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ニュースレターを初めて発送してから丸２年になります。多くの支えがいつもある事を覚え感謝致します。 

３月４月と主は導いてくださり秋田県・香港・タイ・そして香港と、この小さい者達を使って下いました。 

３月４日～１２日秋田キリスト教会 

 秋田キリスト教会        今回は初めて秋田まで夜行バスにて、妻と２人７時間の旅でした。以外にバスの中は快適で座

席も広いのでゆったりです。それに値段が安い一人６千円なり。教会では 5 日（水）祈祷会 7

日（金）祈祷会 9 日（日）第２礼拝後移動して象潟教会にて礼拝の御用をさせて頂きました。い

つも愛を持って私達を支えてくださいます。 

 礼拝堂風景                     中野渡先生ご夫妻           山間部ではまだ雪がありました 

秋田にて主の恵みの報告・７日象潟教会 佐藤伝道師夫妻に女の子・東京堀井さん宅では男の子が誕生ですハレルヤ！ 

中野渡先生の奥様は体調をくずし病院に通っていましたが、１１日の検査で数値が正常値に戻りました・感謝です。11 日

夜９時４０分発の夜行バスにて東京に帰ってきました。12 日朝６時半着、体がとても楽でした。                      

３月１４日～４月４日香港・タイ・香港 

14 日（金）18 時 40 分成田空港より香港に向けて出発。香港着 23：00 平山先生迎えに来て下さいました。 

15 日（土）平山先生と共に昼食会に招かれ、インド料理 20 名位ですが初めてお会いする方々でした。 

今回はレートがよく、いつもは 1 万円で 650H＄なのが、何と 780H＄主に感謝しました。 

夜は香港６１１霊糧堂教会に行く。この教会は100日間伝道集会を今回で３回目です。第一回目の100日間の集会の時最 

後の三日間を御奉仕させて頂きました。今は 1500 人の教会になり、祝福されています。今日は集会 99 日目です。 

16 日（日）香港 JCF 教会学校に出席し子供達に証をする。平山先生とタイ人教会に行き、それからチャーチオン

ザロックへ、今回の香港の奉仕は当教会が招いてくださり来ることが出来ました。教会で熱心に奉仕をしていた、和泉本

さんの帰国が決まり送別会です。皆は、笑顔で送り出そうと決めていたが、最後は涙が溢れる時となりました。 
20 日（木）～27 日タイ（チェンライ） 

 香港から平山先生と一緒にいざタイへ 10 時 45 分出発。バンコクで乗り換えチェンライへ、着いたのが 15 時半です。何と 

飛行機の中でゴミと一緒にメガネを捨ててしまう。チェンライに着いて平山先生は前方の席なので、早く降りていく。私は英 

語の単語を並べ、身振り手振りで説明。やっと解ってくれたのだが、探しても見つからない。目が悪い私にとって、メガネが 

無いということは大変なこと、飛行機を降りてカウンターに行き説明するが、やはり探しても見つからない。しょうがないの 

で度付のサングラスで我慢する。色々な思いが頭をよぎる、香港にいた時、メガネを買いたいと思った。あの時かっておけ 

ばよかった、これから 1 週間どうするのだろ、昼はいいけど夜は困る。来ない方がよかったのかな、子供達に会えると思っ 

たら春休みで誰もいない・・・？もうあきらめるしかないありません。何と夜に集会が決まり、証をする事になる。今回のタイ 

は、平山先生が少数民族の教会を建てているので、そのお手伝いに来ました。服装も迷彩服とアロハシャツに仕事着で 

す。夜の集会は半そでのアロハシャツから刺青が見えて迷彩ズボン、そしてサングラス皆さん不思議に見えたと思いま 

す。タイ 1 日目はこうして始まりました。明日からどうなるのだろうか、先行き不安です。 

21 日（金）昼頃メガネを買いに行くが日本より高いのでビックリ。今回は教会建設というよりアカ族の教会がある山々村々 

を巡る事になりました。最初の村はチェンライから車で 2 時間、すごい山道を走りました。 

ここはドイチャン村コーヒーでとても有名ですが、昔は麻薬が多く栽培されていた所です。今日悲しい出来事がありまし 



た。この村の方が麻薬で刑務所に入っていました。奥さんが面会に行き話をする。彼は奥さんに言いました。「イエスキリス

トを信じて下さい」。その言葉を胸に奥さんは村に戻ってきました。2 週間後彼は刑務所で突然亡くなりました。まだ 41 歳で

す。彼のお母さんが話をしてくれました。「お婆ちゃんが祈祷師なので、今すぐにはキリスト教にはなれないが、お婆ちゃん

が亡くなったら家族はクリスチャンになる」と話してくれました。集会では 60 名位の方が参加して下さいました。彼の死が決

して無駄で無い事を祈ります。主の導きにより 1 日を無事終えることができました。感謝いたします。 

  集会に来てくれた村人           クリスチャンになると言った父母        ドイチャン村              ドイチャン村の教会は建設中です 

22 日（土）ドイチャン村から 1 時間ホイカ村へ。11 時から 13 時アカ族の結婚式に出席する恵みに預かりました。この村は 

約 500 人で 100 世帯があり半分近くがキリスト教です。挙式はキリスト教式で、指輪交換もありました。式の最後には新郎 

結婚式の様子  この村は山の上にあります              新婦の所に行き、手渡しでお祝いのお金を渡すのが流儀だそうです。                     

 

 

 

 

次はまた車に揺れながら 1 時間半ホイカンバ村へ、すごく良い所です。なんとなく懐かしいような気持ちになる。ここで食べ 

た米はとても美味しかった。タイ料理が少し苦手で、食事の時は沢山のオカズを出して下さったのですが、箸が進みませ 

ん、今まで我慢していたので、ご飯を何度もおかわりしました。ホイカンバ村は全部で 90 軒あり、アカ族は 45 件です夜は、 

この村で集会。ヤジュウ牧師先生も昔、麻薬をやっていたそうです。集会には 40 名位来てくれました。集会後移動して 30 

分パーボンガ村へ。宿泊はこの村でします。まだ貧しい地域なので、各家庭にテレビがありません。近所の方達が集まり 

テレビを見る光景は、幼い時の事を思い出し、とても懐かしく感じました。アムー牧師の家で宿泊します。タイに来てから少 

し睡眠不足気味、早めに寝ようとするが、虫達が歓迎してくれて中々寝付かれません。平山先生は私とアムー先生の間で 

寝るはずでしたが、外の玄関の上り口で寝ると言う。少しでも私から離れたかったのです。タイに来てから、平山先生が夜 

中の 2 時に急に電気を点けピアノを弾き始める。ビックリして目が開き「先生すみません今まだ 2 時ですが」と言うと、「あ、 

ごめんなさい、起こしました」と会話したことがありました。後から聞いたのですが、私のイビキがあまりにもひどくて先生は 

眠れなかったのです。先生に迷惑をかけないようにと思っていますが、こちらの家は木とワラで造っているのでどうしようも 

ありませんスケスケなのです。そんな中、私はいつの間にか眠りにつきました。ニワトリが鳴き始め、もう朝なのかなと思い 

ましたが、まだ外は真っ暗です。時計を見ると夜中の 1 時 24 分、1 羽が鳴きだすと近くにいるニワトリが合唱団のように鳴 

きはじめ結局朝まで鳴き声は続きました。更に睡眠不足です。イースター礼拝、主よ、お守りください。 

  ホイカンバ村の教会入り口         ホイカンバ村風景         パーボンガ村アムー先生宅・私の寝床   平山先生の寝場所 私と壁一枚です  

23 日（日） 眠たい目をこすりながらイースターの朝を迎えた。パーボンガ村の教会にて朝 9 時から礼拝です。50 名位集う。

この記念すべき日にタイの山奥で、イースター礼拝を捧げる何と凄いことなのだろうか、普通でも此処にはなかなか来られ

る所ではありません。礼拝はとても恵まれ主から力をいただき大胆に語ることが出来ました。礼拝後に村の方々がゆで卵



と首飾りをプレゼントしてくれました。一人のお婆さんが近寄りそっと私の手の中に献金を捧げてくれた。この地域は 1 日の

パーポンガ村の教会で         タイで一番古いアカ族の教会     賃金

が 100 バーツ（300 円位）です。まして老人の方々の収入は厳し

いものがあります。私はその献金を握り締め涙が溢れてきまし

た。イエス様は町々村々を歩まれました。私も主に従い歩みた

いです。夜ホイサン村 8 時～9 時集会です。タイ国でアカ族が初

めて造った教会で、40 年以上の歴史を持っています。この地域もクリスチャン村で 70 世帯 300 人位います。 

24 日（月）日本人の男性と、タイ人の女性の結婚式に招かれ出席する。その後、谷口先生が経営している 21 世紀農場へ 

25 日（火）農場でモン族（スタッフ）の青年達に証と賛美する。日本からも 3 名の方が来ていました。谷口先生とエイズの 

谷口先生の農場スタッフ        エイズ病院で働くスタッフ達     病院へ行く。30 年前に造られ、600 人位の患者がいる。300 人は

元気ですが、もう300人は薬を服用している。5歳～17歳の子供

達は 33 人その内 22 人が薬を服用している。薬は無料で支給さ

れています。開院から 1 万 6 千人、タイ全体では 120 万人いて、

男性が多いそうです。谷口先生は農場で取れた野菜、米等を毎

週水曜日に無料で提供しています。バスにてチェンライに一度 

帰ります。寮生達も 10 人戻っていて合えました。乾季なのに凄い大雨が降っています。異常気象かな・・・？ 

寮の学生たち               ラフ族の教会              26 日（水）午前中は教会の土が流れないように塀を造っている

ので、学生達と今まで流された土を塀の内側に戻す仕事をしま

した。3 時に出発して、2 時間位ウヤンパパオ村ラフ族ダイエー

さんの農場へ行き宿泊。ダイエーさんは谷口先生の弟子です。 

27 日（木）ラフ族の教会を見せていただきました。次来る時はラ

フ族の教会も回ることを約束し、バスでチェンマイへ行く。チェン 

マイの空港で何と、無くなっていたメガネが見つかり届けられていた。こんなことはありえないと皆さん言いました、私もそ 

う思いましたが、主が祝して下さり、見つけて下さいました。主に感謝致します。全ての行程を終えて香港に戻りました。                                        

3 月 28 日（金）～4 月 4 日（金）香港 

チャーチオンザロック教会中高生会      28 日（金）チャーチオンザロック教会夜 7 時から伝道集会。初めての方も 3 名、韓国のビ

ジネスマンも来ました。妻は 26 日から香港入りしていたので、共に集会で証をする。 

29 日（土）チャーチオンザロック教会・中高生会 15 人位。約半分は初めて会いました。

子供達も緊張していましたが、ピザを食べ、少し交わりしてから集会です。麻薬の怖さ・

自殺・イジメなどを自分の体験を通して話をする。真剣に話を聞いてくれました。その後

は質疑応答とゲームをして過ごす。終わり頃には緊張も解けていました。 

 30 日（日）チャーチオンザロック教会礼拝。夜中 3 時に緊張のあまり目が覚める。聖書 

左側が洗礼を受けた阿部姉妹です      を開き御言葉の確認と洗礼式の準備。救われてから 18 年、証をさせて頂き、また伝道

者として主は導いて下さる。洗礼式は私にとって初めての恵みの時です。雨の予報で

したが、天候も守られてタイロ―ワンの海辺で野外礼拝。いよいよ洗礼式です。勧めを

し、御言葉を読む。妻の介添えのもと、主の導きの中無事洗礼式を終える事が出来ま

した。主に感謝致します。チャーチオンザ・ロック教会の皆さんが救いの為に祈ってい

た阿部姉妹の新しい命の瞬間を見る事が出来ました。天の御使いの前では大きな喜

びが沸きあがります。本当に素晴らしい日を迎える事が出来ました。主に栄光あれ！ 

4 月１日（火）飯塚さん宅にて第一回目の家庭集会です。初めての方も来て、子供合わせて 11 人です。この地域は日本人

の方が多く住んでいるので、伝道の機会が与えられるように祈ります。夜は平山先生宅で家庭集会です。毎週火曜日の

夜集会をしています。毎回10数名集っています。とても楽しく、日本のカレーライスが定番となっていて、その他にもお袋の

味が出てくるときもあります。香港に行った時には是非参加してみてください素晴らしい恵みの時となります。 



2 日（水）チャーチオンザロック教会にて祈祷会 PM７時～10 時、賛美と祈りを中心にする。今回の滞在で最後のご奉仕で

す。約 3 週間の行程を主が用いてくださり、多くの恵みを頂くことが出来ました。自分では小さな奉仕と考えていましたが、

主はそれ以上に与えてくださいました。全ての道が主によって選ばれた確かな道、一つも無駄の無い道でした。 

これからも主に祈り歩みたいです。誇るものは主を誇れ、とあります。ハレルヤ主に感謝し主を誇ります！ 

3 日（木）午前中はミッションスクールの校長先生とお会いすることが出来ました。日曜日の夜に富田さんの家庭に行った

時、ミッションスクールに通っている二人のお子さんがいて、学校のこと、麻薬の怖さなどの話をしました。お嬢さんが学校

の校長先生にその話を教えたら、会いたいと言ってくださり、実現しました。校長先生は「どの様なお話しをするのです

か」？と聞かれたので、「麻薬・イジメ・自殺等です」と答えると、「一番大事なことですね」と言ってくださり、夏休み前に学校

でお話しをすることが決まり、5 月 20 日頃、香港に行きますので、お祈りお願いします。 

4 日（金）妻と共に香港を後に日本に帰国する。今回の伝道旅行も主が先立ってくださり本当に恵みを頂きました。又皆様

の捧げものと支え、とりなしのお祈りを心から感謝いたします。「涙をもって種まく者は、喜びの声をもって刈り取る。種を

携え、涙を流して出て行く者は、束を携え、喜びの声を上げて帰って来るであろう」。     詩篇 126 編 5 節 6 節    

今回の恵みを写真で一部紹介します 

チャーチオンザロックの子供達      平山先生が建てている教会チェンライ   左から井上・谷口先生・平山先生     パーボンガ村で朝食         

 ホイカンバン村 ヤジュウ先生       パーボンガ村アムー先生          パーボンガ村の青年達            寮生がクワで土を掘っています 

アカ族スタッフのアトウ先生  アカ族スタッフのアデュー先生  ドイチャン村アコウ牧師   

ラフ族 ダイエーさん            ヒロセさんの結婚式 

 

もう少しでゴールデンウイーク、後楽に出かける方も多いと思います。先生をはじめ愛する御皆様方の上に、主の恵みと

祝福が豊かにありますように、またご健康が祝され、あらゆる災いから守られますように心からお祈りいたします。 

5 月中旬から末まで香港に行きます。大きな束を携えて帰って来ることが出来ますように、お祈りお願いします。                 
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