
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メトロ･ワールド･チャイルド 
ニュースレター 

2021 年４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  

 

今月の引落し日は 4 月 16 日(金)です。 
残高のご確認をお願いいたします。 

詳細は３月号レポートをご覧ください。 
QR コードからお申込みができます！ 

 

今月号の目次 

私の人生を変えたバス 
ここは、私が育った場所であり、子どもの頃の悲痛な思い出

が詰まったハーマンストリート２８９番地です。苦痛に満ち、虐待

があり、薬物使用者もいました。警察が頻繁に出入りし、暴力沙

汰も… そんな苦しみが繰り広げられる場所でした。私はこの環

境で育ったことを恥じていました。自分は出来損ないだと思い、

愛に飢え、人から必要とされていないとずっと感じていました。 

でもある日、今立っているこの場所、この玄関口

の階段のところで、大きな騒音を聞いたんです！ 

見ると、大きなバスが向こうからやってくるじゃあり

ませんか！ そう、メトロのバスでした。 

    次のページへつづく 

P２…私の人生を変えたバス／ビル師
からのメッセージ 

P３…学校で勉強しています！ 
P４…子どもに手紙を書いてみよう！ 
P５…今月のデボーション 
P６…日本事務所からのお知らせ

メトロ･ワールド･チャイルド 

創立者・主任牧師 ビル・ウィルソン 

ヴィッキー・ジメンズ 

今日はみなさんに一人の女性を紹介します。彼女の

名前はヴィッキー・ジメンズと言います。 

彼女が初めてメトロの日曜学校にやって来たのは１２

歳の時でした。４０年前、ここニューヨーク、ブルックリンの

スラム街で私たちが始めた日曜学校の送迎バスに初め

て乗った子どもの一人です。 

生まれ育ったスラムという環境だけでなく、虐待もあり、

彼女は心身ともに傷ついていました。そんな彼女がごく

普通の一人のクリスチャンの誘いでメトロの日曜学校に

やって来て、初めてイエス様を知ったその日にイエス様

を信じたのです。 



 

  

 

 その女性と子どもたちは貧しさに打

ちのめされていました。裕福な人々が

暮らすカリフォルニア州のパームデザ

ート。その地域にはあまりに不釣り合い

なのですが、どういうわけか、そんな親

子がいたのです。 

その日、信号待ちをしていた私の目に、母親が３人の幼

い子どもを連れてゆっくりと通りを歩いているのが映りまし

た。見るからに、満ち足りていると言えるものが何ひとつな

く、特に食べる物がないのが明らかでした。 

その母親が突然、居住地域との境界となっている高い

壁の前で立ち止まりました。なぜ？ 理由はすぐにわかり

ました。そしてそれが、私たちが活動を続けてきた理由に

つながったのです！ 彼女の行為を見て、私はあらため

て自らの働きを振り返ったのでした。 

母親は一番下の女の子を抱き上げて頭上に高く掲げ

ました。すると女の子は手を伸ばして、高い壁の向こうか

ら下がっている枝の先の、甘く熟したオレンジを摘み取っ

たのです。その光景はまるで、木がこの女性を助けようと

枝を伸ばしているかのように感じられました。 

さて、ここで質問です。あなたはご自分の枝を伸ばせま

すか。あなたの枝 ― あなたの愛、優しさ、祈りを、今いる

場所からどこかの誰かを助けるために、伸ばすことができ

るでしょうか。木全体を壁の外に移す必要はありません、

枝だけでいいのです。何であれあなたが愛をもって行動

を起こせば、それ自体は小さな動きでも、その瞬間から池

の波紋のように外に広がって大きな実を結ぶのです。 

かつてないほど必要が迫っている時に、大人も子どもも

含めて多くの人々に素晴らしい影響を与えてくださったこ

とに感謝します。あなたの愛が結んだ実は、あなたの場所

からは見えないかも知れません。あなたがその効果を知

ることはないかもしれません。でも、覚えていていただきた

いのです…愛の行為はすべて永遠に続くということを。神

はあなたの大きな優しさをご覧になり祝福してくださいま

す。今までも、これからも。 

ビル・ウィルソン 

 ビル師からのメッセージ 

「どこまで“枝”を伸ばせますか？」 

私の初めての担当キャプテンは、「デビ・ヘンス」という人でした。バスの

中には、たくさんの人がチラシを持って乗っていて、ビル牧師がバスを運

転していて、私たちをメトロの教会学校へ連れて行ってくれたのです。 

初めて教会学校に来て、私は手を挙げて言いました。「イエスさま、信じ

ます」と。そしてそれが、永遠に私の人生を変えました。 

私が救われたことにより、私の母が救われ、私の子どもたち、そして

今、私はお婆ちゃんになってその信仰を伝承しているんです。たった一人

の幼い女の子が救われたことによって、今ではその影響が４世代に及ん

でいます。 

こうして今でもメトロの活動が続いていて、私の

ような、希望もなくただ暗闇に支配された小さな子

どもたちを救い続けていることには感動と尊敬しか

ありません。そして、主が私にしてくださったことを

思うと感謝で胸がいっぱいになります。福音に触れ

る機会もない環境で、あのままでは出口を探すの

は不可能だったはずの私のために、主が出口を作

ってくださったのですから。 

日曜学校は、霊的な飢えと共に肉体的にも空腹

だった子どもを満たしてくれ、同時に楽しい時間を

与えてくれる場所でした。そしてそれが私のアイデ

ンティティと人生すべてを変えてくれたのです。 
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ビル・ウィルソン Facebook 記事より 
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メトロのスポンサーがついているケニアの子どもは、ス

ポンサー代から給食費が支払われ、毎日学校の給食を

食べることが保証されています。メトロが支援する貧しい

家庭の子どもは、この給食が、その日唯一の食事だとい

う子もいます。 

しかし、スポンサーがついておらず、給食費を支払うこ

とさえできない家庭の子どもは、空腹で勉強どころでは

ありませんし、失神してしまう子もいます。 

給食をありがとう！ 

メトロ スポンサー申し込み 
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子どもに 

手紙を書いてみよう！ 

メアリーへ 

元気ですか？ 手紙を書いてくれてありがとう！ 

成長したメアリーの写真を見て、とっても嬉しくなったよ。 

私は今、写真を撮ることにハマっています。スマホで撮った 

私の飼っている犬の写真を送るね！かわいいでしょう�？ 

メアリーのことを毎日お祈りしているよ。また手紙を書くね！ 

                               はなこより 

【手紙の書き方の例】 

Dear Alex 

Hello！ How are you doing? 

I hope you are doing well. 

My son and you are same age. 

So he says “Alex is my 
brother!” 

We want to go to Kenya to see 
you someday! We can’t wait♪ 

God bless you! 

Taro and Ken(my son)      
自分の苗字や住んでいる地名は 

書かないでください！ 

 

日本語で書かれた文章はボランティアの方のご協力によって

英語に翻訳され、英文が添付されます。 

年に最低１回は、スポンサーの皆様にサポートしていただいている子どもから、自己紹介カードやクリスマスカード、プレ

ゼントへのお礼の手紙などが届きます。決して上手とは言えない字でも、一生懸命スポンサーの皆様へ感謝を伝えようと

している気持ちが、子どもたちの文章から伝わってきます。 

「子どもから手紙が届いたので返事を書いてみたいけど、どうやって書いたらいいのか分からない…」そんな声にお答え

して、今回は、手紙の書き方の例をご紹介します。 

手紙を受け取ると、子どもはスポンサーの方とのつながりを感じ、「自分のことを気にかけてくれている人がいる」というこ

とを改めて感謝することができます。ぜひ、ご支援いただいている子に手紙を書いてみてください。お待ちしております。 

〒１０４-００６１ 

東京都中央区銀座４-５-１ 

教文館６階 ＴＦＣ内 

メトロ･ワールド･ 
チャイルド･ジャパン宛 

23.5cm×12cm×1cm、 

50g 以内でご用意ください。 

シールやヘアゴムなど、小さな

サイズのプレゼントは手紙に 

同封できます！ 

手紙を入れた封筒に、子どもの名前と、自分の名前（苗字は書かない）を書き、

送付用の封筒に入れて日本事務所宛にお送りください。 



２０２１年４月 今月のデボーション  byビル･ウィルソン 

影響力ということ ―あなたは誰かにとっての「杉」なのです 

 

 

 

 

 

 

  

私の魂とふれあう誰かの魂― 

たとえそれが一瞬のふれあいでも すべての魂がここから何か良いこと、何か優しいこと、 

親切な思いやり、感じたことのない霊的感覚を受け取ることができますように ―ジョージ・エリオット― 

 

 

 

 

 

私は世界中で旧約聖書を教えていますが、聖書を漫然と読んでいてはそこに書かれた真理の多くは見つけられない、と

つくづく思います。この一節はまさにその一例です。では、ここに隠された真理とは何でしょうか？ 

あなたは誰かにとっての「杉の木」なのです！ 

この森には、杉や樫の木、もみの木が共に生えています。大きく力のある木は、小さな木を嵐の中で守っています。小さな

木が倒れたとしても気づく人はいません。しかし大きな杉の木が倒れれば誰もが気づきます。大きな木が倒れると小さな木も

共倒れになるからです。 

あなたは誰かにとっての「杉の木」なのです！ 

それがあなたの人生とどんな関わりがあるでしょうか。この聖句に秘められた真理とは、あなた自身の思いと関係なく、あな

たには影響力があるということです。「あなたが誰であるか」ということは「あなたが何をするか」ということと同じくらい大きな意

味を持ちます。あなた次第で周囲の人の人生は守られることもあれば破壊されることもありますから、力強さを保って周囲に

良い影響を及ぼしたいなら、あなたが自分の弱点を知っておく必要があります。 

あなたにとっての「クリプトナイト」は何ですか。クリプトナイトとはスーパーマンのパワーを奪う緑色の物質で、これに近づく

と敵の攻撃に無力となってしまうのです。私たちにもそれぞれのクリプトナイトがあり、これに近づくことはリスクを伴います。ヨ

ハネの手紙第一、第２章１６節では、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢について語られています。自分を弱くし、無力化す

るものの存在を知り、それに近づかない賢明さが必要です。 

あなたは誰かにとっての「杉の木」なのです！ 

ですからここで確認したいのは「今、あなたを見ているのは誰か」 「今、あなたを頼りにしているのは誰か」 「今、あなたに

会いたがっているのは誰か」 ということです。私たち一人一人に、自分の影響の及ぶ範囲があるのです。 

目立つ存在になればそれだけ影響の及ぶ範囲も大きくなります。良くも悪くも影響を及ぼす人の数は多くなります。いつも

言うことですが、どのような存在になるかはあなた次第です。 

あなたは誰かにとっての「杉の木」なのです！ 

また、すべての点で自分自身が良いわざの模範となり、教えにおいては純正で、威厳を保ち、 

―テトスへの手紙２章７節― 

心をこめて 

創立者・主任牧師 ビル・ウィルソン 

 

 
もみの木よ。泣きわめけ。杉の木は倒れ、みごとな木々が荒らされたからだ。 

  バシャンの樫の木よ。泣きわめけ。深い森が倒れたからだ。  ―ゼカリヤ書 １１章２節― 

※ビル師の著書『Running with Turtles』からの引用 
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メトロの活動を紹介する PR ページが 
できました！ぜひご紹介ください。 

https://metroworldchild.jp/metrogenerallp/ 

日本事務所へのお申込みを通して 

スポンサーに出会えた子どもの合計数 

                （２０２０年７月１日から２０２１年３月３１日まで） 

ケニア･クリティカル 
(緊急里親募集) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

手紙の翻訳について 
お送りしています子どもからの手紙は、本部か
ら送られてきたものを、間違いがないかチェッ
クした上で皆様にお送りしています。 

基本的には個人からの手紙やカードに翻訳をつ
けておりませんが、ご希望の方は、写メや FAX
などでご希望の言語(日本語と韓国語)と共にお
知らせいただきましたら、翻訳してお送りしま
す。本来は、すべて翻訳してお送りすべきとこ
ろですが、メトロの働きはすべてボランティア
の協力で行っておりますので、手が行き届かず
申し訳ございません。 

毎回翻訳をご希望の場合もお知らせください。
次回からは訳を同封してお送りします。日本語
と韓国語のみご対応できます。 

 

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 

 

スタッフ支援募集！ 
ルカの福音書に「実りは多いが、働き手が少な
い。だから、収穫の主に、収穫のために働き手
を送ってくださるように祈りなさい（10:2）」と
あるように、収穫するためには、そのための働
き人が必要です。 

メトロのスタッフは、子どもたちに福音を伝え
るため、個別の家庭訪問や日曜学校プログラ
ム、聖書研究、食事の配給などを通じて奉仕し、
収穫のために人生を捧げています。 

Run With One というプログラムは、スタッフ
の福音伝道を月 5,000 円以上の任意の金額 
で支援するものです。祈りを持って検討
し、伝道の一翼を担ってくださることを
期待しています。 

 

再引き落としについて！ 
2021 年 2 月の引き落としより、残高不足等で
引き落としができなかった前月分の未払金を、
再引き落としさせていただいております。 

再引き落とし手数料として１１０円を追加させ
ていただきますので、ご了承ください。 

確実に引き落としできるように、お手数ですが、
引き落とし日前までに口座の残高をご確認くだ
さいますようお願いいたします。４月の引き落
とし日は、４月１６日（金）です。 

再引き落としについての詳細は、１月号のレポ
ートをご確認いただくか、以下のホームページ
アドレスでご覧ください。 

metroworldchild.jp/2021/information/4151/ 

 

日本事務所よりごあいさつ！ 
ようやく緊急事態宣言が解除され、オリンピックの聖火リ
レーも始まって、日本中に動きが出始めました。私たちも
復活の主の力と恵みによって、前向きで、主の恵み溢れる
新年度をスタートしたいと願います。 

新しいスタートを切られた方も多いことでしょう。与えら
れたチャンスを感謝を持って受け止め、与えられた賜物を
活かして充実した日々を実現していきましょう。 

救い主イエスは、私たちの挑戦を喜んでくださいます。あ
なたの祈りに答えて折りにかなう助けを与え、あなたのビ
ジョンを実現へと導いてくださいます。信じて前進しまし
ょう。困難を覚える時には、どうぞご連絡ください。共に
祈り、主の導きを求めていきましょう。 

復活の主からの守りと祝福が、溢れるばかりに 
与えられますよう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) 

 


