
「御国を受け継ぐ者」

「御国を受け継 ぐ」とは、将来の事で|ま なく、
もう始まっていると思います。御国は、完成に
向かつて今、神様と共に築き上げているのだと。
カリマンタン宣教を進めながらそう実感 します。

エンティコン・グロリア寮 I前の法面工事は、
工事に使用する植生シー トの日本からの輸入手
続きに始まり、計画通 りにいかない事ばか りで
した。 しか しそんな中、最後のネッ ト施工は寮
の子どもたちが炎天下、力を合わせて作業 して
やつと終わ りました。それがとても良かった。
グロリア寮は彼らの寮なのですから。皆様の続
けてのご祷援をよろしくお願い致 します。 イン ドネシア ミッション代表 高橋め ぐみ



スルー トゥンバワ
イン ドネシアミッション代表 高橋 めぐみ

ン (グ ロリア寮 Ⅱ)

6月 末にスルー トウンバ ワ ン村の グロ リア寮 Ⅱに、 ソー ラー システムが付 きま した :プルテ ィ

ウ ィ支援協会 (FPIP、 Forum Pedull lbu Pert wi)が 、グロ リア寮の電気の必要 を知 って援助

して くだ さった ものです。スルー トウンバ ワン村では数年前か ら川の水 力発電で、夜間のみ電

気 を使 えるよ うにな りま したが、故障ばか りで、子 ども達の勉強 に支障 をきた していたのです。

この様子はTVRI(イ ン ドネ シア国営放送 )と Rua TV(民放 )で ニ ュース と して取 り上 げ られま し

た。感謝 :

※Rua TVのニュー スは httpsソ /youtu be/yuZmOKE51FO で見れ ます。
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インタビューを受けるヘルマスス

アンジュンガン (AT
千代田福音教会 山中 敬子

6月 上旬 、三堂姉 (保土 ケ谷純福音教会神の愛 チ ャ

ペ ル)と 、イ ドゥル フィッ トリーの時期 に西 カ リマ

ンタンを訪 間 しま した。イ ドゥル フ ィッ トリー と|ま

イスラム教の ラマ ダンが明 けると開催す るお祭 りの

ことです。 この時期、お互 いの家 を訪間す ることが

ムス リムの文化です。

ATI神 学校の カ レブチームは この文化 を活か

して、特 に この時期 に訪間 を重ね、友好 を深めます。

●族 の方 々は、 日本人 と知 り合 いになることが一

つのステー タスだ と考 える人 々です 。弾む会話の

中に福音 をち りばめつつ、 ともにその時間 を楽 し

みます。心が開かれてくると少しずつ悩みや課題

を話 してくれます。そして了解を得て、祈る時を

持ちます。このシンプルな働きこそがムスリムヘ

の祝福の鍵です。

た とえ言葉が不 自由だ と して も、 日本人 とい う

だけで喜んで受け入れてくれます。何も出来ない日本人が、イン ドネシア人の間を結ぶも

のとして、神様が用いて下さるのです。これこそ宣教の知恵です。
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イン ドネシアミッション委員 東 聖士

一方で、 寮の老朽化が目立つようになつてきました。被害は壁や床からの浸水、雨漏 り、さ

らには基礎の傾きなど、寮全体に及んでいます。築 7年 という年数を考えると、老朽化がひど

いと感 じます。でもそれは寮生の使い方が悪いのではなく、当時は資材を舟で しか運べなかつ

た交通事情ゆえに資材が乏 しかったこと、また少しでも安 く仕上げるために、古い寮の資材を

再利用 したことが大きく影響 しています。舎監のベルマヌスは何事にも非常に前向きで、修理

も出来る限 り自分たちで行なおうと考えています。しか し、経済の必要、修理箇所の施工方法、

優先度など様々な問題を抱えています。またこの地域に、国家プロジェク トによるダム建設の

話があり、近い将来移設 しなければならない可能性もあります。どのタイミングで、どの程度

の修理をするか判断する必要があります。上からの知恵をいただきつつ、日々歩んでいます。
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エンティコン (グ ロリア寮 I)
インドネシア ミッシ ョン委員 東 聖士

3月 中旬、以前か ら懸念 していた斜面の地 崩

れに対す る工事 を施工 しま した。 これ は雨の侵

入 を防 ぎつつ、草木の成長 を妨 げないで、 自然

の力で斜面 を強 くす るシー トです。 日本企業の

ロンタイい新畝氏が現地 に出向いて下 さ り、舎

監 や子 どもたちが 力を合わせ 、や つとの思いで

完成 させま した。 しか し安堵 したの も東の間、

4月 上旬に大雨 による影響 で、一部 崩れて全員

大 シ ョック。厳 しい現実 を見せ られ ま した。

その後、 日本か らSNSで 指示を行 ない、補

修 を全て彼 らで行 ない、なん とか終わ らせて く

れま した。大変苦労 しま したが、 これにも何か

意味 があるのだ と受 け止めています。それ以降

崩れ ることな く、少 しずつ草 が生 えて きた斜面。

次の雨季に |ま 自然 に運 ばれて きた草 の種が さ ら

に芽吹 き、斜面 をよ り強国に して くれ ることを

期待 しています。斜面が崩れ る ことな く、次の

雨季が迎 え られ るよ うに祈 っています。

少しずつ草が生えてきました



イン ドネシアでは新年度が7月 から始ま ります。毎年尊い献金によつて、子どもたちの進学をサ

ポー トしていますが、4月 末の」EC春期聖会での第一回胡lll奨学金プロジェク トで187.600円 が集ま

り、新たに3名 のサポー トを始めることが出来ました。ご協力ありがとうございました。エンティ

コンでご馳走になったスパゲティにかかつていた自胡椒が、胡椒プロジェク トのきつかけとな りま

した。日々懸命に学ぶ寮の子どもたちに、祈 りと献金を通 してサポー トをする。そ して子 どもたち

か らの感謝の気持ちとして、その地で取れた自胡椒が手元に送 られて くる。私たちの家庭に届 く白

胡椒は、西カリマ ンタンと私たちを結ぶ宣教の香 りです。

胡椒プロジェク トによる献金でサポー ト出来る子どもたち よ、それほど多くないかも知れません

が、子どもたちへの奨学金サポー ト窓日の1つ として継続 していきたいと 願 っています。是非継続

して子どもたちへのサポー トをお願いします。献金は一口1000円 で受け付けています。サポーター

にはカリマンタンの自胡椒 50gを お送 りします。詳 しくは右のORコ ー ドか らご確認 ください。

胡lfX奨学金プロジェク トに関するお申込み お問い合わせは、以下にご連絡 ください。

八尾福音教会 曙チャペル 伊藤勝利 (イ ン ドネシアミッション胡llXプ ロジェク ト担当)

住所 :〒 5810026 八尾市曙町217   ア ドレス :akebonoOjec net org

胡椒奨学金プロジェクHこょってサポートを開始した子どもたち

熙

名前 :ムンキン

ATI神学校へ入学

名前 ジャミラ

ブンカヤンの高校へ入学

名前 |アンドリカ

アンジュンガンの高校へ入学

保土ケ谷純福音教会神の愛チャペル 三堂 由貴

今年の6月  私にとつて人生初の宣教旅行に行つてきました。初めての国、全 く知 らない文化、

言葉も通 じないのに通訳もいないという状況に不安で したが、無事に全ての日程を神様の祝福と恵

みの中で終えることができ、とても感謝で した。一番感謝だつたことは、私が本当に何も出来ない

者なのに 神様の働きのために用いて くださったことで した。○族の訪間に行 く際、チームの1人

が英語で通訳をして くれました。私はイン ドネシア語はもちろん 英語もほぼ話せませんが、つた

ない英語をよく理解 してくれ、た くさんコミュニケーションを取ることが出来ま した。私は全て上

よりの知恵と恵みによって成 し遂げられた と思いました。

体調を崩すこともあったのですが、訪間の日は症状は抑えられ、

無事に訪間出来ました。私が守 られているのは日本で祈つて くださ

つていた皆さんと神様のおかげだと心から感 じました。10日 間とに

か くよ く笑い、よく食べ、本当に楽 しく幸せな時間で した。このよ

うな機会を与えて くださったことを心から感謝 しています。



― 祈りのリクエス ト ー

ATl神学校

◎ 神学校の校長とスタッフの祝福のために。

◎ 神学生たち (約 120名 )の祝福のために。

■ンティコン

◎ 舎監のデルフィ夫妻、実習生のリアンの祝

福のために。

◎ 新 しく入寮 してきた中高生の適応のために。

霊的祝福のために。

◎ 乾期の水不足の問題が解決するように。

◎ 土地証書の訂正が早く終わるように。

スルー トゥンバワン・ グロリア寮 I

◎ 舎監のヘルマヌス夫要、フェルナン ドの祝

福と、バイクでの移動の守りのために。

◎ 寮の改修工事を主が助け導いてくださるよ

う |こ。

◎ 新年度に入寮 した中学生たちがイ国人的にイ

エス様に出会って変えられていくように。

◎ 子ども達が出身村の祝福の基となつていく

ように。

プンカヤン・ ベラカ寮

◎ 舎監のギデオン夫妻、ジュマディの祝福の

ために。

◎ 新年度に入寮してきた新高校生達の生活に

神様の助けがあるように。

◎ 通学バスがスムースに運行されるように。

野学牛

◎ 教師、看護 8Π、牧81を 目指 している寮の卒

業生たちの必要が日々満たされるように。

誘惑から守られ、霊性も守られるように。

◎胡椒プロジェクトの活動が続けて用いられ

るように。

プニテ ィ・ アナスタシス教会

◎ 教会に来ている華人中高生たちの家族が救

われるように。

◎ 地域の人皮との関係作りのために。

◎ フレンキー牧師の祝福のために。

◎ 名前を挙げて祈つている人達が救われるよ

う|こ。

◎ 毎週出かけて行く神学生カレブチームに聖

霊の導きと守りがあるように。

◎ この働きに献身 している働き人たちの守り

と、日々の必要が満たされるように。

,
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新しい祈りのカー ド出来ました |

こちらもぜひご活用ください♪


