
読者と
リスナーの

ペ ー ジ

全国のリスナー・読者のみなさんから、
ファミリー・フォーラム宛に、Eメールやお便りを頂いています。
その一部をここで紹介いたします。

Thanks!
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●被災してしばらくしてから、状
況を自分の力ではどうしようもな
い無力感と「今までやってきたも
のは何だったのだろう？」と挫折
感に襲われました。
　神を信じなくなったのではあり
ませんが、神が何を考えていらっ
しゃるのかわからず、苦しみまし
た。そんな時、FFJ からいただい
た「苦難の時にも」が目に留まっ
て、ふと思い出して、夜中に家族
が寝静まってから読みました。知
りたかったことが書いてありまし
た。「すべてが不条理だったにも
かかわらず、神に頼ったヨセフの
信仰が神を喜ばせたのです」人は
神さまを理解しきれないこと、神
さまに人への説明責任はないこと、
そしてどんな状況でも神を信頼し
続けること……。1 時間くらいで
一気に読み通し、周りの状況は全
くかわっていないのですが、心は
とても平安になりました。
　いつか天国へ入れていただける
ときに、私たちのたくさんの「な
ぜ？」は答えをいただけるでしょ
う。でも、その時まで、石にかじ
りついても、神さまから決して離
れないで、まず天国へ入れていた
だけるように祈るばかりです。何
よりも私たちの救い主イエスさま
が十字架で命を捨てて、私たちに
道を開いてくださったのですから、
本当に感謝です。この本が多くの
人の慰めとなり信仰が励まされる
ことを祈ります。どうもありがと
うございました。  茨城県　Y さん

● Dr. ドブソンの「幸福な家庭セミ
ナー」や「ユース・セミナー」の
ビデオを通して、学びのときを持
ちたいのですが、ビデオデッキが
無いため DVD を探しています。こ
れから DVD 化される予定はありま
すか？　　　　　　　　　  T さん

＊編集部より
　お問い合わせをいただきました
件ですが、あいにく両方とも今の
ところ DVD 化の予定はございませ

ん。しかし「Dr. ドブソンの幸福な
家庭セミナー」のほうは、CD シリー
ズとなって発売しております。５
枚セットで 1,500 円（税込み）で
す。（本誌の 17 ページをご参照く
ださい）

●海外に住んでおりますが、DVD
「驚くべき惑星　地球」は購入でき
ないのでしょうか？　「国内のみ」
という表示がありますが。
　　　　　　　　　　　 　　 匿名
＊編集部より
　『地球』DVD は NTSC 規格で作
られています。テレビで見る場合

（テレビ付属、あるいはテレビに接
続する DVD デッキで再生する場
合）は、テレビ規格が NTSC の国（北
米、韓国、台湾）では見られます。
  テレビ規格が PAL や SECAM の
国（ヨーロッパ、オセアニア、中国、
インドなどアジアのほとんど、ブ
ラジル、アルゼンチンなど南米の
ほとんど、アフリカ）では再生で
きません。なお、パソコンで再生
する場合は、どの国のものでも見
られます。

●「私は関西で働いている宣教師
です。最近、わが家では米国の
フォーカスが制作した「真理プロ
ジェクト」というキリスト教世界
観を教える DVD を使って学び始め
ました。これは、日本人にも必要
なものに思えます。日本語に翻訳
する予定はありますか。　　　　 
　　　　　　　　  兵庫県　S さん

＊編集部より
　すばらしい教材であると聞いて
おりますが、残念ながら今のとこ
ろ翻訳出版の予定が立ちません。
人手と資金がもっと豊かにあるな
らば……。

●初めてメールさせていただきま
す。英国在住ですが、ファミリー
フォーラム（FFM）のマガジンの
存在と活動を知り、マケリゴット
先生の CD を聞くチャンスにも恵

まれ、今の自分に一番必要なクリ
スチャン団体とようやく巡り会え
た喜びでいっぱいです。ところで、
うちの主人は日本語がわかりませ
ん。マガジンや CD などの英語版
はありますか。　イギリス  K さん

＊編集部より
　あいにくですが、最後のほうに
English Excerpts があるのみです。
 アメリカには、Focus on the Family
があり、
http://www.focusonthefami ly .com/
サイト内には、育児や結婚に関す
る英語の記事が満載です。
 ま た イ ギ リ ス に は、Care for the 
Family
http://www.careforthefamily.org.
uk/ という姉妹団体がありますの
で、購読できる英語雑誌がござい
ます。お調べになってください。
　また CD などの英語版ですが、
最近発売の DVD「性同一性障害の
問題を考える」（1,500 円）は、日
本語逐次通訳付きですので推薦で
きます。ご利用ください。

　〈年度内限定特典のお知らせ〉
　DVD『性同一性障害の問題を考
える』と、書籍『確かな性意識を
持つ子どもを育てるには』（メルビ
ン・ワン著　945 円） および『性
同 一 性 障 害 Q&A』（FFJ 編　945
円）の３点をお求めの方には、合
計 3,390 円（税込み、手数料サー
ビス）のところ、2012 年 3 月 31
日まで限定で、特価 3,150 円（税
込み、手数料サービス）とさせて
いただきます。
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Suicide Rescue
Interview: Pastor Yoichi Fujiyabu
Rev. Fujiyabu of Shirahama Baptist 
church works to save people from suicide 
and to give them a new purpose for 
living. His Church is located in 
Wakayama Pref. on the sea coast along 
Shirahama Kaigan which is known for 
people commiting suicide. With the 
support of his church members and 

outside financial help, they have saved over 400 people 
from taking their own lives.

Homosexuality and Me　(Final)   
Since being diagnosed with AIDS in December of 2008, 
it would not be strange if I were to suddenly die. At 
one time I had contracted several sicknesses at once 
when my immune system was down to one twentieth 
the normal level and I had to immediately go on a 
rigorous medication program.
In countries like Japan where we have 
medication to control HIV/AIDS we are 
fortunate to be able to live a fairly 
normal life whereas in other countries 
people are dying because they have no 
access to medical treatment. God has 
been good to me...

Marriage Encounters No.7
This is an interview with three 
people-- recently married Yuichi 
and Ritsu Fukushima and 
Pastor Ken-ichi Kusaka who 
heads up a marriage ministry 
called "Abraham's Servant" for 
bringing Christian couples 
together. Both Yuichi and Ritsu 

had led a life into their 40's as singles but with the help 
of Abraham's Servant, met and decided to marry.

Business Crisis Leads to Faith in Christ (Part 2)
Interview: Koji & Rika Kobayashi
One day our younger daughter in lower elementary 
school came home shouting "No God! No God! There's 
no God!" And she added, "My friends all say that there 
is no such thing as God!" Trying to comfort her, I said, 
"Yes, there is a God." But then it made me realize that 
my child at a tender age was spending half of everyday 
battling in an environment that denied God.......
We thought we were doing home schooling for the 
benefit of our children, but to our surprise, we found 
that God's intention was also to work on our marriage 
and to bring more unity between us as a couple...
 　

Book Review
by Dr. Satoshi Nakajima
Raising Gender-Confident Kids
In this book Dr. Melvin Wong states that 
gender identity and sexual orientation is 
formed in early childhood and gives parents 
practical advice on how to raise their kids 
right and to be gender-confident.

Movie Review
by Tim Cole
The Help (2011)
The setting is Mississippi in 
the South during the 1960's 
when African-Americans 
were segregated on buses, 
in schools, restaurants and 

toilets. A white woman and journalist from the 
Northeast comes into their world and starts to 
interview African-Americans house maids and begins to 
expose the prejudice.
Positive elements are the faith that the oppressed 
women in the story hold toward God and how viewers 
are provoked to search their own hearts of any 
prejudice held against others.｠ Rated PG-13 due to 
language, some nudity and violence.

Ask Pastor Hori
Q. I have my doubts about Japanese 
psychiatric medical care.
Though you try to talk to the doctors 
about your problems, it seems they 
can't be bothered and only prescribe 
medication.......
Do you think psychiatric care in Japan 
is behind the times?

A. Doctors tend to prescribe too much medication... and 
we would do better if patients arm themselves with 
more knowledge about their sickness and get a second 
opinion instead of placidly relying on pills...

Testimony of Leslie Lung (Part 1)
How I lived as a Woman.
While growing up, I used to wonder why 
I wasn't a normal boy and more "girlish". 
Boys in school picked on me and 
constantly played pranks on me which 
caused me to turn away from my male 
identity. I was hurting inside and felt 
myself gradually being torn apart and 

away from my maleness. In the end, the boy in me 
seemed to die altogether...｠
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