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わたしは山にむかって目をあげる。 

わが助けは、どこから来るであろうか。 

わが助けは、天と地を造られた主から来 

る。主はあなたの足の動かされるのをゆる 

されない。 

あなたを守る者はまどろむことがない。 

見よ、イスラエルを守る者は,まどろむこと 

もなく、眠ることもない。 

主はあなたを守る者、主はあなたの右の 

手をおおう陰である。 

昼は太陽があなたを撃つことなく、 

夜は月があなたを撃つことはない。 

主はあなたを守って、全ての災を免れさせ、

またあなたの命を守られる。主は今からと

こしえに至るまで、あなたの出ると入ると

を守られるであろう。 

主の祝福の中で新しい年が明けました。旧年中は皆様方のお祈り、ご支援で支えられ主の御用ができたこと

心から感謝いたします。新しい年も全世界に出て行き福音を伝え歩みたいと願っています。覚えてお祈りください 

ますよう宜しくお願いいたします。 

右、久我山教会、稲垣先生        ２０１２年１２月１日（土）久我山キリスト教会子供クリスマス会。 

                        今回のクリスマス会は子供が少なかったのですが,その代わり求道者や 

新来者が来て下さいました。人数が少なくても全力で語りました。ちょうど 

この日は私の誕生日でもあり、クリスマスケーキで一緒にお祝いして頂き 

ました。集会後に教会の外に出たら、小鳥が１００羽はいたでしょうか、電 

線に止まっています。こんなことは初めてですと、教会の方々がいってい 

ました。小鳥たちも一緒にクリスマス会を お祝いしていたんですね。 

集会後に九州福岡に飛びます。九州伝道は１３年目になります。 

岡村先生ご家族    １２月２日（日）ベタニアチャーチ礼拝メッセージ。岡村先生とも古いお付き 

合いをさせて頂いています。マリア姉妹会のオリビアさんとスミルナさんも

来てくださいました。集会後、教会の方々と夕食を一緒し、洗礼の約束を

した女性がいました。主に栄光です。クリスマに無事洗礼を受けました。 

１２月３日（月）大分県に行きます。信仰の大先輩、釘宮先生が今年の夏、

天に帰りました。釘宮先生のお祈りは自然に笑いと喜びが湧いてきます。 

召されてすぐの写真を見せて頂きましたが、何と笑っているのです。それ

を見たご家族の方々の口から笑いが出てきたと言いました。 

今は天で主の御前でワッハッハーと喜んでいると思います。教会はこれから御長女が引き継いでいきます。 

牧会が祝されますように覚えてお祈り下さい。 



前列左、野間先生                ６日（木）前原キリスト福音教会。１０時から集会。 

野間先生とも４～５年ぶりの再会です。 

                              初めて来て下さった方もいて、救いの証を語ります。主の証に感動して 

くださり、「今度また来て」と言って下さいました。子供たちとは１０年ぶ 

りで、お会いましたが、もう立派な青年になっていました。 

終わってから、熊本人吉に行きます。数日過ごしてから人吉の松崎先 

生と８日一緒に福岡県古賀市へ行きます。 

民宿に泊まったのですが、部屋がなく先生ご夫妻と相部屋です。松崎

先生が「何か修学旅行みたいですね～」と言ったので、私が枕を 

福岡千鳥教会投げたら、私のお妻が「ホコリ立つから止めて！」すぐ現実に戻さ 

ました。９日（日）11時。福岡千鳥教会は会堂がなく市の施設、千 

鳥苑を借りて礼拝をしています。宣教師の先生がいたのですが、 

休暇をとって国に帰りました。１０年経っても戻って来ません。３家 

族が中心となって頑張っていて、松崎先生が月一回メッセージに 

来ています。あっとホームな教会です。ここでも初めての方が来て 

くださいました。主に感謝します。会堂建築の事も考えています。 

前列高木先生ご夫妻と １２日（水）宮崎ハーベストチャーチ１９時半から集会です。 

                             高木先生はお体を悪くしていましたが、主からの力を頂き、上が 

らなかった腕も伸ばせるようになり、階段を登り降りすることが苦 

難でしたが、今は出来るようになりました。今回の２日間の集会の 

為にチラシを持って地域に訪問し配りました。１５名の方が集い、 

主の深い臨在の中で過ごす事が出来ました。 

１３日（木）１０時半婦人集会１５名が来てくださり、昨日に続き来て 

下さる方もいました。主に感謝です。 

夜１９時半からの伝道集会には２０名の方が集います。主の力が

大胆に語らせて下さいました。今回の集会は一度、中止になったのですが、高木先生からお電話を頂き、私のよ

うな小さい者に先生は「お許し下さい。悔い改めます。自分のことしか考えていませんでした。どんなに小さくても

集会を開きますからお願いします」と連絡が入りました。救霊に燃え主にお仕えしている素晴らしい先生です。本

当に私自身が恵まれた時を過ごす事が出来ました。益々高木先生の上に御聖霊様の導きをお祈り致します。 

御長男の高木頼幸先生とも初めてお会い出来感謝でした。祝福をお祈り致します。 

１６日（日）久留米聖書教会。１０時半の礼拝は松崎先生がメッセージをして、私も証をさせて頂きました。              

久留米聖書教会                       １９時クリスマス集会には、約４０名が来ました。 

                                  妻と二人で証と賛美です。初めて来て下さった男性の方 

はずっと泣いていて集会後も「こんな感動する話は初め 

て聞いたと言って下さいました。主に感謝です。渡邉先生 

が牧会していますが、この教会も宣教師先生が建て上げ 

た教会です。テッド先生は今、病の中にあり、意識があり 

ません。奥様が付き添い介護していますので、今回の集

会には来ることが出来ませんでした。一日も早い回復を主にお祈り致します。 

終わってから熊本県人吉まで約１６０キロ、車を走らせ着いた時は夜１２時を回っていました。 

18日（火）熊本県球磨工業高等学校。全校生５００人、職員６０名です約 10年前に一度来ています。 

今回で２度目です。この日は朝から寒くて大変でしたが、大胆に語ることが出来ました。 



「生きるって素晴らしい」をテーマに麻薬の 

怖さや自殺防止等を語りました。ギター

で賛美もする事が出来て主に感謝です。 

右、大瀬先生と佐野校長先生  １０数年前に一緒に働いたことがある友人 

が鹿児島にいます。九州に来る度に電話

をして、今度来たら会いに行くと約束して 

いました。鹿児島に着いて電話を入れます。奥さんが出て、主人は６月に亡くなりました。私達はタクシーで友人

のお店に向かいます。店は終わっていたのですが明かりを点けて待っていてくれました。短い時間でしたが、お

交わりをしてお店を後にしました。主の慰めをお与え下さいますようにお祈り致します。 

２０日（木）人吉少年院。１３時半～１５時半。昨年に続き３回目になります。今は人数が増えて１２０名（昨年 90 

右、山口所長も一緒に歌いました。 名）です。２時間の時間を頂き福 

音を語ります。最後に皆で、「君は 

愛されるため生まれた」と「きよしこ 

の夜」を歌った時、子供たちの目か 

ら涙が溢れていました。ここは１１ 

ヶ月で終了するのですが、身元引 

受人がいなく刑が終わっても出ら 

れない子もいます。親が迎えに来ないこともあると聞きました。「出所したらいつでも連絡ください」と言ったら、子

供たちの目はキラキラと輝いていました。本当の愛、イエス様の愛を知ってもらいたいです。 

２１日（金）宮崎希望教会、１８時から中高生クリスマス会です。昨年も来てくれた子や初めての子も多く合わせて 

約２５名。もちろんメッセージを語ります。真剣に聞いて

下さり感謝です。子供たちの食欲は凄い！最近の女子

は本当に強く感じます。ゲームでは盛り上がりました。 

                                        何でビンゴゲームはこんなに興奮するのでしょか、 

私もしっかりビンゴで当たりプレゼントを頂きました。２年 

前に一緒にタイに行ったマー君は高校生で赤星君は仕 

事をしています。これからの成長も楽しみです。宮崎希 

望教会の森先生ご夫妻の上に主の祝福が豊かにあり 

ますように心からをお祈り致します。宮崎ではずうっと阿彦家に宿泊しました。毎年お世話になっています。 

２２日（土）宮崎を朝早く出て、熊本のフェリー乗り場に向かい、フェリーで１時間の長崎県島原へ。 

ファミリー教会にてクリスマス集会です。約１０年前に「親分はイエス様」の上映会をしに来たことがありましたが、 

磯野産婦人科病院                        GLORYのメンバーと  九州の中で島原が一番多く、５００ 

名の方が来てくれました。島原で 

は多くのクリスチャンが迫害され殉 

教しています。当事の事が色々発 

見され、島には７万人のクリスチャ 

ンが居たと報告されています。集 

会には４０名の方が来て下さり、

GRORYの賛美で満たされ、祝福のうちに終える事が出来ました。主に感謝。 

２３日（日）１０時半からファミリー教会礼拝。二人のご婦人が昨日に続いて礼拝にも参加してくださいました。礼

拝後も主が祝してくださり楽しい交わりの時を持つことが出来ました。ハレルヤ！！！ 



１４時５０分のフェリーで熊本へ渡り、いざ人吉へ。 

ダンスのメンバーとクリスマス会 １９時から人吉灯教会でクリスマス会です。昨年に続きダンスのメン

バー１６人、初めての方は６名です。クリスマスの意味を松崎先生が

語り、その後に私が救いの証を語りました。ほとんどがノンクリスチ

ャンです。今年５月に九州を回るので、また会う約束をしました。 

２４日（月）人吉灯教会クリスマス会。 

こちらはパッチワークの教室と料理教室の方々合わせて１１人で 

す。５人がノンクリスチャンです。この集会が九州伝道最後の集会と

なります。初めてお会いする方も多くいて、主に感謝です。楽しい交わ

りに美味しい料理で１０時半から始まったクリスマス会が午後 2 時を回

っていました。「あっと言う間に時間が経ったね」と言う言葉は嬉しかっ

たです。約一ヶ月間、九州伝道を主が導いて下さり、健康が守られ、必

要も備えられました。伝道者として福音を語る事が出来るのは心から

の喜びです。また今回初めてお会いした方々が救われますように心か

らお祈り致します。またお祈りで支えてくださった多くの牧師先生、兄弟

姉妹に心から感謝致します。２７日東京に戻りました。 

                        ２月２９日（土）～１月３日（木）愛知県にある断食祈祷院に行きます。 

安田先生と智子先生 ちょうど１２年前にも年末年始を断食祈祷院で迎えました。その時は結婚が許

されていなかったのですが、山を下りたら、妻のお父さんから電話が入りまし

た。「正月帰って来ないのか」妻は「中旬頃に帰ります」と返事をすると、お父さ

んが「旦那は一緒に来ないのか」「えっ一緒に行っていいの」「このままじゃ良く

ないから一緒に帰っておいで」私達は日にちを決めて小樽に向かいました。そ

の日はちょうど結婚４年目の記念日でした。許されて妻の実家の玄関を初め

てくぐる事が出来ました。今回はどのような主の祝福があるのか感謝です。 

祈祷院でのメッセージは心に響きました。１月 1 日の夜に一人一人の顔を思

い出しながら許しと祝福をお祈りして眠りにつきました。２日に祈祷院の智子先 

生が私たちにメッセージを下さいました。何と許しのメッセージでした。この一年は、許す事、愛する事、祝福する

事を主の力をいただきながら歩んで行きたいと願っています。覚えてお祈りお願いいたします。 

１月３日（木）祈祷院から名古屋に向かいます。１１月２１日に下手さんの奥様から電話がありました。「夫が会い

たがっている」私は電話をもらい来週行くと返事をしましたが、次の２２日

に新幹線で名古屋に向かいました。 

下手さんはあと一ヶ月と医者から言われていたのです。下手さんと色々な

話をして私は会いに行けたことを心から主に感謝しました。下手さんが奥

さんに言っていたのが、俺は友達がいないんじゃないかな・・・。私がその

友人と言えたことが本当に感謝です。笑顔で１月３日に会いに来ると約束 

をしました。九州伝道初日の日、下手さんは１２月２日天に帰って行きました。１月３日名古屋の河村さんご夫妻

と一緒に約束通り会いに行ってきました。写真の顔は「会いに来てありがとう」と言っているように思いました。 

２０１２年は私たち夫婦にとって霊の父であった中国の張先生、ワッハッハと元気なお祈りをしていた釘宮先生。 

救霊の為に迫害されながらも大きな働きをしていた札幌の西森先生。断食祈祷院でお会いした吉岡先生。 

妻の所で約６０年仕えていた新保さんは病床洗礼を受ける事が出来ました。友人知人のご遺族の方が天に帰っ

て行きました。私達も残された人生を主におゆだねし、「生きるのも死ぬるのも主のため」に福音を伝え歩みたい

と願っています。本当に小さな石で何も出来ませんが覚えてお祈り下さいますように心からお願いいたします。 



２０１３年巡回伝道予定 

      １月８日～１２日 北海道小樽 韓国サミル教会宣教チームと合流 

               ９日  江別市  江別教会 祈祷会 

  ２月 秋田キリスト教会  

  ３月１０日 タイ・チェンライ。 

２０日～２５日 ミャンマー・ラフ族 １万５千人集会 

  4月 香港予定 ６１１献堂式 予定 

  ５月 九州巡回  １４日西南学院大 18日（土）～19日（日） 野方キリスト教会  

  ６月 北陸予定   石川県 

  ７月～８月 北海道巡回伝道 決定 

 １０月 沖縄 韓国２８日～３１日（第７回ヨナ祈祷聖会）  

 

祈祷課題 

   １・ ３月頃に引越しをしなくてはなりません。私達の希望は東京と考えていますが、家賃が安く良

い住居が与えられますように。 

   ２・ 昨年も大病を患うことなく主の御用が出来ました。健康が守られますように。 

   ３・ 今回ミャンマーでの集会は初めてです。妻も一緒に行くことになりましたので必要が備えられ

ますように。 

   ４・ 妻の父が９２歳、高齢になっていますので守られますように。 

   ５・ 全ての必要が満たされますようにお祈りお願いいたします。 

 

熊本人吉少年院からと熊本県球磨工業高校から集会の感想文が届けられています。 

ホームページの方でアップしていますので、是非見てください。 

 

  今年も宜しくお願いいたします。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スモールストーン・ミニストリー  

ホームページ http://v-station.tv/smallstone/ 

E-mail     Inouekaoru777@yahoo.co.jp  
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 人吉灯教会 井上先生ご夫妻 

                ハーベストチャーチ高木頼幸先生 中国で宣教していた鹿子木先生 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県芦北の田中さん      人吉の内山さん       阿彦みくにちゃんのピアノ発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原・磯野先生ご家族        

                 １０年ぶりに再会した先生や、初めてお会いした先生。 

主の導きに感謝いたします。 

また多くの方々のお祈りと支えによって過ごすことが出来ました。 

心から感謝します。ありがとうございました。 

                 新しい年、更に福音の種を持って歩みます。 

どうか今年も宜しくお願いいたします。 井上薫 比呂子 



平成２４年度薬物乱用防止講演会、人吉球磨高校感想文 抜粋文 

・ 今回、薬物乱用防止講演会では、井上さんの実体験から薬物の危険性について改めて考え直しました。麻

薬を使ってしまい、それが止められなくなり、麻薬を手に入れる為に犯罪を繰り返してしまった等の話を聞き

ました。井上さんの話を聞いて、私達は自分ひとりで生きているのではなく、家族や友達、先生方に支えても

らって生きているんだと実感しました。最近の若者は、自殺する事が多くなっています。両親からもらった命を

粗末に使わず、死ぬ時には、自分の人生を振り返って幸せだったと思えるような人生にしたいと思いました。 

 

・ 覚せい剤は本当に恐いと改めて思いました。興味本位で一度使用してしまったら、止められなくなり、死んで

しまうかもしれないので本当に恐いです。井上さんの話で、失敗や間違えをしても人生やり直しが出来ると言

う話が心に残りました。これから社会人になり、色々な失敗や間違えをすると思います。壁などにぶち当たる

かもしれませんが、あきらめず頑張っていきたいと思います。 

 

・ とてもいいお話を聞けました。井上さんの体験の話を聞いて、世の中は恐いなと思いました。私も、NO と言え

るようにしたいと思います。 

 

・ 機会があればまた聞きたいなぁと思いました。自分が知っている知識はまだ少ししかないけど、その少しでも

重要なことだと思うので、自分が持っている知識を忘れないようにしたいです。 

 

・ 薬物の危険をよりいっそう気づかされました。井上さんの先輩が今回で最後だからと言って、結局止めること

が出来ず自殺してしまい、井上さんが教えなければよかったと後悔している話に胸を打たれました。自分も薬

物には気を付けて、知り合いがしそうになったら全力で止めたいと思います。 

 

・ 薬物乱用防止の講演会を何度も聞いてきましたが、薬物を使用した方の話を生で聞いたのは初めてでした。

今回は貴重な話を聞けたと思います。薬物だけでなく、ヤクザのことや生きることの素晴らしさ等知ることが

出来ました。東北の人で、地震の影響で自殺していると聞いたのは初めてで、自分がどれだけ豊かで幸せな

生活をしているのかと言うことを改めて考えさせられました。今日、薬物の怖さ、生きることの素晴らしさを知

り、命を大事にしないといけないなあ、と思いました。 

 

・ 薬物の中毒性の恐さ、薬物におぼれてしまって人や自分自身を傷つけてしまうということを改めて知り、そう

いったことにかかわらないようにしたいです。 

 

・ 薬物は絶対にやってはいけないと再確認しました。元々私は薬物なんて無縁のものだと思っていましたが、

将来、国内外でも騙されたり、持たされるだけでも罰を受けることになるので、今回の話をいつまでも忘れず

に、これからも頑張っていきたいです。 

 

・ 薫さんが１５歳で働きに出たことを知り驚きました。またヤクザや覚せい剤に手を出し、３度の自殺未遂など、

とても大変な人生を送ってきたんだと思いました。しかし、そこからキリスト教の牧師に至っているので、人生

は何度でもやり直しがきくことを知りました。 

 

・ 実体験をもとにした話だったのでとても分かりやすく心に響きました。また刺青をしないようにしたいと思いまし

た。とてもためになる話を聞けてとても良かったです。 


