
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
昨年のパンデミックにより、多くの人々が計画を中止することを余儀

なくされました。ニューヨークでロックダウンが始まった時、メトロの

サマーキャンプ計画もすでに進行中でした。しかし、キャンプを中

止せずに開催することにしました。そこですぐに、子どもたちが自

宅にいながらでも最高のキャンプを体験できる方法はないかと考え

始めました。 

キャンプに参加できる子どもたちは、すてきなキャンプ関連グッズ

やゲームがいっぱい詰まった、特別な「メトロキャンプボックス」を受

け取り、オンラインでのキャンプに参加しました。メトロのスタッフた

ちとの礼拝の時間を持ち、イエス様との交わりを深める方法を学び、

オンラインゲームや、小グループに分かれた特別な活動も楽しみ

ました。 

皆様のような素晴らしいスポンサーやご支援くださる方々のおかげ 

で、ここニューヨークに住む５００人以上の子どもたちが、彼らを取り

巻く環境が劇的に変化する中でも、キャンプの体験から、たくさん

の恵みを受け取ることができました。 

この夏には、コロナウイルスの制限が緩和され、リアルのキャンプと、

バーチャルキャンプの２つの方法でキャンプを開催することができ

るようになりました。メトロのチームとカウンセラーたちは、コネチカッ

ト州のキャンプ場で開催するキャンプで、すべての子どもたちにマ

スク着用、手洗い、ソーシャルディスタンスを確実に実行させるため

に、厳格な安全ガイドラインを遵守しています。両親がリアルでの

実施を心配していたり、家族が間際にコロナだと診断されたなど、

何らかの理由でリアルなキャンプに参加できない子どもは、メトロが

数週間後にオンラインで配信する最高のキャンプを体験することが

できます。                                  次のページへ
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お申込み締切は 5 月 31 日(月)です。 
詳細は、２ページ目をご覧ください！ 

現地で活躍するメトロスタッフへの 
ご支援をよろしくお願いします！ 

 

今月号の目次 
P２∼３…2021 キャンプ開催 
P４∼５…⺟の日の祈り 
P６…なんとかやってみる！／スタッ

フ支援募集 
P７…メトロをご支援くださる皆様へ 
P８…日本事務所からのお知らせ

2021 年アメリカ･キャンプ開催決定！ 
 



 

  

バーチャルキャンプを開催するのは、参加する子どもだけでなく、その子

の兄弟や親もメッセージを聞いて影響を受けていることがわかったからです。 

皆様の惜しみないご支援によって、このサマーキャンプのような、福音を伝

える重要な機会を持つことができているのです！ そして今年、子どもたちに

とって福音を聞くことは、これまで以上に大切なことになっています。 

子どもたちは、このパンデミックの中で、自分の気持ちを話す機会が与え

られませんでした。ただ、「ここに行かないで」、「これを着けて」、「これをし

て、それをしないで」と言われ続けてきたのです。子どもたちは、多くの不安と

混乱を経験し、そして、友人や家族、さらには毎週行われていた道端教会学

校からも分断されてしまっていたのです。 

だからこそ、今年のキャンプでは、「神こそが」ということをテーマにしまし

た。すべての不確実さと不安の中にあって、「神こそが」答えです！ 「神こそ

が」私たちの休み場であり、「神こそが」平和、「神こそが」完全、「神こそが」

安心、そして「神こそが」愛なのです。 

リアルとバーチャルのどちらのキャン

プでも、カウンセラーが子どもと１対１で

じっくり話す時間を設け、個人の話を聞

き、それぞれの生活や個々の場面で

「神こそが」という学びをどのように具体

的に活かしていくか支援します。 

ニューヨークの子どもたちが２０２１年

に体験するキャンプや、ケニアやフィリ

ピンの子どもたちの日帰りキャンプを意

義ある体験にできるよう、どうかご支援

をよろしくお願いします。 

キャンプ支援のご案内 
バーチャルキャンプの参加費を支払ってく

ださった皆さんと、私の娘のスポンサーに感
謝します！ 

子どもたちにイエス･キリストについて教
えてくれてありがとうございます。神様が与
えてくださった祝福とすべての親切に心から
感謝しています。 

私たちはあなたを愛しています！ 

すべての贈り物が重要です！ 
皆様から捧げていただく子どものキャ
ンプ参加費、キャンプ支援献金は、これ
からキャンプの内容を計画していく上
で大きな助けとなります。 

サマーキャンプは、メトロの子どもたちに一年で最も大き
な影響を与える行事です。 

■ ニューヨークは３５,４００円で、４泊５日のキャンプに
参加できます。 

■ フィリピンとケニアは１０,２００円で日帰りキャンプ
に参加できます。 

 

ニューヨーク サマーキャンプ 
リアルキャンプは、７⽉９日〜８⽉１日の期間に数回に分
けて開催します。 
バーチャルキャンプは、８⽉１１日〜２０日の期間にいく
つかのグループに分けて開催します。 

ケニア･フィリピン サマーキャンプ 
コロナウイルスの状況と規制を確認して、キャンプの開催
方法や時期を決定します。現時点では、まだ決まっており
ません。決定次第お知らせします。 

2020 年バーチャルキャンプに 
参加する少女 

お申込みの詳細は 
同封のチラシをご確認ください 
今月の募集はアメリカのみです。 
ケニア･フィリピンについては、決定次第お知らせします。 
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キャンプお泊まりセット   
やっとキャンプへの参加がかなうというのに、タオル
や洗面道具などの準備もできない子の気持ちを想像し
てみてください。今年、ニューヨークでは、多くの子ど
もがそういう状態にあります。 
準備ができない子どもでもリアルなキャンプに参加す
ることができるよう、必要な準備を整えてあげること
ができます。 
3,600 円のキャンプお泊りセットがあれば安心ですし、
キャンプがさらに素晴らしい体験となるでしょう。 

あなたの思いやりのお陰でメトロは、子どもたちが

ワクワクするようなキャンプを体験し、子どもらしくキャ

ンプを楽しむ中で神とのより深い個人的な関係を築く

機会を持つことができています。 

どうか今ご支援いただき、子どもたちに特別な経験

を与えることができるようご協力をお願いします。 

キャンプを実施するにあたって 
今年、いつもとは違うやり方で充実したキャンプを子どもた

ちに提供するために、私たちはどのような状況にも備えたいと

思っています。おそらく皆様もいろいろとご質問がおありだと

思いますので、今の状況をお伝えします。 

コロナの対策はどうしていますか？ 
キャンプを開催するにあたり、アメリカとメトロが活動している

国で定められている全ての予防策と手順を遵守しています。 

リアルのキャンプの開催について子どもたち
の親はどう思っていますか？ 

リアルのキャンプを開催するというのは、難しい決断でした。

しかし、メトロの教会学校に参加している子どもたちのかなり多く

の親御さんから、通常の活動の再開を心待ちにしているという

声をいただきました。また、別の親御さんからは、まだ怖がって

いて、バーチャルキャンプを望んでいる子どももいるということも

伺いました。 

万一、ご支援いただいている子どもがキャンプに参加できな

い場合は、ご連絡させていただきます。 

ケニアとフィリピンのキャンプは 
どのような状況ですか？ 

アメリカと同じように、私たちはそれぞれの国が定める安全

対策に従って計画を進めています。 

フィリピン 
私たちは今年、今までにないほどキャンプの詳細を決める

にあたって、祈りと忍耐が求められています。 

フィリピンの子どもたちはここ１年近く、家から出ることを許さ

れていないことをご存知でしょうか？ 彼らは世界の中でも最も

厳しいコロナ対策の規制を受けています。 

 

ケニア 
私たちは、去年の１１月にケニアの子どもたちがデイキャンプに参加できたことを、

喜びを持って報告させていただきます！ 主に感謝します！ 

休校中の授業を補填するため、学校のスケジュールは大幅調整中で、まだ今年

のキャンプの日程を決めることができていません。しかし、ケニアのチームはすでに

インパクトのある聖書の学びの時間と活動内容を計画しています。 

今後もキャンプについて決まり次第詳細をご報告させていただきます。引き続き、

それぞれの国のためにお祈りください！ 
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以前のレポートで年間キャンペーンスケジュールをお伝えした

際に、フィリピンキャンプ募集は４月と記載しましたが、現在、実

施日は未定となっています。決定次第、募集をいたします。 
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日曜学校のスタッフの女性が、私が彼と話すのを聞いていて、オフィスに走って

いき、セロハンテープを持って戻ってきました。私はその子を慰めていましたが、彼

女は会話を遮り、彼の隣に座って彼を見つめ、「このカードは今まで見た中で一番

美しい母の日のカードだと思うわ」と言ったのです。そして破られたカードを取り、セ

ロハンテープで貼り合わせ、元の形に直しました。そして、「このカードを頂きたい

のだけれど、良いかしら？ この母の日に、あなたのお母さんになりたいわ。あなた

のお母さんにならせてくれる？」と言ったのです。 

私は彼が手を伸ばし、そのスタッフに抱きついたのを見ていました。その光景を

見つめながら、全て本当に些細なことなのだと思いました。そうでしょう？ 少年が

素晴らしいことだと思っていたカードを、彼の母は無下に扱いました。些細なことで

す。そして日曜学校のスタッフは、些細な行いで、母の日のカードだけでなく彼の

心をも癒やすことができたのです。 

今皆さんの中には、ご自分の母親と長い間話していないという方がいらっしゃる

かもしれません。お二人の関係に何があったかは私にはわかりませんが、もしか

すると今が話をする時かもしれません。私と母との間にあったことをご存じの方が

いらっしゃるかもしれませんが、私は自分自身のためにも彼女を赦しました。 

私にとって母の日は、一年で最も辛い行事と言えるでしょう。母は、私を街角に

置き去りにしていったとき、自分が何をしてしまったのかということを理解していな

かったのではないかと思います。きっと理解していなかったでしょう。 

母はアルコール依存症で、他にも色々なことを経験し、彼女にとってきっと辛い

状況でした。しかし、母も辛かったのでしょうが、私ももちろん辛かったのです。そう

いうわけで、母の日にはそのことがどうしても脳裏にちらついてしまうのです。 

数年前に起こったことをお話します。ブルックリンの私たちの日曜学校では、毎

年母の日に小さなカードを作って、それぞれのお母さんに渡すことにしています。

お母さんにあげるのです。 

一人の少年が、母の日のために作ったカードをとても興奮して持ってきてくれた

のをありありと覚えています。「ビル先生！ビル先生！お母さんのためにこれを作

ったんだ！」と。私は「すごいね！とても良くできているよ！」と伝えました。彼は大

はしゃぎでした。 

ところが、翌週彼が日曜学校に来たときの様子は全く違っていました。我を忘れ

て泣きじゃくっているのです。そして私に向かって走りより抱きついてきました。私

は「どうしたんだい？」と尋ねました。彼は自分のポケットに手を突っ込み、ビリビリ

に破られた先週作ったカードを引っ張り出しました。 

私はそのカードを見て、「一体何があったの？」と尋ねました。「ビル先生、先生

が言ったように、お母さんにカードを渡したんだ…」。そして、彼は私を見つめまし

た。何が起こったのか分かっていましたが、認めたくない気持ちでした。 

彼のお母さんは薬物依存で、先週彼が日曜学校から帰ってきたときはハイ状態

になっていました。そして彼が「母の日おめでとう」と言ってカードを渡すと、「こんな

カードいらないわ！そしてあなたもいらない！」と言って、彼の目の前でカードを床

に破り捨て、彼に罵詈雑言を浴びせ掛けたのです。そこで彼は次の週にぼろぼろ

になったカードを持ってきたということでした。 

ここで、予想していなかったことが起こりました。   

母の日の祈り 

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 

Facebook 動画メッセージより 



 

 

 

 

  

２０２０年以前に撮影された写真はマスクを着用していません 

もしかすると孤児の方がいらっしゃるかもしれません。お母さんとずっと会話もなく、冷たく接してきたかもしれませ

ん。でもこの母の日に電話をかけて、「お母さん、愛しているよ！お母さん愛しているよ！」と伝えてみてはどうでしょ

う？ もしかすると、ご覧になっている方の中には、子どもたちはもう大きくなって、ずっと連絡がないというお母様がい

らっしゃるかもしれません。また、子どもに恵まれなかったという方もいらっしゃるかもしれません。 

でも、私たちの日曜学校のスタッフがブルックリンであの少年にした

ことを思い出してください。彼女には子どもがいませんでした。でも、あ

の日彼女は、母の愛を渇望していた少年の母になりました。彼女こそ

が、母の愛を彼に与えたのです。私はそれを目の当たりにしました。

今でも忘れることはできません。 

お母さんに電話をしないといけないなら、今しましょう！ 子どもから

連絡がない、あるいは子どもがいない方もいらっしゃるでしょう。でも、

覚えていてください。あなたも、あの少年のお母さんになることができ

るのです。なぜなら私のような、そしてあのカードを破り捨てられてし

まった少年のような子どもがいるからです。虐待で傷ついた少女が、

母の愛を必要としているかもしれません。あなたがお母さんになること

ができるのです。あなたが愛を分け与えることができるのです。 

ともに祈りましょう。皆様のために祈らせてください。誰かのお子さんにとって、お母さんにとって、今まで最高の母

の日になるかもしれませんから。 
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天の父なる神様、イエス様の御名によって祈ります。全て

のお母さんのために祈ります。子どもたちがお母さんをない

がしろにして傷ついているかもしれません。きっと傷ついて

いるでしょう。でも主よ、今日この母の日に、あなたの愛を受

け入れることができますように。母親たちを力づけ、励まし、

立ち上げ、あなたの愛を伝える者としてください。 

そして主よ、まだ母の愛を必要としている少年や少女が

いることを覚えさせてください。母の愛を、その子たちに分

け与えることができますように。この母の日に、小さなことで

すが、少年の心をセロハンテープで癒やすことができたよう

に、小さな一歩を踏み出せますように。 

お母さん、私もあなたを愛しています！愛して

います。自分たちの子どもだけでなく、あの少年

のお母さんになってあげてください。あの少年

は、私のようでした。カードを破られたあの少年

です。今恐れの中にいる少女です。でも母の愛

は何ものにも代えがたいのです。何にも代えられ

ません。お母さん、あなたに神様の祝福がありま

すように。良い母の日となりますように。愛してい

ます。神様の祝福がありますように。 

ビル師が英語で
語るメッセージ
をご覧いただけ
ます 



 

  

ブルックリン前線からのニュース 

コロナはイースターを止めることはできません！ 
アメリカの子どもたちにとって、イースターはとても特別なものです。毎

年、子どもたちはイースターの楽しい行事であるエッグハントに参加しま

す。家族で公園や野原に集まり、お菓子の詰まったカラフルなプラスチッ

クの卵を集めるのです。 

教会は長い間、この家族ぐるみのイベントに地域の人々を招き、十字

架の福音を伝えるために用いてきました。毎年日曜学校の子どもたちと

一緒にイースターのエッグハントをしてきましたが、今年はコロナ禍で断念

せざるを得ませんでした。子どもたちが今年もイースターのエッグハントは

あるのか、いつものように公園で日曜学校をするのかを聞いてきました

が、現在私たちはオンラインで日曜学校をしており、公園での開催は難し

かったのです。 

訪問エッグハント！ 
私は担当の地域の子どもたちと少しでもイースターの喜びを分かち合

いたいと思いました。イースターエッグを数百個購入し、キャンディーや 1

ドル札を詰め込み、それらをたくさんカバンに入れて子どもたちを訪れま

した。子どもたちはバッグに手を突っ込んで、何個かのイースターエッグ

を掴み取れるのです。みんなとても喜んでいました！ 

イースターの話を漫画スタイルで伝えることもできました。日曜学校で

使っている紙芝居の絵を使い、吹き出しをつけたのです。子どもたちは、

十字架のメッセージを読むことができました。 

2021 年 3 月 21 日 スージー 

ニューヨークスタッフ 
スージーさんのレポート 

スポンサーの皆様、メトロをご支援くださる皆様、いつもメトロの活動を支えてくださりありがとうございます。 

このコロナ禍に、日本でも多くの方々が経済的・精神的なダメージを負われたことと思います。日本事務所でも昨年は

ビル師のセミナーを開催することができず、「子どもたちに十分な支援が届くのだろうか…」という思いがよぎりました。 

しかし驚くべきことに、スポンサー･支援者の皆様からお申込みいただいた子どもたちへのプレゼントや、メトロへの献

金の総額（２０２１年度分）が、コロナ前に比べて増加したのです。そして、皆様のご尽力で、新たなスポンサーも与えられ

ました。まさに「あすのための心配は無用です（マタイの福音書６：３４）」というイエス様のお言葉どおりです。 

金銭的なご支援だけでなく、現地スタッフやメトロの子どもたち、そして日本事務所へ励ましのメッセージがお手紙やメ

ールでたくさん届けられました。祈りでメトロの働きを支えてくださっている方々もいらっしゃいます。 

皆様、口をそろえて「心ばかりですが」 「私にできることはこれだけですが」と言ってくださいます。しかし、皆様からのご

支援と祈りが、子どもたちにとって大きな助けとなり、スタッフたちを勇気づけていることは確かです。そして、皆様からの

愛を受け取るたびに、私たちは神様に感謝します。 

メトロをご支援くださる皆様へ 

スポンサーの皆様、支援者の皆様、メトロの活動を担う一員となってくださりありがとうございます。 
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イエスは、ルカの福音書１０章２節で次のように述べています。 

「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。」 

収穫するためには、そのための働き人が必要です。 

すなわち、宣教のために命を捧げるという神の召命に、「はい」と答える普通の人々のことです。 

私たちのスタッフは、福音を伝えるためにできるだけ多くの子どもたちに手を差し伸べ、彼らの人生が変えられるのを

見たいと願っています。 

 

私たちが子どもたちに関わるのは、イエス様が子どもたちを御心にと

めておられるからです。メトロのスタッフは、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子どもたちのために奉

仕しています。メトロのスタッフは皆、収穫のために人生を捧げているの

です。 

Run With One (ラン ウィズ ワン) プログラムは、スタッフが神の召し

に応えることができ、すべての時間や、集中力、エネルギーを、メトロの

福音伝道の働きのために使うことができるよう、支援するものです。 

メトロのスタッフたちは、自らの経済的支援者を増やし、より良い働き

に集中できるようにする必要があります。 

祈りを持ってご検討くださり、その一翼を担ってくださる方々が起こさ

れることを期待しています。単発援助でも、ご希望の金額による毎月の継続的支援

でも結構です。大宣教命令を受け止め、ご自分が宣教師を派遣するつもりでご支援

ください。あなたのような方々と働きを共にできることを感謝しています。 

支援の必要なスタッフをご紹介しますので、直接関わっていただき、そのスタッフと

Run With One のチームの一員として共に歩んでください。個人的なニュースレターを

通して、スタッフの活動の様子や、神様が子どもたちの人生をどのように変えてくだ

さっているかを知ることができます。必要な場合は、日本事務所で翻訳してお送りし

ていますので、英語が苦手な場合もご安心ください。 

メトロのスタッフ支援によって、あなたもメトロが関わる地域全体に影響を与え、毎

週何百人もの子どもたちに福音を伝えることができます。 

7 

スタッフ支援者募集中 Run–With-One 

メトロ･ワールド･チャイルドのスタッフたちは、子どもたちを救うことに情熱を持ち、精一杯の働きをしています。 

彼らは基本的に無償で働いているため、自分の生活を支えてくれる支援者を個別に募っています。 

ご希望の金額（月々５,０００円以上）でご支援を始めていただけます。 

ぜひ、スタッフの同労者となり、手紙のやり取りなどを通して、スタッフを励ます存在となってください。 

共に神の御国を築きましょう！ 

 

お申込みはこちらから 

metroworldchild.jp/run-with-one-2/ 
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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。５月の引き落
とし日は、５月１７日（月）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
ページをご覧ください。 

metroworldchild.jp/2021/information/4151/ 

 

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 

 

メトロの働きをご紹介！ 
「メトロのことを友達に紹介したいけど、うま
く説明できない…」、「サポートを始めたばかり
で、あまりメトロのことを分かっていない…」
そのような方にご活用いただけるページがあ
ります！ 

 

メトロご紹介ページ 

https://metroworldchild.jp/metrogenerallp/ 

メトロの創立者であるビル･ウィルソン師のス
トーリーやメトロの働きについて、分かりやす
くまとめたものをスマートフォンやパソコン
でご覧いただけます。ぜひご活用ください！ 

 

お祈りください！ 
スポンサーの皆様のご紹介により、新しいスポ
ンサーが与えられている一方で、今までご支援
くださっている方々もコロナウイルス対策で大
きなダメージを受けておられます。特に今年に
入り、「支援を続けたいけど経済的に難しいた
め、スポンサーを終了します」という苦渋の決
断のご連絡をいただくようになりました。 

ビル師をはじめメトロではスタッフ一同、昨年
からスポンサーの皆様のためにお祈りをしてい
ますが、ぜひ共に祈っていただきたいのです。
神様が、皆様の健康を守り経済的な必要を満た
してくださるように。子どもに新しいスポンサ
ーが与えられますように。そして、希望を持っ
てこの時代を歩むことができますように。 

日本事務所よりごあいさつ！ 
皆様お元気でしょうか？ コロナワクチンの接種も始まっ
ていますが、状況は一進一退を繰り返し、なかなか先が見
えませんが、皆様の守りと祝福を祈っています。 

厳しい状況の中でもご支援を続けてくださる皆様の愛に、
感動を覚え心から感謝しています。日本も厳しい状況にあ
りますが、世界の状況はさらに厳しく、メトロの活動して
いる地域にまで、高価なワクチンが行き渡るのはいつにな
るのか、ここでも格差の大きさを痛感します。 

しかしどのような中でも、各国のメトロスタッフは、命が
けで最大限の努力を続けています。コロナ禍にあっても、
食糧配給に毎日出かけ、人々の命をつなぎ、主にある希望
を伝え、祈り、励まし続けています。 

この働きを、共に重荷を負って支えてくださる 
皆様に心から感謝し祝福をお祈りしています。 

日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 

 


