
 

 

 

 

 

  

 

 

 

逃げられない、隠れられない 
教会のキャンプに参加する機会を与えてくれたあ
の男性がいなかったら、今の私はありません。 

そのキャンプで私は、誰よりも私を愛してくださ
るお方を「探し」、「見つけ」ることができたのです。
私が誰にも見せまいと隠してきたものを、そのお
方はすべて取り上げ、キリストの光の下にさらし、
そして、一掃してくださったのでした。 

今、ここに、あの男性と同じチャンスがあります。
私たちはメトロで支援している子どもたちをキャ
ンプという体験に送り出すことができるのです。
そこには、子どもたちの人生を変える可能性があ
ります。 

送り出す子どもですか？ はい、行かせてやりたい
子どもたちはたくさんいます。あとは、必要な資金が満たされて全員参加できることを願うばかりです。 

ご存じのとおり、この地で生きていくのは容易なことではありません。子どもたちの
未来を実現するために、私はできる限り多くの人にそのことを知らせるために尽力し
ています。 

メトロの子どもたちの多くは、実際の年齢より早く大人になることを強いられます…
子ども時代を満喫することはできないのです。ある９歳の女の子は、友だちと外で遊
ぶことも、友だちを家に招くこともできず、たまに日曜学校に来るのがやっとです。
それは、⺟親が生活のために「あらゆること」をして稼いでいる間、その子が弟や妹
の面倒を見なければならないからです。また、１１歳の男の子は、父親が行方不明、
伯父が服役中、兄はすでに亡くなっており、朝から晩まで⺟親に金切り声を浴びせら
れています。こんな子どもたちは、キャンプに行くべきなのです。 

どうかこの夏、メトロのサマーキャンプをご支援いただき、イエス･キリストの愛がこ
の子たちを取り囲む機会を与えると同時に、街を飛び出して安全に過ごせるようご協
力ください。 

―ビル･ウィルソンより 
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アメリカ＆フィリピン･サマーキャンプ受付中! 
ビル・ウィルソン師から サマーキャンプに寄せて 

 

アメリカ 
１人 30,000 円です。３泊４日
のキャンプで、費用には交通費、
宿泊費、食費、工作用品、その他
が含まれます。 
 
フィリピン 
１人 10,000 円です。日帰りキ
ャンプで、費用には交通費、食
費、入園料、工作用品、その他が
含まれます。 
その他の詳細は先月号の申込書
をご覧ください。 



 
 

 

 

 
 

ケニアのスタッフからの現地報告を受けて、私は『わが心の目を』という賛美の歌詞
を思い浮かべました。 

ケニアでは各地の小学校と協力して子どもたちの支援を行っていますが、ある日、学
校から帰ろうとしたスタッフのもとに女の子が駆け寄ってきました。女の子はこらえ
きれない様子で泣いていたので、何があったのか確認しようとスタッフは車を止め、
彼女のそばで、取り乱している理由を探りました。 

感情が抑えられないほど混乱していたその女の子はソフィアと言い、こんな事情を話
してくれました。「父親に虐待されている」「父親は家族を養う気がない」…そして、
学校に行くのに必要なお金が欲しいと言ったソフィアを、「殺すぞ」と脅したと言うの
です。ソフィアによれば「お父さんは私のことが嫌いなの！」ということでした。 

その日、道ばたで⼀緒に座って話をする中で、ソフィアは⺟親のことも話してくれま
した。⺟親は家族で唯⼀の稼ぎ⼿ですが、体調が悪くなり、これ以上は働けないとの
ことで、ソフィアはこう言って泣きました。「お父さんは私たちに『出ていけ』って言
うの…『路上生活でもしろ』って。私たちには食べるものさえない…」こんな小さな
女の子に、何という過酷な重荷でしょうか。もう、自分の人生はおしまいだ、とソフ
ィアは感じていました。しかし、学校でメトロの日曜学校に出席して「この人たちに
助けてもらおう」と思ったのだそうです。 

私がこの働きを始めたのは福音を伝えるためです。⼀言で言えるほど単純明快です。 

しかしその後の展開を見ていると、福音は実に様々な形を取っていると思われません
か？ もし私たちのスタッフが「心の目」を閉じていたら、ソフィアが困っていること
にも助けを求めていることにも気づけなかったでしょう。メトロは、ソフィアのため
に祈り、慰め、食料品セットを家に持参して、安心して食べられるように、また、学
校に行くように、励ますことができたのです。⺟親が言いました。「今朝、祈ったとこ
ろだったのです。家族を食べさせるものがもう何もありません、と…」 

今月号のメトロ･レポートをお読みになって、世界各地の子どもたちを助ける⼿段が
いろいろあることをご理解いただければ幸いです。 

「Won-by-One」という里親制度では、極貧状態にある子どもたちが求めている基本
的な支援（ケニアでの食料品セットやフィリピンでの学費など）を提供しています。
それだけでなく、子どもたちのための祈りや文通を通じて交流を深めるなど、さらに
意義深い関係を持つことができます。 

そして、サマーキャンプです。子どもたちがまったく新しいレベルで神と出会えるよ
う、参加支援をしていただくことができます。さらに多くの「ソフィア」を助け、「心
の目」を開かせるために、ご自分が関わる方法を考えながら読んでください。 

異なる視点で物を見、何かを変えることのできる人が⼀人いればそれでよいのです。
思い出してください。私がその「⼀人」によって人生を変えられた大勢の子どもたち
の⼀人であることを。それは、「⼀人」が私を見つけたことに始まったのです。 

そういうことなのです…これまでも、これからも。 

 

  

ビル･ウィルソン師 宣教の現場からの最新情報 

ビル･ウィルソン 
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  メトロ･フィリピンの 
インターンシップ(研修)に参加して 

2018 年秋にフィリピンでインターンシップに参加されました高嶋千絵様からのレポート―その４ 

卒業「メトロにさよならはないんだ。またね、だよ。」 
実技やレポート、試験、奉仕などを終えて、私は無事に卒業する
ことができました。仲間との別れは辛すぎました。初対面の、し
かも国も言葉も文化も世代も違う者同士の共同生活が、いきな
り始まって４ヶ月。いろいろなことがありました。苦情が来る
ほど大声で笑いあったこと、盗難にあった友のために祈ったこ
と、ネズミを追いかけまわしたこと、扇風機の角度でケンカし
たこと…24 時間、どこに行っても一人でいることなんてありま
せんでした。こんなに涙と汗をともに流した友は初めてでした。
常に仲間と一緒だったので、最終日を迎えることが辛くてたま
りませんでした。 

でも、そんな研修生の私たちに、スタッフはこう言いました。
「きみたち研修生がいなくなると、子どもたちも寂しくなる。
そんな様子を見る僕たちは毎回、子どもたちに『きっと、また来
るよ』と言う。だから、またおいで。メトロにさよならはないん
だ。またね、だよ。」 

フィリピンで学んだ底抜けの明るさを、私たちは存分に発揮し
て、最終日まで笑顔で過ごしました。涙は絶対だめ！それは暗 

黙の了解でした。うしろ髪をひかれながら、私たちは再会の
日を楽しみにそれぞれ帰って行きました。「ひさしぶり！」そ
う言ってみんなと再び会う日には、メトロで学んだことをど
んな形であれ、日本で活かすことができたというお土産話を
携えて行くつもりです。 

私の夢「信仰者にしかできないことを」 
この研修期間中、私がずっと祈っていたことがあります。そ
れは、帰国したら具体的にどのような働きをするかというこ 
とです。私にはいくつかの候補があり、それはどれも子ども伝道に携わる素晴らし
いことですが、果たしてどれが御心なのかわからなかったので「神様、私はあなた
が望まれることをしたいです。具体的に教えてください。」と毎日祈っていました。
でも、神様のこたえはわかりませんでした。 

 

 

 

 
帰りの機内でのできことです。私は「とうとうわからないまま帰国する
のか」と思いながら、祈り始めたのですが、その祈りのなかで私はある
ことに気がつきました。私は、この研修に参加したことが神様からのま
ねきだという確信がありました。だから研修期間中に辛いことがあると
「神様、あなたが私をまねいたのですから、あなたが責任をもって私を 

研修生全員で 
参加する前はやっていけるのか不安でしたが、神様はこんな
にすてきな仲間をくださり、多くの困難を乗り越えることが
できました。主の山に備えあり。思い切って参加して、ほん
とうに良かったです。 
後ろの建物は、私たちが宿泊していたメトロ・フィリピン。
里親制度、道端教会学校の事務所でもあります。 

卒業式 
大好きなチームＡのみんな。 
私の名前が呼ばれると、拍⼿をしたり、
壁を叩いて喜んでくださいました。 
道端教会学校は、いつもこのメンバー
で活動していました。 
明るいけど真面目。そして努力家で、
伝道に⼀生懸命なチームＡが私は大好
きです。 

届いていたクリスマスカード 
帰国してポストを開けると、そこには
私のスポンサーチャイルドからのカー
ドが。喜びもひとしお。その晩、抱き
しめて寝ました。枕に涙したことです。 
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２０１９年５月 今月のデボーション －はじめにー  byビル･ウィルソン 

「主よ、この盲目の指導者に彼らを導くよう命じられたのはあなたですから、ああ、主よ、私のためではなくとも、彼ら
のためにどうかお願いします。あなたが彼らの師として定めた者に教え、あなたが彼らの導き手として任命された者を導
き、あなたが彼らの統治者たる者を統治してくださいますように。」 

リーヴォのアエルレド (シトー会修道院長、1109–1167) 

リーヴォのアエルレドが９００年前にこの祈りを書きとめた時の彼の心情がおわかりでしょうか。行間から彼が、「神よ、私が指導者と

なることをお望みであれば、あなたの助けがどうしても必要なのです」と告白しているように思えます。 

考えてみましょう。私たちの一日は、いつも手探り状態で始まります。もちろん今日も。毎日必ず、新しい未知の何かがそこにあるの

です。誰にも振り回されてはなりません。この先起きることなど、神以外、誰も（特に自分は）知り得ないのですから。  

この働きを５０年間続けてきて、私は、リーダーシップや日々の生活における実用的かつ聖書的な原則を見出しました。それらは…

祈りつつ申し上げますが…暗闇の中でも見ることのできる力を与えます。このたび、月初めにこのようなデボーションの機会を設け

ることとしました。あなたにもぜひ加わっていただきたいと願っています。そして、この機会が、障害物があることを暗闇でも見極める

力を養うための励みとなりますように。 

このデボーションを通じて、信仰を表し、生かす新たな方法を見つけていただけるよう祈っています。 

この旅を共に歩んでいただけることに感謝します。一緒に、そして神と共に、私たちの道を見つけてまいりましょう。  

心を込めて       創立者・主任牧師 ビル・ウィルソン 

助けてください」と祈ることがありました。神様は私のこのような高慢な祈りにも、
いつもこたえて助けてくださいました。でも、神様はそんな私の祈りを聞くのは嫌だ
ったのだと思います。 

神様が私のこれからの働きのために、いくつか候補を用意してくださったのは、私に
選択権を与えて「確かに私が選びました。だから文句を言いません。」という姿勢を
もたせたかったのかもしれません。責任感というよりは、覚悟と言ったほうが近いで
しょうか。 

それはもちろん、神様だけが良い思いをするためなのではなく、むしろ私自身にとっ
て良いことになるのだと思います。なぜなら、自分が選んだという事実は、その働き
を成し遂げるための信仰を、働かせ続けていく助けとなるからです。「神様の御心は
…御心は…」研修の前から私は神様にそうたずねてばかりいました。でも、志を⽴て 

させてくださる神様の大きな懐にすべてを委ねてみると、心踊って仕方ないひとつのこ
とが浮かび上がってきたのです。「神様、私はこれを選びます。確かに私自身もやりた
いと思いました。」そう素直に告白すると、私のなかにおられる聖霊様が喜んでおられ
るように感じました。 

私が選んだチャレンジは「日本で道端教会学校をやりたい」です。日本の子どもたちに
福音を伝え、救われる魂が起こされていくことを願います。「日本はハードルが高すぎ
る」「成功の手⽴てがない」と、よく言われました。事実です。ただ、同時に私は思い
ます。手⽴てがあるようなことにチャレンジするのは、信仰者じゃなくてもできる。保
険が効くことにチャレンジしたからと言って、神様は「よくやった、忠実な僕だ」と言
ってくださるでしょうか。私は、信仰がなければできないことをやりたい。私の魂が燃
やされるのは、そういうチャレンジです。 

メトロが私に教えてくださったこと。それは子ども伝道のやり方、奉仕者としてのここ
ろえを通して、シンプルに信仰者としての生き方でした。「日本は宣教師の墓場だなん
て、もう言わせない！」帰国してから私の宣言が一つ増えました。今までの人生で最高
の４ヶ月。私はこの体験を糧に、これからの人生を神様に捧げてまいります。 

2019 年度秋のインターンシップもアメリカ･ニューヨークとフィリピン･
マニラで開催されます。手続きの時間が必要ですので、ご希望の方は、すぐ
に日本事務所まで資料をご請求ください。 

お問い合わせ、資料請求は TEL03-3561-0174, メール metrojapan@mission.or.jp 
 

イエロートラック 
側面が開いて、道端教会学校のス
テージになります。福音を運ぶイ
エロートラック。これが見えると
スラム街の子どもたちは、夢中で
追いかけてきます。神様、日本の
子どもたちにもください。祈 

御言葉 
私を支えたのは、やっぱり御言葉でし
た。万代嗣先生がくださった御言葉カ
ードは、フィリピンで原動力となりま
した。 

4 



  

救いの手を 

ハガイ書第２章４節にはこうあります。 
「強くあれ。この国のすべての⺠よ。仕事に取りかかれ。わ
たしがあなたがたとともにいるからだ。――万軍の主の御告
げ。――」 

その通り、主は私たちと共におられます。スラム街での活
動を始めるたびに、ケニアの小学校に行くたびに、マニラの
ごみ捨て場に行くたびに、主は私たちと共におられるのです。
そして、主が共にいてくださるから私たちは救いの⼿を差し
伸べることができます。どのように見えたとしても、その⼿
はまさに、子どもだった私に差し伸べられた⼿と同じなので
す。 

私の経験は何度もお話ししていますから、完璧におぼえて
しまった方もいらっしゃることでしょう。しかし、またこう
して、サマーキャンプの重要性を証ししないわけにいきませ
ん。なぜなら、そのキャンプの夜の私は、誰からも必要とさ
れていない、誰からも祈ってもらえないような子どもだった

からです。 
祭壇の前でひざまずいた私は、こう語りかけました…「イ

エス様、もしあなたが私をお用いくださるのであれば、私は
これからの人生をあなたのために生きてゆきます」。 

それが、すべての始まりです。 
どうか、お祈りください。そして、行動してください。こ

の夏、何人の子どもたちに神様と出会わせてあげられるでし
ょうか。日常から離れ、賛美に満たされるひとときには、子
どもたちの人生を変える力があるのです…この先ずっと。 

どうかこの夏、子どもたちを主の御前に連れて行ってあげ
てください。あなたのご協力があって、初めて実現できるこ
とです。 

心を込めて 
         ビル･ウィルソン 

ビル師からのメッセージ 

名 古 屋 
7月４日(木)午後２時 

〃  午後６時 
名古屋国際センター ホール 
名古屋市中村区那古野 1-47-1 

左
利
き
の
伝
説
の
勇
士
た
ち 
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東 京 
7月6日(土)午後4時 
7月7日(日)午後3時30分 
玉川聖学院 谷口ホール 
世田谷区奥沢 7-11-22 

ビル･ウィルソン師セミナー2019 



スポンサー代金改定 
メトロ本部では、世界中の物価の上昇に対応す
るために、子どものスポンサー代金を今年から
変更しました。 

日本事務所でも、スポンサーの方々には、３月
のレポートにビル･ウィルソン師からの手紙で
変更のご依頼をお知らせしました。たくさんの
皆様が、スポンサー代金の引き上げをご了承く
ださいましたことを心から感謝申し上げます。 

もし、まだ手紙をご覧いただいていらっしゃら
ない場合は、ぜひ３月号に同封のビル先生から
の手紙をご一読いただき、大変お手数ですが、
日本事務所にまでご意向をお知らせくださいま
すようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ホームページができました！ 
新しいホームページはご覧いただけましたでし
ょうか？ スポンサーの方がボランティアで、す
ばらしいものを作ってくださいました。 

完成後も、次々に更新をしてくださっています
ので、ぜひ定期的にご覧ください！  

最新の情報もできるだけ早く掲載しますし、こ
のメトロレポートもネットで、スマホからでも
どこからでも簡単に見ることができます。ぜひ
ご活用ください。 

本当に想像以上の人材を送ってくださった主
に、心から感謝しています。 

https://metroworldchild.jp/ 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
今まで日本人が経験したことのない超大型連休を、クリ
スチャンらしく有意義に過ごされたことと思います。私
たちの教会でも、春のバザーや聖会などで恵み溢れる時
を持つことができました。 

メトロの教会学校に通う子どもたちの数は、増え続けて
います。私たち日本人の想像を超える厳しい状況の中で
生きる世界中の子どもたちのために、皆様が日々祈り、
ご支援くださっていることを感謝しています。 

メトロの本部では、拡大し続ける働きに対応するため
に、大規模なシステムの改善と経費節減に取り組み、こ
れまで以上に充実した働きを展開しようとしています。 

皆様のご支援とお祈りは、この働きを支える
最も大きな基盤です。心から感謝し、祝福をお
祈りします。 

     日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 

日本事務所からの重要なお知らせとお願い 

日本セミナー 
開催希望者募集中！ 

ビル･ウィルソン師が６月 28 日から７月７日
の日程で来日予定です。 

名古屋は 7 月 4 日、東京は７月６日･７日での
開催が決まりました。 

その他の地域での開催は、日程を調整中ですの
で、もうしばらくお待ちください。 

多くの方々がご自分の地域での開催を望んで
おられますが、ご協力いただける教会や先生と
の調整が思うように進みません。ぜひ、お祈り
とご協力をお願いします。 

会場や動員でご協力いただける方は、すぐにご
連絡ください。 

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 https://metroworldchild.jp/ 

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 

 


