
MISSION TEAM 
are  

Planting churches 

ミッションチームは 
教会を建てること 



MIISSION TEAM  ミッションチーム 

ACTS	8:4		
“Those	who	had	been	scattered	preached	the	word	wherever	
they	went.”		
使徒8:4	
さて、散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り
歩いた。	

	

- Mission	team	in	the	heart	
- 心からのミッションチーム	

- Everywhere	is	mission	team	
- どこでもミッションチーム	



Vietnam churches 
ベトナムの教会 

HCM	City	ホーチミン　=	158人		
Hanoi	Capital	ハノイ　=	46人	
Can	Tho	city	カントー 	=	33	
Da	Nang	Mission	Team	
ダナン ミッションチーム	=	20人	



The mistake of first Mission Team 2005-2008   
最初のミッションチームの失敗　2005-2008年 

• Have	zeal	but	no	reality	–	No	experience		
• 熱意はあるが現実的でない（経験のなさ）	

• No	Fruitful	–	lost	members	
• 実を結ばない（メンバーを失う）	

• Negative	effect	to	disciples	
• 弟子たちへのネガティブな影響	



	
• The	church	decided	to	bring	the	whole	team	
back	after	3	years	and	trying	one	more	year.	

• ３年経って、もう1年トライした後に、チーム全員
を戻って来させる決断をした		

	

• THE	BIG	LESSON	TO	LEARN	ABOUT	MISSION	
TEAM	

• ミッションチームについて大きなレッスンを学んだ	

The mistake of first Mission Team 2005-2008   
最初のミッションチームの失敗　2005-2008年 



WE LOVE TO SEND THE MISSION TEAM 
ミッションチームを送ることが大好き 

WE	SEND…		

WE	GO…		

送る…		

行く…		



… BUT MAKE SURE WE STAYING STAY STRONG 
…しかし、強くあるように確かめよう 



… AND HEALTHY 
…そして健康であるように   



… AND GROWING  
…そして成長しているように 



Ecclesiastes コヘレト　3:1-3 
1.  There	is	a	time	for	everything,				and	a	season	for	

every	activity	under	the	heavens:		
2.  a	time	to	be	born	and	a	time	to	die,				a	time	to	

plant	and	a	time	to	uproot,	a	time	to	kill	and	a	
time	to	heal,					

3.  a	time	to	tear	down	and	a	time	to	build,	

何事にも時があり／天の下の出来事にはすべ
て定められた時がある。 生まれる時、死ぬ時
／植える時、植えたものを抜く時 殺す時、癒
す時／破壊する時、建てる時  



Everything have a right time to do – The same with 
Mission Team 
全てのことには時がある –ミッションチームも同じ 

• Mission	team	can	be	good	and	can	be	not	good.	
• ミッションチームは良くも悪くもなる	

• What’s	is	the	main	meaning	and	real	motivation	of	
some	one	joining	the	Mission	team?		

• ミッションチームに参加する主な意味、本当の動機
は何か？	



Q:	WHY	DO	YOU	WANT	TO	JOIN	THE	MISSION	TEAM?	
質問：なぜミッションチームに参加したいですか？	
	

• Do	something	radical		
• 大胆なことをしたい	

• Change	the	atmosphere	of	their	boring	life		
• 退屈な人生の空気を変えたい	

•  Fulfill	the	bucket	list	
• 「死ぬまでにしたいことリスト」を満たす	

• Obey	the	command	of	our	Lord	Jesus	
• 主イエスの命じたことに従う	

Everything have a right time to do – The same with 
Mission Team 
全てのことには時がある –ミッションチームも同じ 



• Go	back	to	their	home	town	to	save	their	relatives,	
their	peoples		

• 故郷に戻って、家族や同郷の人を救いたい	
• Business	opportunity	over	there…		

• そこにビジネスチャンスがあるから	
•  Follow	the	sister	he’d	likes	…		

• 好きな姉妹について行く	

• Hello	…	Mission	team	is	not	all	about	YOU	…	it’s	
about	GOD'S	CHURCH		

• ミッションチームは、あなたのためではありませ
ん… それは神様の教会のためです！	



REMEMBER: START THE MISION TEAM IS STARTING TO PLANT 
THE CHURCH 
覚えていてください：ミッションチームを始めることは、
教会を建てることです。 

• Church	will	be	start	and	build	to	last	forever	at	that	
land.		

• その土地に教会は建てられ、ずっと残ります	

• We	are	not	going	to	mission	team	just	to	fulfill	our	
dreams	our	desire	and	our	emotional	feeling	-	It’s	live	
and	dead	battle,	it’s	a	starting	the	history	of	one	church	
-	it’s	not	for	ME,	US…	it’s	about	GOD	and	for	GOD	

• 自分の夢や願望、気持ちを満たすためにミッション
チームに行くのではありません。それは生きるか死ぬ
かの戦いです。一つの教会の歴史が始まるのです。	

• 私や私たちのためではなく、神様のためです。	



• Our	mistake:	so	many	mission	team	sent	=	FELL	
GREAT	and	FELL	HAPPY	in	the	beginning	but	…	Also	
can	FELL	STUCK	in	years…		

• 私たちの間違い：多くのミッションチームを送った、
初めは素晴らしいし幸せ、しかし数年で行き詰まる	

• Mission	Team	is	right	thing	to	do	but	need	to	do	in	
right	way	in	right	time	with	right	heart	and	
motivations	

• ミッションチームは正しいこと、しかし正しい方法、
タイミング、心と動機でやる必要がある	

• HOW	TO	DO	THAT?	
• どうすれば良いのか？	

REMEMBER: START THE MISION TEAM IS STARTING TO PLANT 
THE CHURCH 
覚えていてください：ミッションチームを始めることは、
教会を建てることです。 



1 - PREPAREING WELL  
1.よく準備する 

WHEN	-	WHERE	-		WHO	–	HOW	
いつ	-	どこ	-	だれ	-	どのように	



WHEN? いつ？  
Q:	When	is	the	good	time	to	have	a	baby?	=	when	we	are	
marriage	–	We	mature		enough	and	save	some	more	
LOVE,	ENEGY,	MONEY,	CARE	for	the	new	member	in	the	
family		
質問：子供を作るのに良い時はいつ？	
結婚して、十分に成熟し、家族の新しいメンバーへ
の愛、エネルギー、お金、ケアを持っている時	



Q:	When	we	have	Mission	Team	In	Vietnam?	=	When	you	growing	
enough	to	have	more	leader,	more	peoples	know	how	to	walk	with	
God	and	help	out	others	…	the	church	feel	good	to	have	a	another	
sister	church	to	take	care,	financial	is	fine	to	support	to	another	
church…	specially:	when	you	have	a	good	leader	to	lead	the	team	=	
THAT’S	THE	GOOD	SIGN	TO	LET	YOU	KNOW	THAT	NOW	IS	THE	TIME	
WE	THINK	ABOUT	TO	SEND	A	MISSION	TEAM	
質問：いつベトナムでミッションチームを送るか？	
より多くのリーダー、神様との歩みや人の助け方を知ってい
る人がいるほど十分に成長している時… 教会が他の姉妹教会
をケアできる状態、他の教会をサポートできる財政状況	
特に：チームをリードする良いリーダーがいる時	
それがミッションチームを送ることを考える時を示す良いサ
イン	
	

WHEN? いつ？  



WHERE? どこ？  
•  Study	our	the	cities	and	provinces	in	your	country	-	by	
populations,	economic,	and	average	conditions	of	the	
people	living	over	there		

• 国の都市や地方を調べる、人口、経済、生活の平均水準	

• Q:	Where	you	want	to	go	fishing?	=	where	have	more	
fish,	right!		

• どこに釣りに行きたいか？魚がもっといる所！	



WHO? だれ？ 
• Choose	whom	who	can	contribute	well	–	can	staying	
strong,	good	team	work,	know	how	to	help	people	to	
study	Bible…		

• よく貢献できる人を選ぶ、強くいられる人、チームワーク
の良い人、人と聖書勉強の仕方をわかっている人	

• Who	easy	to	adjust	the	transition…		
• 転換に対処しやすい人	

• Choose	a	good	and	balance	team	(Ex:	in	Vietnam	every	
mission	team	have	16	members:	3	couples	+	5	single	
brothers	+	5	single	sisters)	

• 良いバランスの取れたチームを選ぶ（例：ベトナムでは全
てのミッションチームが16人のメンバー：3組の夫婦と5人
のシングル兄弟、5人のシングル姉妹）		



HOW? どのように？ 

• MAKE	SURE	the	motivation	is	right,	meeting	up,	
prepare	well	in	1	year	training	to	work	together	

• 動機が正しいことを確認する。一緒に集まり、一緒
に働くための最初の1年のトレーニングをよく準備す
る	

• Believe	the	calling	of	God	
• 神様の招きを信じる	

• Believe	God	will	approve	and	show	us	the	signs		
• 神様が認め、サインを示してくださると信じる	



•  First	meeting	=	Explain	and	choose	the	number	of	
people	who	think	that	they	will	join	the	Mission	
Team	=		

• 最初のミーティング：説明して、ミッションチーム
に参加しようと思っている人々を選ぶ	

• Go	back	to	pray,	fasting	to	see	their	heart	are	ready	
or	not?	helping	out	the	people	to	study	bible,	go	to	
share	more	often	try	to	be	fruitful		

• 彼らの心が準備されているかどうかを知るために祈
りと断食に戻る。聖書勉強をできるように人々を助
け、実を結べるようにより頻繁に宣べ伝える。	



•  Second	meeting	=	Asking	who	50/50	who	100%	
who	need	more	time?	(write	down	in	the	paper)	=	
only	whom	50/50	and	100%	will	meet	the	next	
meeting	to	clear	the	decision	go	or	not	go.		

• 二回目のミーティング：誰が50/50か、100%か、
もっと時間が必要か尋ねる（紙に書く）50/50と
100%の人のみ次のミーティングに進み、行くか行
かないかの決心を明確にする	



•  The	3th	meeting	=	choose	the	list	of	the	people	100%	ready	
meet	together	=		

•  3回目のミーティング：100%準備されている人を選んで会う	
•  Do	the	home	work	=	write	the	letter	to	the	church	leader	to	
explain	why	you	want	to	be	on	the	mission	team,	and	why	the	
staff	need	to	choose	you	on	the	team	=	what	you	do	is	good	
for	the	team	and	skills	and	talents	you	have	that	good	for	the	
Mission	Team?		

•  宿題をする：なぜミッションチームに行きたいのか、なぜス
タッフはあなたを選ぶべきか、教会のリーダーに説明する手紙
を書く。あなたのすること、スキル、賜物はチームのためにな
るか？	

•  In	6	month	meet	and	make	friend	with	at	least	one	people	
living	in	that	city,	(or	just	moved	to	town	less	than	a	year.)		

•  6ヶ月でその町に住んでいる人最低一人と会って友達になる
（または1年以内に引っ越す）	

•  study	out	the	city,	get	to	now	the	good	the	bad	and	the	ugly	
about	that	city…	get	to	know	well	all	the	information	about	
that	city	and	people	there.	

•  町について調べる。良い点、悪い点、汚い点について	
•  町と人についてよく知り、情報を集める	



INTERVIEW THE TEAM チームにインタビューする 

•  Waiting	to	call	for	interview	=	The	church	leader,	the	couple	who	
choose	to	lead	the	Mission	Team	will	interviewing	those	members…	
money	saving,	health	situation,	life	adjustable	and	percentage	of	
willing	and	available	to	go,	team	work	ability…	and	other	life	
condition	to	live	well	over	hard	time	over	there	in	the	mission	field.	=	
LIKE	A	SEAL	TEAM	SEND	TO	THE	MISSION	=	MUST	CONQUER	THE	
TAST	AND	SURVIVAL	TO	GO	BACK	WITH	THE	FAMILY	SAFETY	

• インタビューを待つ：教会リーダーとミッションチームをリー
ドするカップルがメンバーをインタビューする	

• 貯金、健康状態、生活の調整、行く意志と可能性のパーセン
テージ、チームワーク能力、ミッションフィールドにおいて大
変な時にも良く生活するためのその他の条件	

• 任務に送られるSEAL(アメリカ海軍特殊部隊）のよう	
• 課題を乗り越え、家族の元へ無事に生きて帰らねばならない	



•  The	goal	=	Joining	for	3	years		
• 目標：３年続ける	

•  live	well	event	you	can	not	find	the	job…	(saving	
will	cover,	the	church	will	help	a	bit)			

• 仕事が見つからなくても、生活できる（貯金でカ
バー、教会が少し助けられる）	

• During	3	years,	can	go	back	any	time	if	he	spiritual	
or	health	situation	not	healthy		

•  3年の間に、霊的、肉体的に健康でなくなればいつ
でも帰って来れる	

• After	3	years,	you	can	choose	to	be	there	longer	or	
go	back	

•  3年後、残り続けるか、帰るか選べる	



•  After	3	years	=	the	mission	team	become	the	church			
•  3年後：ミッションチームは教会になる	

•  The	church	will	send	the	church	leader		
•  教会は教会リーダーを送る	

•  The	church	will	send	more	people	to	help	out	(during	3	
years	-	can	sending	the	support	team	to	help)		

•  教会は助けるためにより多くの人を送る（3年の間にも
サポートチームを送れる）	

•  After	3	years	=	The	disciple	who	has	home	town	over	
there	will	be	send	to	save	the	family	member	(now	is	
the	right	time	to	go	to	save	our	family)		

•  3年後：その町に実家がある弟子たちが家族を救うため
に送られる（今が家族を救うために行く良い時）	



• During	3	year…	if	the	team	not	growing	or	become	
weaker	or	the	leaders	lose	the	heart,	faith	and	
energy…	The	church	will	discuss	to	bring	the	team	
back	to	help	recovery	and	wait	until	the	next	door	
open	

•  3年の間に… チームが成長しない、または弱くなる、
リーダーが心、信仰とエネルギーを失ったら…教会
はチームを戻すかどうか検討する。回復を助け、次
のドアが開くまで待つ。	



2 - KNOW THE GOALS TO BUILD 
2.建てる目標を知る 

•  Send	the	mission	team	to	start	the	church	after	3	years	
•  3年後に教会を始めるためにミッションチームを送る	

•  The	team	balancing	in	the	starting	point		
• 開始時のチームのバランスを保つ	

• Building	the	close	relationship	group	of	mission	team	
members	more	importance	than	focus	on	evangelize		

• 伝道にフォーカスするよりも、チーム内のメンバーと近い
関係を築く方が大切	

• Build	the	family	together,	build	the	memories	
• 家族を作る、思い出を作る	



•  12-15	years	have	a	local	church	leaders		
•  12-15年で地元の教会リーダーがいる	

•  15-18	years	become	self	financial	support	church	
•  15-18年で経済的に自立する	

•  when	reach	the	number	120	-	150	…	can	send	the	mission	
team	or	split	in	to	zone	

•  120-150人になったら、ミッションチームを送るかゾーンに分
かれることができる	

•  25	-	30	years	have	own-church	building	(200	seats)		
•  25-30年で教会建物を持つ（200席）	

•  First	500	must	focus	to	the	sharp	people	who	can	help	and	
give	to	others		

•  最初の500人は他の人に与え、助けられるシャープな人に
フォーカスすべき	

•  Quality	more	importance	than	quantity		
•  量より質が大切	

•  Keep	members	more	than	add	numbers	
•  増えた人数よりメンバーを守る	



•  Don’t	rushing	when	you	are	not	ready		
•  整ってない時に焦らない	

•  Focus	on	the	healthy	disciples	in	the	church	more	than	how	
many	baptism/year		

•  バプテスマの数よりも弟子が健康であることに集中	
• WHY?	=	because	the	heathy	family	for	sure	will	be	blessing	
and	will	get	born	the	new	baby	and	will	become	the	new	
family	in	the	right	time...	

•  なぜ？健康な家族は必ず祝福となり、新しい赤ちゃんが生まれ、
時が来れば新しい家族になる	

•  ACTS	8:4	=	where	you	are	–	that’s	your	mission	team	–	
mission	team	now	in	your	heart		

•  使徒8:4 どこにいても、それがミッションチーム	
•  心の内にミッションチームがある	

•  ACTS	2:41-47	we	commit	our	self	–	God	add	more	
•  使徒2:41-47	神様に自分を捧げるなら、加えられる	

•  Thank	you	for	listening!		


