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3/25 第16回国家晩餐祈祷会に石破 茂
大臣はじめ、牧師・信徒 約580名が参加。

4/2 CBMC群馬支部が正式にスタート！
岡部さんが地方創世祈念館をオープン。

日本CBMC 今後の方針・予定
1）ニュースレターの開始
世界のCBMCの働き、および国内の各支部の働きをメールニ
ュースで毎月紹介していきますので、各支部でもA4で1頁の
報告またはコメントをまとめ、翌月5日までに本部へお送り
下さい。本部でそれらをPDFにまとめて毎月送信したいで
す。合わせてホームページの改訂をします。
2）国家晩餐祈祷会について
国家晩餐祈祷会を来年度以降もCBMCが中心となって主催
し、CBMCのアピールの場にもしていきます。ただし長期的
には、同祈祷会実行委員会が立ち上がった時には、CBMCは
共催または協賛とし、CBMCは本分であるマーケットプレイ
ス伝道に専念するのが良いと思われます。
3）月曜日のマナ
CBMC国際本部のホームページには毎週月曜に更新される週
刊デボーション「月曜日のマナ」が掲載されています。英語
の勉強がてら是非、お読みになって頂き、各支部での例会そ
の他でこれを用いることができないでしょうか。またどなたか
日本語への翻訳をお手伝い頂ける方がいたらお教え下さい。
できれば毎週、日本語で会員の方にお届けしたいです。（台
湾では中国語に毎週翻訳しています）

国と上に立つリーダー達、また世界平和を覚え集う祈祷会と
しては、参加者の顔ぶれ、また規模においても日本で一番大
きな、そして意味ある祈祷会ではないでしょうか。多くの
CBMC会員の祈りと助けで、今回も開催できました。

開所式には、奥山実牧師、VIPクラブの佐々木満男弁護士、
福島からは大越重信牧師、東京PC支部の森姉、夏目姉、須原
プリスカ牧師・ルジェ姉、東京より具頭義賢牧師、菅野直基
牧師らも駆けつけて下さいました。

4/2 CBMC/VIP名古屋でDr. Tonを
招き、世界宣教の現況を学びました。

中国の漢字は、キリスト教文化から成り立っている証や、職
場を宣教地にするということ等、興味深いお話をして頂きま
した。（会場：ハレラニテラス2F、参加者約15名）

日本CBMC 本部事務所（グレイスセンター内）
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16-3F
TEL: 052-265-8575   FAX: 052-265-7521 

理事長　近藤 高史 
携帯 090-8475-5510  kondo70@gmail.com

振込ご案内
1）他行から振込
・銀行：ゆうちょ銀行　   ・支店：ニイチハチ（二一八店）
・番号：普通 6609205　・名義：ニホンシービーエムシー
2）ゆうちょ銀行から振込　※ゆうちょ間の振込は手数料無料
・口座：総合　記号：12110　番号：66092051
・名義：ニホンシービーエムシー

※一般向けには「地方創生記念館」と呼ぶそうです。

※左より、講師の小林高徳TCU学長、VOJAの皆さん、石破茂国務大臣

※5/26～28にタイ・バンコクで開催されたCBMCアジア・ボ
ードミーティングに、井上前理事長が参加して下さいました。
後日、報告を頂きます。
※デボーションガイド「リビングライフ」7月号巻頭言に「私か
ら始まる主の世界宣教」と題してCBMCの働きについてのエ
ッセイが掲載されます。
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世界のCBMC

「日本CBMCだより」について
世界のCBMCの働き、および国内各支部の働きをEメールで
毎月紹介していきますので、各支部でも報告またはコメント
をまとめ（A4以下）、翌月5日までに本部へお送り下さい。そ
れらをPDFにまとめて、全支部へ毎月送信していきます。

日本CBMC 本部事務所（グレイスセンター内）
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16-3F
TEL: 052-265-8575    FAX: 052-265-7521 
理事長　近藤 高史 
携帯 090-8475-5510  kondo70@gmail.com

振込ご案内
1）他行から振込　 ・銀行：ゆうちょ銀行      ・支店：ニイチハチ（二一八店）
　　　　　　　　　・番号：普通 6609205　・名義：ニホンシービーエムシー
2）ゆうちょ銀行から振込　※ゆうちょ間の振込は手数料無料
・口座：総合  記号：12110　番号：66092051　名義：ニホンシービーエムシー

デボーションガイド「リビングライフ」7月号の
巻頭言に「私から始まる主の世界宣教」と題して
CBMCの働きについての近藤理事長のエッセイ
が掲載されました。（別途 PDF 参照）

「月曜日のマナ」紹介

東京第一支部の西川芳彦兄（メディカルプラザ
代表）が今後、東京第一支部の支部長として活
動下さると連絡が久田兄よりありました。かつて
CBMCビジョンスクール他で活躍頂きました。毎
月第2土曜にOCCにて月例会を開いています。
大阪支部の中島元CBMC理事長を中心に、関西
国家朝餐祈祷会が2016.9.23（祝）朝8時よりシ
ェラトン都ホテル大阪を会場に、開催される予
定です。準備のためにお祈り下さい。

東京PC支部は、毎月第４金曜の夜に御茶ノ水
OCC4Fの東京プレヤーセンターを会場に讃美・
祈り・証しの集会「ゴスペルナイト」を開いて
います。都合がつく方はぜひ一度ご参加下さい。

名古屋支部の6月例会（VIPランチ合同）は
29（水）12時より、ローズコートホテル1F（上前
津）にて開催されます。東京より蓑口兄が参加
予定です。（写真は同会場にて昨年のもの）

6/23木 準備祈祷会を開催予定
2017年3月に開催予定の「第17回国家晩餐祈祷会」のあり
方について、第16回の反省を踏まえ祈り検討する会を開
催します。これまでのように少数の会員に経済的負担や
働きができるだけ集中しないようにしつつ、主のみ旨に
適う祈祷会となるよう、準備会のためにお祈り下さい。
（東京ホテルニューオータニガンシップにて18時より）

日本のCBMC（各地の働き）

CBMCとは…？

米国でクリスチャンビジネスマンにより始まり、世界90
カ国以上に支部を持ち、イエス・キリストの福音によりグ
ローバル・マーケットプレイスが変革されることを願うビ
ジネスパーソンや専門職業人の集まりです。それぞれが置
かれた「マーケットプレイス」で人々が救われ、キリスト
の弟子として成長することを導く（2テモテ2：2）ために
相互の交わり、学びを世界各地で行っています。

聖書博物館

ワシントンDCに2017.11に完成する
「聖書博物館」について、詳しい紹介
とその意味についてCBMC米国会長の
リー・トラックスが動画で語っていま
す。

Connecting Point

CBMC国際会長Jim Firnstahl（右）と
米国会長Lee Truax（左）が米国と世界
各地のCBMCの働きがどのように関係
し、また世界宣教の重要な一部をにな
っているかを語っています。

※HPより紹介 → 青い文字をクリック下さい（英語）

CBMC アンバサダー

弟子訓練の「オペレーション・テモテ」
を始め、CBMCの学びの多くがデジタル
教材化され、アンバサダーシステムに
納められています。詳しくはこちら
へ。

Connecting Business & Marketplace to Christ !

毎週月曜日に、国際CBMCのHP（上記
参照）に、ビジネスパーソン向けのデ
ボーショナルなエッセイと簡単な質問
が掲載され、登録をするとEメールで個
人的に受け取ることができる仕組みに
なっています。昨年しばらくの間、日
本語訳に挑戦しましたが、どなたか翻
訳を手伝い頂ける方がいましたら、ご
協力をお願い致します。CBMC各支部
での例会に利用できると思います。

Monday Mana

https://vimeo.com/157310328?_cldee=a29uZG9Abm9haC1kaWdpdGFsLmNvLmpw
http://advance.cbmc.com/?_cldee=a29uZG9Abm9haC1kaWdpdGFsLmNvLmpw
http://www.cbmcint.com/category/monday-manna/
mailto:kondo70@gmail.com
mailto:kondo70@gmail.com
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日本CBMC総会の開催ご案内 9/3土

「日本CBMCだより」について
世界のCBMCの働き、および国内各支部の働きをEメールで
毎月紹介していきますので、各支部でも報告またはコメント
をまとめ（A4以下）、翌月5日までに本部へお送り下さい。そ
れらをPDFにまとめて、全支部へ毎月送信していきます。

日本CBMC 本部事務所（グレイスセンター内）
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16-3F
TEL: 052-265-8575    FAX: 052-265-7521 
理事長　近藤 高史 
携帯 090-8475-5510  kondo70@gmail.com

「月曜日のマナ」翻訳ボランティア募集

東京PC支部は、お茶ノ水OCC4Fの東京プ
レヤーセンターを会場に讃美・祈り・証しの
集会「ゴスペルナイト」を開いています。
今月は7/22金16時～17時。CBMCのため
の祈祷会はその前の15時からです。
名古屋支部の6月例会（VIPランチ合同）は
6/29水12-14時名古屋市上前津ローズコ
ートホテル1Fにて8名参加。ランチを頂き
ながら、大村兄の証、交わりと祈りの時を
持ちました。東京より蓑口兄の参加もあ
り。次回は7月は休みで8/22月予定。

2017.3.24
開催予定の
17回 国家晩餐祈祷会
について

　 6月23日に東京赤坂のホテル・ニューオータニ（ガン
シップ）で開かれた国家晩餐祈祷会のために準備会に
は、22名の方が参加されました。CBMC東京ピース・ク
リエーター支部（森敬子支部長）を中心に、いわき支部
（大越支部長）、群馬支部（岡部支部長）、東京第一支
部（清弘兄・久田兄）、東京中央支部（佐佐木ジョシュ
ア副支部長・アチーブメント中山氏：青木副理事長代
理）、名古屋支部（近藤高史・千絵）に加え、奥山実牧
師、鮫島牧師、松井牧師らもおいで下さいました。
　 まず、本年3月25日に行われた第16回同祈祷会の反省
が話し合われ、特に参加者の動員（個人的に数十人分の
動員をして下さった方が何名もあり）と財務（総予算約
700万円…添付した収支決算書を参照）に大きな負担が
あり、個人的にこれを担って下さる方々により、結果的
に600名近い盛会となることができたが、同じことの繰
り返しをしてはならないとのことでした。
　 また「晩餐祈祷会」としてこれを続けているが、そも
そも「晩餐」と「祈祷会」は一緒にできないので、夜の
晩餐会と翌日の祈祷会に分ける（本来、海外ではそのス
タイルです）べきとの声も上がりましたが、日本の現状
では2日に分けることでさらに負担が増えたり、結果的に
動員がどちらも難しくなるとの意見も出されました。
　 そうした中で来年度の具体的な叩き台として、特に動
員と財務の問題を解決する方策として「テーブルマスタ
ー制」の導入が提案されました。これは、1テーブル10
人とするなら、仮に1人の方かあるいは団体が、1テーブ
ル分の動員と会費については責任を持ち、それ以上の負
担を個人や主催者が負うことがないようにし、主催者は
より良いプログラムと海外や議員など来賓参加者につい
てのホストに徹するようにするというアイデアです。た
だしそのためには、国家晩餐祈祷会の趣旨に賛同し、費
用的には10万～13万円ほどの責任を持つという方や団体
を50名は集める必要があります。（注：50名なら全500
名の参加者になります）

　 次回9月3日の総会時には、このことも日本CBMCの働
きの一部としてご承認頂き、具体的な準備をそこから始
めていきたいと願っていますので、何卒、ご理解ご協力
をお願い致します。

日本各地のCBMC支部報告
9月3日（土）5-7PM　 会場：東京お
茶ノ水OCCビル8F（811）
　 総会および今後のCBMCの活動につ
いての話し合い、および来年3月の国
家晩餐祈祷会のための準備祈祷会を合
わせて行います。CBMC会員および各
支部の活動に参加している方は参加で
きます。どなたもぜひご参加下さい。

「月曜日のマナ」を8月から、日本語で
の配信を計画しています。週1回、
A4×1枚程度の英語からの翻訳をお手
伝いできる方を募集しています。メー
ルでのやりとりができる方であれば、
国内・国外どこに居住している方でも
構いません。日本語訳の見本（昨年のも
の）参照。CBMC支部例会での学びに
利用できます。Monday Mana

御茶ノ水OCCビル

CBMC東南アジア（ASEAN）大会ご案内 9/22
　 初めての開催となる「CBMC東南ア
ジア（ASEAN）大会」が9月23日にシ
ンガポールで開かれます。資料を添付
しますので、ご興味のある方は直接開
催事務局か、または近藤までお問い合
わせ下さい。添付PDFパンフ参照。
シンガポールCBMCのHPは
 http://cbmc.sg/events.html

シンガポールCBMC

9/23金「第四回 関西・国家朝餐祈祷会」ご案内
　 日本CBMC元理事長の米田昭三郎兄
が委員長を務める同実行委員会および
韓国CBMC大阪支会が主催でシェラト
ン都ホテル大阪にて朝7時半～9時に開
催されます。お近くでご都合のつく方
はご参加下さい。
詳しくは同事務局（大阪OCC内）へ
電話 06-6762-7701

http://www.cbmcint.com/category/monday-manna/
mailto:kondo70@gmail.com
mailto:kondo70@gmail.com
http://www.cbmcint.com/category/monday-manna/
http://www.cbmcint.com/category/monday-manna/
http://cbmc.sg/events.html
http://cbmc.sg/events.html
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日本CBMC総会の開催ご案内 9/3土

「日本CBMCだより」について
世界のCBMCの働き、および国内各支部の働きをEメールで
毎月紹介していきますので、各支部でも報告またはコメント
をまとめ（A4以下）、翌月5日までに本部へお送り下さい。そ
れらをPDFにまとめて、全支部へ毎月送信していきます。

日本CBMC 本部事務所（グレイスセンター内）
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16-3F
TEL: 052-265-8575    FAX: 052-265-7521 
理事長　近藤 高史 
携帯 090-8475-5510  kondo70@gmail.com

「月曜日のマナ」翻訳ボランティア募集

東京PC支部は、お茶ノ水OCC4Fの東京プ
レヤーセンターを会場に讃美・祈り・証しの
集会「ゴスペルナイト」を開いています。
今月は8/26金16時～17時。CBMCのため
の祈祷会はその前の15時からです。

名古屋支部の8月例会（VIPランチ合同）は
8/22月12-14時名古屋市上前津ローズコ
ートホテル1Fにて6名参加。ランチを頂き
ながら、交わりと祈りの時を持ちました。
初参加の岩村さんは宣教師に日本語を教え
ています。次回は9/26月12時からです。

日本各地のCBMC支部報告

9月3日（土）5-7PM
会場：東京お茶ノ水OCCビル
　　　8F（811）
　 総会および今後のCBMCの活動に
ついての話し合い、および来年3月の
国家晩餐祈祷会のための準備祈祷会
を合わせて行います。CBMC会員お
よび各支部の活動に参加している方
は参加できます。どなたもぜひご参
加を。出欠を8/31迄にお返事を！

「月曜日のマナ」を8月から、日本語で
の配信を計画しています。週1回、
A4×1枚程度の英語からの翻訳をお手
伝いできる方を募集しています。メー
ルでのやりとりができる方であれば、
国内・国外どこに居住している方でも
構いません。日本語訳の見本（昨年のも
の）参照。CBMC支部例会での学びに
利用できます。Monday Mana

御茶ノ水OCCビル

CBMC東南アジア（ASEAN）大会ご案内 9/22
　 初めての開催となる「CBMC東南ア
ジア（ASEAN）大会」が9月23日にシ
ンガポールで開かれます。資料を添付
しますので、ご興味のある方は直接開
催事務局か、または近藤までお問い合
わせ下さい。添付PDFパンフ参照。
シンガポールCBMCのHPは
 http://cbmc.sg/events.html

シンガポールCBMC

9/23金「第四回 関西・国家朝餐祈祷会」ご案内
　 日本CBMC元理事長の米田昭三郎兄
が委員長を務める同実行委員会および
韓国CBMC大阪支会が主催でシェラト
ン都ホテル大阪にて朝7時半～9時に開
催されます。お近くでご都合のつく方
はご参加下さい。
詳しくは同事務局（大阪OCC内）へ
電話 06-6762-7701

大阪支部の8月例会は8/27土15時～。
大阪日本橋の霊糧堂大阪で開催します。
（井上大阪支部長より）
来る9月22日（祝日）にアジア・ボードミ
ィーティング、23日～24日とCBMC 
ASEAN CONVENTIONがシンガポールで
開催されます。シンガポールCBMCが大歓
迎してくれます。是非、ご一緒に参加しま
しょう。23日の金曜に1日だけ休みをとれ
ば、連休となります。（添付PDF参照）

「第17回 国家晩餐祈祷会」 2017.3/24金に決定
　 年に一度、日本CBMCが主催する国家晩餐祈祷会が、
2017年も3月24日（金）18時より、東京・新宿の京王プラザ
ホテルでの開催が決定しました。
　 メッセンジャーには大和カルバリーチャペルの大川従道牧
師、音楽ゲストはテノールの新垣 勉氏。特別ゲストに石破茂
国会議員、ルツ・カハノフ駐日イスラエル大使のご参加を、
それぞれ内諾頂いております。
　 昨年の反省を踏まえ、少しでも早く準備に掛かり、より多
くの方のご参加ご協力が得られればと思います。まずはこの
日を、日々のお祈りに覚えて頂ければと思います。

「憂えてはならない。主を喜ぶことはあなたがたの力です。」
　　　　　　　　　　　　                      ネヘミヤ 8：10

ASEAN大会講師陣
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日本CBMCだより  2016.9 Vol.05
日本CBMC総会 開催される

日本CBMC 本部事務所（グレイスセンター内）
〒460-0012 名古屋市中区千代田2-19-16-3F
TEL: 052-265-8575    FAX: 052-265-7521 
理事長　近藤 高史 
携帯 090-8475-5510  kondo70@gmail.com

東京PC支部は、お茶ノ水OCC416にて
讃美・祈り・証しの集会「ゴスペルナイト」
を開いています。今月は9/23金16時～17
時。CBMCのための祈祷会はその前の15
時からです。
名古屋支部の9月例会（VIPランチ合同）は
ローズコートホテル（地下鉄・上前津駅より
徒歩1分）1Fの「メルローズ」にて9/26月
12時～14時からです。総会には本部事務
局として石橋兄（写真左端）も参加。

日本各地のCBMC支部報告

9月3日（土）17-19：45 PM
会場：東京 お茶ノ水 OCCビル 8F（811）
　 5つの支部より20名の出席をもって、2016年度の日本
CBMC総会が開催されました。
　 最初に礼拝がなされ、奥田英男副理事長（東京第一支部）が
「そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。
「もしあなたがたが、わたしのことばにとどまるなら、あなた
がたはほんとうにわたしの弟子です。」ヨハネ8：31より、
生活のすべての面でキリスト者として証しする弟子となるこ
とについて、奨励がありました。
　次に2015年度の本部活動報告と会計報告（国家晩餐祈祷会
を含む）がなされ、続いてそれぞれの支部の活動報告を聞く
ことができました。
　 また2017.3.24に開催が決まった第17回国家晩餐祈祷会に
ついても、先の第16回の反省を踏まえ、活発な意見、提言が
ありました。最後に、食事をしながらそれぞれの自己紹介や
証、支部の紹介がなされ、和やかな内に閉会を迎えました。
（各支部の紹介は右側のコラム、また別紙：総会議事、国家
晩餐祈祷会会計報告など参照）

  第17回  国家晩餐祈祷会を 
  来年3/24金に開催決定！
  京王プラザホテルで400名を目標に！
　 年に一度、日本CBMCが主催する国家晩餐祈祷会が、
2017年も3月24日（金）18時より、東京・新宿の京王プラ
ザホテルでの開催が決定しました。
　 メッセンジャーには大和カルバリーチャペルの大川従道
牧師、音楽ゲストはテノールの新垣 勉氏。特別ゲストに石
破 茂国会議員、ルツ・カハノフ駐日イスラエル大使のご参
加を、それぞれ内諾頂いております。

「憂えてはならない。主を喜ぶことはあなたがたの力です。」
　　　　　　　　　　　　                       ネヘミヤ 8：10

群馬支部は2016.5.2に岡部支部長により
例会を再開。吉井町の「地方創世記念館」で
CBMC・VIP・礼拝を合同で毎週土曜に開催
中。9/3は4名の洗礼式があり感謝。

神戸支部は大鶴支部長を中心に、毎月第3
火曜19～21時に定例会。今後の予定は1）
神戸支部のチラシ制作 2）神戸てくてくマッ
プをことば社と協力し作成  3）工藤真史
ハートフルコンサートを支援 4）9/20は19
時～。信州コーナーストーンチャーチ・断食
祈祷院の佐々木学師による「証と奨励」。

会費など、CBMCへの振込ご案内  ※本部へは年会費6000円/人です
1）他行から　 ・銀行：ゆうちょ銀行      ・支店：ニイチハチ（二一八店）
　　　　　　   　・番号：普通 6609205　・名義：ニホンシービーエムシー
2）ゆうちょ銀行から  ※ゆうちょ間の振込は手数料無料です
  ・口座：総合  記号：12110　番号：66092051　名義：ニホンシービーエムシー

奥山実師  奥田副理事長  近藤理事長  青木副理事長  森東京PC支部長

総会にて  本年クリスチャンとなった東京中央支部・和泉兄の証し

　昨年の反省を踏まえ、少しでも早く準備に掛かり、より多
くの方のご参加ご協力が得られればと思います。まずはこの
日を、日々のお祈りに覚えて頂ければと思います。

東京中央支部は青木支部長を中心に、六
本木ヒルズ他にて食事会を開催。総会に
は青木副理事長、佐佐木ジョシュア師、
和泉兄が参加。特に和泉兄は本年クリス
チャンとなった証をして下さいました。

東京第一支部は、西川支部長を中心に毎月
第三土曜にOCC2Fにて月例会を開催。総
会には西川兄、塩島兄、久田兄、奥田副理
事長ご夫妻、清弘兄、向井姉、関牧師の8
名が参加して下さいました。

いわき支部から支部長の大越牧師が総会に
参加下さいました。

大阪支部　9.23朝に関西国家朝餐祈祷会が
米田昭三郎日本CBMC元理事長が委員長を
務める同実行委員会と韓国CBMC大阪支会
主催により、シェラトン都ホテルで開催。
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