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メトロ･ワールド･チャイルド 
ニュースレター 

2020 年８月号 
メトロ･ワールド･チャイルド・ジャパン 東京都中央区銀座 4-5-1 教文館 6F TFC 内  

 

月々5000 円のご支援で、助けられる子どもがいます。 
スポンサーご希望の方は日本事務所までご連絡ください！ 

詳細は同封チラシをご覧ください！ 

今月号の目次 

ケニアのメトロスタッフであるジャニーンが、教会学校をして

いる学校で教頭先生の部屋の側を通りかかった時、ニコラスが

体罰を受けているのを目にしました。彼は一体何をしてしまっ

たのでしょう？ 

彼は同級生に、自分が持ってきたプラスチックのお皿に給食

を分けてくれるよう頼み込んでいたのです。でも断られてしまっ

たので、彼はお皿で同級生のボールから給食をすくい取り、逃

げ出したのでした。彼はただ、お腹が空いていたのです。 

ニコラスの母親は、彼が一年生のときからずっと、一日３０円

の給食費を払うのにも苦労していました。六年生になっても、よ

くお腹を空かせていました。絶え間ない日常的な空腹というも

のは、拷問とも言えるのではないでしょうか。 

ニコラスの母親は道端でとうもろこしを焼いて売っており、父

親は靴の修理人をしています。両親の収入は極端に低く、ニコ

ラスの制服や靴は、いつもボロボロでした。 

ジャニーンはニコラスのために、今学期と来学期の給食費を

払いました。そして、彼が穴の空いたセーターを着ていかなく

ても良いように、新しいものを買ってあげました。「罰を受け、目

に涙をためて悲しそうにしていたニコラスが、嬉しそうに笑いな

がら給食を食べに行く姿を見るのは、何物にも代えがたい瞬間

でした」とジャニーンは言います。 

ニコラスは、ケニアで極度の貧困に苦しむ多くの子どもたち

のうちの、ほんの一人に過ぎません。一日一度の食事は、「人

生を変える」だけではなく、まさに子どもたちの「命を救う」もの

なのです。 

コロナウイルスが世界中で何百万人の人々に影響を与えて

いる今、飢餓問題は日々深刻になっています。メトロのスポン

サーシップによって、ケニアの子どもたちは毎日給食を食べる

ことができます。今年、メトロでは４０００人のケニアの子どもたち

が食料を受け取ることを目指します。 

スポンサーのついた

ケニアの子どもは、毎

日小学校で給食を食

べることができます。

その食事が、その日唯

一の食事だという子も

少なくありません。 

現在、ケニアの学校

はまだ再開していませ

んが、現地スタッフは、

スポンサーのいる子ど

もの家庭に食事を届け

ています。 

スポンサーの応募

はこちらから！ 



①子どものスポンサーになろう！ (継続支援) 

②COVID-19 活動支援！ (一時支援) 

③スタッフを支えよう Run
ラン

-With
ウィズ

-One
ワン

プロジェクト！(継続支援) 

 

  

コロナウイルスの影響を受け、現在メトロの教会学校が開催できていない状

況にあることは、皆さんは既にご承知のことでしょう。そして、ケニアで行ってい

た学校での給食配布や、フィリピンでの教会学校後の食事配布も、できない状

況にあるため、現地スタッフは、スポンサーのついている子どもの家庭をまわ

り、食料を配っていることを、これまでのレポートでお伝えしてきました。 

スポンサーを募集する子どもの家庭は非常に貧しく、 

職に就くことができなかったり、日雇いの仕事でごくわずかな賃金しか得られなかったりする保

護者がほどんどの家庭です。彼らは、このコロナウイルスの影響を大きく受けており、これまで

得ていたわずかな収入でさえ得ることができない状況にいます。 

現地スタッフから「食料品を贈ってほしい」という報告

を受け、今月のメトロレポートに、食料サポートのチラシ

を同封しました。日本でも大変な状況にある方は多くい

らっしゃるでしょう。可能な範囲で、ご支援くだされば幸

いです。 

スポンサーの方 

スポンサー以外の方 

サポートしている子どもへの食料品をお選びください 

食糧支援献金として受け付けます 

メトロ・ワールド・チャイルド・ジャパン 

こちらからお申込みができます 

詳細は同封のチラシをご覧ください。お知り合いの方にも、ぜひメトロをご紹介ください。 2 



 

  

２０１９年８月末から１２月までメトロ・ワールド・チャイルド・

フィリピンでインターンシップをしていました、日置頌です。 

僕は、インターンシップに参加した２０１９年の６月頃まで、

メトロ・ワールド・チャイルドの働きについて全く知りませんで

した。さらに、ビル・ウィルソン先生のことも全く知りませんで

した。なので、神様に示されて出国した時は、まさか僕がマ

ニラのスラム街で教会学校の働きに加わるなんてことは考

えていませんでした。しかし、神様は不思議な方法で僕にそ

の道を示してくださいました。 

この体験記では、神様がどのようにメトロ・ワールド・チャイ

ルドに参加するように僕を導かれたのかについて書いた後、

具体的な働きやフィリピンでの生活のことをお話しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターンシップへの参加は神様の導き 

僕は、メトロ・ワールド・チャイルドの働きを知る以前から、

海外の貧しい人たちの生活の場に行き、何か自分にできる

ことをしたいという思いがありました。そして大学２年生の冬

頃には、海外に実際に行って色々なことを経験するべきだと

色々な人たちを通して教えられました。そして大学３年生の

年を休学し、１年間海外に行くことを決めました。その時に神

様から「世界中で働く私の偉大さと私の愛を見せよう」と示さ

れていました。そんな状況だったので、きっと何かのミニスト

リーや宣教団体で働けるだろうと思っていました。しかし、僕

のような若者を受け入れてくれる団体を見つけることはでき

ませんでした。やはり、実際に貧しさなど、多くの問題を抱え

た場所には、様々な危険が伴うので受け入れは難しいようで

した。そのためクリスチャンとは関係の無い企業や団体に申

し込んで、そこでインターンシップを行うことを考えました。そ

して５月３１日に日本を出発し、最初の目的地であるカンボ

ジアに向かいました。 

始めは、カンボジアでは企業でインターンシップを行って

いました。そして次の行き先をどうするか考えていた時に、ビ

ル・ウィルソン先生が僕の母教会に来て、礼拝のメッセージ

をされました。その様子を僕はインターネット配信された映像

を通して見ていました。本当に衝撃的でした。 

メッセージの中でビル先生が語られたこともそうですが、メ

ッセージの前に世界にどういう子どもたちがいて、メトロがど

のような働きをしているのか紹介しているのを聞いて鳥肌

が立ちました。これこそ、僕がやりたかった働きだ、そう思

いました。そして人生を通して色々な困難を経験されたにも

かかわらず、ビル・ウィルソン先生が、今もなお強烈な情熱

を持って活動されている団体の中で働いてみたいと強く思

いました。 

メッセージの中では、メトロのツアーについてだけ話され

てインターンシップについては話されていなかったので、初

めはツアーに参加しようと思っていました。ツアーの情報を

見るためにＨＰを見てみると、下の方にインターンシップに

ついての記事がありました。ちょうどその時期がインターン

シップの募集時期であり、メトロ・フィリピンのインターンシッ

プの時期も、ちょうどカンボジアでのインターンシップが終

わった直後からのスタートでした。祈って、神様がきっとこ

のことを備えてくださったんだと信じて申し込みました。 

神様の備え 

申し込みの金銭的なことは、不思議な形で神様が働いて

くださいました。出国するときに教会からサポートしてもらい

ましたし、そもそもこの一年間のために僕自身や家族の財

布を開けるようなことはありませんでした。結局帰国するま

でそのようなことは一度もありませんでした。神様の御手の

中で助けられていたことを感謝しています。 

英語の面接があると聞いていたのですが、僕はその時カ

ンボジアにいたのでその面接はパスとなりました。自分の

英語力に多少の不安はありましたが、カンボジアの企業で

働いていたので大丈夫ということでした。他のミニストリーと

違い、そういった英語のハードルが低いことは僕にとっては

大きな助けでした。少しだけ万代先生と電話でお話をしまし

たが、メトロのスタッフの方々とは、ほとんど関りが無いにも

関わらず、神様が前に進めてくださいました。 

カンボジアでの仕事が少し早く終わったので、ベトナムに

一度行ってから、いよいよフィリピンに入国しました。メトロ・

ワールド・チャイルド・ジャパンから Operation Department

のハンナさんという方を紹介され（この方がインターンシッ

プの責任者だったのですが…）連絡を取っていました。何

日の何時の飛行機に乗っていくからと伝えて、いよいよベト

ナムを離れてフィリピンに行くことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年にメトロ・フィリピンのインターンシップ（研修制度）に参加された日置
ひ お き

 頌
しょう

 様のレポートをお届けします。 
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マニラ空港にて 

 

僕のベストチームである Team D！ 

写真左が日置様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地での活動報告 

空港にはスタッフのダーウィンさんが迎えに来てくれ、車で

スタッフとインターン生が住むオフィス兼宿舎に向かいまし

た。フィリピンには、２年ほど前に、１か月間の短期留学で来

たことがあったので、空港からの道中は懐かしい光景が広

がっていました。カンボジアや他のアジアにはない独特の空

気感と街並みです。 

カンボジアでは金融系の企業でインターンシップをしてい

て、お金のことや人々の生活についてずっと考えていたの

で、ダーウィンさんには車の中で、人々はいくらくらいの賃金

で働いているのか、満足に食べることができるのかといった

ことを、質問していました。話しているうちに宿舎に到着し、

スタッフのジョシュさんが出迎えてくれ、彼が僕を部屋まで案

内してくれました。そのあと、ハンナさんや他のスタッフに挨

拶をして、荷解きをしました。同じ部屋にジョシュさんも住ん

でいて、もう一人の日本人インターン生である永野君も、そこ

に泊まる予定でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこからインターンシップが始まるまでの数日間は、受付

スタッフの手伝いをしていました。 

道端教会学校では、子どもたちに分かりやすく楽しく福音

を伝えるために多くの小道具・大道具を使います。それを新

しい学期が始まる前に作り始め、学期内の後の方に使う小

道具は、学期中に制作しています。インターンシップが始ま

る前は、プレオープニングに使う小道具のテレビを作ってい

ました。（道端教会学校はプログラムの形が決まっていて、

スタートの前にプレオープニングという子どもたちを招待する

時間があります。）最初の２、３日はインターン生が僕一人で

したが、スタッフの皆さんがとても親切で、楽しくよく話す人た

ちだったので、すぐに打ち解けることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クーラーがないので、めちゃ

くちゃ暑い日 もありました

が、おかげで日本の夏も平

気になりました。(笑) あと、

シャワーは水だけで、水もし

ょっちゅう止まるので、シャワ

ーを浴びられない日もありま

したが、僕はカンボジアで鍛

えられていたので、あまり気

になりませんでした。(笑) 

道端教会学校で使う小道具のテレビを木で作っている様

子。仕上がりはイマイチで、この後、マーチンが始めから

全部作り直してくれた…。 

日置様のレポートは、次月に続きます。インターン生としての生活や、道端教会学校の活動報告をお楽しみに！ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数日してインターン生が集まってきました。順番は定かで

はありませんが、最初にドイツ人のメリーサ、ミラ（この二人

はいとこです）の二人が来て、数日してから日本人の永野君

が来ました。最後に台湾人のジョアーナとフィリピン人インタ

ーン生のポウリーンが来て全員が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターンシップは８月２７日からスタートしたのですが、最初

の２週間はトレーニング期間です。メトロ・ワールド・チャイル

ドはどのようにして始まったのか、どのようにして苦境の中に

置かれている子どもたちを支えているのか、道端教会学校を

どのように行っているのかなど、色々なことをこのトレーニン

グ期間で学びます。インターンシップの目的の一つが、イン

ターン生がそれぞれの国に帰った時に、実際に自分たちで

道端教会学校をできるようになることなので、どのようにメッ

セージを作るのか、内容を詰めていくのかなど、神学校のよ

うに深くまで掘り下げることはしませんが、道端教会学校で

福音を語る際に必要なことも学びます。 

 

メトロの宿舎前にて。 

左から永野君、メリーサ、直子姉（途中で帰国されまし

た）、ジョアンナ、ミラ、ポウリーン、僕。 

左から日置様、スタッフのジョシュ、ハンナ、ダーウィン。 

トレーニング風景 



２０２０ 年８月 今月のデボーション  byビル･ウィルソン 

「痛みを覚えているなら 助けは近い」 

 

 

 

 

  

道路際で少年が泣きじゃくっているのを、私はただ見守ることしかできませんでした。飼っている犬がトラックにはねられたので

泣いていたのです。少年は愛犬にそっと手を差し伸べたのですが、犬はその手に噛みつこうとしたので、彼はさらに手がつけら

れないほど泣き続けました。かわいがっていた犬が自分の助けを拒絶するなんて、彼には信じられないことでした。 

その意味がわかったので、私も涙が溢れました。時に私たちは、苦しんでいるときに手を差し伸べられると、たとえそれが愛に

よる優しさであっても苦痛を覚えるのです。ニューヨークで子どものために長年活動を続ける中で、私は深い心の傷をいくつも抱

えることになりました。そして、どういう痛みであれ、この先もそういった傷は増えていくでしょう。 

私は自分がその犬と同じだと思うのです。おそらくあなたも同じでしょう。苦しんでいる時は、あらゆることにうまく反応できなくな

るものです。私は、誰かが心から私を助けたいと願って差し伸べてくれる愛と支えの手を拒んでしまうことさえあります。 

しかしそれは、あなたにとっても私にとっても正しい姿勢ではありません。苦難の日には必ず助けを送ってくださる、と神は繰り

返し言われています。痛みのただ中にある時には、なかなか信じられませんが、助けは必ず来ます。痛みが激し過ぎて、助けが

やって来ても気づけなかったり受け入れられなかったりすることも多いでしょう。ですから私たちは目を覚まして助けを待たなけれ

ばなりません。 

往々にして、身を隠したり自分の殻に閉じこもったりする方が簡単ですし、時には助けようとしてくれる人たちに片っ端から噛

みついたりします…神からのものにさえ。しかし、神からの助けを受け入れなければ改善の道はありません。 

あなたが今、耐えられない苦難のうちにあるのなら、まもなく助けは神から来ます。それは御約束なのですから、受け入れる備

えをしてください！ 

正しい者の救いは、主から来る。 

苦難のときの彼らのとりでは主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。 

主は、悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。 
―詩篇３７篇３９∼４０節― 

心をこめて  

創立者・主任牧師 ビル・ウィルソン 

メトロ･ワールド･チャイルド関連グッズ！ 
グッズは売り切れ次第販売終了となりますのでご了承ください。いずれも消費税抜き価格でご提供します。 

日本国内に限り送料は、1 回あたり２００円でお届けします。 ※パーカーのみ送料が５００円になります。 

お支払い方法 口座引き落とし、または振り込み 

ご注文方法 メールまたはお電話にて、以下の内容を日本事務所までお知らせください。 

【お名前・ご住所・ご希望の商品・ご希望の色・お支払い方法】 
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リスト･バンド 250 円(幅 3cm) 
(在庫僅少)  色は紺とパープルのみ 

メトロ･ボールペン 200 円 
色は、６色 

赤･黒･グレー･紺･パープル・緑 

ご希望の色をお知らせください。 

ビル･ウィルソン柄タオル 500 円 
今治で製作した日本製タオル 

青と赤の２種類がありますので、ご希望の色お知らせください 

Ｔシャツ各種 
1,800 円(在庫僅少) 
色は黒のみ、表示の言葉は４種類あります 

サイズは、S・M・L・XL・XS（在庫僅少） 

パーカー各 3,000 円(在庫僅少) 
色は黒とグレー サイズは、S・M・L 

＊申し訳ございませんが、送料500 円ご負担ください 

ご希望の色とサイズをお知らせください。 

在庫僅少のため売り切れの場合がございます。 

 

①   ② ③    ④ 



 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2020 年度版 
ご支援の手引き同封！ 

スポンサーの方には、2020 年度ご支援の手引き
をお送りします。同封の２つ折りの資料をご覧
ください。 

皆様のご支援によりメトロでは、世界各地で活
動を展開することができています。皆様のご支
援と背後でのお祈りに心から感謝します。 

今年、メトロでは全世界でスポンサーの方を
4000 人募ることを目指しています。お知り合い
の方にメトロをご紹介くださる場合は、ご希望
部数をお知らせいただければ、資料をお送りし
ます。スポンサーとしてのご体験を分かち合い
ながら、ぜひ周りの方々にメトロの働きをご紹
介ください。 

あなたのエピソードを 
きかせてください！ 

メトロ・ワールド・チャイルド･ジャパンでは、
レポート等に掲載させていただくスポンサーの
皆さまからのお声を募集します。 

●スポンサーを決意したきっかけ 

●子どもとの手紙を通してのやり取り 

●子どもの成⻑を感じた時 

●スポンサーになってよかったと思ったこと 

上記の他にも、これまで皆さまがメトロとかか
わってくださったご経験の中で、印象的なエピ
ソード等があれば、ぜひ日本事務所までお知ら
せください。 

メールアドレス metrojapan@mission.or.jp 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
いよいよ夏本番となりましたが、皆様お元気でしょうか。 

今年の夏は、コロナ･ウィルスの影響で、子どもたちの学
校生活も夏休みの楽しみも、想像以上に影響を受け制限さ
れています。しかし、どのような状況の中にあっても、主
が共にいてくださいますので、信仰により前向きで積極的
な考え方と行動を持ち続けましょう。そうすれば、私たち
の願いを超える主の愛と御力によって、必ず祝福が与えら
れます。 

メトロでは、引き続き今年の末までに 4,000 人の子ども
にスポンサーを探すという、目標に向かって活動を続けて
います。近いうちにビル師の Web セミナーも開催予定で
すので、ぜひご期待ください。 

皆様の上にも主の守りと豊かな祝福がありま 
すようにと祈ります。 

日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 

 

献金受付中！ 
メトロでは、コロナウイルスの影響の中でもな
お、世界各地の拠点で活動が続いています。ア
メリカでは、従来のように大勢の子どもを集め
て日曜学校を開催することはできなくなりまし
たが、オンラインでみことばを語ったり、電話
で子どもたちに福音を伝えたりしています。各
国のメトロの活動を支援するため、献金を募集
しています。ぜひご協力をお願いいたします。 

お振り込み先口座 
ゆうちょ銀行 一六九店 当座預金００４１６１０ 
メトロ・ワールド・チャイルド・ジャパン 

スポンサーの方は、月々のスポンサー代と一緒
に献金を引き落とすこともできます。日本事務
所までご連絡ください。 

日本事務所からの重要なお知らせとお願い 

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、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 

 


