
 私は今回実⾏委員の1⼈としてユテ
ィカに携わりました。仕事も忙しく思

ったように準備が進まなかったり、会

を企画する上で不安なこともありまし

た。しかし、実際ユティカが始まって

からは思った以上に良いユースの集い

となったことに感謝しています。理屈

を超えて、神様が働き、皆の交わりを

祝してくれていることを感じながら、

⼆⽇を過ごしました。最後の⽇に証し

会をしましたが、その時にたくさんの

中⾼⽣が⾚裸々に証をしてくれたこと

も本当に嬉しかったです。あぁ！会を

開いてよかった。奉仕の喜びを⼼から

感じました。

渡邉 航（デュッセルドルフ）

 今年初めてユティカに参加したので

すが、着いた途端からアイスブレイク

のゲームをやらせてもらったり、スモ

ールグループリーダーにならせてもら

ったりすることで、ユティカでは誰も

が⾃分らしくいて、⾃分に合った形で

奉仕できるんだなと実感しました。⾃

分が⽣まれ育った関西以外の地⽅に住

んでいる私にとってのハイライトは、

思いっきり関西弁が話せたことでし

た！インターナショナルな環境でイエ

ス様の弟⼦として⽣きている同年代の

⽅と交わりが持てたことは、本当に⼤

きな祝福でした。ありがとうございま

した！

ウィルソン ジョアナ（⽇本）

 感動することばかり！パスタにりん

ごソース、朝の⽇差しで輝くアルプ

ス、殺⼈を恐れる殺⼈者（ぺー＊ー）

（＊ゲームの事です）、それと神の声

を聴いた少年サムエル！

⼀年を締めくくる素晴らしい三⽇間で

した。皆ありがとう！

ガウブ ミヒャ・ルカス（エジンバラ）

ユティカ2022年感想⽂
 テーマ：⾃分の信仰を⾒つける（⾃分と神様の関係）



 ユティカ、とっても恵まれまし

た！！参加者が、神様から励ましを受

け取ったり、前より神様に興味を持っ

たりしているのを⾒たことが、今回⼀

番印象的でした。

 ユティカを通して、今年⼀年、繰り

返し⾃分に問いたいと思う問いを持ち

ました。それは、”なぜわたしは⾳楽
をしているのか？なんのために歌って

いるのか？”です。名誉のためでも、
プロフェッショナルとしてのキャリア

のためでもなく、いつでも神様が喜ん

でくださることだけを願ってしたいと

思います。

 神様を第⼀にして歩みたいと、強く

思わされたユティカ2022でした！
井ノ上 歌歩（スイス）

 プログラムにはあんまり参加はでき

なかったけれど、いろんな⼈と話すこ

とが出来てよかったです！みんなすご

く楽しそうで、本当に良い時間だった

と思いました。：）

 ユティカはインターナショナルなテ

ィーンズとユースにすごく⼤事な集ま

りだと思います。

トムセン マイヤ（スイス）

 ユティカはとっても楽しかったです。

たくさんの⼈と仲良くなり、新しい友達

もできました。最終⽇にみんなの⼼のこ

もった証しを聞けてとても良かったで

す。

リンダーマン トーマス あき（デュッセル
ドルフ）



 この度は、ユティカの冬のキャンプ

に参加することができてとても嬉しく

思います。⼤学を⼀緒に過ごした歌歩

ちゃんにも久しぶりに会えて、⽇本を

出て、海外で頑張っている新しい仲間

たちに会うことで、⾃分も2023年良
い年を過ごそうと⾔う気持ちになりま

した。

 礼拝とスモールグループではよき管

となること、よき預⾔者でありたいと

思うこと、神様の喜ぶような⽣き⽅を

していくことなど、多くのことを学び

ました。また、皆の歌を伴奏すること

で⾳楽の素晴らしさ、賛美することの

喜びを学びました。

 サポートしてくださった実⾏委員会

の⽅々、おいしい⻝事を作ってくださ

った⽅々にもとても感謝しています。

また機会があれば参加させていただき

たいと思っています。よろしくお願い

します。

中村 裕（フランス）

 ユティカでの楽しい時間と出会いに

感謝しています。スモールグループ

で、僕たちの経験や思いなどをたくさ

ん分かち合えたのはとてもよかったで

す。次のユティカで、またみんなに会

えるのを楽しみにしています！

トムセン チャーリー（スイス）

 ユティカで楽しかったのがゲームや

スモールグループでの時間だった！

ご飯も美味しかったし、皆優しかった

し、ぜひまたユティカに⾏きたいと思

ってる！😇

 神様から受け取ったものは、もっと

⼈を愛し奉仕に集中すること。それに

よって神様の愛を⽰せる！

 後は、どんなトラブル、嬉しいこと

などが起こっても祈って神様とコミュ

ニケーションをとりたいです。

シュバルツ クリスティーナ（ハイデル
ベルク）



 はじめにユティカに招待していただ

きありがとうございました。最初は親

から勧められあまり⾏く気ではなかっ

たのですが、ユティカにいき神様との

時間というものを知れて、神様を信じ

るという事が⾃分の中で⾒えてきまし

た。今、⾃分は17歳で神様を疑ってい
た時期にこのような、機会をいただき

本当に良かったです。

 また、⼀つお祈りしていただきたい

ことがあり、ユティカが終わってか

ら、夜寝る前にお祈りをしようと決

め、していました。その夜から三⽇に

⼀回ほどの程度で、⾦縛りのようなも

のが起こるようになりました。これが

神様のなにかと関係しているかはわか

りませんが、お祈りよろしくお願いし

ます。

川副 ゆうき（デュッセルドルフ）

 今年もユティカに参加できたことを

主に感謝します。メッセージの中で、

お祈りに⼒があるということを特に普

段劇的なことがないと忘れがちだった

なと気付かされました。というのも、

⾃分は5⽉に神様からの知恵と⼒によ
って合格できた卒業試験の感謝も忘れ

て、10⽉から転職した新しい仕事のこ
とで頭がいっぱいになっていたからで

す。そんな場合じゃない、祈り課題も

来年に向けて再編したり、今までドイ

ツ語の聖書をメインに読んでいて

(2019年頃から通読開始、2023年1⽉
読破)⽇本語で通読していた時よりも
理解度落ちてる場合じゃなくて、もっ

と神様を⾒つめて祈って学んだりして

クリスチャンとして強くされていきた

いと再確認できました。

佐藤 春⾹（デュッセルドルフ）



ユティカを振り返って

 今年は、コロナが始まる前以来の2
回⽬の参加となりました。

 夏の集い以来の再会だったり、新し

く⾊々な⼈と知り合うことができた

り、楽しい交わりの時でした！

 まずは、このユティカを前々から準

備してくださった実⾏委員の皆様、ス

タッフとして⻝事を準備して下さった

⽅々、メッセージや賛美をリードして

下さった⽅々、そして何よりもこの機

会を通して⼤きな恵みを下さった神様

に感謝です！

 個⼈的に普段の⽣活から離れて、ふ

と⼀息するのが必要だった時、ユティ

カにて⾃分の気持ちや神様と改めて向

き合うことができ良い時となりまし

た。祈りを持って神様と向き合い、

2023年新しい年を迎える事ができま
した。

 新たな⼀年、みんなに神様からの沢

⼭の祝福と恵み、そして導きがありま

すように。

また会う機会を楽しみにしてます！

佐野 真帆（スイス）

 今回ユティカに初めて参加させてい

ただきました。正直、どの会において

も初めての参加は緊張し、また時に疎

外感を感じるものだと思っています。

特にこの会は既に顔馴染みの⽅々が多

く、外側から⾒るとちょっとした同窓

会のイメージでした。それにも関わら

ず、初めから全く疎外感を感じること

なく学び、語り合い、そして楽しませ

ていただきました。実⾏委員会の皆さ

んの雰囲気づくりや、何回も参加され

ている皆さんのお互いがお互いを受け

⼊れあい尊重しあっている姿があった

からこそだと思います。皆さんのおか

げでとても⼼地よい雰囲気の中、過ご

すことができたこと、また練られたプ

ログラムのおかげで、参加者⼀⼈ひと

りとゆっくりと話をする時間が与えら

れたことも感謝でした。

 今回の参加者の中で私⾃⾝は30代に
⼊り、違ったグループに⼊るのかもし

れませんが、10代、20代の⽅々が共
に⾃分の抱えている思いを共有し、話

し合い、励まし合う姿を隣で⾒させて

もらい、やっぱり同じ年齢層だからこ

そ語り合えるものがある、またそうい

った場が与えられているというのはと

ても⼤きな意味があるなぁと実感しま

した。

 最後にこれだけは⾔いたいです。ご

飯が毎回とても美味しくて、もう本当

に幸せでした。ありがとうございまし

た！おかげで⼼も体も満たされた3⽇
間でした。作ってくださっていた皆さ

んの温かな視線にずっと慰められてい

ました。

 今回誘って頂き、たくさんの出会い

と温かな眼差しに感謝です。

伊勢 希（ケルン）



 今回は久々に⼆泊三⽇のユティカを

準備出来たことを感謝しています。会

場探しから始まった準備でしたが、必

要なものは備えられて、最終的には上

⼿くいったことが嬉しかったです。今

年のユティカは次世代のティーンズの

信仰の励ましとなってほしいという思

いから、サムエルの祈りがテーマとな

りました。その思いが叶い、多くのテ

ィーンズが集まってくれて、お互いの

関係を築きながらちゃんとメッセージ

を受け⽌めてくれたのが、感謝でし

た。これを励みに次の準備の奉仕も頑

張りたいと思っています。

渡邉 カレン（デュッセルドルフ）

 アットホームな場で友達との再会や

新しい出会い、美味しいご飯とゲーム

の楽しい時間をありがとうございまし

た。

ピーケンブロック 恩恵（ベルリン）

ユティカ初参加でした！

 ドイツに滞在する期間は半年間だと

決まっていたので、まさかその期間に

⾃分に、こうしたヨーロッパにいるク

リスチャンと交わる機会が与えられて

いるとは想像していませんでした。

 ⽇本でずっと暮らしてきた私にとっ

ては、ヨーロッパの異なる国からみん

なが⼀つの場所に集まるということ

は、不思議な感覚であり、とても素敵

な経験でした。

 ユティカ初参加だったため、参加す

る前はとても緊張していたのですが、

初めて会ったみなさんがとても明るく

迎えてくださって、アットホームな雰

囲気に癒され、⽇頃抱えている問題を

肩からおろしてありのままの⾃分で過

ごすことができました。

 ユティカに参加する前の時期は、ち

ょうどさまざまな不安が重なり、とて

も気分が落ち込んでいて正直祈ること

さえ出来ていませんでした。しかしユ

ティカのメッセージで語られたのは、

そんな状況の私を励ましてくれる御⾔

葉でした。「ハンナのように抱えてい

る問題を神様に打ち明ければ、ベスト

なタイミングで祈りが希望を与えてく

ださる。」⾟い状況にあった⾃分にと

ってとても励まされる時を過ごすこと

ができました。また、サムエルのよう

に御声を聞き分けられるように、もっ

と神様のこと聖書のことを知っていく

ことが⼤切なのだと分かりました。

 ユティカを通して留学先のドイツで

も、信仰が守られる時間が与えられた

ことに感謝しています。

本間 朝実（デュッセルドルフ）



 ユティカは本当に楽しかったです。

プログラム以外にも⾃由時間がたくさ

んあり、他の⼈たちや彼らの証を学ぶ

のにとても役に⽴ちました。ユティカ

では誰もがオープンです。皆が真剣に

向き合ってくれるので、⾃由に⾃分を

現わすことができます。メッセージは

少し理解しにくいこともありました

が、それぞれのメッセージの本質を理

解することはできたと思います。今年

のユティカには初めて同年代の⼈も参

加したので、本当にありがたかったで

す。

ヴァイランド 天⾳（スイス）

 今年は現地でユティカに参加できて

超よかったです。フランクフルトから

友達とティーンズを連れて⾏くことが

できて、旅路から楽しく、ユティカが

始まってからも楽しさが続き、最⾼で

した。ユティカの全体的な流れがとて

も良かったと思います。次回は福⾳の

⼣べ・ゴスペルナイトとかをしてもい

いかなぁと思いました。

 ⾃分⾃⾝は春から⽇本に引っ越す予

定なので、次いつ参加できるかわから

ないけど、これからも応援していきた

いです！！クリスチャンの繋がりを⼤

切にしてお互いのために、また世界宣

教のために⽀え合っていきたいです。

ガウブ ナタナエル（フランクフルト）

 静かな場所でじっくり神様と向き合

うことができて感謝でした。

次にみんなと会えるのが楽しみ😊

 準備してくれたメンバーと与えられ

た奉仕が祝福された3⽇間でした！
須⽥ 帆菜（ニュルンベルク）


