
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                

  

メトロ･ワールド･チャイルド 
ニュースレター 

2022 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  

 

ケニアクリスマス
お申し込み締め切りは８月２５日(木) 

詳細は同封の申込書またはネットから ⇒ 

今月の引き落とし日！
８月 1６日(火)です。ご確認ください！ 

 

今月号の目次
P２…ビル･ウィルソン師メッセージ

／偽の SNS に注意！ 
P３…違いを生み出す月曜日！／キャ

ンプお礼 
P４…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。 

NEW YORK・INDIA・KENYA・PHILIPPINES・ROMANIA・SOUTH AFRICA・PERU・COLOMBIA・HAITI 

ケニアのクリスマス･まだ間に合います！ 
先月からご案内していますケニアのクリスマスプレゼ
ントとキャンプにお申し込みくださり、ありがとうご
ざいます。 

お申し込みできていない方も、まだ間に合いますので
ご安心ください。お申し込みの締め切りは、８月２５
日(木)です。 

スラム街の子どもたちにとって、誰かからプレゼント
をもらうことは、私たちが想像する以上に大きなイン
パクトがあります。特にクリスマスにプレゼントを受
け取ることは、イエス様の愛をより実感することがで
きて効果的です。金額の大小にかかわらず、ぜひプレ
ゼントをご検討ください。 

子どもたちは、きっと喜びます。さらに、子どもたち
の家族にも、プレゼントを通して関わることができ、

導きのチャンスが生まれます。お申し込みの詳細は、先月お送りした
お申込用紙をご覧いただくか、ネットをご覧ください。 

また、クリスマスカードもお送りくださると感謝です。日本ではまだ
クリスマス時期ではありませんので、クリスマスカードが手に入らな
いと思いますが、どのようなカードでも結構です。子どもへひと言書
いて８月２０日(土)までに日本事務所にお送りください。もちろん、
日本語で結構です。翻訳のボランティアの方がいますので、英訳のメ
モを同封します。 

プレゼント キャンプ 

お申込はネットで！⇒ 
http://www.metrojapan 
締め切りは、８月２５日(木)！ 
 

ピン留めや、しおりなど、厚さ１センチ
くらいの小さくて薄いものを同封する
こともできます。メトロのスタッフが内
容を確認しますので、封はせずにお送り
ください。 

 



 

 

  

扉は開かれる 
― 使命を果たすために ― 
先月、私は毎年恒例のシンガポールツアーに出かけていま
した。教会での説教と子どもたちのスポンサー集めるため
でした。私のFacebookでお知らせしていましたので、す
でにご存知の方もいらっしゃるでしょう。 

メトロの働きをサポートしたいと願っている牧師や支援者
と毎日複数のミーティングをし、週末には、いくつかの素
晴らしい教会で礼拝でのメッセージを取り次がせていただ
き、ビジョンを語り、必要についてお伝えしました。 

そして何より、この数年間、特にコロナで厳しい時期に私
たちを助けてくれたシンガポールの教会、支援者、ボラン
ティアに直接感謝する機会を得ました。皆さんの協力なし
には、私たちの活動はあり得ませんでした。それで、心か
らの感謝をお伝えしたかったのです。 

また、メトロが過去40年間続けてきた働きについてや、
ウクライナの危機的で困難な状況、そして今年から新たに
アフリカ4カ国でメトロ日曜学校が始まることをお伝えす
ることができました。それに呼応し、すぐにご支援を申し
出てくださった新しい支援者の方々にもお会いすることが
できました。 

以前私が第1コリント16章9節からのメッセージで、パウ
ロの「開かれた扉」について語ったように、すばらしく効
果的な「開かれた扉」が私たちの前に備えられているので
す。ですから、そこを行くのは、私たちの責務です。しか
し、多くの困難があり反対者もいることでしょう。新しく
アフリカの4カ国でメトロの働きを始めるのは、私たちに
とっても容易なことではありません。生半可な気持ちでは
とても実現することができない働きですし、もちろん、私
たちの力だけでできるはずもありません。どうか、私とメ
トロチームのために祈り続けてください 

私はその後、マレーシアを訪問し、そこでいくつかの都市
に滞在する予定です。そこで何人かの方にお会いできるの
を楽しみにしています。 

日本の皆さんにも、１日も早くお目にかかれるよう、主が
道を開いてくださることを信じてお祈りしています。 

皆さんのご支援がなければ、私たちが行っているいかなる
働きも実現することはできないのです。日本の皆さんが、
コロナの状況の中で苦しい３年近くを過ごされていること
を知っています。それにもかかわらず、皆さんが、忠実な
ご支援を続けてくださっていることに、いつも感謝してい
ます。私たちメトロのスタッフは、日時を決めて、日本の
状況が良くなるようにお祈りをしています。どうか皆さん
も、日本の状況が落ち着き、早く諸外国と同じように通常
の行き来が回復するようにお祈りください。私は、いつで
も皆さんのところに行く準備ができています。 

共に重荷を担ってくださっていることに再度、心からお礼
申し上げます。 

ビル･ウィルソン 

偽の SNS に注意! 
ビル･ウィルソン師の名前をかたる偽物がたくさんあります

ので、偽物の SNS や、詐欺メールには、十分にご注意くだ

さい。公式なものは下記の一覧に表示したものです。 

また、ビル師が直接、個人的に献金の依頼をすることは絶

対にありません。日本事務所を通さない献金依頼は、全て

偽物ですので、くれぐれもご注意ください。 

日本事務所の SNS やビル師の Facebook をご登録いただ

ければ、安全です。 

◆ビル･ウィルソン師のフェイスブック 
https://www.facebook.com/PastorBillWilson 

日本事務所の HP や SNS 

◆ホームページ：https://metroworldchild.jp/ 

◆フェイスブック 
https://www.facebook.com/metrochildjapan/ 

◆公式 LINE 

LINE アプリの友だちタブを開き、画面右上にあ

る友だち追加ボタン＞[QR コード]をタップして、

コードリーダーでスキャン、友だち追加。 

◆インスタグラム 
https://www.instagram.com/metroworldchildjapan/ 

◆ユーチューブ 

メトロ・ワールド・チャイルド・ジャパンを 

YouTube 内で検索し、チャンネル登録 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今すぐに支援の必要な子どもたちが

ここにいます。スポンサー募集中！ 

違いを生み出す月曜日！ 
―― 世界中で、子どもたちがスポンサーを待っています ―― 

今、メトロでは、全員が一つとなって、「違いを生み出す月曜日」
キャンペーンを開催しています。 

スポンサーを切実に必要としている子どもたちがいます。ケニ
アでは、緊急の必要があります。２０２２年には、ケニアの 5 歳
以下の子どもたち約755,000 人が急性栄養失調で危険な状態
に陥り、治療が必要となり、その多くは餓死してしまう可能性が
高いという予測が発表されています。 

これは緊急事態です！ この子どもたちに給食を提供するため
に、ぜひご協力ください。 

 ネット上に、ケニアの責任者からの動画メッセージを掲載して
います。一人でも多くの子どもたちを救うために、この投稿を拡 

散し続けてくださいますよう、
お願いいたします。 

すでにスポンサーになられた方
も、この記事をお友だちやご家
族にシェアしていただき、子ど
もたちの生活再建に役立ててく
ださい。 

今日、子どもたちのスポンサー
となって、共に再建しましょう。 

動画はこちら 

ご支援の方法 
以下のサイトで詳細をご覧の上お申し込みいただく
か、直接日本事務所にご連絡ください。 

https://metroworldchild.jp/metrogenerallp/ 

日本事務所 
 TEL:03-3561-1074 
 Email：metrojapan@mission.or.jp 

日本から、ニューヨークとフィリピン合わ
せて９０名の子どもにキャンプをプレゼン
トすることができました。また、ニューヨ
ークの子どもたちには、６９人分のブック
バッグを渡すことができました。心から感
謝しています。 

2022 年のサマーキャンプは、子どもたち
にとって大変意義ある回復の時となりまし
た。３年間も家に閉じこもっていた子ども

キャンプ支援に感謝！ 
たちが、屋外で走り回り、神様の創造され
た素晴らしい世界を満喫できました。 

多くの子どもたちの人生が、聖霊に触れら
れて永遠に変わっていくのです。子どもた
ちは、創造主について知り、創造主の目を
通して自分についてさらに深く知り、ただ
ただ素晴らしい時間を過ごすことができま
した。これはすべてあなたのご支援のおか
げです。本当にありがとうございました。 



手紙の翻訳について 
子どもからの手紙などの翻訳を毎回ご希望の場
合は、日本事務所にお知らせください。次回から
は日本語か韓国語訳を同封してお送りします。 

毎回翻訳をお送りしはじめてから「子どもの状
況がより詳しくわかるようになってよかった」
というお喜びの声もいただいています。 

また、子どもへの誕生日カードや手紙なども、日
本事務所で英訳いたします。日本語の手紙を以
下の⻘枠内の日本事務所までお送りください。 

翻訳のご奉仕者も与えられていますので、ご遠
慮なさらずお送りください。 

なお、取り扱いが中止されていたケニア宛の郵
便物も、取り扱いが再開されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

プレゼントの価格変更！ 
急激な円安が続いており、やむを得ずプレゼン
トの金額を変更させていただきました。皆様の
ご負担が増えないようにと願っていますが、日
本事務所で差額を負担できない状況になってい
ますので、ご了承ください。円の状況に応じて価
格を変更させていただいています。 

現在、変動は小幅になりましたが、円安のまま固
定してしまっていますので、どうぞ以前の状況
に戻るようお祈りください。円が大幅に回復し
ましたら、また価格を下げさせていただきます。 

年末に向けて、ケニアの学用品や、アメリカの感
謝祭、各国のクリスマスなどがありますが、その
都度円の動向を確認してから金額をご連絡申し
上げます。 

新規スポンサー募集中！ 
レポートの中でもご紹介していますが、新規ス
ポンサーを常時募集しています。 

世界経済が大混乱する中で、日本でも、物価高が
続き生活が厳しくなっていますが、貧困地域の
状況は悪化し続けています。ケニアでは、以前か
ら食事をまともに食べることができない子ども
がたくさんいましたが、今はさらに深刻な状況
です。現地を訪問した若いスタッフは、その悲惨
さを目撃して、「違いを生み出す月曜日」のキャ
ンペーンを発案。一人でも多くの子どもにスポ
ンサーを見つけようと努力しています。どうぞ、
身近な方々にメトロをご紹介ください。 

紹介＆申込サイト⇒ 

https://metroworldchild.jp/metrogenerallp/ 

日本事務所よりごあいさつ！ 
夏真っ盛りですが、皆様お元気で夏を楽しんでいらっしゃ
いますでしょうか？ 世界中に影響を及ぼすような様々な
不安材料がありますが、その中でも、変わらずご支援くだ
さっていることに心から感謝しています。 

皆様の愛によるご支援と祈りに、神様が豊かに応えてくだ
さり、ご健康が守られ経済的にも豊かに満たされますよう
にとお祈りしています。 

諸外国はすでに通常の動きを取り戻し、コロナ後の生活に
移行しています。ビル先生のセミナーも日本以外の国では、
以前と同じように開催されておりますが、日本だけが再開
できない状況です。メトロの本部では、日本が１日も早く
元の生活を取り戻せるように、祈りが捧げられています。 

皆様の上にも、主の圧倒的な勝利の御業が現さ 
れますように祈ります。 

日本事務所代表 万代栄嗣(まんだい えいじ) 


