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人の歩みは主によって定められる。主 

はその行く道を喜ばれる。たといその 

人が倒れても、全く打ち伏せられるこ 

とはない、主がその手を助けささえら 

れるからである。詩篇３７篇２３～２４節 

主がしてくださらなければ何もする事

が出来ません。タイ・チェンライに主の

宮が建ちあがりました。 

 

 

ハレルヤ２０１２年、新しい年が始まりました。 

昨年はイエス様の恵みと、多くの方々に支えられ、守られて一年を過ごす事が出来ました。 

４福音書の聖書録音という新しい主のご奉仕も与えられ、タイ・チェンライに行く事も出来ました。 

              タイ・チェンライに初めて行かせていただいたのが２００８年３月末で 

した。香港在住の平山宣教師がチェンライにアカ族の教会を建設している 

時でした。香港に行く時、平山先生から教会建築を手伝ってほしいと言わ 

れ、返事をするにしても、タイに行くには日本と香港往復位の運賃がかか 

ります。迷っていると、先生が、「お金が無いから行けない、その理由だ 

けは言わないで下さい」と話されました。考えてみれば主が全てを与えて 

下さいます。私ではない主が必要ならば備えてくださいます。私は決意し 

て、なけなしのお金をはたいて、平山先生と一緒に香港からタイに行きま 

した。教会も建築途中で、色々な問題が出てきました。教会には墓地が必 

要です。トイレも、教会横に塀がなければならない。当初は一階の予定だ 

ったのが二階に変更になり、教会内外で思った以上に建設費が膨らんでき 

ました。私も４年間一緒にチェンライに行かせて頂き、ずうっと教会建築 

を見てきました。昨年２０１１年１１月５日無事教会が主に献堂されまし 

た。献堂式に私も参加させて頂きましたが、約７００名がお祝いに駆け付けました。式の中で平山先生

の目に涙が光るのが見えました。私が、本当に素晴らしい先生の教会が出来ましたと言ったら、「これは

私のではありません、主の教会です、私の名前は出ないでほしい」と言われました。 

私もいつも捧げる者でありたいです。  主に栄光                                                     

 

昨年のヨナ祈祷聖会で、韓国の神学校で勉強中の三中さんが私に言いました。 

「   韓国サミル教会礼拝風景       サミル教会の牧師先生と  [先生、１１月２８日（月）イムジン 

ガク（板門店近く）で南北統一集会 

がありますが行きませんか」「何か 

わからないけど、行きます」と答え 

てしまいました。主の不思議な導き 

に１１月２５日～２９日妻と二人 



で韓国に行く事が出来ました。韓国に二人だけで行くのは初めての事です。 

空港には金セジン牧師が迎えに来て下さいました。 

土曜日は急に結婚式に出席する事が出来感動。日曜日はサミル教会の礼拝に出席します。小樽にある私

の母教会に宣教で行ってほしいと、新浦安で牧会をしている田牧師にお願いしました。夏にサミル教会

から１７名が宣教に来て下さり、最終日のコリアンナイトには 未信者の方々約６０名が参加しました。 

イムジンガクの集会          その中の一人の方が昨年クリスマスに洗礼を受けました。 

新しい命が生まれる、これ以上の喜びはありません。北海道の２月は 

一番寒い時ですが、サミル教会から小樽に２回目の宣教に行く準備を 

進めています。犠牲を払って来て下さるチームに感謝いたします。 

２８日（月）イムジンガクの集会は野中牧師が２０１０年１２月１日、 

イムジンガクを訪れ統一の祈り会をしたいと願います。その一年後に 

何も無い所から集会が主によって開かれました。霧が凄く、河向こう

にある北朝鮮は見る事が出来ませんでしたが、約２００名が集い、２時頃から７時の集会は８時半まで

延長し、南北統一のために熱い祈りを捧げます。参加者の中には、ロシア、アメリカ、脱北者の方もい

ました。霧と寒さで大変でしたが、一番感動したメッセージは、韓国の先生で、「統一の為には先ず私達

が悔い改めをしなければいけない・・・」力強く語る言葉一つ一つにアーメンと答える事が出来ました。

私達も日本で日韓の悔い改めの集会をしていますが、今、本当に必要な祈りであると心から思います。   

 

１２月３日～２８日九州巡回伝道に出かけてきました。１９９９年熊本県人吉の松崎牧師が、東京の集

会に来ていました。宿泊所の大浴場に入っていたら、声をかけてきました。「凄いですね、ちょっと触っ

てもいいですか」と色々言いながら、最後に「失礼しました、私は九州熊本で牧師をしている松崎です」

その年のクリスマス集会に呼んで下さり、そこから九州伝道がスタートしました。 

あれから１３年経ちましたが、今回で１１年行く事が出来ました。 

 

４日（日）福岡ベタニアチャーチで礼拝メッセージをします。岡村先生とは親分はイエス様のロケで知 

福岡ベタニアチャーチ         柏屋バプテスト教会 右が高地先生 り合い、それからずうっと親しく 

して頂いています。食後に柏屋バプ 

テスト教会の始めてお会いする、高 

地先生を尋ねて行きます。教会の方 

がしばらく待っていてくれたので 

すが、遅くなり帰ってしまいました。 

先生と二人だけ待っていてくださり、証の時が与えられ大胆に語りました。主に感謝致します。 

５日（月）昼に福岡で牧会している、私と同姓同名の井之上薫先生とお会いしました。 

                          お話しをしていくうちに誕生日も一 

緒で、メールアドレスまでも驚くほど 

似ていました。もちろん先生は、私と 

違い真面目な牧師先生です。先生は私 

井之上薫先生と井上薫です      久留米聖書教会 右、渡辺先生 より１０歳年上、先生のお働きが祝福

されますように心からお祈り致します。ハレルヤ！！！主がしてくださる事は本当に不思議です。 

久留米聖書教会に行き、渡辺先生と食事会をします。先生とも初めてお会いします。この教会はウイル

キンソン・テッド＆キャロル宣教師ご夫妻が開拓した教会です。渡辺先生が神学校に導かれ、卒業後副

牧師として来てすぐにテッド先生は病で倒れてしまいました。今も意識が無い状態です。奥様のキャロ



ル先生とお会いする事が出来、共に賛美とお祈りをする事が出来ました。 

どうぞテッド先生の癒しのためと、キャロル先生、渡辺先生を覚えてお祈りお願い致します。 

６日（火）朝８時半、久留米の木村先生がＮＰＯでホームレス支援をしている寮に行き、証しをする。

その後、支援しているマンションに行き５件を回って祈ります。一度先生宅に戻り少し休憩をして、 

㊨、木村先生     夕方６時から公園に行きます。 

         第２１回を迎えたＮＰＯ法人ホームレス支 

援・「久留米越冬炊き出しの会」に出席し、

ホームレス支援にて                  飛び入りでメッセー ジと賛美をします。 

初めは人がバラバラで、一体誰が聞いてく 

れるのかと思いましたが、少しずつ集まり、

やり直しの人生を語ることが出来、終わって帰ったら夜９時をまわっていました。とても寒かったです。 

７日（水）長崎に行き宿泊します。長崎出身、埼玉で仕事をしている友人の信一郎さんに電話をします。 

友納先生ご夫妻です。                   「今、長崎来ています！」「明日 

父親を行かせます」次の日、信 

山口さんご夫妻と          一郎さんのお父さん,山口氏が、 

     ホテルに迎えに来てくれたので 

すが、あまりにも私の格好がラフすぎて判ら 

なかったみたいでした。教会に友納先生がい

ると聞いて会いに行きます。友納先生とは約１０年ぶりにお会いします。家庭集会の合同クリスマス集

会をする所で、友納先生が証の場を与えて下さり奉仕をする事が出来ました。その後は山口さんご夫妻

に中華をご馳走になりました。 

9 日（金）宮崎県にある綾町へ行きます。綾バプテスト教会、上園先生とお会いします。 

上園先生        中村光秀伝道師夫妻  先生とも初めてお会いします。交わりの後に,中村伝

道師夫妻が食事をもてなして下さり、気が付いたら

１１時になっていました。 

１０日（土）宮崎刑務所にて講演会です。 

今まで九州に来て刑務所の集会を希望していました 

が、前科前歴があり、ヤクザをしていた者が刑務所 

内に入り集会を持つ事が許されていません。今回初めて門が開かました。上園先生を始め教戒師の先生

方が交渉をして下さり、実現に至りました。朝８時１５分に入り、講堂の横で先生方と共にお祈りしま

す。他の宗教の教戒師もいるので、伝道するのがとても難しいのです。私は上園先生に聞きました。「福

音を大胆に語って良いですか」先生は「今日はクリスマス会ですので、

思いっきり語って下さい。」と言ってくれました。９時３０分から始まっ

た講演会に入所者４３名、先生方１３名と刑務官の方１０数名、約８０

名で持たれました。１時間の内、５０分の時間を頂き、妻と一緒に救い

の証と賛美、福音を大胆に語りました。多くの方が涙を流し聞いてくだ

さいます。聖書の使途行伝１６章３０節にあるように、獄吏も救われる

事実があります。同じように刑務官の方々の目に涙が見えました。終わ

ってから、刑務所のトップの方が玄関まで見送って語って下さいました。「もっと多くの人に聞かせたい。

また是非来て下さい。」主が開いた門は誰も閉じる事が出来ません。教戒師の先生も奇跡だといいました。

ここまで多くの方にお祈りをして頂き、本当にありがとうございました。これからも更に伝え歩きます。 

 



１１日（日）宮崎聖書教会、礼拝奉仕。池田先生とも初めてお会いします。今回の奉仕も急にお願いし 

池田先生           島田先生ご夫妻     て決まりました。何よりも受け入れて下さ 

り本当に感謝でした。教会には教戒師の島 

田先生ご夫妻も来ています。島田先生ご夫 

妻も一緒に刑務所に行って下さいまして、 

何度も、こんな事は本当に奇跡としか言い 

ようがないと言いました。 

主の御用をする時、小さな窓は閉められていきますが、主は大きな門を開いてくださっています。 

 

１４日（水）１０時半と１９時半・熊本帯山聖書教会で祈祷会奉仕をします。私が来ていることを知ら

帯山聖書教会           中央、 中村先生        せていなかったので驚いていました。 

                                                          日中に熊本で教戒師をしているハーベ 

スト・チャーチの中村先生を訪問しま 

す。忙しい中時間を取って下さいまし 

た。先生とも数年ぶりの再会でした。 

 

井上先生ご夫妻      １５日（木）松崎先生の義父で牧師の井上先生ご夫妻に食事をごちそうに 

             なりました。井上先生はとてもユーモアがあり、お話しをしていても楽し 

くしてくださいます。先生のメッセージを是非聞いてみたいです。 

１７日（土）宮崎希望教会子供クリスマス会（３６名）で奉仕です。この時 

期は各町内会でもクリスマス会があり人数は少ないと思っていましたが、

多くの子供達が来て、感謝でした。１８日（日）希望教会礼拝奉仕。森先 

子供クリスマス会         森先生家族           生とも１０年以上のお付き合いをさせて 

頂いています。夜は中高生のクリスマス 

会に１３名が集います。半分以上がノン 

クリスチャンです。メッセージはイジメ 

のことや、大事な友達の事を語りました。 

森先生から手紙を見せて頂きました。その手紙は中国人の方からです。記憶の中に新しいかもしれませ

んが、中国人 3 人で福岡一家殺人事件を起こしました。その内の一人が日本で拘束されています。 

森先生から中国語の聖書を頼まれて送りました。手紙には眠れない日が続いて、心の中に安らぎがなく、

不安な日々を過ごしていることなど書いてありましたが、聖書を毎日読むようになってから、自分の事

を反省し、心が平安になると書いてあります。そして聖書を送って下さりありがとうございます。控訴

しましたが却下され、死刑が確定しました。これが最後の手紙です。そして聖書のお礼にと教会にロー

ルケーキが送られてきていました。そのケーキを頂きました。一人になってから涙が出て来ました。 

私もイエス様に救われていなかったら、同じような人生を歩んでいた者です。主の救いを信じます。 

２１日（水）夕方５時から熊本県葦北にある田中さん宅にて家庭集会をします。田中さん宅の集会も数

田中さん宅家庭集会      回させて頂いています。田中さんの長男が秋田きりスト教会、中野渡 

               先生の所で献身しています。私達が行くといつも凄いご馳走を作って

くださいます。早速、中野渡先生にご馳走を撮ってメールで送りました。 

               先生からすぐ電話が入り、私も田中家に行きましたが、こんな料理を

見たことが無いと言っていました。 

                



２１日（木）農芸学院（人吉少年院）にて１３時半から９０分の時間 

を頂き妻と講演会をする事が出来ました。１０年前に来た時と違い、新築の校舎が出来上がり引越しを 

山口学院長と右・松崎先生夫妻 したばかりでした。８０数名の子供達、教官の方々合わせて 100 名位 

です。子供達も涙を流し真剣に聞いてくれました。どんな誘惑がきて 

もＮＯと言えるように、親しい友よりも一人でもいいから、深い友を 

作ってください。そして命を粗末にしないで下さいと語りました。最 

後には皆で「きよしこの夜」を歌いました。講話が終わり、部屋に戻 

る子共達の後姿を見ながら、誰でもやり直しが出来る。私がその証人、 

そしてイエス様を信じる事が出来ますように祈りました。学院長の山口法務教官も今回の講演会をとて

も喜んでくださり、寒い中を私達が見えなくなるまで見送って下さいました。今回の人吉少年院は、 

前回同様、松崎先生がお話しを進めて下さり実現に至りました。主に感謝致します。 

 

( 講演会の感想文の一部を紹介します。) 

私は、今まで「NO」と不良交友、先輩に言えませんでした。それは薫先生が言っていた、不良交友が離れていくの

が嫌だったからです。こういう友達に「NO」と言ったら、自分から離れていく友達は友達でなく、ただ互いの寂し

さや暇な時間を潰すためだけにいる人なので、出院したら本当の友達をみつけることができるよう頑張りたいと思

いました。 

 他の感想文は、ホームページにアップしました。ぜひ、ご覧ください。 

 

23 日（金）熊本、森さん宅家庭集会。初めてお会いする方もいて、楽しい一時を過ごす事が出来ました。 

森さん宅家庭集会。         この家庭集会は九州に来てから決まりました。毎回感じる事で 

すが、私達が集会計画を立てていく事がありますが、それ以上に

集会が開かれ、多くの方々と出会う事があります。その事を考え

ると、主が道を用意してくださっている事を感じます。何よりも

何も無い者を主は使って下さいます。感謝しかありません。 

                   

24 日（土）クリスマス・イブです。熊本県人吉にて夜 8 時から礼拝をします。でも少し変わったクリス

マス会でした。松崎先生がダンスに行っているメンバー11 人が集いま

したが、6 人がノンクリスチャンです。その中に鹿児島から来てくれた

女性もいます？真っ赤なサンタの格好で来てくれたのですが、でも証

をしていくと真剣に聴いてくださいました。交わりも 12 時近くなって

いました。松崎先生が踊っている姿はどんな感じなのかわかりません

が、色々な所に出かけて行き交わりを持っている事は凄いです！！！ 

 

 

25 日（日）九州での奉仕もクリスマス礼拝で最後です。松崎先生と井上先生が牧会している、人吉とも 

                し火教会です。10 時半から礼拝には、初めて来てくださった方もい

て感謝です。その中でも、私達が人吉に来ると集会を開いて下さり、

交わりをしている山北さん、また内山さんが娘さんと一緒に来てく

れました。今回の奉仕で宿泊した、ともし火教会があるキャンプ場

は人吉の中でも寒く、朝の平均気温がマイナ ス 3 度、一番寒い時で

マイナス 7 度でした。北海道育ちの私達でも寒かったです。 



阿彦家      宮崎の阿彦家にも多く泊まりました。子供達も大きくなり、私のことを爺と呼ん 

でいます。本当に家族のように接してくださいます。 

        

26 日（月）車を返しに福岡へ。福岡に「天ひろ」天ぷら屋さんがあります。 

  店主の芳司さんはクリスチャン。会いに行き、私はとんかつ定食、妻は天 

ぷら定食、本当に美味しいのです。 

食後も話に花が咲き、時間を忘れそうでした。 

最後は私達が見えなくなるまで、 

手を振り見送ってくれました。妻と、 

本当に来て良かったねと言って、岡村先生に車を返しに行きます。 

少し経って、さっき食事代払ったのと聞いたら、払ってない・・・！ 

慌てて電話をします「お金を払うのを忘れて本当にすみません。」 

「今度東京に行ったらご馳走して」と言われました。食い逃げをしてしまいました・・・笑 

 

祈祷課題  

 

1・今年も伝道の働きをする事が出来ますように。 

2・1 月 14 日 結婚式の司式を初めてします。スムーズに行きますように。 

3・1 月 22 日 日本キリスト教団・新松戸教会で伝道集会があります。 

4・2 月 7 日～13 日北海道、11 日、日本キリスト教団・江別教会伝道集会 

5・ 3 月 5 日～約３週間タイ・チェンライ、アカ族 50 周年集会 

ラフ族の山を巡回伝道、ミャンマーにも行きます必要が与えられますように。 

 

 

 

新しい年、牧師先生、皆様方の上に主の祝福とお守りがいつもありますように心からお祈り致します。 

私達も多くの方に福音を伝えに歩みたいと願っています。覚えてお祈りくださいますようにお願い致し 

ます。また本年もご指導の程よろしくお願い致します。   
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