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国際カンファレンスに
参加させて頂きました感想

Child Evangelism Fellowship of Japan
CEF 世界祈祷日のお知らせ

神様は、正に悪から善を引き出すことのお出来に
なりますお方。パンデミックの只中、今回の CEF の

11 月 3 日(水)は世界中のＣＥＦが世界の子ども

たちの救いと成長、またＣＥＦの働きのために 24
時間、連鎖で祈る特別な日です。ＣＥＦ世界祈祷

国際カンファレンスが、オンラインでの配信となり、

日ではスタッフ委員会、ボランティアはもちろん、

お誘いと励ましを頂き、自宅から参加させて頂く特

子どもの魂に重荷を持つすべての人とともに祈り

権に預かりました。5 月初旬のスタートから参加させ

ます。

て頂き、すべてのセッションとワークショップを拝

世界中で新型コロナウィルスとの戦いは続き、
子どもやその家族の感染者が出ています。子ども

参加するのは、初めてでしたが、神様は確かに福音

たちは恐れ、痛み、悲しんでいます。また戦争や

を伝えることはもちろん、祈り、励まし合うことの

飢餓、その他の感染症、差別、虐待などが世界の

大切さを教えて下さり、意欲を掻き立てて下さいま

子どもの悲しい現実です。しかし、私たちにもで

した。専用のノートを用意して、キーポイントを書

きることがあります！「祈り」です！御子をさえ

き留め、期間が延長になりましたので、おさらいで

惜しまずにくださった天の父が、私たちの祈りに

も聞かせて頂きました。特にワークショップ２の

応えられないはずはありません。祈りは大きな、

Ministry to Generation Z（Z 世代）は、情報豊かで

大きな力です。今年の世界祈祷日は祝日です。 当

新しい世代の方々の価値観や思考について学び、生

日のご都合の良い時間をぜひご連絡ください。
（詳

まれた時からインターネットの環境が整って育って

しくは、同封のチラシ参照）あなたもぜひご参加

いる彼らの心をつかむには、最初の 8 秒間が大切、

ください。

とのこと。今後の未熟な私なりの若者たちへの伝道
に常に意識しておきたいと思いました。CEF では、微
力ながら翻訳のボランティアをさせて頂いておりま
すが、グローバルな CEF のお働きと仲間の方々のお
働きをも垣間見させて頂き、繋がりを感じることが
出来、大きな恵みを頂きました。このような素晴ら
しい機会を与えて下さいました神様に感謝をお捧げ
（匿名）
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11 月 3 日(水)

24 時間連鎖祈祷

申し込み用紙に記入し、本部にお送りください。―（ＦＡＸ、メール可）―
申込締め切り 10 月 12 日（火）まで
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このように、この小さい者たちのひとりが滅びることは、天にいますあなたがたの父のみここではありません。マタイ 18：14

「神に明け渡す祈り」

見させて頂きました。このようなカンファレンスに

致します。

日本児童福音伝道協会

尊い献金を心から感謝いたします
収入（4-8 月）

支出（4-8 月）

献 金
謝 礼
教材売上
教育部
その他

5,759,176
80,000
148,901
0
9,705

人件費
運営・管理費
什一献金

2,260,000
1,425,054
447,193

合 計

5,988,077

合

4,132,247

計

ＣＥＦ（児童福音伝道協会）は、福音を聞かずにいる子どもたちをキリストに導き、霊的成長を助け、福音的教会に結び
つけるためにキリストのからだなる教会に仕える組織で、諸教会および主にある兄姉の祈りと献金により支えられ、
奉仕しています。
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恵美子

「父よ。みこころならば、この
杯をわたしから取りのけて
ください。しかし、わたしの
願いではなく、みこころの
とおりにしてください。」
ルカ22章42節
祈りは霊的呼吸とも言われ、信仰生活の心臓で
あり、原動力ともなっています。
祈りを通して共におられる主を知り、主との関係
を深めて行く行程でもあります。初めは幼な子の
ように、「こうして下さい。ああして下さい。ああな
りたいです。」と大抵は懇願の祈りから始まります。
そうして信仰と祈りの成長過程の中で、愛されし神
の子である私達はほぼ荒野へと導かれ始めます。
その様々な問題や試練を通して訓練されながら、
主なる神様は生きておられる愛なるお方であり、誠
実で真実な信頼すべきお方であると確信できるよ
うになるのです。
聖書の中には懇願の祈り、叫びの祈り、心を注ぎ
出す祈り、聞く祈り、断食の祈りなどが見られます。
どの祈りも大切ですが、重要なのは心ではないで
しょうか!?主は心をご覧になるので、口に出さなく
ても心の奥深いうめきや願いをも聞いて下さいま
す。その様な時には形式では無く、ありのままで主
の前で祈る事が大切であると思わされます。
ありのままで主の前で祈った人と言えばダビデ
を思い出します。
「私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右
におられるので、私はゆるぐことがない。」（詩篇
16:8）とあるように、目の前に主がおられる事を覚
えて、完全に信頼して明け渡して祈る信仰の姿を見
る事ができます。ダビデも多くの困難や試練を通
されましたが、この荒野で主ご自身をせつに求め
て祈りながら神様との信頼関係を深めて行ったの
です。私達もダビデのように様々な問題や試練を
通過しながら、霊的な幼な子から大人へと成長さ
せて頂く行程を歩ませて頂いています。

私も洗礼を受けて６年後に、当時中学一年の長男が
学校に行けなくなりました。その状況で私は早天祈祷
を始めました。この荒野での祈りを通して神様に祈り
が答えられる沢山の恵みを体験しました。
当初はやはり、学校に行けますようにと状況が変え
られる事を祈り求めたのでした。様々な過程を通りな
がら最終的には問題が与えられた事を心から感謝で
きるようになり、自分の思いではなく全てを明け渡し
委ねた時に本当の解決が与えられました。環境や相
手が変わるのではなく、まず自分自身が変えられて、
御手の中で癒しと回復がなされたのです。（長い時間
を要しましたが）
そして、この体験を通して主はどんな時も信頼でき
るすばらしいお方であり、かつ寄り頼むべき唯一のお
方であると体得できたのです。
私達の師でもあるイエス様は早天の祈りや徹夜の
祈りをされたり、群衆から離れて山に退いたとありま
す。この時イエス様は何をされておられたのでしょ
う？どのように祈られていたのでしょうか？
「わたしが話していることは、父がわたしに言われ
たとおりを、そのままに話しているのです。」(ヨハネ
12:50)と弟子たちに語られました。
イエス様は父なる神様に一方的に祈っておられた
のではなく、父なる神様の語られる事を熱心に聞い
てもおられたのです。私達も自分の願いや思いを通
す祈りだけではなく、主に聞く姿勢や態度を養ってい
ただかねばなりません。
「神には不可能は無い」(ルカ 1：37)と、またローマ
書には「万事を働かせて益にとして下さる。」（ローマ
８：28）とあります。神様に信頼して全てを明け渡して、
「私の願いではなく主のみ心の通りにして下さい。」と
祈る者に変えられましょう。
そして、自分のやり方を放棄して、完全に主に信頼
して明け渡した時に、主の御心であり私達の願いであ
る家族や愛する方々の救いや子供達の救いが成就し
て行くのではないでしょうか！
（キングダムチャーチ牧師）
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「禍を好機に変える神の聖業」
―国際カンファレンスの恵み－
「コロナ禍」という言葉は、今や全世界で日常語
となりました。新型コロナウィルス感染が 2019 年
12 月に初めて報道されて以来、COVIC-19 は世界を
震撼させ、尊い命を奪ってきました。パンデミック
の状況は、多くの人が集まることを妨げましたが、
しかし、神様のお働きを止めることはできません。
昨年予定されていた CEF の国際カンファレンスは
中止となりましたが、2 年半に亘る篤い祈りと電波
を用いる新しい方法の準備を重ねて、ついに今年、
5 月 3 日から 7 日までアメリカの本部を会場にし、
Zoom を通して世界各地から参加者を迎えて開催さ
れました。本来ならこのようなカンファレンスに出
席することは不可能な私も、南の小さな島の自宅に
居ながら、13 回のメイン・セッションと 8 回のワ
ークショップを視聴できたことは、夢にも思わなか
った大きな恵みでした。
コロナ禍で学校は閉鎖さ
れ、ロックダウンの地域
ではすべての活動が停止
され、各地で持たれてい
た集会も訓練会も持つこ
とができない危機の中、
CEF の働きも大変困難に
なったに違いないと思っ
ていました。しかし、カ
ンファレンスで聞いた
2020 年の統計は、驚
くような神様の聖業を示しました。273,875 人が教
師訓練を受け、ＧＮＣ（グッドニュースクラブ）は
58,616 か所で持たれ、クリスマス・パーティ・ク
ラブは 204,703 か所で持たれました。福音を聞いた
子どもは 16,416,717 人に達したのです。これは、
一日に 44,977 人、一時間に 1874 人、1 分間に 31
人の子どもたちが福音を聞いたことになります。イ
エス様を受け入れてカウンセリングを受けた子ど
もたちは 5,616,810 人も与えられ、CEF にとっては
勿論ですが、天における喜びはどんなに大きかった
ことでしょう。
Z(ゼット)世代と呼ばれる 6 歳から 22 歳までの子
どもたちや青少年たちは、今や全世界人口の約 3 割
を占め、インターネット無しには生きられないばか
りか、神の言葉の価値観を認めるのはその内 4％し
かいないという危機的状態にあります。そこに福音
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伝達の大きな可能性を見て、CEF は Zoom で GNC を

拡大していくからです。御父と御子と聖霊が一つで

始め、国境を超えて同じ言語を使う他国の子どもたち

あられるように、クリスチャンたちが一致して働き

も参加できるようにしました。多くの場所で集会の扉

を担う姿の中に、世の人々はキリストを見ます。イ

は閉じられましたが、神様は新しい扉を開いてくださ

エス様が赦してくださったように、互いに赦し合い

いました。これまで人が行けなかった地域にも電波は

なさいというのは、健全な人間関係を築く上で不可

届きます。オンラインで福音を伝えるほかに、外に出

決な主からの命令です。赦すことは最も難しいので

かけることができなくなった時間に教材やトラクト

すが、聖書の言葉を生きるクリスチャンである証明

の翻訳が進み、子ども用の教材も多くの言語で印刷配

と言えます。そして、イエス様が愛するように愛し

布され、画像でも楽しく学べるようになりました。テ

合うことは、新約聖書の新しい戒めです。宣教地を

レビやラジオで GNC を持つ地域もあります。教師訓

任期途中で離れる宣教師の主な原因は、同じ宣教団

練会もオンラインで一気に広範囲で開催されていま

体の同僚たちと一緒に働きが出来なくなったから

す。世界各地区の CEF の祝福されている報告を聞き

という報告を聞いて驚きました。福音伝達のチーム

ながら、心から神様を崇めました。危機は、文字通り

ワークで、私は一体どのように同僚を愛してきただ

危険であると共に好機でもあります。パンデミックの

ろうかと問われました。健全な人間関係が築かれて

今年コロナのためオンラインでの開催となり

危険を、CEF は神様が働く好機と受け留めたのです。

こそ、祈りは神様に届き、禍の壁を破って神様の御

ました国際カンファレンスに、初めて参加させて

更に今回新しくわかったことは、親が軍人である子

業は進むのです。毎日、世界のすべての場所に、す

頂きました。今年のテーマは「For The Cause of

どもたちのための GNC の重要さでした。福音を聞き

べての子どもに福音が届き、豊かな救いの収穫がな

Christ」
（ピリピ 3：7～8）
。セッションと数多く

救いの確信を得た子どもたちは、親との別れを悲しむ

されるために、一つとされ、互いに赦し合い、愛し

のワークショップからたくさんの恵みを受けま

のですが、世界の平和と国家のために尊い命を捧げる

合うチームを通して、神様はご自身の栄光を現わさ

した。

親をしっかり受け留めることができます。アフガニス

れます。

CEF 国際カンファレンスの証し

セッションでは「キリストのゆえに」教会を愛

タンで戦死した親の墓碑の前で、花を添えて誇りをも

すること、仕えること、試練のなかでも喜ぶこと、

って立つ幼い子どもの姿に感動しました。福音の力は

教会を建て上げることなどのメッセージがあり

なんと大きいことでしょう。

ました。その中でも私たちの奉仕の全ては「キリ
ストのゆえ」であること、また子どもたちに福音
を伝える時も、まず私自身が「主のしもべである」
ことを忘れてはならないというメッセージが心
に刺さりました。
また世界各地の伝道報告からたくさんの国々
での CEF の働きを見る事ができて感謝でした。
GNC の教師たち、教師を訓練する教師たち、教

世界各国で熱意を持って子どもたちの救いのた

材の翻訳・出版にあたるスタッフたち、CEF を教

めに働いておられる方々のお証しにはチャレン

カンファレンスの聖書の深い学びを通して、福音を

会に紹介する働き人たち、祈りと浄財で支える人た

ジを受けました。

伝える者として自分の姿はどうであるべきか、神様の

ちが、神様の愛に満たされ神様の用いやすい聖なる

昨年からのコロナの影響で face to face での学

光に照らされてチャレンジが与えられたことも感謝

器となる時、子どもたちも他の子どもたちをキリス

びが制限されていますが、Zoom を通して世界中

でした。
「実りは多いが、働き手が少ない。だから、

トに導く者となり、主の働き人になっていきます。

どこにいてもトレーニングを受けられるように

収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるよ

今回のカンファレンスでこのことが明確に示され、

なったり、コロナのパンデミックの中でも神さま

うに祈りなさい。」
（ルカ 10：2）という主御自身から

聖霊の大きな励ましをいただけたことを心から感

が新しい扉を開いて下さっていることは驚きで

の祈祷課題が強調され、パンデミックの中でさえ力強

謝しています。字のない本で救いの確信を与えら

した。また Wondersurf などの子どもたちへのオ

く CEF の働きが進められているのは、聖霊に助けら

れ、教師訓練会で信仰が強められ、福音を宣べ伝え

ンライン・ミッションの可能性も素晴らしいと思

れた祈りの力によることが明確に示されました。CEF

る主の働きに加えていただいた者として、初心に立

いました。最後に「世界がロックダウンしても神

は信仰に基づく祈りにおいて卓越しています。

ち、祈りを新しくし、心が熱く燃やされたカンファ

さまをロックダウンすることはできません。
」と

特に心に深く留まったのは、「健全な人間関係の土

レンスでした。

いうカウフマン先生の力強いお言葉が心に残り

台」の講演でした。サタンは常にチームワークを攻撃

新川代利子（淀橋教会副牧師、沖縄共生エルシオン

ました。全能であられる主の御名を崇めます。

します。なぜなら、健全な人間関係を通して神の国は

教会担任教師）

濱田

淳子（藤代聖書教会員）
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働きをも垣間見させて頂き、繋がりを感じることが
出来、大きな恵みを頂きました。このような素晴ら
しい機会を与えて下さいました神様に感謝をお捧げ
（匿名）

ＣＥＦ世界祈祷日

11 月 3 日(水)

24 時間連鎖祈祷

申し込み用紙に記入し、本部にお送りください。―（ＦＡＸ、メール可）―
申込締め切り 10 月 12 日（火）まで

会計報告

尊い献金を心から感謝いたします
収入（4-8 月）

献金（2021 年 4 月-8 月）
4月
5月
6月
7月
8月
合 計

803,577
1，054,895
1，264,527
842,130
1,794,047
5,759,176

献 金
謝 礼
教材売上
教育部
その他
合

計

No.149

2021． 秋号

（1）

このように、この小さい者たちのひとりが滅びることは、天にいますあなたがたの父のみここではありません。マタイ 18：14

「神に明け渡す祈り」

見させて頂きました。このようなカンファレンスに

致します。

日本児童福音伝道協会

支出（4-8 月）

5,759,176
80,000
148,901
0
9,705

人件費
運営・管理費
什一献金

2,260,000
1,425,054
447,193

5,988,077

合

4,132,247

計

ＣＥＦ（児童福音伝道協会）は、福音を聞かずにいる子どもたちをキリストに導き、霊的成長を助け、福音的教会に結び
つけるためにキリストのからだなる教会に仕える組織で、諸教会および主にある兄姉の祈りと献金により支えられ、
奉仕しています。
発行日/2021 年 10 月 1 日 発行/日本児童福音伝道協会 〒311-3434 茨城県小美玉市栗又四ケ 2421-6
℡ （0299）28-2031 Fax （0299）28-2028 振替 00160-1-59313
Email japancef@cef.or.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.cef.or.jp

荒川

恵美子

「父よ。みこころならば、この
杯をわたしから取りのけて
ください。しかし、わたしの
願いではなく、みこころの
とおりにしてください。」
ルカ22章42節
祈りは霊的呼吸とも言われ、信仰生活の心臓で
あり、原動力ともなっています。
祈りを通して共におられる主を知り、主との関係
を深めて行く行程でもあります。初めは幼な子の
ように、「こうして下さい。ああして下さい。ああな
りたいです。」と大抵は懇願の祈りから始まります。
そうして信仰と祈りの成長過程の中で、愛されし神
の子である私達はほぼ荒野へと導かれ始めます。
その様々な問題や試練を通して訓練されながら、
主なる神様は生きておられる愛なるお方であり、誠
実で真実な信頼すべきお方であると確信できるよ
うになるのです。
聖書の中には懇願の祈り、叫びの祈り、心を注ぎ
出す祈り、聞く祈り、断食の祈りなどが見られます。
どの祈りも大切ですが、重要なのは心ではないで
しょうか!?主は心をご覧になるので、口に出さなく
ても心の奥深いうめきや願いをも聞いて下さいま
す。その様な時には形式では無く、ありのままで主
の前で祈る事が大切であると思わされます。
ありのままで主の前で祈った人と言えばダビデ
を思い出します。
「私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右
におられるので、私はゆるぐことがない。」（詩篇
16:8）とあるように、目の前に主がおられる事を覚
えて、完全に信頼して明け渡して祈る信仰の姿を見
る事ができます。ダビデも多くの困難や試練を通
されましたが、この荒野で主ご自身をせつに求め
て祈りながら神様との信頼関係を深めて行ったの
です。私達もダビデのように様々な問題や試練を
通過しながら、霊的な幼な子から大人へと成長さ
せて頂く行程を歩ませて頂いています。

私も洗礼を受けて６年後に、当時中学一年の長男が
学校に行けなくなりました。その状況で私は早天祈祷
を始めました。この荒野での祈りを通して神様に祈り
が答えられる沢山の恵みを体験しました。
当初はやはり、学校に行けますようにと状況が変え
られる事を祈り求めたのでした。様々な過程を通りな
がら最終的には問題が与えられた事を心から感謝で
きるようになり、自分の思いではなく全てを明け渡し
委ねた時に本当の解決が与えられました。環境や相
手が変わるのではなく、まず自分自身が変えられて、
御手の中で癒しと回復がなされたのです。（長い時間
を要しましたが）
そして、この体験を通して主はどんな時も信頼でき
るすばらしいお方であり、かつ寄り頼むべき唯一のお
方であると体得できたのです。
私達の師でもあるイエス様は早天の祈りや徹夜の
祈りをされたり、群衆から離れて山に退いたとありま
す。この時イエス様は何をされておられたのでしょ
う？どのように祈られていたのでしょうか？
「わたしが話していることは、父がわたしに言われ
たとおりを、そのままに話しているのです。」(ヨハネ
12:50)と弟子たちに語られました。
イエス様は父なる神様に一方的に祈っておられた
のではなく、父なる神様の語られる事を熱心に聞い
てもおられたのです。私達も自分の願いや思いを通
す祈りだけではなく、主に聞く姿勢や態度を養ってい
ただかねばなりません。
「神には不可能は無い」(ルカ 1：37)と、またローマ
書には「万事を働かせて益にとして下さる。」（ローマ
８：28）とあります。神様に信頼して全てを明け渡して、
「私の願いではなく主のみ心の通りにして下さい。」と
祈る者に変えられましょう。
そして、自分のやり方を放棄して、完全に主に信頼
して明け渡した時に、主の御心であり私達の願いであ
る家族や愛する方々の救いや子供達の救いが成就し
て行くのではないでしょうか！
（キングダムチャーチ牧師）

ＣＥＦニュース

玉川団地グッドニュースクラブ（ＧNＣ）

主を崇めます。私は福島県いわき市在住の尾
田イネです。TCE レベル 1 を昨年 8 月に受け、玉
川団地 GNC を始めることが出来ました。その証
と近況報告をいくつかさせて頂きます。
大きな特徴は、自宅の近くに公園と公営アパ
ート 180 世帯があります。数人の子供達と顔見知
りで、彼らの家庭環境と交友関係を垣間見ること
ができます。
毎金曜日公園で賛美と「字のない本」又は紙
芝居をします。10 分位で終えますが中々落ち着
いて聴いてもらえず信仰告白に至りません。私
自身が自信がないことが原因と思います。しか
し長期の休みの時、招待状を配布し自宅で行い
ます。この方法は子供達がしっかり聴いてくれる
ように思います。昨年の 12 月 24 日クリスマス会
を自宅で開き、子供達 3 人と大人 3 人（教会のほ
っこりカフェに来てくださってる近所の大人）が
集まり、子供達は 4 年生の仲良し三人組でした。
（それぞれの家庭の事情を私に知らせてくれる
ので具体的に祈ることができます）。賛美し紙芝
居「どろんこ少年ラルフィ」をしました。その日は
以前信仰告白をした 2 人の姉妹たちも来る予定
でしたが、母親が強く反対し不参加でしたが、終
わりころ、こっそり来ました。紙芝居の後折り紙、
隠れん坊をして皆で楽しんでました。この姉妹達
（姉は全身アトピーがあり）と私は母親から会話
も禁止されていたので手話で、「私はあなたを
愛しています。」と公園で会うと伝えあっていま
した。その後「引っ越しをする！」ことを告げ市内
の別な所に引っ越して行きました。「イエス様が
いつも共にいてくださり愛されている事、短い祈
り方、罪の事、近くに教会を見つける事。何かあっ
たら教会へ行くこと。いつも祈っているよ。」と伝
えました。

また今年冬休み中、自宅で「創世記 1 章」を聴
いていもらいました。お話を聴いて４年生の 3 人
組が「神様はすべてを造られた事。神様は私達
を愛しておられる事が心に残った。」と話してく
れました。賛美の「なんてすばらしい神様の愛」
は子供達は大好きなようです。まだ信仰告白に
はいたりませんでした。
その後コロナ禍であまり子供達に会えなくな
りましたが暖かくなり 6 月公園で低学年の子供
達 10 人に「エリック・リデル物語」を少し始めまし
たが、数分で１人だけ残り他はいなくなり失敗で
した。しかし 7 月公園で遂に中学 1 年生 3 人に
「エリック・リデル物語」を伝えることが出来まし
た。M さんは「聖書を見たことある。お母さんが
昔、宣教師さんからお話を聞いたことがあったと
聞いている。」と話してくれました。信仰告白はあ
りませんでしたが、3 人の夢、目指してる事、学校
で困ってる事を少し聞くことが出来ました。8 月
いわき市も複数の児童館でクラスターが発生し
て いるのをニュース で見て います。子供 達に
中々会えない中、公園で遊んでる２人（１年生と 2
年生の姉妹）と目がよく合います。8 月はこの姉
妹達と賛美し、「字のない本」と「役人の息子を
癒すイエス様」聴いてもらいました。家庭の事情
がありじっとしてお話を聴くのが苦手ですが、お
祈りの時心を合わせてくれます。
私のこれからの課題は子供達一人一人の事、
玉川団地の子供達の環境の事を祈り、私自身聖
霊に満たされどんな状況でもキリストの愛を伝え
る事です。お祈り感謝します。
尾田 イネ

神さまのためにベストを尽くす

どろんこ少年ラルフィ

ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ全 8 枚 1300 円

紙芝居教材 1９00 円

（4 冊)

１セット
(送料別)
アメリカのクリスチャン作家アレグラ・マックバーニーは大の
動物好き。動物の体の仕組みを通して、それを綿密にデザインし
て造ってくださった神さまを伝えます。動物は偶然できたもので
はなく、神さまが溢れる愛をもって本当に特別なものに造ってく
ださいました。小さな鉄のかたまりが何百万年もかけて少しずつ
装備が整って、バスになるわけがないことを話して、創造主なる
神さまをしっかり教えます。
また、なかには怖くて危険な動物もいることを通して罪の始ま
りを教え、罪の罰からの救い主イエスさまを信じるように、みこ
とばを用いて招きます。
キリンの背が高いわけ、ゾウの体のエアコンとは、ワシの巣の
ひみつ、カンジキウサギの冬毛変色法などなど、興味深い神さま
のすばらしい工夫が英語と日本語で学べます。英会話教室の副読
本などにぴったりです。福音がしっかり入ったこの小冊子を今年
のクリスマスプレゼントにいかがですか！

