
『オイコス計画』の配布目標と実績 （2020年度～2025年度 第Ⅱ期）

最後の一軒まで
「福音（トラクト）」を届ける

教会のある地域、教会のない地域にも福音の種をまきましょう ！

あなたの教会も、日本の全5,340万世帯へ福音を届ける、貴重な働きに参画しませんか？

福音を届けて…

参画までの流れ

ステップ１：祈り・検討 ステップ２：計画・申請

ステップ３：実行・報告

●オイコス計画への参画、教会の
ある地域でのトラクト配布につ
いてお祈りください。（教会近隣
以外での配布もご検討ください）

●申請書に以下をご記入いただき、事務局へお
送りください（①実施期間　
②地域・戸数 ③配布方法　
④希望トラクト を決定してください。）

●各家庭へのトラクト配布をお願いいたしま
す。配布が完了したら、活動
を通しての恵みをお送りく
ださい。

まかれた種がいつか実を結ぶことを信じてみことばに従う恵み。つながる祈りの輪
　オイコス計画を始めてから、教会がイキイキしてきて、グループLINE
（27人）で「これから○○町に配るので、お祈りお願いします」という感じ
で報告、共有すると、「おつかれさまです ！ 祈ってます」と励ましや祈りの
サポートがメンバーからきます。車にトラクトと地図を入れておいて、時間
をみて配る人もいますし、仕事や介護や病気などで、配って歩けない人
が、お祈りしてバックアップします。「お祈りしてくれてるから、配ることが
できて感謝」「祈られて、力をもらっている」「応えてくださる主に感謝し
てます」という関係が生まれました。 神様のみことばに従うと、教会に力
が与えられる ！ 主を賛美します ！ 一致させてくださった主に感謝です。

愛知県 碧南聖書教会

　今年のイースター礼拝は、感染の収束が見込めない中、地域の方々
を狭い会堂に実際にお招きすることに躊躇がありました。そこで、イー
スター礼拝を地域に向けて案内するに当たり、配布ちらしの表面には
教会の紹介とオンライン礼拝の案内、裏面にはイースターのショート
メッセージを掲載しました。さらにそのちらしにトラクトを挟んで、3月、
教会の周辺地域に2,500部配布しました。配布したちらしとトラクト
を、どれくらいの方が実際に手に取り、目を通され、内容が心に届いた
のか、今はまだわかりません。でも、まかれた種は必ず芽を出し花を咲
かせ、実を結ぶことを信じています。

東京都 つつじヶ丘キリスト教会

ステップ４：フォロー
●教会にご連絡がありましたら、フォローをお願い
いたします。EHCでは「聖書・キリスト教が初め
て」という方向けのオフィシャルサイトをご用意
しています。（トラクトからアクセスができます）

トラクト
無料提供！！
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▼2025年までに1,270万世帯への
　配布を目標にしています。
▼2021年度（2021年7月～2022年6月）
　の目標50万世帯に対して、
　約25万世帯へ配布済（2月まで）
▼協力教会数：延べ125教会（2月まで）



ＥＨＣ（全国家庭文書伝道協会）　〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　
TEL.03-5341-6930　fax.03-5341-6912  E-mail   ehc@wlpm.or.jp

▼

EHC日本のサイト
　www.wlpm.or.jp/ehc/

❶オイコス計画が広まり、協力教会、ボランティア、祈りのサポーターが与えられるように。
❷オイコス計画を統括するEHC事務局スタッフの働きが守られ、活動をする上での必要が満
たされるように。
❸2038年までにトラクトを日本の全世帯へ配布することができるように。
❹配布されたトラクトを通して、一人でも多くの方が教会につながり、救われる方が
起こされるように。

対象のトラクト ※対象のトラクトは変更する場合がございます。予めご了承ください。

祈祷課題

▲

種
ま
き

EHCオフシャルサイト紹介 （ノンクリスチャン向けフォローサイト）

ＥＨＣのホームページでは世界各国のEHCの働きやオイコス計画の進
捗状況などを随時アップしています。祈祷課題や献金のお願いについて
も掲載しています。ぜひアクセスしてください！

　トラクトの裏面からアクセス。トラクトを読んで、キリスト教や聖書に興味を持っ
た方にさまざまな情報をお届けしてます。オイコスくんと楽しく遊びながら聖書
に親しんでいただくコンテンツもあります。

トラクト配布からの
求道者への オイコスフォローアップサイトキリスト教や聖書の情報満載！

通信講座通信講座通信講座

パズルパズルパズル聖書のことば聖書のことば聖書のことば

ご活用
下さい！

●証し　　●聖書のことば
●パズル　●クイズ
●地域教会を紹介する「クリスチャン
情報ブックWeb」とのリンク
●聖書を学びたい方へWebでの
　学びや通信講座のご案内

▲オイコス計画キャラクター
　オイコスくん

今後、さらに
コンテンツを追加予定 ！

詳しくはこちら
biblelearning.net

▲

教会検索教会検索教会検索

クイズクイズ証し証し

EHC祈りの会
（種まき購読）

購読申込はこちら

▲

（年会費2,000円 ※任意）

みなさんのご参加をお待ちしております ！

献金のお願い

銀行振込：ゆうちょ銀行019支店  当座0068644
郵便振替：00130-5-68644 EHC（全国家庭文書伝道協会）
※備考欄に支援先名をお書きください。 
※郵便振替の場合、郵便局の口座を持っていない場合は手数料がかかります。ご了承ください。
※この献金は、トラクトの印刷、無料提供、事務経費、人件費に用いられます。

この働きのため、お祈りとご支援よろしくお願い致します。
クレジットでの
お手続きは
こちらへ  

▲

目標：5000万
達成：914万

❶私たちはいつも覚えられている
❷生かされてある限り
❸こころの傷を通して
❹西郷隆盛  敬天愛人の真実
❺永遠のふるさと
❻たいせつなあなたへ
❼自然界の不思議は何を表す

❽細川ガラシャ
❾安住の住まいを約束してくださる方がいる
10聖書の示す「救い」とは
11神を信じるとはどんなことか
12「自分をゆるせない私」から自由になって
13イエスは本当に歴史上の人物か
14父からのラブレター

トラクトの内容
はこちらからも
ご覧いただけ
ます。▼



「オイコス計画」に
ご協力いただけませんか？

　1万部以上配布の申請で　1万部以上配布の申請で

トラクトへの名入れがトラクトへの名入れが

名入れ対象トラクト一覧
下記のトラクトより名入れするトラクトを選ぶことができます。

無料！！

期間
限定

2023年

3月まで！
2023年

3月まで！

私たちはいつも
覚えられている

生かされて
ある限り

自然界の不思議
は何を表す？

比較してみた
世界三大宗教

聖書の示す
「救い」とは

神を信じるとは
どんなことか

イエスは本当に
歴史上の人物か

▼名入れイメージ

横田 早紀江
（よこた・さきえ）

京都に生まれる。1977年、長女のめぐみさん（当時13歳、新潟市立寄
居中学1年生）が下校途中で消息を絶ち苦悩の日々が始まる。その後、
宣教師夫妻に導かれてキリスト教の信仰に救いを求め、84年受洗。97
年、元北朝鮮工作員の証言により、めぐみさんが北朝鮮に拉致されたこ
とがわかり、夫の滋氏とともに、めぐみさんの救出に乗り出す。2002
年、北朝鮮政府は日本人13人の拉致を認めたが、拉致被害者安否の発
表で死亡とされた人の中に、横田めぐみさんも含まれていた。しかし娘
の生存と再会を信じ、活動を続けている。著書『めぐみ、お母さんがきっ
と助けてあげる』（草思社）、『ブルーリボンの祈り』『愛は、あきらめない』
（いのちのことば社）など。

発行／いのちのことば社EHC（全国家庭文書伝道協会）
文／守部 喜雅　© いのちのことば社 2018 44477-15 
聖書 新改訳 2017 © 2017 新日本聖書刊行会
表紙絵「西郷南洲翁肖像」（肥後直熊筆、西郷南洲顕彰館所蔵）
私たちは、エホバの証人（ものみの塔）、モルモン教、統一教会ではありません。

さらに聖書、キリスト教、キリスト
教会について知りたい方はこちら

オイコスオフィシャルページ ▼

オイコスグループ
オイコス教会

〒195-0061  東京都中野区2-1-5
Tel 000（1234）5678 
abcdefg@oikos.com

（日本全戸トラクト配布）

　オイコスとは、ギリシャ語で家族や家庭を表す言葉です。
　2038年までに、日本の全ての家庭5340万世帯ある家庭へ、トラクトを通
して福音を届けることを目標に、諸教会の皆様方へトラクトを無料でご提供
し、この働きを進めています。

▲申請書は
　こちらから



協力教会のお証

まかれた種がいつか実を結ぶことを信じて

みことばに従う恵み。つながる祈りの輪

　今年のイースター礼拝は、感染の収束が見込めない中、地域の
方々を狭い会堂に実際にお招きすることに躊躇がありました。そこ
で、イースター礼拝を地域に向けて案内するに当たり、配布ちらしの
表面には教会の紹介とオンライン礼拝の案内、裏面にはイースター
のショートメッセージを掲載しました。さらにそのちらしにトラクトを
挟んで、3月、教会の周辺地域に2,500部配布しました。配布したち
らしとトラクトを、どれくらいの方が実際に手に取り、目を通され、内
容が心に届いたのか、今はまだわかりません。でも、まかれた種は必
ず芽を出し花を咲かせ、実を結ぶことを信じています。

東京都 つつじヶ丘キリスト教会

一緒に福音を
届けませんか？

祈祷課題

目標 2022年度の配布目標は「300万世帯」

トラクト
無料提供！！

銀行振込：ゆうちょ銀行019支店  当座0068644
郵便振替：00130-5-68644 EHC（全国家庭文書伝道協会）

そのためには、トラクト印刷代、無料提供、事務経費、人件費などのために、
1000万円の献金を必要としています。この働きのためお祈り、ご支援よろしくお願いいたします。

クレジットカードで献金ができるようになりました。専用ページはこちら→

fax.03-5341-6912
E-mail  ehc@wlpm.or.jpTEL.03-5341-6930

　〒164-0001　東京都中野区中野2-1-5　

お問い合わせは ＥＨＣ（全国家庭文書伝道協会）まで

参画までの流れお申し込みの流れ

ステップ１：祈り・検討
●オイコス計画への参画、教会のある地域での
トラクト配布についてお祈りください。（教会
近隣以外での配布もご検討ください）

ステップ２：計画・申請
●申請書に以下をご記入いただき、事務局へお送
りください（①実施期間　②地域・戸数 ③配布
方法　④希望トラクト を決定してください。）

ステップ３：実行・報告
●各家庭へのトラクト配布をお願いいたします。
配布が完了したら、活動を通しての恵 みをお
送りください。

ステップ４：フォロー
●教会にご連絡がありましたら、フォローをお願い
いたします。EHCでは「聖書・キリスト教が初め
て」という方向けのオフィシャルサイトをご用意
しています。（トラクトからアクセスができます）

　オイコス計画を始めてから、教会がイキイキしてきて、グループLINE
（27人）で「これから○○町に配るので、お祈りお願いします」という感じ
で報告、共有すると、「おつかれさまです ！ 祈ってます」と励ましや祈りの
サポートがメンバーからきます。車にトラクトと地図を入れておいて、時間
をみて配る人もいますし、仕事や介護や病気などで、配って歩けない人
が、お祈りしてバックアップします。「お祈りしてくれてるから、配ることが
できて感謝」「祈られて、力をもらっている」「応えてくださる主に感謝し
てます」という関係が生まれました。 神様のみことばに従うと、教会に力
が与えられる ！ 主を賛美します ！ 一致させてくださった主に感謝です。

愛知県 碧南聖書教会

❶オイコス計画が広まり、協力教会、ボランティア、祈りの
サポーターが与えられるように。

❷オイコス計画を統括するEHC事務局スタッフの働きが守
られ、活動をする上での必要が満たされるように。
❸2038年までにトラクトを日本の全世帯へ配布すること
ができるように。

❹配布されたトラクトを通して、一人でも多くの方が教会に
つながり、救われる方が起こされるように。

　申請書は▲

こちらから

①配布地域を町単位で、
　合計で1万部以上になる
　ようご検討ください。
　（但し1万部以内の場合は有料（8,000円）で承っております）

②対象トラクトお選びください。
③名入れ希望を明記し、教会情報を申請書と
　共に、メールやFAXでお送り下さい。
　名入れの内容は以下の通りです。
　「教団名」「教会名」「ご住所」「電話番号」
　「FAX番号」「牧師名」「メールアドレス」
　「ホームページリンク」「QRコード」



申請日   年  月  日 

 

ふりがな 

〒 

 

オイコス計画（トラクト全戸配布） 申請書 

 

教団・教会名                            

 

住所                                

 

担当者氏名             （ 教職者・信徒 ）※該当に〇をつけてください。 

 

日中のご連絡先 （携帯電話）                            

 

担当者メールアドレス                                

◆ 「配布期間」 …    年  月 ～   年  月 まで 

※ 3ヶ月から半年程度で配布が終了するように計画してください。 

 

◆ 「配布地域」「戸数」（例：中野 1丁目 3,812世帯、2丁目 1,607世帯 合計 5,419世帯）              

 

【注 意】 

・各地域の世帯数は、いのちのことば社ホームページ「オイコス計画進捗情報」、もしくは各都道府県自治体

のホームページに公表しているものを参照してください。 

・トラクトは 1世帯 1部の配布です。 

・配布世帯数が多い場合は、何回かに分けてトラクトを送付することも可能です。 

◆ 配布計画概要 （例：毎週の日曜日の礼拝後、2名 5チームで分担をして配布） 

 

◆ 「配布希望トラクト」「部数」 同封のトラクトをご参考にしてください。 

   ※複数の種類をご希望の場合はご相談ください 

 

◆名入れの希望   （ はい ・ いいえ ）※期間限定・1万部以上の申請で無料！ 

名入れをご希望の場合は、申請書と一緒に、教会の情報をお送りください。「教団名・教会名・ご住所・

電話番号・FAX番号・牧師名・メールアドレス・ホームページリンク・QRコード」を入れることが可能

です。 

 

 

いのちのことば社 EHC(全国家庭文書伝道協会) 

〒164-0001 東京都中野区中野 2-1-5 

TEL：03-5341-6930 FAX：03-5341-6912  Mail：ehc@wlpm.or.jp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

いのちのことば社記入用 

トラクト手配 ／ T・W・H 状況   配布完了 ／ レポート ／ 

 

 

  

教会印 


