
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

皆さんには大げさに聞こえるかもしれませんが、ニューヨークのスラム地
区に住む子どもたちが新年度を迎えるために、ブック･バッグは非常に大き
な力を発揮します。 

メトロが関わる子どもたちは、日本に住む皆さんが想像することのできな
い状況の中で成⻑します。勤勉に働くことを知らない親、虐待や薬物やギャ
ングの誘惑…子どもたちには⽣まれてきた環境を変えることはできません。
しかし、彼らの道を選択することはできます。イエスは永遠の命の鍵です。
そして、より良い未来への鍵は教育です。 

皆さんもよくご存じのように、どこの国でも子どもたちがやる気を出した
り失ったりするのは、ちょっとしたきっかけです。新しい学年が始まったと
きに、親が必要な学用品を準備してくれなければ、学校で肩身の狭い思いを
して、気持ちがくじけてしまいます。ノートや筆記用具がなければ、勉強を
することもできません。そして、学校に行くのが嫌になるでしょう。スラム
街で⽣活する子どもにとっては、勉強を続けるより、学校を中退することは
とても簡単なのです。学校にも行かず道端でぶらぶらしていれば、たちまち
ギャングの餌食です。その先は、ギャングの手下になって薬物の売人になる
か、警察に追われる不毛な人⽣を送るか、抗争に巻き込まれて死ぬか。 

しかし、学用品でいっぱいの新しいバッグがあれば、学校に行くことが楽
しみになります。ひとつのブック･バッグをプレゼントしてくだされば、ひとりの子どもが元気に学校に行き、勉強を
する気になるのです。 

ブック･バッグのお申込書を同封しました。できる範
囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。 

また、子どもへのひと言を書いていただければ感謝で
す。日本語で結構です。英訳して、バックに付けてプレ
ゼントします。子どもは、それを見る度に、あなたが応
援してくださっていることを思い出すことができます。 

ひとつのブック･バッグが、子どもの日々に大きな影
響を与え、子どもの将来を変えることができます。ひ
とりの人の人⽣を変えることは、価値ある働きです。
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ブック･バッグ支援募集！ 
1 口 3,000 円、〆切は７月１０日！ 

詳細は、同封のお申し込み用紙をご覧ください。 
できる範囲で結構です。 

どなたでもご支援いただけます。 
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アメリカのブック･バッグキャンペーン！ 
アメリカの子どもたちの新年度の開始に合わせた学用品支援です。 



 

 

 

４月５日～８日にかけて開催しましたメトロ･フィリピンの現地視察

ツアーにご参加くださった早崎様のご感想です。 

 
私たちは夫婦で、メトロの支援を２００７年から、アメリカ、

フィリピン、ケニア３ヶ国のスポンサーを続けていますが、ツ
アーは私一人で参加しました。 

フィリピンでは 6 人の子を支援しており、10 年以上支援し
ている子が 2 人、5 年目に入った子が 2 人、3 年ほどの子が 1
人、10 か月ほどの子が 1 人です。今回、そのほとんどの子に
会うことができました。 

子どもたちに会った印象は、 
今回のツアーで、実際に支援している子どもたちに会って

みると、その子のいろんな表情を見られて、なついてくれたり、
控えめでも親しみを見せてくれたりして、どの子も、写真から
伝わってくるよりも何倍もかわいく、魅力的でした。一人一人
の子に対する思いや印象がとても変わりました。 

１０年ほど支援して
いる子と会うのは、と
りわけ感慨深いものが
ありました。支援を始
めた幼い頃の写真から
始まって、時折手紙や
写真をもらっていまし
たが、成⻑して、⽣き⽣
きして、きれいになっ
た姿を見て、本当に嬉
しくなりました。 

彼女たちがメトロの教会学校や近くの教会と関わりつつ、
ここまで無事に成⻑してくれたことにすごく感激しました。
大げさでなく「この子の人⽣の一部に関われたんだ」と感じま
した。そして、私たち自身がこの１０年ほどの間、神様の恵み
によって経済的に守られて支援を続けてこられたこともあり
がたく思いました。 

支援の価値を再確認しました 
毎月の支援の価値を、私は小さく捉えていました。しかし、

メトロの支援は、私が思うよりはるかに価値があって喜ばれ
ている印象でした。それがわかったことも良かったです。 

今回、支援している子どもたちとは、ショッピングモールで
会いましたが、ショッピングモールが初めてではしゃぐ子や、
めったに外食する機会がないので、と、マクドナルドでお礼を
⾔ってくださるお⺟さんがいました。 

また今回、ご厚意で一人のお宅まで訪問させていただきま
したが、その家のたたずまいや周辺地域、建物や中の様子から、
本当に経済的に大変な中を通っていることを実感しました。 

子どもと会う時には、全員、お⺟さん（もしくはお祖⺟さん）

が一緒でしたが、毎月の支援を、お⺟さん⽅がすごくありがた
く思ってくださっていて、何人かのお⺟さんから、特に丁重な
感謝の⾔葉を受け取ったことが印象に残っています。 

ある女の子は、４年前に送った私たち夫婦の写真を、家に飾
ってくれていること、お⺟さんとその子が、支援が始まった頃
の一時期しばらく「日本のおかあさんに会えますように」と毎
晩祈ってくれたことを話してくれました。ご家族で思いを寄
せてくれていたこと、そして、神様がこうしてその祈りを実現
してくださったことに感動しました。 

ツアーに参加して感じたこと 
私たちには子どもがなく、これまで⽣きてきて、普段の⽣活

でも子どもと話す機会がほぼなかったので、今回の訪問は、楽
しみであると同時に、実はとても緊張しました。 

仕事の調整をしていたので、間際になって参加申し込みを
したため、出発日まで時間の余裕がなく、何をプレゼントに持
っていくかまでは準備できたのですが、それ以上のことには
考えが及びませんでした。子どもと会った時に何を話すか、何
を聞くかなどコミュニケーションの内容も、もっと準備して
いればよかったと思いました。 

フィリピン、しかも観光では巡らないところをまわる…ハ
ードスケジュール…というイメージでしたので、大丈夫だろ
うかと警戒しましたが、飛行機は快適で、日本人が安心して休

フィリピン視察ツアーのご感想 
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驚くほど成長した子に会って感動 

ご厚意により、初めてのショッピングモールでのお買い物に大喜び 

あこがれのハンバーガーショップでの外食 



めるホテルを配慮いただき、部屋はきちんと掃除が行き届き、
食事もおいしくいただくことができました。 

暑い中での教会学校見学や、危険なところを歩くことなど
もありましたが、現地スタッフの⽅に守られて、一般的なツア
ーでは行くことのできない場所を歩けて、とても貴重な旅行
となりました。もし、行きたいけれど、危険さや土地柄から迷
っている⽅がいらっしゃいましたら、ぜひ行ってみられるこ
とをお勧めします。 

スポンサーの方へ、お勧めします！ 
教会学校を見学し、サポートしている子どもと実際会うこ

とは、私にとって想像以上のすばらしい体験でした。子どもを
サポートしていらっしゃる⽅、特に⻑年サポートしておられ

る⽅には、貴重な体験になり、今後のサポートの励みにもなる
と思います。 

また、自分のスポンサーが来てくれるというのは、子どもた
ちにとっても、お⺟さん⽅にとっても、嬉しいことであり、安
心するようでした。子どもに会いたい、と思われたことのある
⽅には、ぜひ、一度行ってみられることをお勧めします。 

このたびのフィリピンツアーでは、万代先⽣、三木さん、メ
トロ･フィリピンのスタッフの皆様に、大変にお世話になり、
ありがとうございました。同行した参加者の⽅々も気さくで
親切な⽅々で、ご一緒できて感謝でした。数々の貴重な体験を
させていただきましたことを、心から感謝しています。 

 

 

 

  

ひとりの子  ひとつのチャンス  あなたの選択 

ビル･ウィルソン師セミナー日程決定！ 

今年のセミナーの日程が 
決まりました。 
今回は初めて 
北海道と名古屋に行きます。 
ぜひ期待して、 
お近くの会場に 
お越しください。 
ビル･ウィルソン師も 
元気な姿で 
皆様とお会いできることを 
楽しみにしています。 

２０ １ ８年 日 本セ ミ ナー 日 程  

札幌：６月３０日(土)ｰ７月１日(日)  沖縄：７月３日(火)ｰ４日(水) 
東京：７月６日(金)   名古屋：７月７日(土)ｰ８日(日) 

       詳細は、同封のチラシをご覧ください。 

 

暑い中で、スラム化した墓地に住む子たちと熱い道端教会学校 

教会学校の終了後、持参したお菓子を子どもたちに配りました 

右奥の黒い帽子が早崎様 
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里親募集中です！ 
メトロ･ワールド･チャイルドでは、常時、新し
い子どもの里親を募集しています。 

多くの方々にご支援をいただいておりますが、
メトロ･ワールド･チャイルドの働きは、急激に
拡大を続けています。 

メトロの教会学校に熱心に通ってくる子どもだ
けを対象としていますが、サポートの必要な子
どもたちもどんどん増え続けています。 

身近な方々で子ども支援に興味をお持ちの方が
いらっしゃいましたら、お知らせください。 

ご検討いただくために必要な資料をお送りいた
します。 

子どものご支援金額は、ひと月 4,500 円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
沖縄以外にも、徐々に梅雨入りの便りが届く頃ですが、
皆様お元気でしょうか？ 大変お待たせしましたが、セミ
ナーの日程が決まりましたので、チラシを同封いたしま
した。 

今回は、初めて北海道で開催することになりました。今
までチャンスのなかった方々も、ぜひご参加ください。 

ビル先生は、体調の心配される中、ますます意欲を持っ
て信仰により、働きは加速しています。この信仰による
神髄を皆様にもぜひ受け止め、置かれた場所でご自分の
周りから日本のリバイバルへの働きを実践していただ
ければと願っています。会場でお会いしましょう！ 

皆様の尊いご支援に心から感謝し、主の豊か 
な祝福と恵みをお祈り申し上げます。 

     日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 

 

現地報告会開催！ 
フィリピンのメトロスタッフ、ハンナさんがい
よいよ来日します。日曜日の午前は皆様の教会
での礼拝があり、ご参加は難しいと思いますが、
その他の日程でご都合がつくようでしたら、お
知り合いとご一緒に報告会にご参加ください。 

日本語で現地の活動の状況の報告をします。皆
様からのご質問にもお答えします。 

･６月３日(日)めじろ台シオンチャペル、･10 日
(日)つくばキリスト福音教会、･17 日(日)ひばり
が丘バイブルチャーチ、すべて午前礼拝です。 
･７日(木)午後７時 東京福音センター(銀座) 
･13 日(水)午後７時 30 分 大洲キリスト教会 
･14 日(木)午前 10 時と午後７時 30 分 松山福
音センター 

メトロ･ワールド･チャイルド日本事務所 
 所在地 〒104-0061 

東京都中央区銀座 4-5-1 
教文館 6 階 ＴＦＣ内 

電 話 03-3561-0174 
ＦＡＸ 089-925-1501 
メール metrojapan@mission.or.jp 
URL http://metrojapan.seesaa.net/ 

すべてのお振り込みは、同封の郵便振替用紙をご利用いた
だくか、下記宛にお願いいたします。 

ゆうちょ銀行：一六九店 当座預金 ００４１６１０ 
郵便局：記号番号 ０１６５０-３-４１６１０ 
口座名義はどちらも同じ 
メトロ･ワールド･チャイルド･ジャパン 

 

日本事務所からのお知らせとお願い 

日本セミナー決定！ 
ビル･ウィルソン師のセミナー開催日程が決定
しました。今回は北海道にも行きます。 

ぜひ、同封のチラシをご確認の上、お近くの会
場にお越しください。 

昨年秋に銃撃されてから、驚くべき回復をし、
後遺症が心配される中でも精力的に世界各地
でセミナーを開催しています。世界では、すぐ
に数千人が集まる有名な先生です。このチャン
スを逃さず、友人知人と共にご参加ください。 

快復のためにお祈りくださった皆様にぜひ直
接お会いしてお礼を伝えたいと願っています
ので、会場でお会いできますことを期待してい
ます。 

 


