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れた理由が何かあると感じていました。神は
いつでもご計画を持っておられます。私はイ
ザヤが主の声を聞いた時に語った言葉が好き
です。「私は、『だれを遣わそう。だれが、
われわれのために行くだろう』と言っておら
れる主の声を聞いたので、言った。『ここに、
私がおります。私を遣わしてください。』（イ
ザヤ6：8）心と思い、体を主のために用いよ
うと願っている者は、このように応えるので
す。!

次の日、私はコリン兄と会い、主が彼と定期
的に会うことを意図されているのかどうかを
知るために、できるだけの時間を一緒に過ご
しました。そして、主がこの機会を備えられ
ていたことがはっきりしてきたのです。私は
コリン兄に、聖書の勉強を一緒にしないかと
尋ねました。このことは彼自身の弟子訓練の
始まりとなり、今現在のメンティーとメンター
の関係へと徐々に変わっていくきっかけとなっ
たのです。それ以来、私達は毎週スカイプで
祈りと聖句を学ぶための時間を持っています。!
毎週のミーティングでのハイライトの一つは、
聖句の1、2節を覚えることです。そしてその
箇所について、しっかりと観察し、話し合い
ます。多くの人が、その箇所の意味について
よく知らずに覚えているようです。コリン兄
は、御言葉に対して私と同じ情熱を持ってこ
の計画に応答してくれ、私たちは何か特別な
主のご計画の中にいるという確信がありまし
た。人は、価値ある目的がわかる計画に関わ
りやすいものです。暗記すること自体に意味
があるのではなく、私たちが真実を追究して
いく信仰と、神の御言葉に秘められている知
恵を合わせると、真理が生きて私たちの人生
に影響してくるのです。私は聖句の暗唱を励
ましていくための計画と手段を考えました。
暗唱聖句のために用いて頂ける「バイリンル

コリンとの出会い!
第二テモテ2:2とマタイ28:19−20にある命
令、そしてイエスと使徒たちがそれを実践
する姿を思いつつ、私はキリストの弟子造
りに努め、他の人々にも同じようにするよ
う勧めてきました。どのように教え、キリ
ストの弟子を育てることができるのか追求
してきました。!!
新約聖書に見られる命令に従順であり、キ
リストや使徒たちの生き方に習うことによっ
て、私たちは神への愛を示すことができま
す。イエスの働きの大部分は弟子を育てる
事でした。彼は、私たちにも同じことをす
るよう命じています。イエスは何百人もの
弟子を育て、12人を選び彼らのメンターと
なりました。この12人はイエスの働きを近
くで見て、それに倣いました。御子なる神
とその使徒たちの生き様は、私たちの模範
です。パウロは、私たちが神に似た者とな
るべきだと書いています。(エペソ5:1)　　
神の力によって、そうなることができるの
です。!

いつの日か私たちは、イエスの御前に立ち、
神が与えてくださったリソースや霊的賜物
をどのように使ったのか、申し開きする時
が来ます。 私たちはそれらを、あるしもべ
のように土の中に埋めてしまっているので
しょうか。それとも、賢いしもべのように
神の御心に応じて、与えられたものを神の
栄光のために用いていますか。(マタイ25：
19−30、第一コリント10:31）!!
聖書の学びと祈りのために、数人の日本人
男性たちと会っていた数年前のことです。
その日は、瀬分善久コリンさんという日系
アメリカ人の方が初めて来られていました。
私は、主が彼を私たちのもとに連れてこら
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ガル御言葉カード」は、セカンドレベル・
ストアーにて取り扱っています。!
http://secondlevel.org/?page_id=1198!

!
コリン兄よりの言葉!

「この練習の目的は、神の御言葉によって
私たちの心を判別するようゆだねる (ヘブ
ル4:12)事、また、私たちが変えられ (ロー
マ12:1−2)、思いや行動においてキリスト
と似た者になる (第二テモ3:16−17) 事で
す。クリスチャンとして私がやってきた全
てを振り返って、この訓練が、私の霊的成
長に最も影響を及ぼしました。以前より、
御言葉の重要性が分かるようになり、私た
ちの人生、状況、世界情勢、思想、意見、
哲学などすべてにおいて、この世の価値観
ではなく霊的価値感で見る (第二コリント
4:18) 事も学びました。また、私自身の霊
性において、弱さと告白と悔い改めの必要
性 (イザヤ 59:2、第一ヨハネ1:9) を、神の
御言葉にとどまることにより気付かされま
した。」!

Continued on page 2….
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左：那覇教会、元主任牧師、国吉先生　　　
右：和香子姉の父!

サマー・ミッション報告

また、瀬分兄（上）の集う十字架福音教会にて、相手の霊的成長のために意図的に関わっ
て行くことを促すセミナーの機会もありました。参加者の皆様からは、以下のような感想
を頂いています。「自分の信仰がどの段階にあるかということが確認できた。それによっ
て今後何ができるかを考える機会となった。」「御言葉の学びが必要であることが分かっ
た。」「信仰について吟味する機会、良い気付きの機会となった。」「自分の賜物をどの
ように用いることができるのかという学びができた。」等々。主の働きにより、各教会に
で弟子造りの波が明らかに起こされ、救われた者としての使命を全うしていきたいという
思いが様々な人の内に与えられている事に、私たちも励ましを受けています。!
那覇バプテスト教会、また十字架福音教会のために、お祈り下さい。!

　この1年間、瀬分コリン兄は、2人の男性へキリストの弟子となるよう働きかけました。1人の方は数ヶ月で
やめてしまいましたが、現在は熱意をもって答えてくれるもう1人の男性(ブライアン兄)に焦点をおいてキリ
ストの弟子として育てています。数字を出すのは難しいですが、弟子造りに熱心に仕えておられる多くの方々
が、「10人に弟子として成長することを促して1人がついてきてくれるならすばらしいことだ」と言ってい
ます。（それほど、キリストの十字架を負っていく道は、狭い門から通るものなのです。）!

　この夏、コリン兄は、スタッフ管理マネージャとしてセカンドレベル・ミニストリーに加わるよう導か
れました。彼の役割は主に、ミニストリーにおける管理問題を解決したり、男性へ弟子造りの働きかけをし
ていく事です。また、総主事のスタッフ管理における支持、働きの促進や広報、地域教会の弟子訓練における面で
の奨励と援助、一 対一や小グループでの弟子造り、弟子造りにおける効果的手段の開発、ワークショップやセミ
ナーの提供なども時には含みます。!

　彼の家族を祈りに覚えてください。コリン兄は家族の中で唯一、主と関係を築いています。また、彼が育ててい
るブライアン・ ルリダさんのためにもお祈りください。そして、彼がセカンドレベル・ミニストリーでの新しい
奉仕を通して、主が多くの実りをもたらして下さるように。主に導かれて弟子を育てる機会がさらに与えられるよ
うに。スタッフとして仕える中で与えられた重荷を大いに全うすることができるように、お祈りください。!

上原ご夫妻と　（那覇教会）

源和香子（U.S.協力主事）!
６月いっぱい、故郷沖縄へ宣教旅行として遣わされ、母教会である那覇バプテスト教会で毎週午前と夕方、霊的成長や弟子造
りに関するセミナー、また賜物を発見し用いて行くことについてのセミナーを行う機会が与えられました。先生方が、「具体
的な弟子造りに取り組んで行きたい」と、前向きに主の宣教と牧会にお仕えされているお姿に感銘を受けました。牧師会にも
招いて下さり、教会の指導者であ る皆様と共に、弟子造りについて御心を求めて行く話し合いができたことも感謝です。

瀬分善久コリン!
セカンドレベル!
スタッフマネージャー!!
＊プロフィールは、!
ウェブサイトのスタッフ
ページをご覧下さい。

沖縄
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大阪リトリート：!
同じ教会に集う仲間が有志で集まり、２泊3日で交わりと霊的成長の
必要性について、また具体的に何ができるのかという学びの時を持ち
ました。また、他の機会に
も違った顔ぶれで集い、「意
図的」に相手の霊的成長に
関わって行く」という視点
に重点を置き、今現在、主
が与えて下さった人々にど
のように働きかけて行くべ
きか話し合いました。それ
ぞれが携わる奉仕や重荷の
対象は違っていても「キリ
ストの弟子として育てて行
く」ことをビジョンに、主
に仕えて行く思いを新たに
する機会となりました。!!この機会を通して、相手に
働きかけると共に自分自身
の成長やケアが大切だと気
がつかされ、自分のためにメンタリングが始まった方もいました。ま
たすでにメンターとして関わる方々は、ただ楽しみのために交わるの
ではなく、「意図的に」相手の成長に関わって行く事や、キリストの
弟子として成長を促すという目的のもとにスモールグループを導く事
に意識が与えられました。すでに与えられている関係の中で、実は自
分がすでにメンター的存在であるという自覚も与えられた人もいまし
た。これらのような新たな自覚や発見は、今後「意図的な」働きかけ
を助けるでしょう。このように主の御心を探り、「霊的に成長するこ
と」「相手を建てあげていくこと」について兄弟姉妹たちと共に考え
る機会は本当に幸いなことです。今後の変化が楽しみです。!

神戸スモールグループ：村田佳子（協力主事）!
過去２年間、セカンドレベル出版の「キリス
トの弟子として生きる」を用いて学んでい
ます。村田協力主事のリードのもと、ただ
知識を得るだけではなく、どのように神の
真理を生活に適応していくか吟味し合い、   
それぞれが通らされている歩みを分ち合い、

互いの励ましの場として用
いられています。新しい発見

に目を光らせる姉妹達、また互いを受け入れ合
う愛によってキリストのように変えられていく
道を歩んでおられる姿がとても印象的でした。!

「意図的であること」の力 ! ! ! ! !
by ポール真弓!

セカンドレベル・ミニストリー総主事!!
　セカンドレベル・ミニストリーは、「意
図的」に働きかける信仰の姿勢を大切にし
ています。御霊の働きと共に「意図的である
こと」は、すべての実りのスタートなのです。
受けた救いの恵みを証ししていく事、キリ
ストの弟子を育てていく事、教会の一部として賜物を用いて主に
仕えていく事、すべては神への感謝による応答から生み出されま
す。イエスにとどまり（ヨハネ15:5)、聖霊の声に聞き従い「意図
的に」取り組んでいく事によって、主は実りをもたらされます。
神は必要を満たして下さるお方ですが、私たちの側にもそれを求
めていく積極的な信仰が求められているのではないでしょうか
（ヤコブ2:14-26)。実際、「意図的に」弟子造りに励む中、他者へ
働きかけている人々が主に用いられ、実りを結んでいる事実には
主を賛美するばかりです。!
  ６月、日本へ帰国中、セカンドレベルに関連するスモールグルー
プや個々の訪問の機会が多く与えられ、主の働きを目の当たりに
させて頂きました。すべてをここに収めることは不可能ですが、
以下にて（ここpage 3 and 4) 報告させて頂きます。

梅田スモールグループ：!
このグループも、２年前にセカンドレベル出版の「キリストの弟子として生きる」を用いて始
められ、現在も続いています。お互い違う教会に通う者同士ですが、仕事が終わって、平日に
信仰の分ち合いができるこのような場は、互いの心のオアシスとなっています。今後の方向性
をみきわめているところですが、主がそれぞれの信仰生活を導いて下さいますように。!

南大阪スモールグループ：藤原雅予（協力主事）!
今年で４年目に入るこの集まりは、今も互いの信仰の成長のため
に大きく用いられています。グループをリードし、また個々のメ
ンターとして仕えている藤原協力主事は、常に「意図的に」相手
の必要を見極めています。救われる前から彼女達を導き、救われ
た後も、今度は弟子訓練として霊的成長の道を歩めるように働き
かけています。テキストを用いての学びが終わり、現在は
Inductive スタイル（帰納的聖書研究）を用いてローマ書を学ん
でいます。帰国の度に、毎回訪問しているグループですが、今回
も生き生きと主の真理を学び、地域教会でも賜物を精一杯生かし
て主にお仕えされているみなさんの姿に、私自身も大きな励まし
を受けました。

大阪・神戸
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米国福音自由教会宣教団 東京シティチーム!
「日本文化の中における宣教」というテーマで
TREK 7 というインターン生のチームへ、ト
レーニングを提供させて頂く機会がありました。
日本人の価値観がどのようにポジティブに、
またネガティブに聖書的価値観に反応するの
か、また違いを理解した上で、どのように効

果的に福音を伝えていく事ができるのか等について話し合
いました。神様が日本での宣教のために送って下さった尊い器に感謝です。!!東京セミナー「弟子造りについて考えよう！」（６月）!

普段、伝道・弟子造りに関わる者達が数名集まり、神様が求めておられる「霊的成長」
を私たち自身が追求し、また周りへ励ましていくことの大切さを話し合いました。また、
宣教において、それぞれが直面している困難やチャレンジを分ち合い、どのように周り
の人々に働きかけることができるのか話し合いました。 これらは単発的な機会でした
が、同じ目線を持って主に仕える者達と
の交わりは、いつも互いの励ましのた
めに用いられます。ここで与えられた新
しい気づき、つながることができた兄
弟姉妹達、そして互いから学び合うこと
ができた機会に感謝です。!

　　　       　　　   
 　 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 
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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。）

!!!
     バーガー綾子  !
   (U.S.協力主事)!!

毎年夏に岩手への帰国中、
福音を伝えてきた方々が
おります。昨年も反応が良かったTさん、今年
もじっくりと時間をとって神様の話をする機会
が与えられました。今年の６月彼女は、イエス
様を心に主として迎え、地域の教会につながっ
ていくことができました！また、昨年洗礼をう
けたという別の女性と話すうちに、実はまだ福
音の意味も知らず、イエス様への信仰を明らか
にしていないことがわかり、始めから福音を分
かち合う機会もありました。彼女は、本当の意
味で救われるとはどういうことなのかを知り、
受け入れ、信仰の決断することができました。
今後、１５ステップレッスンも用いて地元教会
で弟子訓練を受けながら、信仰の成長を目指し
て歩んで行っています。!!
帰国中にいつも通っている教会の牧師先生とゆっ
くり話す機会が与えられました。「受洗したか
ら自動的にクリスチャン」ではなく、きちんと
救いにあずかっていく事が大切なのだという意
識を高めて行く話し合いができて感謝でした。
この教会のため、先生のために祈って支えるよ
うに導かれています。帰国中も、伝道と弟子造
りのお手伝いをさせて頂けたことは大きな恵み
でした。!

このニュースレターを読んで下さっている皆様も含め、各々仕える場が違っても、　
同じ主を見上げ、御国の広がりを期待し、信仰に立って生きている兄弟姉妹とのつな
がりに本当に感謝です。主にある一致を大切にして、私たち個々、教会、またコミュ
ニティーとして主の栄光を現わす者達でありたいと願います(ヨハネ13:35)。各地にい
る、キリストにある兄弟姉妹のみなさん、これからも愛し合い、励まし合って、共に
御国を建て上げるために喜んで主に仕えて行きましょう！　

!! ! ! Second Level Ministry　　 !
Website: www.secondlevel.org   E-mail: dainidankai@seocndlevel.org!
! 　　2841 Greystone Lane, Atlanta, GA 30341!

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

東京岩手

ウェブサイトが 
リニューアルしました！
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