
明けましておめでとうございます。
2021年は『ONE TEAM（ワンチーム）』による伝道を！
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編集後記 参加される方へのお願い
参加する皆様は、純粋に路傍伝道をする為に集まっています。送
り出してくださる教会の信頼の元に行っている活動ですので避
けるべきこととして、「ここで知り合った人同士の『お金の貸
し借り』『ナンパ』『ビジネスや投資の誘い』『他の集会や
教会への勧誘』等の行為」は謹んで頂きたいと思います。自由
な集まりですが、最低限の秩序を守る為にこの様なルールを決
めさせて頂いています。

2020年はコロナで始まりコロナで暮れ、そして2021年もコロ
ナで始まりました。当初はカルロス・ゴーン氏の逃亡報道に
紛れたこともあり、多くの人は「対岸の火事」くらいに考え、こ
こまで長期化するとは思わなかったのではないかと思いま
す。コロナ下における路傍伝道では祈らされ深く考えさせら
れました。しかし、時が良くても悪くても伝道を続けたいで
す。ご一読下さり、お祈り・ご支援をお願いします。
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路傍伝道ネットワークの活動のために献金をお
願い致します

まだ記憶に新しいと思いますが、「ラグビーワールドカッ
プ 2019」の時、ラグビー日本代表のヘッドコーチである
ジェイミー・ジョセフ氏が「ONE TEAM（ワンチーム）」と
いうスローガンを掲げました。日本代表チームは、総勢 31
人のうちのおよそ半数を占める 15 人が外国人という多
国籍チームでした。生まれた国も育った文化も異なるさま
ざまな選手たちをひとつにまとめ上げるために、必要な考
え方だったと思います。「ONE TEAM」のもとに一致団結
した選手たちは、次 と々勝利を重ね、日本史上初の予選グ
ループを突破し、大きな活躍をし、多くの人に勇気と希望
を与えてくれました。
私たちの路傍伝道ネットワークのチームを作り上げてい

く上でも、「ONE TEAM」という発想はとても大切です。し
かし、「キリストにあって一つ」と「言うは易く行うは難し」で
す。路傍伝道ネットワークは様々な考え方を持っている人
たちの集まりであり、個性的な人たちが大半を占めていま
す。さらに罪の性質を宿していますので、スローガンを掲
げるだけではひとつにはなれません。また、お互いに空気
を読み合い、お互いに一致しようと努力をしても、これも容
易ではありません。大切なのは誰の空気を読み、誰を基準
に一致するかです。それはイエス様です。祈ってイエス様
の御霊である聖霊に満たされ、主を見上げ、主から目を離
さず、その導きに従うことです。その時に、イエス様が指揮

をされるオーケストラとして、それぞれの持ち味が最高に生
かされ、完全にひとつになり、「ONE TEAM」による伝道が
できるのです。
「さて、兄弟たち。私は、私たちの主イエス・キリストの御
名によって、あなたがたにお願いします。どうか、みなが一
致して、仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に
保ってください」（第一コリント1：10）。
みなが一致して、仲間割れすることなく、同じ心、同じ判
断を完全に保つこと。これが、クリスチャンの生き方です。
この一致が保たれるならば、最強の伝道ができます。しか
し、肉の働きである「敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分
裂、分派」（ガラテヤ 5：20参照）と言った性質が頭をも
たげてくることがあります。それに打ち勝つ秘訣は、自分
の肉を十字架につけてしまうことです。主が私たちの、
「ONE TEAM」の主となられるのです。想像するだけで
ワクワクします。
「キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情
欲や欲望とともに、十字架につけてしまったのです。もし私
たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて、進もう
ではありませんか。互いにいどみ合ったり、そねみ合ったり
して、虚栄に走ることのないようにしましょう」（ガラテヤ5：
24～26）。

2021年、「ONE TEAM」で福音伝道をしていきましょう。

「ひふみん」こと「加藤一二三棋士」の「幸福の一手」
（毎日新聞出版）を読んだ。「神武以来の天才」と言わ
れた加藤さん。
「将棋とは、最善手を指し続ければ勝てる世界」とい
う真理に、小学４年生で目覚める。しかし、どんな棋士
も最善手ばかりを指し続けることはできない。棋士とし
ての加藤さんの人生は、成功ばかりではなく、たくさん
戦った分、たくさんの負けも体験する。何事にも確信が
もてない、「一寸先は闇」という不安にさいなまれた時
が続いた。そんな時に加藤さんはイエス・キリストを信じ
て洗礼を受けた。勝ちにこだわり、将棋盤の上ではいつ
も攻めの姿勢を崩さない。そんな加藤さんが、人間の弱
さを認めて、自分以外の大きな存在に身をゆだねた瞬間
だった。
「何度失敗しても、もう一度立ち上がればいいんで
す」。「私の将棋には神様の力がこもっています。もちろ
ん、一生懸命に最善手を考える私の努力も大切です。た
だ、人間の私にできることには、限界がある。人知を超
えた真理の世界に到達し、最善手を見つけるには、神様
の助けが必要なのです」。神を信じてひたすら勝負の世
界を歩んできた加藤さんの一言一言には大きな重みが
ある。
伸るか反るかという重要な局面の一手を打つのに、加

藤さんは7時間も考えることがある。6時間考えたところ
で、「もうこれ以上考えても無駄だ」と諦めて、納得のい
かない一手を打つと、必ず後悔することになる。粘りに
粘ってさらに考え抜いたら、１時間後に、突然、最善手
を思い付く。そこで最善手を打つことができたなら、ど
んなに残りの持ち時間が少なくても、早打ちを連続して
勝つことができる。
私も弁護士という「戦いの世界」に生きてきて、自分
の限界に達したとき、キリストを信じて救われた。その
後の人生は加藤さんの生き方と非常に似通っている。
ある時、大勢の関係者を巻き込んだ複雑な技術に関
する法律問題の事件を引き受けた。依頼者は解決を焦
るあまり、「急げ、急げ」とプレッシャーをかけてくる。
「弁護士は一体何やっているんだ。対応が遅すぎる。
事態はどんどん悪くなっているじゃないか！」と、関係者
たちも私を責めてきた。しかし、私としては結果に責任
があるので、自分で納得するまではゴーサインを出すわ
けにはかない。日にちはどんどん過ぎていく。ついに、も
うこれ以上引き延ばせないという日が来てしまった。
藁をも掴む思いでインターネットを通して技術専門家
を探した。ある専門家のホームページが目に入り、「この
人だ！」と直感した。すぐにその方と面会して適切な助言
を受けた。こうして、難問が一挙に解決した。
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いつでも、どこでも、誰にでも
伝道できるキリストの弟子になる！

菅野直基　YouTube



12月1日（火）17時～19時【東京23区シリーズ】「中野駅 路傍伝道」

平和に解決できた上に、伝道が祝福された

12月4日（金）17時～19時【山手線シリーズ】「田端駅 路傍伝道」

片手落ちではない福音を語る

路上で演奏するために使う楽器（ギター、ベース、アコーディオン、バイオリン、
キーボード、パーカッション、拡声器）など。
また、広報活動のために、iPhone8以上の携帯、パソコン、タブレット、
プロジェクター、車、バイクなど、使わないで眠っているものなどがござ
いましたら、ぜひ路傍伝道のために活用させてください。
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久しぶりに中野駅で路傍伝
道をしました。前回もそうでし
たが、場所取りの競争が激し
く、核廃絶運動をする人たちが
後から来て、「この場所での活
動をもう少ししたらどいてもらえないですか！？」と強い口調
で声をかけてきました。こういう活動では早い者勝ちです。
「そんなに強く言うなら許可証があるんですか？見せてくださ
い」と言い返しますと、反対の出口に移動して行かれました。

私たちも平和の福音を
伝えていますし、核廃絶
運動の人たちも平和のた
めに戦っています。平和に
解決できてよかったです。
今日は、いつもディレク

JR東日本（旧国鉄）が国土交通省に提出した事業申請書
には、山手線の始発駅は品川で、終着駅は田端です。ヨドバ
シカメラのTVコマーシャルでは、「丸い緑の山手線、真中通る
は中央線」ですが、厳密に言うと山手線は1周ではないことが
街頭演説のために調べていてわかりました。
聖書は、私たちの人生も、輪廻して何度も生まれ変われる

のではなく、「人生は一回きり」であると語っています。その話
をしながら、「罪を悔い改めて、今日イエス様を信じて救われ、
天国に行きましょう」と伝えました。
先日、聖書配布協力会の重鎮の方と3時間以上にわたって

語り合いました。「罪と地獄について明確に語らないと福音で
はない」と力説していまし
た。「医者がガン患者に
向かって、はっきり『ガンで
す』と言わなければ、『ど
うか治療してください』と
お願いせずに、二度と病
院に来ないでしょう」と。

愛が伝わるように伝えないといけませんが、「愛されていま
す」「大丈夫です」だけでは片手落ちであり、福音ではなく、
「へぇそうなんだ」で終わってしまってイエス様を求めることは
しません。
宗教臭くなく、かつ、相手が心を閉ざすことがないように祈り

ながら、毎回福音を伝えています。イエス様が愛してくださった
愛で相手を愛しながら聖書の真理を語ることだと思います。路
傍伝道の出会いは一期一会であり、その人にとっては福音を
聞く最後のチャンスかも知れません。たくさんの方がチラシを
持って行ってくださいましたし、福音に触れる機会になりました。

12月7日（月）17時～19時【第1月曜日定例】『川口駅西口 路傍伝道』

三十倍、六十倍、百倍の収穫を期待したい！

毎回、川口駅の路傍伝道には多くの人が集まってください
ます。しかも、日本人、韓国人、中国人、台湾人、マレーシア
人、フィリピン人など、インターナショナルです。
川口駅西口の2階の歩行者用デッキは現在工事中です。場

所が制限されるため音楽バンドがうまく並べなかったことも
あり、前半は調和が取りにくかったのですが、小休止を入れ
て仕切り直すと、後半は良い感じになりました。
調和が取れていないと、通行人もそれを敏感に感じ取り
ますので、一つ間違えると騒音になってしまいます。しかし
一致して神様を賛美するならば、教会の集会の出張を超え

て、天国の前味を駅前に流れさせる
ことができます。
立ち止まってくれる人がたくさん
いました。チラシや聖書を受け取っ
たり、心を開いて聴いてくださる方
たちがいました。渋谷でイエス様を
信じて救われた方が1時間半程度ずっと見て聴いてくださいま
した。福音の種まきができました。
イエス様の種まきの例え話を思い出しました。どんな土地
に福音の種まきをするかで収穫が変わります。良い地とは、
心が耕され、開かれた状態を指します。そのように、耕された

心を持っている人が多くいまし
た。三十倍、六十倍、百倍の収
穫が楽しみです。
「別の種は良い地に落ちて、
あるものは百倍、あるものは六
十倍、あるものは三十倍の実を
結んだ」（マタイ13：8）。

12月11日（金）17時～19時【東京23区シリーズ】『北千住駅 路傍伝道』

シャイな人たちが多い北千住は伝道の穴場だ！

北千住駅の東口と西口ではだいぶ雰
囲気が違います。東口は地元の人が多
く、西口は開けていて、東京に加え、埼
玉、千葉、茨城、栃木、群馬などもミックス

されているような不
思議な雰囲気を感じました。今日は西口
のデッキの2階で伝道をしました。
場所が広いため手応えを感じないの

に多くの方が立ち止まって聴いてくださ

いました。真正面に立つ
のではなく、私たちの斜
め後ろや斜め前に立って
くださるのです。シャイな
んだろうなと感じました。
長く立ち止まり、献金を
し、話に応じてくださり、
2021年のカレンダーをくださる方もいました。伝道の穴場であ
り、福音の種を蒔き続けるならば必ず実を結ぶと信じます。

12月13日（日）19時～21時【第2日曜日定例】『大久保駅 路傍伝道』

ずっとゴスペルソングに聴き入っておられました

クリスマスシーズンということもあり、コロナウイルス第三波は
どこ吹く風という感じで、人が多く出ていました。2時間一生懸
命に伝道をした中で特に印象に残ったのは、2組の親子で

す。子どもがとてもかわいく、ずっと
音楽に聴き入っておられました。そ
の他にも関心を持ってくれる方々
がたくさんいました。聖書やチラシ
をたくさん配ることができました。

ターをしてくれる世話人が
お休みでした。8名の参加
者の大半がまだ慣れてな
い方々でしたので、アップ
アップ状態でした。それで
も無事に伝道を終えるこ
とができました。神様が守ってくださったので感謝をしたい
と思います。
持ってきた聖書やチラシはほぼ配り終わりましたし、立ち
止まって歌や話を聞いて
くださった方々もたくさ
んいました。戦いが多
かった反面、伝道の祝
福もたくさん与えられま
した。



12月18日（金）17時～19時【東京23区シリーズ】「御茶ノ水駅 路傍伝道」

立ち止まって讃美歌やメッセージを聴いてくださる方 と々心を通わせられた

路傍伝道の活動
をライブ中継するた
めにメンバーの携帯
でテザリング（スマー
トフォンをモバイル
ルーターとして使用
すること）をしていま
すが、今日は、どうし
てもうまくいかなかったため、録画放送だけにして生放送を中
止しました。
クリスマスシーズンのため、クリスマスのメッセージを中
心に足早に歩いて行く人たちに声をかけました。親子連れ
の方々をはじめ、女性や男性が別々に立ち止まって何曲も
讃美歌を聴いてくださいました。音楽は聴くけれどチラシ

を受け取らない方たちもいました。未信者なのに、
私たちの活動に興味を持ち、路傍
伝道新聞まで持って行ってくださ
る方々もいました。心を通わせて
福音を伝えることができたことは
大きな収穫であり喜びでした。

久しぶりに東中野駅に
来ました。寒さが厳しい中、
5名で力を合わせて伝道を
しました。
東中野は都会であり住
宅地であり、目の前に高層
マンションがそびえ立って
いるかと思えば昔ながらの
商店や家が建っています。狭いのに四方にバスが走ります。
歩道のちょっとした広場で音楽と演説をし、人が通る導線上
で聖書とチラシの配布を行いました。少ない人数でしたが80
冊ほど配ることができました。
伝道した場所は住宅地の中にあるため、新宿や渋谷のよ

うな感じでは伝道できません。空気を読まないと浮いてしまい
ますし、空気を読み過ぎると伝道ができません。空気を読まな
いで雰囲気を打ち破って伝道をする人たちもいますし、空気

を読んで常識的に伝道を
する人たちもいます。路傍
伝道ネットワークの伝道は
どちらかと言うと後者です。
片方の耳や目でしっかりと
人々の心の叫びを受け止
め、もう片方の耳や目で神
様の声に耳を傾け神様の

声と導きをしっかりと受
け止めて伝道をしたい
と思っています。そのよ
うにしてこそ、神様と
人 と々の間に立って福
音を語ることができる
のだと思います。
東中野には、年配の方 も々いますし、サラ

リーマンや主婦もいます。若い人たち、学生、
子ども、外国人も多く、全世代がまんべんなく
いるので、伝道のし甲斐があります。キリス
ト教の根本メッセージである十字架の
救い、罪の赦し、永遠の命をスト
レートに語りました。また、クリスマ
スのメッセージと、「『Go To ト
ラベル』はコロナ感染拡大再
燃のため、政府が一時ストッ
プをすることになりましたが、
神様による『Go To 天国
キャンペーン』はひと時も停
止されることはありません。イ
エス様を信じて救われ、一緒
に天国に行きましょう！」と語りま
した。

12月15日（火）17時～19時【東京23区シリーズ】「東中野駅 路傍伝道」

『Go To 天国キャンペーン』はひと時も停止されることはない！

12月21日（月）18時～20時【第3月曜日定例】『新宿駅 路傍伝道』

クリスマスの歌とメッセージに心を開く方が多くいた

この日の路傍伝道は、
チームワークがとてもうまく
いきました。ひとえに神様
のおかげであり、参加者の
みなさん一人ひとりの祈り

と献身のゆ
えです。
その結果、信仰が回復した人が1人、イエ

ス様を受け入れた人が1人、イエス様に興味
を持った方々が音楽に
聴き入り、聖書を持ち
帰られました。

クリスマス
の時期です

ので、クリスマスのメッセージや、一般のクリスマスソングも
含めた歌に興味を持って聴いてくださる方々がたくさんいま
した。反面、女性へのキャッチをする男性たちの仕事がうま
くいってないようでした。しかし私たちのクリスマスメッ
セージを聴いて、うれしそうで穏やかな表情を見せてくださ
いました。　

12月23日（水）17時～20時【クリスマスシリーズ①】『新宿駅 路傍伝道』

ONE TEAMの伝道で1人の人が救われて喜びで溢れた

2年前までの12月23日は
「天皇誕生日」でしたが、
昨年から平日となり、クリス
マスが目立つようになったよ
うに感じます。しかし、今年
はコロナで始まりコロナで暮
れていく1年となり、クリスマスの
浮かれた雰囲気はありませんでし

たが、街は人でいっぱいでした。3時
間歌い、語り、配布して伝道しました。

後半になると、すぐ裏で「オリンピックパラリ
ンピック開催反対」の街頭演説が始まりました。この

時期は特に、路上での活動のため
の場所取りが熾烈を極めますが、
17時から活動をはじめていたため
支障はありませんでした。

20名を超える多国
籍の皆さんとO N E 
TEAMで伝道をしま
した。終わりの頃には
1人の男性がイエス様
を信じて救われるとい
う喜ばしい出来事が起こりました。喜びに溢れたクリスマス
の伝道の時となりました。

12月25日（金）17時～20時【クリスマスシリーズ②】『新宿駅 路傍伝道』

路傍伝道の原点に帰らせられた

この日は9名で活動をし
ました。開始した頃は少し
温かさを感じるくらいでし
たが、後半になると急に冷
え込んできました。参加者
の半数以上が女性の方々で、口々に「すみません。寒いので

今日はお先に失礼し
ます」と帰って行か
れました。最後まで
残ったのは3名でし
た。力を合わせて伝
道をしました。

そのとき、主はヨシュアに言われた。
「見よ、わたしはエリコとその王と
勇士たちをあなたの手に渡す。

あなたたち兵士は皆、町の周りを回りなさい。
町を一周し、それを六日間続けなさい。

七人の祭司は、それぞれ雄羊の角笛を携えて
神の箱を先導しなさい。
七日目には、町を七周し、

祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。
彼らが雄羊の角笛を長く吹き鳴らし、
その音があなたたちの耳に達したら、
民は皆、鬨の声をあげなさい。」

私たち路傍伝道ネットワークはエリコの戦いのように街を
一周し、祈りを捧げます。（山手線祈祷会は休止中）
そして賛美の角笛を携え、街頭で福音を宣べ伝えます。



12月29日（火）17時～19時【埼玉シリーズ】『越谷駅 路傍伝道』

心が通い、心温め合う伝道だった

昔と比べて年末年始の
季節感を感じづらくなりま
したが、「Go To トラベ
ル」の一時停止も関係し
ていたかもしれませんし、
電車も道も空いていて、
街はとても静かで年の瀬を感じました。
越谷駅前での路傍伝道で毎回感じることは、とても伝道

がしやすく、歌や演説を行っていても通行する人や地域の人
たちが温かく受け止めてく
ださいますので、駅前で
伝道をしていることを忘れ
てしまって、ホールや教会
にいるかのように錯覚して
しまうほどです。

12月31日（木・大晦日）17時～19時【路傍伝道納め】『新宿駅 路傍伝道』

『年越しそば』もいいですが、『イエス・キリストのそば』はもっといい！

今年も路傍伝道納めの今日まで働きが守られました。神
様にただ感謝をいたします。この日の新宿駅は大晦日を感じ
ました。通行人は少ないし、伝道の参加者も3名でした。し
かし、全力投球し、1人で何人分もの働きをしました。
最初の30分は、ロックやヒップホップ音楽を流しながら政

府の無策を糾弾する反政府運動をしている人たちがいまし
た。数人がこちらの活動を伺うかのように偵察に来ました
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最新の予定は、「アナウンス」をクリックすると見ることができます。

Facebook環境をお持ちでない方には、
路傍伝道新聞と一緒に予定表を郵送します。
sgr_ch@yahoo.co.jp まで知らせてくださるか、
郵便番号・住所・氏名を事務局までお知らせください。

新宿福興教会内　路傍伝道ネットワーク事務局：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F

路傍伝道の活動予定は「路傍伝道ネットワーク」
のグループページを通して告知致します。

路傍伝道の活動の予定を知る方法

路傍伝道新聞の定期購読者と、10部～50部
単位でまとめて受け取って、棚に置いてくだ
さったり、配布してくださる教会や諸団体を
募集しています。購読料・送料は無料です。

路傍伝道ネットワークは、2017年3月13日に原宿駅からスタートし、山手線外回り30駅を順番に伝道しています。また、日本全国
47都道府県を少しずつ巡回路傍伝道をしながら、日本全国に福音を満たしていきます。同時進行で、賜物発掘や賛美チーム
のスキルアップ、メンバーの一致と霊的成長のために、月に一回賛美集会を行なっています。また、山手線を東京のエリコの壁
に見立てながら、電車の中で祈祷会を行なって、日本の中心である東京からリバイバルが始まっていくように夢見ています。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、賛美集会と山手線祈祷会は休止中です）

『路傍伝道ネットワーク』のビジョン

『路傍伝道ネットワーク』の始まりの経緯
2016年9月に菅野代表が大阪の仲間たちと路傍伝道を始めた事がきっかけで、日本全国での路傍伝道を示され、JSE(Japan 
Street Evangelism Ministry)を結成しました。その後東京各地で伝道をする間に、少しずつ仲間が加えられ、菅野直基代
表とその仲間たちにより「路傍伝道ネットワーク」が結成されました。今では、日本全国に多くの仲間が与えられて、共に力を合
わせて路傍伝道を行っています。

1.賛美チーム
音楽を通して神の愛を表現し、聴衆を神ご自身に向けさせま
す。清潔であることを心がけてください。
①「賛美リード」②「アシスト・クワイヤー」③「楽器奏楽」
④「踊り」等で構成されます。

2.チラシ配布チーム
チラシ配布は、愛する心で行ってください。謙遜かつ、人 を々
悪魔の火の中から救い出す決死の思いで配布します。

3.説教者
説教者は、ストレートに聖書の御言葉と福音を語ります。

4.とりなしの祈り
とりなしの祈りは、イスラエル軍がアマレク軍と戦争をした時
に、アロンとフルがモーセの両腕を支えて戦いを援護したよ
うに、祈りによって伝道の援護をします。

5.ディレクター
ディレクターは、広く全体に目を配り、適切な判断をし、指示を
出し、対応をします。「音響」「プロデューサー」「舞台監督」
「カメラマン」などを兼任します。

路傍伝道ネットワークの奉仕
私たちの路傍伝道は、「多様性」と「統一性」を大切にする「総合伝道」です。以下の5つのチームに分かれます。

①「無理をしない」
参加者の中で、持病や障がいを持っている人、妊娠中
や体調が優れない人、疲れている人は、差し支えない範
囲で、世話人の「菅野」「濱村」「鈴井」「杉山」に伝えてく
ださい。無理してがんばる必要はありません。

②「見られている意識を持つ」
全員が「ステージに立っている」意識を持ってください。人
は上辺を見ますので、印象の良い服装を心がけてくださ
い。また神様も、古の聖徒たちも注目しています。サタンは
隙を狙っています。神の栄光があらわされることを祈り、口
論やトラブルを避けてください。問題が起こっても、一人で
解決しなくて大丈夫です。仲間に助けを求めてください。

③「チームプレーをお願いします」
路傍伝道ネットワークは、自由かつ、フラットな関係で伝
道しますが、神の軍隊です。一致を心がけてください。

最後に

が、聖書を渡すと受
け取られ、そのまま
去って行きました。
お互いに配慮しな
がら活動をしたこと
もあり、音が多少干
渉していたはずで
すが、問題はありませんでした。

2時間で聖書を約45冊配ることができました。大晦日とい
うこともあり、年越しそばの話題に触
れ、「『年越しそば』もいいですが、『イ
エス・キリストのそば』はもっといいです
よ。キリストはあなたを招いています」
と伝道をしました。

参加者はいつもより少なかっ
たですが、2時間で95冊の聖書
と40部のチラシを配ることがで
きました。また立ち止まってくだ
さる方も多く、ずっと聴いてくだ
さる方 も々いました。心が通い、
心温め合う時となりました。

「急募！神の働き人」福音宣教のために
共に労してくださる人

「収穫は多いが、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。」（マタイ9：37-38） 

路傍伝道ネットワーク

一般社団法人
日本全人治癒協会

ボディケア、心ケア、メンタルケア

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-5-1スプリーム大久保ビル６F
TEL 03-6302-1016  FAX 03-6302-1017


