
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                

  

メトロ･ワールド･チャイルド 
ニュースレター 

2021 年 11 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  

 

1 口 1,500 円 
締め切りは 12 月 21 日(火)です！ 

同封の申込み用紙をご確認ください！ 

11 月 16 日(火)です。残高のご確認をお願いします！ 

P２…正念場のクリスマス／ 
スタッフが見るスラム！  

P３…ケニアの小学校最新情報 
P４…離れた場所でも繋がっている 
P５…あなたによって支えられる命／ 
      ビル師からのメッセージ 
P６…日本事務所からのお知らせ 

【＊お願い】ご住所を変更された方は、日本事務所までご連絡ください。（自動転送されません） 連絡先は最終ページでご確認ください。 

あなたにメトロの今年最大の活動への参加をお願い
できることをとても嬉しく思います！ そう、今年は本
当に正念場なのです。もし今、あなたがメトロの活動の
場であるニューヨーク界隈を私たちと一緒に歩けば、何
かが以前と違うと感じることでしょう。子どもたちの表
情は曇り、悲しげで、なんだか暗い雰囲気を感じるはず
です。ニューヨークでも、世界各地のメトロの拠点でも、
コロナをはじめ様々な出来事が子どもたちに深刻な影
響をもたらしました。子どもたちの生活はネヘミヤの時
代のエルサレムの城壁のように破壊され、敵が侵入して
うろついています。 

コロナウイルスは今も第三世界の国々に大きな打撃
を与えています。加えて、クーデターや地震、さらには
先の見えない貧困、強烈な飢餓、手つかずの医療など、
メトロは、支援している子どもたちや、まだ支援できて
いない子どもたちに対する緊急課題を多数抱えていま

す。今こそ再建の時です―ですから、皆さんの力をお借
りしたいのです。 

ケニアの子どもたちは、一年中「オペレーション･ホ
リデー･ホープ」を楽しみに待っています。特別なお菓
子やプレゼントがもらえることを知っているからです。
その贈り物はどれほど貴重なものでしょう…子どもた
ちにとって、それが唯一のクリスマスプレゼントなので
すから。あなたは子どもたちに、人生を変える本物の神
様の愛を、極めて具体的な形で示すことになるのです。 

フィリピンの子どもたちは、もう１年半以上、家から出
ていません。ご想像どおり、子どもたちの周囲に暗闇が広
がっています。でも、クリスマスに食事のプレゼントがあ
れば、子どもたちばかりか家族全員が大きな喜びを覚える
ことでしょう。そんな機会がなければクリスマスが来たこ
とにも気づけない人々なのです。     

                  次ページへ続く➤ 

メトロ プレゼントを贈る 

metroworldchild.jp/ohh-usph-ch/ 
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スタッフが見るスラム ケニアスタッフ:ジェニーン･ステラトス 

これまで、私たちスタッフが見るケニアのスラムに
ついて、言葉で全てを伝え尽くすことはできませんが、
精いっぱいのことをお伝えしてきました。 

毎週メトロケニアのチームが小学校の授業としてメ
トロプログラム（教会学校）を行っています。このプ
ログラムは、子どもたちの人格形成に大きな影響を与
えていると感じます。実践的で、視覚的で、人生をも
変え得るメトロの授業を通して、子どもたちに生きる
意味を伝え、子どもたちやその家族に希望を与えてい
ます。子どもたちが通う学校の先生たちからも、子ど
もたちの行動が良い方に改善されたり、子どもたちの
性格が前向になったりしているという報告をたくさん
いただいています。 

スポンサーが付いたからといって、子どもたちが、
すぐにスラムから脱却できるわけではありません。そ
れでも、スポンサーの皆様は、子どもたちが成⻑して
いく上で、非常に大きな役割を果たしてくださってい
ます。何度もお伝えしていますが、スポンサーである
あなたが毎月忠実にサポートしてくだることで、あな
たがサポートしている子どもは給食を食べることがで
き、授業でも集中できるのです。学校には、前日から
何も口にしていない子どももいます。極度の空腹では、
勉強がしたくても集中などできるはずがありません。
あなたのおかげで、サポートを受ける子どもはきちん

とした教育を受けることができています。 

子どもたちの健康や学校の成績、将来の夢、そして
家族のためにもお祈りくださりありがとうございま
す。励ましの手紙を送ってくださることにも感謝して
います。そして、スポンサー代以外にも、プレゼント
を贈っていただきありがとうございます。今、一番必
要な支援は食料です。貧しい子どもたちの家族は、食
料品の贈り物を受け取ることで大きな祝福を実感して
います。また、学校の制服や学用品なども、貧しい親
にとって簡単に購入できるものではありませんので、
大きな助けになっています。毎日の食事を買うことさ
えままならないのですから。スポンサーの皆様の忠実
なご支援が、子どもだけでなく、その家族にもどれだ
け大きな影響と祝福を与えているか、お分かりいただ
けたでしょう。 

これからも、子どもたちのためにお祈りください。
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私たちも、日本
の皆様の上に
神様からの祝
福が豊かにあ
ることを祈っ
ています。 

ケニア編(終) 

ハイチでは、メトロの施設は地震の被害を免れたものの、子どもたち
は大きな心の痛み、落胆、さらには絶望感を覚えています。でもこの季
節、あなたには、どんな混乱の中でも変わらぬ希望の主であるお方を子
どもたちに伝える手助けができるのです。 

ルーマニアでは、子どもたちに暖かいブーツと手編みの靴下を贈りま
す。ささやかなプレゼントですが、これで冬の厳しい寒さの中、親が泥
だらけの道を通って子どもたちを学校に連れて行かずに済みます。神様
の愛が形になるのです！ 

インドのメトロスタッフは、いつも身の危険を感じながらイエス様を
伝えようと子どもたちの元へ向かいます。今年も大混乱の年でしたが、
その中でも新しく教会学校を始めました。そこに集う子どもたちは、生
まれて初めてクリスマスの本当の意味を聞くことになります。 

＊ハイチ･ルーマニア･インドは日本事務所の支援地区ではないため、普段の

レポートでは皆様に状況をお伝えしていません。しかし、現地のメトロの働きは

前進しています。 

このような素晴らしい機会を与えてくださる神様を賛美するととも
に、この今年最大の伝道活動であるオペレーション･ホリデー･ホープに
ご協力いただけるあなたに感謝しています。 

今年のクリスマスは危機的状況です…世界中、どの地域でも。しかし
力を合わせれば、私たちにはネヘミヤのような働きができるのです。傷
ついた子どもたちの希望と未来を再建することができるのです。再建を
実現するために、ぜひともご協力いただきたく、引き続きご支援をよろ
しくお願いします。 メトロ プレゼントを贈る 

metroworldchild.jp/
ohh-usph-ch/ 
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2022 年度 
ケニアの小学校最新情報 

ケニアでは、今年の 1 月より学校での通常授業が再開さ
れています。学校の授業の一環として行われるメトロ･ケニ
アの教会学校も、実施されています。 

従来ならば 1 月 1 日に新年度が始まり、11 月に終了す
ることになっていますが、コロナウイルスによる休校期間
があったことにより、変則的な学期日程となります。 

2021 年度（今の年度）は、2021 年 1 月 1 日〜2022 年
3 月 4 日まで、2022 年度は 2022 年 4 月 25 日〜2022 年
11 月 25 日までとなります。再来年度は、通常通り 2023
年 1 月 1 日から始まる予定です。 

2022 

３/４ 

2022 

4/25 

2022 

11/25 

2023 

1/1 

2021 

１/1 

コロナウイルスの影響による 

10 ヶ月の休校期間 

2021 年度 学期期間 2022 年度 学期期間 2023 年度 学期期間 

現在 

ケニアの小学校では、在学する学校の制服
を着用することが義務づけられています。日
本のように縫製や材質がよくないため、入学
時に購入した制服や通学カバンは、⻑年の使
用に持ちこたえることが難しい上、高価なた
め買い換えも難しく、穴があいたりほつれた
りしてボロボロになった制服やカバンを使い
続けている子どもはたくさんいます。 

2022 年度の新学期は４月に始まります。し
かし、メトロが活動する極貧地域に住む家庭
の親たちにとって、子どものために新年度の
準備を整えることは大変な負担です。 

子どもたちが新年度の始まりを心待ちにできるよ
う、新品の制服やカバン、文房具セットを支援する
ことができます。文房具セットとは、ノート、バイン
ダー、フォルダー、鉛筆、ペン、定規、クレヨンなど
の勉強に必要な道具のセットです。キャンペーンを
通じて子どもたちが喜んで勉強し、毎日学校に通っ
て基礎学力を身につけることができますように。 

https://metroworldchild.jp/ke-bac/ メトロ プレゼントを贈る 

締切 １２月２１日(火) ケニア学用品支援募集！ 
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離れた場所でも繋がっている ∼スポンサーK 様より∼ 

スポンサーの皆様より、いつもお手紙やメールでメトロへの励ましのお言葉をいただき
ありがとうございます。フィリピンの男の子をサポートしていただいているＫ様より嬉し
いお手紙をいただきましたので、ご紹介いたします。 

先日届いたレポートに、私がサポートしているジャスティン（仮名）君からのお礼状が入っていました。

誕生日に贈った食料品が無事ジャスティン君に届けられたようで、嬉しいです。 

『こんにちは！元気ですか？ 何していますか？ 僕たち家族は元気です。時々、教会のオンライン集会に

参加してお祈りしています。いつもありがとう。この手紙をあなたに書けて嬉しいです。いつもあなたのこ

とを“I love you”と思っています。これからもお手紙を書いてくださいね』。私は英語が得意ではありま

せんが、彼からのお礼状には、こう書いてありました。嬉しくて、何度もお礼状を読み返しています。 

２０１７年に彼のサポートを始めた頃、誕生日とクリスマスにプレゼントを贈った時に、「ありがとう。God 

bless you」という短い文章のお礼状が届きました。その時彼は７歳だったので、手紙の文章もあまり思い

つかなかったのかな。プレゼントと一緒に写る彼の写真からも、クールでシャイな印象を受けました。 

サポートを始めて２年ほど経った時に、初めて彼宛のクリスマスカードを日本事務所にお送りしました。

１００円ショップで買った車のシールも手紙と一緒に封筒の中に入れました。それから毎年、誕生日とクリ

スマスには必ず手紙を書くようにしています。思い返せば、手紙を送るようになってから、彼からのお礼状

には変化が起こりました。クリスマスを家族で過ごすのを楽しみにしていることや、プレゼントをもらって

嬉しいこと、離れているけどスポンサーである私のために祈ってくれていること…。いろいろなことをお礼

状に書いてくれるようになり、年に数回のやりとりですが、スポンサーの私に親近感を持ってくれているこ

とが文章から伝わってくるようになりました。そして、時々お礼状に同封される彼の写真も、緊張した様子

の無表情から、人懐っこく笑う表情に変わりました。以前届いたお礼状に「フィリピンで洪水が起こったけ

れど、僕の家族は無事です。神様が守ってくれました」と書いてあったときは、神様に感謝しました。 

日本事務所の皆さんと現地スタッフの皆さんのお働きに感謝しています。なかなか経済的に余裕がなく誕

生日とクリスマスのプレゼントが精一杯ですが、「ジャスティン君と一緒に私も頑張ろう！」という気持ち

になります。これからも彼に手紙を書きたいと思いますので、よろしくお願いします。 ２０２１年１０月 Ｋ 

子どもに手紙を書いてみよう！（再掲） 

【手紙の書き方の例】 

Dear Kevin； 

Hello！ How are you doing? 

I put a photograph of you on a 
dining table, and I’ｍ praying 
for you every day. 

I hope you enjoy studying. 

God bless you!    From Koji   

日本語と英語のどちらで書いても OK です。 
日本語は、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。 

送り先  〒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 

ジェーンへ 

お誕生日おめでとう！ 素敵な一年になりますように。 

今年は、私が住んでいる日本でオリンピックが開催され

たんだよ。私はテニスが好きだから、テレビでテニスの試

合を見たよ。ジェーンの好きなスポーツは何かな？ 

毎日あなたのために祈っているよ。元気でいてね！  

                             さくらより 

①自分の苗字や、住んでいる地名（都道府県名や市町村名）は書かないでください。 

②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。 

③封筒は 23.5cm×12cm×1cm の大きさ、重さは 50g 以内(手紙･プレゼント込)でご用意ください。 

④手紙を入れた封筒を、送付用の封筒に入れて日本事務所宛にお送りください。 



 

  Won By One Sponsorship 〜里親支援プログラム〜 
あなたによって支えられる命 

メトロのスポンサーや支援者の皆さんは、何年にも亘りメトロの働きを

支えてくださっていますが、特にこのコロナ禍の中で、皆様からの心遣い

や思いやりが、顕著に違いを生み出しています。 

支援を喜んでいるケニアのある母親が、彼女の子どものスポンサー

から食料品の贈り物を受け取り、感謝の思いを綴ってくれました。 

「私たちが食料に困っていたときにスポンサーの方から贈り物が届

き、必要が満たされ、大変感激し、とても嬉しかったです。このコロナ

禍の中、働きに行くことができなかったのです。娘に贈り物が届いた

ので、食料の必要が満たされ、もう近所の人に食べ物をもらいに行か

なくてもよくなりました。このメトロのスポンサーシップの働きがなけれ

ば、私たちは途方にくれていました。ありがとうございます！ 」 

こうして世界中の命を救ってくださり、ありがとうございます！ ぜひ、

あなたのお友だちやお知り合いの方にもメトロ・ワールド・チャイルドの

里親支援プログラムについてご紹介ください。 

紹介ページ https://metroworldchild.jp/metrogenerallp/ metrogenerallp 

 

 

あの州の捕囚からのがれて生き残った残りの者たちは、

非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。そのう

え、エルサレムの城壁はくずされ、その門は火で焼き払わ

れたままです。                        ネヘミヤ記１：３ 

旧約聖書のネヘミヤ記には、世界中の人々が現在感じ

ているようなことが少し書かれています。困難、屈辱、絶

望、落胆…いずれも、メトロが活動する国々の子どもやそ

の家族が直面している状況です。 

活動を通じて私たちは、今年のクリスマスは重大な局面

にあることにあることがわかっています。私たちの真剣な対

応が求められるのです…破壊され、屈辱と絶望のうちに横

たわっているものを再建するために。今、世界各地のメトロ

スタッフとボランティアたちは奮起し、ネヘミヤのように戦い

の中で再建工事を進

めるため、一人一人が

「シャベルと剣」を手に

しています。 

ブルックリンで闇が

はびこる路上に希望

をもたらすときであれ、

ケニアのスラムで絶望

の淵にある家族に食

料を携えて真理を伝

 

ビル師からのメッセージ 

「ネヘミヤ―諸国の人々のために。力を合わせてやり遂げよう！」 

えに行くときであれ、私たちは、子どもたちとその家族にと

ってのネヘミヤになるのだと決意しています。壊れたもの

を再建するのです。 

あなたも私と共に、各

国民のネヘミヤになりませ

んか？ この写真は昨年

撮影したもので、そこには

青服(警官の制服)のネヘ

ミヤがいます。彼はニュー

ヨーク市警の優秀な警察

官の一人で、私たちと一

緒に子どもたちにクリスマ

スを届けてくれたのです。今年は、私たち一人一人が諸

国の人々のためのネヘミヤとなり、この素晴らしいビジョン

を世界に向けて発信することを決意しましょう。他の誰か

がやってくれるのを待っていてはいけません。 

この重要な時、あなたもシャベルを手にとって、私たち

と共にネヘミヤになっていただきたいと思います。あなた

の力が今年、クリスマスの再建につながります。一緒に子

どもたちに希望を届けましょう。 

ビル・ウィルソン 
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アメリカ クリスマスカード！ 
先月号でお知らせしましたアメリカのクリス

マスカードは、１１月１７日（水）まで受け付け
ております。以下の注意点をご確認いただき、日
本事務所までお送りください。 

●クリスマスのデザインでなくても OK です。 

●サポートしているアメリカのお子さん宛に、英
語か日本語でメッセージをお書きください。 

●ヘアアクセサリーやシールなど、小物のプレゼ
ントは封筒に同封できます。 

●封筒サイズは縦横 23,5cm×12cm×厚さ 1cm 
手紙を含めて重さは 50g 以内です。 

お送り先：〒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･チャイルド日本事務所 

 

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 

 

再引き落としについて！ 
残高不足等で引き落としができなかった場合
は、次月分と合算して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。１１月の
引き落とし日は、１1 月１6 日（火）です。 

再引き落としについての詳細は、１月号のレポ
ートまたは、以下のホームページ 
アドレスでご確認ください。 

metroworldchild.jp/2021/information/4151/ 

 

クリスマスプレゼント！ 
ご自分のサポートしているアメリカ、またはフィリ
ピンの子どもへのクリスマスプレゼントを募集し
ています。 

また、世界中でメトロが開催するクリスマスの教会
学校に参加した子ども全員にプレゼントを渡すオ
ペレーション･ホリデー･ホープ（OHH）へのご支援
も募集中です。 

詳細は、先月号のレポートに同封されたチラシをご
確認ください。ホームページからのお申込みも可能
です。 

お申込み締切 

11月9日：フィリピン クリスマスプレゼント 
11月25 日：アメリカ クリスマスプレゼント 
12月21 日：オペレーション･ホリデー･ホープ 

日本事務所よりごあいさつ！ 
ようやくアフガニスタンの状況報告をお伝えできることを
喜んでいます。厳しい現実もありますが、もし何もしなけ
れば皆殺しになっていた可能性も考えれば、本当にうれし
いことです。８月末に日本が政府として救出できたのがた
った１名だったことを考えると、小さな１団体で、これだ
けの成果を上げることができたのは、まさに奇跡です。 

多額の献金をしてくださった方、そして、何より多くの皆
様の祈りに主が答えてくださったからです。心からお礼を
申し上げます。そして、さらに一人でも多く救われるよう、
どうぞ続けてお祈りをお願いいたします。 

クリスマスに向かう時期、私たちも、信仰による具体的な
行動を起こして、実を結びたいと願います。 

皆様の上に、主の恵みが豊かにあり、聖霊によ 
り力が与えられますように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) 


