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　主の御名を賛美しま
す。早いもので今年も3
月下旬…年度末の時期
になりました。皆さん
いかがお過ごしです
か？
　名古屋緑福音教会も、この3ヶ月はイベントが
盛りだくさん（特に3月…。笑）で、私も久しぶ
りに忙しい日々を過ごしていました。

　そんな中でも先日は
久しぶりに希望休をい
ただき、来月小学校に
入学する従姉妹に会い
に行ってきました。そ
う、私のニュースレタ

ーに度々登場する“あの子”です。（笑）一人っ子
の私にとっては歳の離れた妹のような存在で、会
う度いつも元気をもらっています。
　小学校に入学するということは、学校まで一人
で通学することになる…ということ。私が「一人
でちゃんと学校に行けるか心配だな…」と言うと
「違うよ。イエス様と一緒だよ！」と答えてくれ
ました。（笑）いつもJキッズやユースの礼拝で
「一人じゃないよ」というメッセージをしたり、
賛美を歌ったりしている私ですが、この発言には
はっとさせられました。そしてその信仰があれ
ば、きっと大丈夫だろうな…と安心して帰ってき
ました^^
　従姉妹をはじめ、普段教会で接しているおとも
だちから教えられることはたくさんあります。例
えば、どんなに意地悪なことをされても「ごめん
ね」「いいよ」というやりとりで次の瞬間から仲
良く遊び始める姿…根に持つことなく、純粋に謝
罪を受け入れて何事もなかったかのように接する
なんて、大人になればなるほど難しいことです。　　　
　しかし、イエス様は子どものような素直さを喜
ばれます。マルコ9:37のみことばが心に刺さり
ます。
　4月からの従姉妹の歩みを祈りつつ、私もこの
1年“イエス様と一緒に”頑張っていきたいと思い
ます！

-1月の主なはたらき-
1/8　分級（新年の抱負シェア）☆
1/15　分級（雪合戦！）
1/22　ユース礼拝（メッセージ）
　　　  ギター教室スタート ☆
1/29　日曜日リハーサルスタート ☆
※一部抜粋
　今月は3ヶ月分のニュースレターになるので、☆
印のみサクッと報告します。

　1月8日は、新年があ
けて久しぶりにメンバー
が集まったので、今年の
抱負を書いてみんなで共
有しました。
　私が書いたのは「進」
という漢字。スタッフとしての働きも今年の6月で
3年目に入るので、もう一歩進んだ働き（ユースの
集会やリトリートを計画したり…）をやっていきた
いのと、昨年聖書通読が民数記で挫折したので通読
を進ませるのと笑、車も与えられたので運転技術の
向上、そして人として成長できる1年にしたい…と
いう思いをこめてこの漢字にしました。
　ユースのみんなも、昨年を踏まえて具体的な抱負
を書いてシェアしてくれました^^また年末に振り返
る時間を持ちたいと思います。

　そして、22日からは
ギター教室がスタートし
ました。　
　ギターに興味を持つお
ともだちも増え、教えて
くれるギターが上手なお兄さんも与えられたので早
速始めてみました^^カッチリと「何時から！」と決
まっている訳ではなく、時間がとれそうな日曜日の
午後に、30分程度練習時間を設ける形をとってい
ます。（最近はリトリートなどがあったのでなかな
か開催できていませんが、、笑）
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　「ただコードを覚えるだけじゃ退屈だから」
と、ぶっとび賛美の「HOPE」を弾けるようにな
ることを目標に練習中です。
　次世代を担う奏楽者を育てることも、教会の大
切な役目だと思います。不定期開催のギター教室
ですが、そのサポートができるように、私も色々
勉強していきたいと思っています。

　また、1月29日からは日曜日の礼拝後すぐに次
週のユース礼拝のリハーサルを行う「日曜リハ」
がスタートしました。
　私たちの教会では、Jキッズ礼拝・ユース礼拝を
主にささげる最高の礼拝として備えるために、事
前にリハーサルのときをもっています。以前は、
奉仕者同士が時間をしっかりと確保できる、平日
の午前中や土曜日に行っていましたが、ユースの
おともだちが奏楽や司会の奉仕に入りやすいよう
に、月に2回だけ日曜日にリハーサルを持つのはど
うか？という話になり、現在チャレンジ中です。
　その影響もあってか、以前よりも「来週あの曲
がやりたい」「じゃあ俺はダンスやる～♪」とい
う声が聞こえてきた気がします。（笑）
　私の最大の願いは、ユース世代に信仰のバトン
を渡していくことです。この日曜リハが用いられ
るように、お祈りください。

-2月の主なはたらき-
2/11　卒業感謝祭にお出かけ（送迎）
2/12　ちょこっとチョコレート総選挙（メッセージ）☆
※一部抜粋

　2月12日は、今年に入って初のイベント！！バ
レンタインデーが近いのもあって、チョコレート
総選挙を実施しました。

◀︎チョコレートの人気投票を
募り、そのうちのTOP10のお
菓子がイベントで提供されま
した。このワゴンの中に入っ
ているのがTOP10のお菓子た
ち！No.1はどれだ…!?!?!?

◀︎いつものお兄さんが卒業感
謝祭でいなかったので、今回
は小さなマリオが大活躍！！
ポーズじゃんけんの中でもマ
リオはダントツの人気！！ポ
ーズも色々です♪

◀︎マリオだけでなく、スパイ
ダーマンも健在！！この前も
活躍してくれたTくんが今回
もスパイダーマンになってく
れました^^
　

　2月のイベントでは、私がメッセージの奉仕を
させていただきました。いつもは「成長」のテキ
ストを使ってメッセージを準備しますが、イベン
トには普段教会に来ていないおともだちも来るの
で、テキストは使わずに普段のデボーションやメ
ッセージで心に留まったみことばから、メッセー
ジを準備します。が…今回はみことばを選ぶのに
とても苦労し、ギリギリのところで語るべきみこ
とばと、メッセージが与えられました。
　神様は私たちのことをただ見ているだけじゃな
くて、応援するだけじゃなくて、いつも一緒にい
て助けてくれる方なんだよ…ということを、マタ
イ28:20のみことばから語らせていただきまし
た。準備にかなり苦戦したため、いつも以上に自
分自身が語られたメッセージ準備になりました。
（泣）

　そしてそしてお待ちかねのチョコレート総選
挙！！！

◀︎人気投票でTOP10に入っ
たお菓子たちがずらりと並び
ます。実は私、チョコレート
が苦手…。（笑）そんな人の
ためにポテチも用意！！
　
◀︎ポッキー使いなTくん^^
チョコレートが苦手な私で
も、いちごポッキーならおい
しく食べられます。アルフォ
ートのホワイトチョコも好き
です。
◀︎投票の結果です。3位はポ
ッキー、2位は板チョコ、1
位はメルティーキッスでし
た。個人的にびっくりしたの
が2位の板チョコ…。私は絶
対食べられない、、、

　全体で22名、11人のおともだちが来てくれま
した^^
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-3月の主なはたらき-
3/5　青年会
3/11-12　女子リトリート（メッセージ）☆
3/19　ポップコーンパーティー（奏楽）☆
3/19-20　男子リトリート（サポート）☆
3/26　教会総会 
※一部抜粋

　3月はリトリートラッシュ！！まず先に行った
のが女の子のためのリトリートでした。
　男子リトリートは毎年行っていましたが、女子
リトリートは今回初めての試みでした^^

◀︎女子リトリートは、オリジ
ナルバッグ制作からスタート
♪好きな布を選んで、ボタン
をつけて、紐を選んで…それ
ぞれの個性が光る作品ができ
あがりました！！
◀︎午後からは、教会の近くに
あるトランポリンハウスへ。
本格的なトランポリンで遊べ
る人気の施設。私も初挑戦し
ましたが、人間ってこんなに
飛べるんだなあと感心…。
◀︎夜は教会でカレー・ナンパ
ーティー！手作りのラッシー
付き。普段カレーにはご飯で
すが、今回は特別に近所にあ
る美味しいカレー屋さんのナ
ンをﾃｲｸｱｳﾄして食べました^^
◀︎お腹いっぱいご飯を食べた
後は元気よく賛美＆ゲームタ
イム♪これはツイスターのブ
ロック版みたいなゲームをし
ているところ…。（説明難;）

　今回、私は夜の集会の
メッセージ奉仕をさせて
いただきました。女子リ
トリートのテーマ聖句
は、Ⅰコリント13:13の
「いつまでも残るものは
信仰と希望と愛です。その中で一番すぐれている
のは愛です」の箇所。色んな情報が溢れている中
で、でも一番大切なものはイエス様の愛なんだ
よ、ということを知って欲しい…そんな願いを込
めて、このみことばをテーマに掲げました。
　 信仰も希望も愛も、目には見えないものです
が、いつまでも残るものであると聖書では教えら
れています。

　この日のメッセージでは、「じゃあ信仰と希望
と愛って何だろう？」ということを、ひとつひと
つ丁寧にみんなで考えてみました。
　クリスチャンホーム育ちの私は、「信仰・希
望・愛」という単語は、幼い頃からよく耳にして
おり、漠然とその意味を理解していたつもりでし
たが、今回のメッセージ準備の中で改めて「じゃ
あ一体何なのか？」ということに向き合わされま
した。
　メッセージの中では、最近余
命宣告をされた実家の愛犬のこ
とも話しました。「すべてのも
のはちりから出てちりに帰る」
（伝3:20）にあるように、どん
なに大切にしているものでも、
いつか必ず消えてなくなってし
まう日がやってきます。しかし、神様はいつまで
も残るものを私たちに与えてくれました。それ
が、信仰と希望と愛です。目に見えるもの以上
に、いつまでも残り続けるものに目を留めて生き
て欲しい…ということをお話しました。
　ちなみに、この愛犬・ふぇありぃは多くの方の
祈りに支えられて、奇跡的に回復中です。（涙）
それでもいつかお別れの日がやってくることは承
知していますが、犬といえども大切な家族なの
で、許される限り長生きして欲しいと願っていま
す…。

　そして、翌週19日には3月のイベント・ポッ
プコーンパーティーがありました。　

◀︎これは“ダルマさんが転ん
だ”の図。（笑）見るからに
足の筋肉がプルプルしそうな
光景…しかしそれでも頑張る
のには、ワケがあるので
す、、、（笑）
◀︎…というのもこうなってい
るからです^^司会者の背中
には巨大な“焼きかま”が！！
その下にもたくさんのお菓子
たち…みんなこれをGETする
ために頑張ってました^^
◀︎メッセージはW兄がヨハネ
6:20から語ってくれまし
た。生まれてから一番大きな
声で暗唱聖句を叫んで覚えま
した^^笑
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◀︎晩御飯は野菜とお肉たっぷ
りの豚丼！料理が上手なK兄
と最近調理学校を卒業したS
くんによる自信作。おいしか
った～

◀︎夜はみんなで大きな声で熱
い熱い賛美集会！！！ユース
のお兄さんたちがリードして
引っ張ってくれました^^

◀︎メッセージはH兄がMEBIG
の紙芝居を通して語ってくれ
ました。イエス様が私たちの
門であること、イエス様を信
じて天国に行けることを学び
ました。

◀︎2日目の午前中も逃走中を
しました。これはケードレイ
ダーのセッティングを必死に
している様子…。普段なかな
か見られません。(笑)

◀︎リトリートの最後は、証し
と感謝のときを持ちました。
2日間で楽しかったこと・決
心したことを発表しました。

　私はサポートスタッフ
として、主に写真撮影と
夜集会の賛美リードの奉
仕をさせていただきまし
た。右を向いても左を向
いても男だらけ…の空間
で2日間を過ごしましたが、ちょっと不思議な気
持ちになりながらも、特に違和感なく過ごせまし
た。（笑）

　また、夜集会の賛美タ
イムではユースから賛美
のリクエストを募ってそ
れを実現できたこと、ま
た彼らが前に立って会衆

の小学生たちを引っ張ってくれたことも感謝でし
た。「来年の男子リトリートに私は必要なくなる
かも？笑」と期待しつつ、これからも一緒に成長
していきたいと思っています^^

◀︎お待ちかねのポップコーンパ
ーティー！！市販のものから、
独自にアレンジを加えた、コー
ンスープ味も◎

◀︎パーティーでは実際にポップ
コーンも作成！！アツアツでき
たてのポップコーンにみんな大
喜び！！！おいしくいただきま
した^^　

　今回のイベントは、司
会や奏楽を誰か一人が担
うのではなく、賜物に応
じて互いを補い合う…と
いう新たなスタイルで臨
みました。賛美のリード
はフレッシュなユースが、臨機応変な対応が求めら
れるゲームのリードはK兄が、奏楽はユースのみん
なとスタッフ数人がヘルプにまわり、メッセージは
W兄が担ってくれました。

　私たちには多くの賜物が与えられています。 複
数の人が奉仕に加わると、リハーサルや打ち合わせ
にも少々時間を要しますが「あなたがたはキリスト
のからだであり、ひとりひとりは各器官なのです」
とⅠコリント12:27にあるように、それぞれが与え
られた賜物を用いて各器官となり、働くことは教会
のあるべき姿です。小学生のおともだちやユースの
みんなが喜んで奉仕をささげられるような教会を目
指していきたいと思います。

　ポップコーンパーティーの後は、そのまま男子
リトリートへ突入。（笑）私は“女子”なので、サポ
ートスタッフにまわりました^^

◀︎今回の目玉企画は、逃走中。
「ケードレイダー」というおも
ちゃを使ってやりました。ハン
ターが近くにいると機械が音で
教えてくれます。

◀︎こちらはハンターから逃げて
る組。どっちに逃げるか相談
中。ここの公園はなかなか道が
入り組んでていて、こういった
作戦会議が要になります。


