
アガペーホームよりご挨拶を申し上げます。 

During this extraordinary time in history when we are constantly being bombarded with 
disturbing reports from around the world, it is easy to become side tracked and find 
ourselves caught in a web of despair. I will never allow myself to be entangled by that web. 
 
 世界中が不安に襲われるような報告に溢れかえっている、このような異常な時期を生き
る私たちは、絶望の罠に陥りやすく、また傍観者になりやすいと思います。しかし、私は
自らをそのような罠に陥らないようにと願っております。 

I was reading in Genesis where it tells how God blessed Isaac and he became wealthy as a 
result. Israel’s enemies, the Philistines, tried to prevent Isaac from receiving what God had 
for him by filling up the water wells with earth so that the livestock would have no water to 
drink. What was Isaac’s response? Did he quit and say, “I’m tired of digging wells.” No. It 
seems he did not complain but went ahead and dug a new well, and then another. That’s how 
I feel about Agape Home. When funds are running low due to Covid-19 we keep moving 
forward in faith and dig more wells!  
 
私は、創造主がイサクをどれほど祝福されたか、またその結果として彼を裕福にしてくだ
さった創世記の物語を読んでおりました。その聖書の話では、イスラエルの敵であるペリ
シテ人が、イサクの家畜が水を飲めないようにと井戸を土で埋める事で、創造主が彼に与
えようとした祝福を受け取れないようにと試みました。その中でのイサクの反応はどうだ
ったでしょうか。「もう井戸を掘るのに疲れました」と言い、井戸を掘るのを止めてしま
ったでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。彼はこの状況に不平不満を言う代
わりに、次の井戸を掘るために進んで行きました。 
　これが今の私たち、アガペーホームの現状です。新型コロナウイルスの為に資金が不足
している中ではありますが、信仰を持って、イサクが井戸を掘り続けたように、私たちも
前進して行きたいと思っています。 

Today I’m writing to ask for your help. Are you willing and able to help us dig 
more wells so we can continue, and even increase, the impact of this ministry? 
We are currently falling short close to $15,000 US per month. We need partners 
to share in the vision and work of Agape Home going forward. I realize it is a 
large amount but I have faith to believe that God, who is our ultimate provider, 
will help us raise what is needed. Any amount you can give will be appreciated 
but we are asking you to seriously consider becoming a monthly supporter of this 
important ministry.

　本日、皆様に援助のお願いをしたくペンを取りました。このアガペーホームの重要な働
き(エイズの孤児達の命を守る事、エイズの子供達の保護と養育、そして社会への旅立ち
までのサポート)がさらに前進していけますように、継続して行けますように、皆様の心か
らの援助をお願いできればと思っております。 



　アガペーホームでは現在、1ヶ月の必要経費(15,000 USドル/約160万円)が満たされて
いない状態です。私たちのビジョンとこの働きを共に分かち合っていくパートナーを必要
としています。この金額が非常に大きな額だとは私共も重々承知しておりますが、全てを
与えてくださる創造主が全ての必要を満たしてくださると信じております。このような時
期に、皆様が心からサポートしてくださるならば、心から感謝を申し上げたいと思いま
す。また、特にこの時期、コンスタントに捧げてくださるマンスリーサポーター(毎月一定
額を捧げて頂くサポーター)についても、ご検討をお願いしたく思います。 

We are praying and expecting a miracle as we keep on digging wells. Thank you 
in advance for your prayerful consideration of this request. 

私たちがイサクのように引き続き井戸を掘り続け、この重要なミニストリーが続けられる
よう創造主の奇跡が起こりますに期待して祈り続けております。 

Respectfully, Avis Rideout 　　　　　アガペーホーム　ディレクター　エイビス

 
　 
 

私たちは、毎年タイの第2の都市であるチェンマイにある孤児院(児童養護施設)を訪問し
て参りました(今年は新型コロナ・ウイルスの影響により訪問ツアーは中止となりました)。
1つは上記に示させていただいたアガペーホームです。アガペーホームではエイズに罹
り、親に見捨てられたり親もエイズ等で死亡した、いわゆるエイズ孤児を引き取って来ま
した。タイ国内にとどまらず近隣諸国からも子供達が送られて来ています。アガペーホー
ムの運営は基本的に寄付金で賄われて来ました。特にエイズの子供達の薬代は高価です
が、命に関わる為に経費から外すことはできません。今回、新型コロナ・ウイルスの影響
で寄付金が減少し、必要経費を準備できない状況が続いています。(現在約120名収容) 
　また、もう１箇所の孤児院(児童養護施設)は、イムジャイハウスです。チェンマイ郊外
にあり、あまり注目されない施設です。比較的、寄付金も少なく、いつも経営状況がよく
ありません。(現在25名収容) 
　このような時期に、寄付のお願いを申し上げるのは非常に心苦しい思いではあります
が、国を超えて私たちの家族である子供達に関心とお祈りを頂けましたら、心から感謝で
す。お寄せ頂きました寄付金(献金)は、アガペーホームに60％、イムジャイハウスに40％
を寄付させて頂きます。もちろん、施設を指定しての献金も可能です。皆様のお祈りとご
支援をどうぞよろしくお願い致します。　　　　　　　創愛キリスト教会牧師　宮崎聖 
 
【献金先】 
　ゆうちょ銀行　　記号　１７４８０　番号　４５７１５７７１　　　　　　　 
　名義                  ゴール　デイビット　アレキサンダー　 
【献金期限】 
　　● 第1次　7月31日まで　　● 第2次　12月31日まで 
【献金方法】Paypalにて直接、孤児院の口座に入金致します。

創愛キリスト教会担当者(宮崎牧師)から


