの働きについて報告する機会も感謝でした。⽇本⼈ミニストリーに関して同じ重荷や情熱を抱いている 
⽅々にも会うことができました。彼らは⽇本⼈クリスチャンのためにメンタリングや弟⼦訓練を提供しているセカンドレベルの存在について学 
びたいと関⼼を⽰してくれました。また、神様がセカンドレベルの働きを通して、弟⼦を育てることができるクリスチャンがさらに⽴ち上がら 
せて下さるように、と祈ってくれました。 

私のハイライトは、スモールグループでの深く充実した時間、多くの⽇本⼈たちが⽇本語で賛美をしていた場にいれたこと、そして、⽇本⼈ク 
リスチャン達が信仰の成⾧を追い求め、お互いが繋がれるるよう協⼒し合っているところを観れたことでした。またある夜、私は、部屋が埋ま 
るほどたくさんの⽇本⼈クリスチャン男性が歌ったり、⾝を寄せ合っていのったり、説教者の話を熱⼼に聞き⼊ったりしている姿を⽬撃しまし 
た。それは本当に信じられないほど素晴らしい光景で、私が⽇本の国民の為にいのっているビジョンでした。 

コンフェアレンスのテーマは「⾃由」というところに焦点を当てていました。⽇本⼈がイエス様と関係を持つことによってこの⾃由を得、そし 
て他の⼈々にイエス様について伝えていくことが出来るよういのります。栄光の主がこれからも賛美され、私たちが皆、イエス·キリストに 
あって本当の⾃由を⾒つけることができますように。⽇本⼈がイエス様と出会い、とどまっていくことができますように！ 



 私たちが「救われている」という恵みは、深い 
真理の奥義ー知恵と知識の富ーに包まれていま 
す。神が新しいいのちを与えて下さったので、 
私たちはそのいのちにふさわしい歩みを求める 
ことが⼤切です。 

救い主であるイエス·キリストについて、また 
神の私たちへのご計画と願いを知れば知るほど、 
「キリストにある⾃分」がどれほど豊かな存在で 
あるのかが⾒えてきます。キリストのうちに⾒出 
すアイデンティティーをしっかりと握ることに 
よって、神が私たちに願っておられる⽣き⽅を発 
⾒できます。間違った古い⾃⼰像から解放され、 
神の⼦どもとしての真実な姿を理解するなら、  
⽤いられる器として整えられていきます。 クリ 
スチャンとして成⾧するために、キリストにある 
アイデンティティーを取り扱うことは必要不可⽋ 
です。 

このテキストを通して、救いによってもたらされ 
た新しいアイデンティティーについて語られてい 
ることを聖書から学び、⾃分の⾒⽅を神の⾒⽅に 
軌道修正していきましょう！ 

お求めは、アマゾン、セカンドレベル·スト 
アー、あるいはお近くのキリスト教書店まで。 

MIAMI EVANGELISM TRAINING

⽇時：2018年6⽉15-16⽇ 
 

場所：新⼤阪ユースホステル 
 

テーマ： Together  
みんなでやろう メンターシップ 

 
エペソ ４章１２節 

「それは、聖徒たちを整えて奉仕の 
働きをさせ、キリストのからだを 
建て上げるため(なのです。) 」 

 
詳細、お申し込みはこちらから: 

www.mentorshipconference.org  

お知らせ

2018 メンターシップ 
カンファレンス⼤阪

新刊 聖書の学び テキストブック  
「キリストにあるアイデンディティー」

12⽉の末、⽇本⼈に効果的に福⾳を伝えることに関する異⽂化トレーニングを提供する機会を頂きました。⽇本の⽂化や価値 
観が⽇本の霊的状態やミニストリーにどのような影響を与えるのか取り扱いました。私たちが⽇本⼈へ伝道するために、その 
⽂化を深く知ることは必要不可⽋です。⽂化と価値観を知るなら、その⼈々との交流の仕⽅や聖書の真理の宣べ伝え⽅が変 
わっていきます。 

マイアミにおける⽇本⼈宣教はとてもユニークです。この団体は⽇本⼈クリスチャンとスペイン語を話す⽇本好きの⼈々で成 
り⽴っています。今回のトレーニングは⽇本語で⾏われ、スペイン語に通訳されました。マイアミでの⽇本⼈宣教の上に主の 
祝福があるようおいのりしていきましょう。 

⼀つの集会では、直前になって多くの未信者が来られることがわかり、予定していた伝道トレーニングのプランから、シンプ 
ルに福⾳を伝えるメッセージへの変更が必要でした。そのグループには、真理を探し求めている⼈達がおられることが明らか 
でした。この機会は、地域の⽇本⼈クリスチャンと繋げるためにとても重要な時となりました。これから、「普段⾏われてい 
る聖書の学びにも来たい」と意思表⽰してくださいました。私たちの願いは、地域のクリスチャンが聖霊によって⼀つとさ 
れ、効果的に地域の⽅々にイエス様の愛を差し伸べるようになることです。「私は福⾳を恥とは思いません。福⾳は、ユダヤ 
⼈をはじめギリシヤ⼈にも、信じるすべての⼈にとって、救いを得させる神の⼒です。」  （ローマ⼈への⼿紙1章16節）  
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② アメリカ国内 
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Second Level Ministry  
2841 Greystone Lane 
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New Option: ZelleSM 
オンラインバンキングでの送⾦ 
dainidankai@secondlevel.org 
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                  www.paypal.com   
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セカンドレベル·ミニストリー 
ウェブサイト: www.secondlevel.org       メールアドレス: dainidankai@secondlevel.org       電話: (770) 316-8712 

2841 Greystone Lane, Atlanta, GA 30341 

      秋のサポートレイズ期間を終え、2017年12⽉より、セカンドレベル·ミニストリーの主事 
として、ブルックス夫妻の働きは正式に始まりました。４ヶ⽉間集中して、主が与えてくだ 
さったビジョンを確信しつつ周りの⽅々と分かち合い、賛同してくださるパートナーの皆さん 
とのチームを築き始めることができ、⼼より感謝申し上げます。必要を満たしてくださった主 
の御業を賛美しています。これからセカンドレベルの働きを通してブルックス夫妻の働きが⽤ 
いられ、主がどのようにミニストリーを導いてくださるのか⼤いに期待しています。 

  早速、⽇本⼈留学⽣達とバイブルスタディーを始めたり、同じアパートに住んでいる⽇本 
⼈達との関係作りを築いています。3⽉にはまた新しく到着する学⽣達のアウトリーチが始ま 
るので、主の導きを期待しています。地域の開拓教会においては、「ミッショナル·コミュニ 
ティー」として、内から外へと働きかけることを視点に⼊れたトレーニング要素を持つスモー 
ルグループや、キリストの弟⼦造りができるコミュニティー作りがすでに始まっています。⽇ 
本⼈クリスチャン達がさらに成⾧し、共に主の栄光を現わしていくことができるよう、セカン 
ドレベルのチームとして主にお仕えしていきたいと願っています。

∼ 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。） 

マット·バラニー 
         （協⼒主事）Mobilizer 
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      マットは、ニュージャージー州ウッドブリッジ出⾝。６⼈ 
家族で、４歳の時にイエス様を救い主として信じ受け⼊れ 
た。8才の頃からイエス様のために仕え、⼈々に主の愛を伝え 
ることの召命を感じていた。宣教への想いが強くなると共 
に、異⽂化、特に東アジアの⼈々と繋がるようになる。2007 
年主は、⼼に特に⽇本への想いを与えてくださり、⽇本⼈が 
神様と出会うことへの切望は⼤きくなるばかりだった。 

2016年2⽉より、セカンドレベル·ミニストリーを通してボラ 
ンティアとして、実際に⽇本⼈ミニストリーへ関わり始め 
た。2017年秋より協⼒主事として、弟⼦造りへの働きかけ、 
カンファレンス関係での奉仕、ソーシャルメディアの管理、 
そして⽇本語の開拓教会におけるリーダーシップを担ってい 
る。現在ジョージア州アトランタ在住。 

ジェレミー·ブルックス （主事）Discipleship Coach and Outreach Coordinator 

リジー·ブルックス （主事） Coordinator of Ministry Communications and Relations

スタッフ近況報告

GREETINGS 
FROM ATLANTA 

STAFF


