
 

     

 
 

 

       

  コースⅠ（A）のご案内   
 

 

日 程：土曜スクール（2018 年） 

8/25(土)、9/8(土)、10/6(土)、10/27(土) 
 

主 催／会 場： 横浜ニューライフバプテスト教会 
 

協 賛： エリヤハウス･ジャパン 
 

（申込み先）

 

横浜ニューライフバプテスト教会 

〒224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南 3-18-39 

TEL 045-944-1081  FAX 045-944-1089 

newlife_kyokai@yahoo.co.jp 



 

 

― エリヤハウスとは ― 

 
エリヤハウスはジョン＆ポーラ・サンフォード夫妻によって設立された非

営利組織であり、マラキ書 4 章 5～6 節と、マタイによる福音書 17 章 11
節の原則に基づき、父の心を子供へ、また子の心を父へと関係を回復させ、
ひいてはあらゆる聖徒が主によっていやされ、奉仕のために整えられること
を目指しています。また聖霊の導きの中で、壊れ傷ついた心のいやしのため、
人々の和解のためにキリストと共に働いています。これらの働きは主に、著
書の出版、教え、カウンセリング、世界各地でのスクールやセミナー開催な
どによって進められています。サンフォード夫妻による著書は、多くの神学
校や関連機関において広く活用されています。 

 
「それは、聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て
上げるためであり、ついに、私たちがみな、信仰の一致と神の御子に関す
る知識の一致とに達し、完全におとなになって、キリストの満ち満ちた身
たけにまで達するためです。」  

（エペソ人への手紙 4：12、13） 
 
エリヤハウスの目標は、すべての人々がイエス・キリストの死と

復活の力による「内なる人の変革」を体験し、キリストのからだと
して真の一致に到達することなのです。 

 
 

― 祈りのミニストリーとは ― 

 
エリヤハウスの祈りのミニストリーは、祈りを通して人々の人生が変革さ

れていく働きです。聖書の御言葉が土台となり聖霊によって導かれるもので

す。祈りのミニストリーの鍵になるものは、その人の表面に出ている問題の

下にある根本的な原因（苦い根）を探すことです。苦い根を発見し、認識で

きたなら、ミニストリーを受ける人が、その苦い根を十字架の元に持ってい

き、自分を傷つけた人々を赦し、自分がその人を裁き、責め批判したことを

赦していただくように導きます。 
 
★いやしの過程には２つ側面があります。 

１．罪の性質を十字架の死につけます。（聖化） 

２．キリストにある新しい性質のために命をもたらす祈りをします。（変革） 
 

 祈りのミニストリーは、聖霊がその人に成し遂げたいと思っておられること

を助けるものです。主に心を開く時、主は私たちの内に働いて、心のいやし、聖

化と変革の御業をして下さるのです。 

 

 

 

 

 
 

“「参加申込書」  送付依頼書”  
 

祈りのミニストリートレーニングスクール   2018年 8月～10月 

＊「祈りのミニストリー スクール」コースⅠ（A）の 

参加申込書を送ってください。 

 

お名前：                            

教会名：                            

ご住所 ： 〒 

                                  

TEL                FAX              

e-mail ：                            

◆送付依頼後に会場から送付される、受講登録に必要な書類 

（牧師推薦状、その他の方による推薦状(２通)：いずれもスクール指定用紙 ）を揃え、 

受講費を支払うことを承諾いたしますか？ 

はい。承諾いたします。（承諾される場合は□にチェックしてください） 

          年     月     日  

◆備  考： ご質問等がございましたら、以下にお書きください 

 

 

 

 

 

 

◆再受講の方：Week   修了    年 会場          

 ＊この依頼書のみで、参加申込書、推薦状は必要ありません。 

―２－ 

 



 

― 受講資格 ― 
 

このスクールは自分のためだけにではなく、他の人々のため、互いのため

にミニストリーを行なう者となるための訓練に重点をおいています。 

従って、コースⅠ（Ａ）のすべての講義を受講とグループに参加する必要

があります。また、 

(1) イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れて、 

１年以上経っている 

(2) どこかの地域教会に所属し、積極的に奉仕の働きに参加している 

(3) もっと深く主を愛し、主に仕えていきたいと心から願っている 

人であることが基本です。 

 
＊はじめて受講される方は、所属教会の牧師の推薦状とその他の方による 

推薦状が必要です。（推薦状の用紙を参加申込書と一緒に送付いたします） 

 

 

 

＊右の用紙で「参加申込書」を取り寄せてください。 
 

送り先､住所等は､会場教会（表紙参照）まで。 

ＦＡＸによるお申し込みでもかまいません。 

 

「参加申込書」送付依頼の締切りは、 

7 月 29 日(日)です 

締切り後の受付けは致しかねますので、 

期日厳守をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

― 祈りのミニストリースクールとは ― 

 
 スクール期間の学びと互いに祈り合うことで、私たちの人生に今も生

きて働いておられる主の力を新たに体験し、それによって主との交わり

がより親密になり、主の愛をより自由に流していく器へと変えられてい

くことを目的としています。 

 聖書の真理に基づく「祈りのミニストリー」について学び、実践します。 

 実績あるエリヤハウスの講師陣による講義の DVD を通し、単なる内面

のいやしではなく、イエス・キリストの死と復活の力による「内なる人

の変革」の基本的原則とその概要を理解します。 

 テキストを用いて、実際に祈りのミニストリーを行なう際の手順など

について、実践しながら体験的に学びます。 

 「グループタイム」では、小グループに分かれ、学んだ内容を自分自

身に適応し、祈りを受けまた祈り手となって、お互いに祈りのミニスト

リーを体験します。 

 デモンストレーション（コースⅠ（B）以降）では、経験ある祈り手が

実際に受講生と共に行なった「祈りのミニストリー」を収録した DVD

を通して学びます。 

 主の導きの中で学びを進めていくにつれ、セルグループや教会の祈り

会、家庭などどこにおいてもさらに効果的に互いのために祈れるように

なっていきます。 

 

コースの内容  
(1) 講義 

各期のコースの中では、講義が計１２回行なわれます。ここでは、祈りにつ

いての具体的なアドバイスなどが書かれたワークブックを用います。 

(2) グループタイム 

講義で学んだ内容を実践する時間です。お互いのために祈ります。 

(3) 課題提出 

復習のための課題に答えることで理解度をチェックし、実生活に当て

はめて祈り考えることで、内容をより深く自分のものとします。 

 

 祈りのミニストリー・トレーニングスクールは、コースⅠ（A&B）と 
コースⅡ（C&D）の２コースから成り立っています。各コースを修了す

るためには、全講義、デモンストレーション、グループタイムの出席と

課題提出が条件となっています。希望者は、次の段階へ進む資格が与え

られます。 

 

 ―６－ 
―３－ 

 



 

― 講 師 ― 

 
今年に入って新たに日本の教会の講師による講義をDVDに収録しました。

実際にエリヤハウスの学びと祈りのミニストリーを受けた中での証しや

教えも多く分かち合われています。共に豊かな恵みの時が過ごせるよう、

祈りつつ備えてくださった講義が、DVD に収録されています。 

 
 

― 講義内容 ― 

 
コースⅠ（Ａ） 祈りのミニストリーの聖書的基盤 

苦い根の裁きと期待 

内なる誓いと石の心 

人生の土台となる偽り 

ミニストリー技術１（最もシンプルな方法） 

心と思い 

悔い改めと償い 

ミニストリー技術２（インタビュー：面談・質問） 

感情の正しい取り扱い方 

赦しを達成するために 

苦い実 

父母を真に尊ぶとは 

 

コースⅠ（Ｂ）  満たされなかった必要 

恥 

トラウマを取り除くための祈り 

パフォーマンス指向 

霊的反抗からのいやし 

親子逆転と代理配偶者 

重荷を負うこと 

神に対する見方 
眠っている霊 

愛  の  形 

いやしを確立するために 

和解 

＊デモンストレーション（グル―プタイムデモ） 

 

 

― 費 用 ― 
 

■授業料 コースⅠ（Ａ） 

☆ 一般  \15,000（同時受講の夫婦､親子 2 人目から \13,000） 

☆ 学生  \10,000 

☆ 受講 2 回目以降  

         グループタイム参加の方 \7,000 

           講義のみの部分参加の方 \2,000 

☆ その他、テキスト代 2,000 円、茶菓代 500 円いただきます 
 

 

■費用のお支払 
「参加申込書」受付後、書類選考をさせていただきます。 

その後、受講者の方にお支払方法などのお手紙を送付いたします。 

 

 

― スクール受講前の準備・心の備え ― 

  
コースⅠ（Ａ）の心の備えとして、 

ジョン･サンフォード著『内なる人の変革第 1 部』 

および『光の中を歩む』を読まれることをお薦めいたします。 

【 エリヤハウス 日本語書籍 紹介】 

 「内なる人の変革第 1 部」 ジョン＆ポーラ・サンフォード著 850 円＋税 

 「光の中を歩む」 心のいやし入門 ポーラ・サンフォード著 350 円＋税 

 「 家 族 の 回 復 」 ジョン＆ポーラ・サンフォード著 2,980 円＋税 

 「根にふれる祈り」 ロブ・モリセット著 1,800 円十税 

 「霊的情熱の回復」 ジョン＆ポーラ・サンフォード著 1,800 円＋税 

 「チェロの弓を軽くにぎって」エヴリン・エッガー著 ８００円+税 

＊ 購入を希望される方は、エリヤハウス･ジャパン 

 TEL/FAX  011-215-7258 

メール: elijahhouse@infoseek.jp 

または開催教会へお問い合わせください 

 

―５－ 

 

―４－ 

 



８/２５（土） ９/８（土） １０/６（土） １０/２７（土）

エリヤハウス祈りのミニストリー・トレーニングスクール

 コースⅠ(A) スケジュール （土曜４日間コース）

＜日程＞ ２０１８年８月２５日(土) ～ １０月２７日(土)　　　　　＜会場＞ 横浜ニューライフバプテスト教会

９：３０ ９：３０
受付 賛美と礼拝 賛美と礼拝 賛美と礼拝

賛美＆礼拝

クラス④ （６０分）
人生の土台となる偽り

クラス⑦ （５０分）
悔い改めと償い

クラス⑩ （５９分）
赦しを達成するために

　　オリエンテーション

クラス① （６８分）
祈りのミニストリーの聖書的基盤

休憩
休憩 休憩

クラス② （４２分）
苦い根の裁きと期待

昼食
（グループリーダー会②） 昼食

（グループリーダー会③）
昼食

（グループリーダー会④）

クラス⑨ （５８分）
感情の正しい取り扱い方 クラス⑪ （６７分）

苦い実

クラス⑥ （５１分）
心と思い休憩

クラス⑧ （５５分）
ミニストリー技術Ⅱ

（インタビュー：面談･質問）クラス③ （５５分）
内なる誓いと石の心 休憩

昼食
（グループリーダー会①）

クラス⑤ （６６分）
ミニストリー技術Ⅰ

（最もシンプルな方法）
クラス⑫ （６８分）

父母を真に尊ぶとは

グループタイム②
（１２０分）

グループタイム①
（１２０分）

１７：００

１７：４５

グループタイム③
（１２０分）

グループタイム④
（１２０分）

賛美、献金、感謝の証し会

休憩

休憩

休憩

9：50～

10：55～

11：10～

12：05～

13：10～

14：30～

9：30～ 9：30～

9：50～

10：45～

11：05～

12：05～

13：25～

14：45～

14：25～

9：30～

9：50～

10：50～

11：05～

12：15～

13：15～

11：40～

10：30～

9：30～

9：45～

10：15～

11：55～

12：40～

13：50～

14：45～

15：00～

14：15～

14：45～

14：25～

16：45～

14：25～


