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キッズ＆ファミリーサポートミッション

KFSMは、次世代宣教と信仰継承、
そしてCS活性化のために、

主にあって教派を超え、ともに助け合い、賜物を分かち合って、
多くの子どもたちに福音を伝えていきたいと願っています。
これからも皆さまの温かいお祈りとご支援を賜わりますよう

宜しくお願い申し上げます。

キッズ＆ファミリーサポートミッション(KFSM)
〒562-0003 大阪府箕面市西小路2-7-22MKM 友ビル2階
TEL/FAX：072-720-7035
Email： kidsfamily2011@gmail.com　URL：http://kfsm.jimdo.com/

キッズ＆ファミリーフェスティバル
10月中旬～下旬
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　2016年10月22日(土)服部緑地公園・野外音楽堂で第７回キッズ＆ファミリーフェス
ティバルが開催されました。曇り空の中でしたが、会場には700名を超える参加者が
起こされました。また今年は、翌週29日(土)京都府城陽市・北部コミュニティーセンター
を会場に、第1回キッズ＆ファミリーフェスティバルin京都が開催されました。こちらの
会場にも、200名を超える参加者が起こされましたことを心から感謝いたします。
　二つの会場で開催するにあたっては、乗り越えなければならない課題もいくつかあり
ました。しかし、挫折や不安を覚える中で、複数の先生方から「ぜひ、京都での開催を
実現しましょう」と声をかけていただきとても勇気づけられました。
　今回のフェスティバルのテーマは「いっしょに」ということでしたが、次世代宣教に重
荷を持った人たちが重荷を一緒に負い合う時に、人の想像をはるかに超えた神様の
働きを見ることができるということを教えられます。是非、この働きに協力してくださる
方々がこれからも起こされていくことを願っています。

キッズクワイヤー
＆キッズダンサー大募集！！
賛美大好き！ダンス大好き！
という子どもならだれでもO.K.。

いろいろな教会のお友だちといっしょに、
神さまを喜び、

ほめたたえましょう。

KFSMサポーター募集
あなたもKFSMの活動を支援する
サポーターになりませんか。
お申込み・ご相談は
KFSM事務局まで
ご連絡ください。

＊開催日程は予定につき変更する場合もあります。
　詳しくはホームページ等でご確認ください。
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教師・ユースリーダー研修会
9月9日（土）・10日（日）
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キッズ＆ファミリーサポートミッション 京都地区代表
向島福音自由教会 牧師

牧  岳司

三都市同時開催予定
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スタンプ
カード今年も3Dプログラムにご参加・ご奉仕く

ださり感謝いたします。この企画は、子ど
もたちと一緒に出店を出すことで子ども
たちとの実践的なコミュニケーションと
リーダーシップの育成に役に立つプログ
ラムです。準備から当日の出店の切り盛
りまで、子どもと大人が一緒に奉仕する。
そのすべての過程が弟子化なのです。楽
しむことと同時に、「自分もみんなの役に
立てる」が教会とイエスさまを愛する者へ
と育んでいきます。

クライストコミュニティ 代表牧師
大橋謙一

今年も大いに盛り上がった、第4回ドッジボール関西大会。いろんな教会か
ら、男の子も女の子も、大人も子どもも集まって、みんないっしょに楽しみま
した。「ボール1つでリバイバル！」さらに主よ、私たちを１つとしてください。

小阪シオン教会 牧師
山下  翼

参加者の声 voice of participants

諸教会の協力のもと、多くの子どもたちや大人の皆
さんが集われ、主イエスさまが共におられる、喜びと
楽しみに満ちた集会でした。特に時代を担う子ども
や青年へのこのアプローチは何と素晴らしいことで
しょうか。2010年の大阪城ホールでの大会に始まり、
今回の第7回まで続けられていることに深い感動を
覚え、神の愛に感謝します。関係の
先生方や兄姉方のご労が祝福され、
この働きの輪が益々拡げられてい
くことをお祈りします。

ニュージーランド日本大阪教会
高田義三牧師

次世代の子どもたちが教団教派の垣根を超えて神様
の栄光のために仕える姿に感動しました。実際に私
たちの教会からも、数名の子どもたちが参加させて
いただきましたが、それぞれに奉仕をする大切さを何
か学んだようでした。これからも、参加者や各先生か
らのご意見を集約して、KFSMの働きが更に祝福され
用いられますように、そしてぜひ京都でも、先生方の
ご協力が前進し、京都の教会が一
緒に一つとなって立てあげられて
参りますようにお祈りします。
シャローム

梅美台キリストチャーチ
新山孝行兄

日曜学校の子どもたちと、初めてキッズ＆ファミリーフェ
スティバルに参加させていただきました。想像以上に
たくさんの子どもたちが一緒にイエス様を賛美する姿
を見て本当にうれしく、希望に心が燃え上がりました。
キッズクワイヤ―もダンスも素晴らしく、小2の長男は
通路へ出て一緒になって踊っていました。3人とも
「次もぜひ参加したい！」と言っています。ヨセフ物語
のミュージカルにも釘付けでした。
これからも教派を超えて子どもたち
に福音を伝えていけたらと思います！
ありがとうございました。

日本聖公会桃山キリスト教会
古本みさ牧師

娘は1回目からキッズクワイヤーとして参加させていた
だき、大きな神の家族の交わりの中で証しの機会や、
新しいお友だちとの出会いを通して信仰成長させて
いただきました。もともと賛美やダンスは好きでしたが、
KFFでの出会いにより、より好きになり、また、幼い頃
に楽しく賛美やダンスを兄姉に教えてもらったことは
大きな糧になっています。今はCSで小さいお友だちに
賛美やダンスを楽しく教えています。
今年はカウンセラーの奉仕をさせ
ていただき、また、一歩娘の成長を
見せていただき感謝です。

忍が丘キリスト教会
藤本尚美姉

『出店DE弟子化』3Dプログラム

第4回ドッジボール大会 関西大会

KFFには、今回初めて参加させて頂きました。賛美や
ダンスが大好きな息子にとっては、神様から頂いてい
る賜物を充分に発揮できる、とっても良い機会になっ
たと思います。また、招きにも応答し、 心身共に本当
に祝福された時となりました。今回のテーマソングの
「いつもいっしょ」とても素敵な賛美で、深く心に響き
ました。「たとえ今は分からなくても、全ての事には意
味があるんだ、必ず益に変えられる♪」願わくは子ど
も達のこれからの人生、この歌詞にあるような確信に
立って、力強く歩んで行けますように。

宇治福音自由教会　村田幸恵姉
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今年、キッズ＆ファミリーフェスティ
バルを大阪と京都で開催できた事
は神様の導きでした。それとともに
「もっと子ども伝道をしたい、この
現状をなんとかしなければならな
い」と思っておられる教会が潜在
的に数多くある事を感じました。私達は、年に一度の
フェスティバルを開く事だけが目的ではありません。
教会協力の輪を作り、そのひとつの結果としてフェス
ティバルがあると思っています。それは「この現状をな
んとかする」ためです。これからも子ども伝道のために
祈り、協力し、お捧げくだされば感謝です。

キッズ＆ファミリーサポートミッション 代表
国分福音教会 牧師　丸本  浩

ステージタイムの途中で小雨が降る
という中、 沢山の子どもたちがメッ
セージの招きに応えました。イエス
さまと“いっしょに”歩む子どもたちが
もっともっと増えるように祈りつつ、
メッセージを託した風船が大空に
舞い上がるさまを見つめました。
インタナショナルチャーチ 牧師

徳井清純

今回は初めてキッズ&ファミリー
フェスティバルに参加させていた
だきました。J-Houseのメンバー
も他の教会の子供やメンバーと
も交われてすごく励まされました。
色 な々労をしてくださった準備委
員会の先生、何よりもイエス様に
感謝します！
J-House 牧師　飯田克弥

今回で7回目となるキッズ＆ファミリーフェスティバル！
私は、撮影を担当しました。途中、小雨が降り出す
場面もありましたが、神さまの恵みを受けようとする
方々が多く、とても励まされました。クリスマスギフト
パックにもご協力くださり、感謝いたします。

カリスチャペル 牧師　村上愛信

オープニング・ワーシップ
オープニングは、グッド・サマリタン・チャーチの青年
たちの賛美とダンスでスタート。大阪シオン教会の
トーンチャイム。総合司会は富浦信幸先生でした。
ここから一気に会場はヒートアップ！

高らかな歌声
キッズクワイヤー
キッズクワイヤーには約80名の子どもたちがエン
トリー。今回もいろいろな教会から集まった子ども
たちが七色のオリジナルTシャツを着て、元気いっ
ぱいにテーマソング「いつもいっしょ」「イエスさま
最高」を賛美しました。

わたしは、今回のテーマソ
ング「いつもいっしょ」が大
好きです。いまの私にピッ
タリの歌です。苦しいとき、
悲しいときにこの曲をきく
とはげまされます。苦しく
ても、わからなくてもいつ
かはえきとしてくださる、
イエスさまがなんとかして
くれると安心できます。

りんちゃん (小6)

大阪と京都でのフェスティバルが無事に
終了しました。事故や怪我もなく、子ども
たちが元気いっぱい楽しめる時となりま
した。皆さまのお祈りと、天地とそこにある
すべてを造り治めておられる主の祝福と
守りを感謝いたします。
シティチャーチ牧野 牧師　足立理明
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▲決心した子どもたちに配布した「キッズフェイスブックVer.2」

集
計
結
果

■クリスマスギフトパック　…合計150個
■信仰決心者　…合計 約200名
■当日献金　…大阪会場　205,926円
　　　　　　…京都会場　63,456円

⑥ ③

参加した子どもたちの声

参加した子どもたちの声集
ま
っ
た

ク
リ
ス
マ
ス
ギ
フ
ト
パ
ッ
ク
は
、

関
西
圏
に
あ
る

児
童
養
護
施
設
に

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。

「オープニング・ワーシップ」と
「キッズクワイヤー」のコメント
箕面めぐみ聖書教会 牧師

山下　亘



今回も皆さまのご協力を感謝いたします。
また、回を重ねるごとに仲間が増し加えられ
表現できる幅が広がっていっていることにも
喜びを感じています。願いは一つ、それは神様
の愛を、イエス様のことを知ってほしいという
こと。KFFが仲間と出会い励まし合い成長で
きる場となる、そのきっかけとしてこのダンス
が用いられればこの上ない幸いと捉えており
ます！集まれ神のダンサー！！

Logos Dance School Shogo

毎年どうなることやら…と心配しなが
ら、主の憐れみで今年もミュージカル
を上演させていただきました。今年
は初の3週連続公演！超きつかった
けど、なんとか乗り切ることができま
した。来年も頑張ります。
グッド・サマリタン・チャーチ 牧師

金子道仁

キレッキレダンスのキッズダンサー

ヨセフ物語のミュージカルを観た後に「いっしょに」
というテーマでメッセージをさせていただきました。
イエスさまが、みんなといっしょにいてくださって、
また、いっしょにいることを祝福してくださった時間
だったと思います。感謝いたします！

京都聖書教会 牧師　閨谷欣也

イエスさまの福音が
みんなの心に…

キッズクワイヤー、キッズダンス、ミュー
ジカル等、本当に圧巻でした。私は、
京都大会でのメッセージをさせてい
ただきましたが、多くの子どもたちが
招きに応答し、しっかりとカウンセラー
のところでフォロースルーが成されまし
た。子どもたちの減少は多くの教会の
祈りの課題であるかと思います。KFSM
の働きを通して子どもたち、ユースたち
が建て上げられ、5年後、10年後のキ
リスト教会が若者で溢れかえっていま
すように祈ります！
京都グレースバイブルチャーチ 牧師

関  誠

今年は京都でもキッズフェスタ！

感動いっぱいのミュージカル
「ヨセフの夢」
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ステージの上で、みんなといっしょに
一生懸命踊りました。とっても楽しかっ
たです。来てくれた人達とも「いっしょ
に」踊れたのも良かったです。来年は
もっとたくさんの友達と、もっと難し
いダンスをいっぱい踊りたいです。

まなとくん（中1）／奏くん（小5）
／りんちゃん（小2）


