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埼玉に引越ししてからも、主の恵みと導きの上に伝道の場が広がっている事を感謝いたします。 

小さな石を主が使ってくださいます。これ以上の喜びはありません。夫婦で頂いた御言葉が大きな力となり、支

えとなっています。御言葉が更に確かなものとなり、主に栄光を帰すことが出来ますように頑張ります。 

９月２９日（日）水元中央教会礼拝奉仕。飯島牧師とは古くからの知り合いです。先生から教会で賛美をして欲

水元中央教会・中央・飯島牧師    しいと言われ、もちろん喜んで OKの返事をしました。教会に着いて週報 

を見たら、私がメッセージでタイトルも決まっています。賛美の打合せを

と思ったら、全部先生がしてください。それも礼拝１０分前に言われまし

た。教会で使っている賛美の曲、私の知っているのは数曲です。主に助

けを祈りながら賛美とメッセージを語り、無事に礼拝を捧げることが出来

ました。主の哀れみです。伝道者は常に準備していなくてはいけません。

その事をもう一度確認させられました。アーメンです。 

１０月４日（金）堀江さん宅家庭集会。堀江さんはスモールストーンを一緒に支えて下さっています。 

右上・堀江さん今回の家庭集会は堅苦しさをなくし、主を分かち合お

うといった感じで始まりました。仕事を終えてからの方が多いので、

美味しい食事を楽しみながらの交わりです。祈りのことの重要性等

を語り合い、気がついたら時間がアッという間に過ぎていました。 

第２回目が今から楽しみです。堀江さんは上野でビジネスマン等を

ターゲットにトラクト配布をしています。 

主が与えてくださった賜物が用いられ、救われる魂が起こされます様に心からお祈り致します。 

１０月１０日～２２日沖縄伝道。今回の沖縄は特に熱い祈りを捧げる教会へと導かれました。 

１１日（金）お昼は岡田先生と会い昼食をご馳走になり、夜は１３日に

礼拝に行くニューファンデーションチャーチのウエス牧師夫妻と打ち

合わせです。打ち合わせには今回、沖縄で色々手配をしてくれた西

銘さん、通訳の山城テモテ氏、１９年前に沖縄十字架行進した時出

会ったショーン牧師も参加してくれました。ここでも食事をしながら証

をさせて頂きました。主がしてくださった大いなる救いに皆さん感 

動してくれました。特にデニス牧師と奥様のウエスさんはオーマイゴッドの連発でした。ハレルヤ！！！ 



１２日（土）１０時から西銘さんが担当している FM コザ・ラジオ生放送ユアースペシャルで証をしました。 

右・西銘さんです。      司会の西銘さんと語っていく中で、主がこの様な者を選んで救ってく

ださった。その事を思うと涙が出てきました。主の証に古いも新しい

もありません。２４年前の事が日々新しくこの心奥底に開かれていま

す。天下にイエスキリスト以外に救いはありません。ハレルヤ！ 

１２時から与儀公園でホームレス伝導です。証をしようとしたら突然

のスコールです。5分で証をおえました。山内先生が、祈ってないか 

ら雨が降ったと言われたので、沖縄十字架行進は 3分の証でした」と言いました・・・笑 

昨年は天気が良く時間もありたっぷりと語りましたが、昼食の時間はありません。今回は主が食事の時を与え 

てくださいました。山内先生と美味しいカツ丼を頂きました・・・ハレルヤ！ 

                              １４時、糸満にある「FM・たまん」山内先生とユタから救われた金 

城さんの生番組に出ます。この番組はユタ（沖縄の宗教）で苦しんで 

いる方々に対して、キリスト教の素晴らしさを伝える番組です。金城 

さんは元ユタの占い師でしたが、今はキリストの弟子として本当の福 

音を伝えています。ユタ教の占い師は家庭のどんな事も支配して行く 

ので、全てを失ってしまう方が多いのです。この番組がこれからも更 

に電波を通して福音が届けられ、真の神、イエスキリストと出会う事が出来ますようにお祈り致します。 

１３日(日)１０時半～１２時シュア・ファンデーションチャーチ礼拝奉仕 

中央・山城テモテテ氏                礼拝前に熱心に祈りが捧げられ、その祈りが 

更に教会全体の祈りに変わっていきます。 

礼拝が始まると奥様のラニースの心を揺さぶ 

る賛美が始まり、教会全体が主の恵みに満た 

されます。教会は一ヶ月前に引っ越したばか 

りなので、地域の日本人に伝道する事を祈っていました。今回私が沖縄

に行く事を西銘氏から聞いて、すぐ返事をしてくれました。 

また通訳をしてくれた山城テモテ氏は初めてお会いしましたが、主の導 

きに感謝致します。素晴らしい通訳をしてくださり霊の一致を心から感じました。ウエスとラニースこ

れからも良き祈りの友として支え会う約束をする事が出来ました。主に感謝いたします。 

山内牧師       礼拝後にすぐ山内先生が牧会しているユイマール教会に行き１４時から 

メッセージをさせて頂きました。約３０名が集っています。山内先生と 

も約２０年のお付き合いをさせて頂いています。山内先生はホームレス 

伝道や祈祷院等を主の為に捧げています。これからの歩の上に主の祝福 

を心からお祈り致します。 

          夜は胡屋バプテスト教会に宿泊させていただきます。 

１４日(月)6 時・胡屋バプテスト教会で朝祷会。昨年に続き参加し、メッセージをさせて頂きました。 

                   朝からテンションの高い私は、大きな声でメッセージを語ら 

せて頂きました。主からの力がなければ大胆に語ることはで 

きません。大先輩の先生方も感動してくださいました。いつ 

でもどこでも主に助けを求める時、主は語るべき言葉を与え 

てくださいます。ハレルヤ！ 

「主よ、朝ごとにあなたはわたしの声を聞かれます。 

わたしは朝ごとにあなたのためにいけにえを備えて待ち望みます。」詩篇５篇 3 節 



１５日(火)１８時 FM コザ 番組は生放送で３０分番組です。司会の廣岡徹也さんはガブリエルステー

キの店長です。徹也さんも昔は親を泣かせていた放蕩息子です。番組では与えられた約 20 分間を思い

っきり語りました。主に癒され救われた者同士が、共に主の御用が出来ることは喜びです。 

１６日(水)１９時半。北部にある「レストラン・夕覧舟」で集会です。オーナーの上間さんとも約２０

レストラン夕覧舟で集会      右・上間社長         年来の友人です。約５０名が集 

います。ノンクリスチャンも来

てくれました。集会後は食事を

して、何と気がついたら夜中の

１時半まで交わりをしていま

した。 レストランのゲストル

ームに泊まりましたが、３６０ 

度のパノラマの星空は感動でした。私のオススメは何と言ってもアイスクリームです。とってもあっさ

りしていて糖分も控えめです。是非一度ご賞味をやみつきになります。そしてなぜだかわかりませんが

世界一幸せ者のタスキをプレゼントしてもらいました・・・笑 

１７日(木)１９時半メシヤ・ブレッシング・チャーチ祈祷集会 

メシヤ ブレッシング チャーチ 教会に着くと子供たちが挨拶

をしてくれました。祈祷会

には何と毎回１００名位集

います。子供達も熱心で、

賛美に力があり、何よりも

喜んで主に捧げています。

リバイバルを見ているよう 

な感じです。礼拝は１５０名が集っていると聞きました。名嘉真先生は１０年かけて今のようになり、

祈りなしでは出来ないと語ります。私も主から力を頂き大胆に語らせて頂きました。集会最後には子供

たちが私達の為に祈りを捧げてくれました。涙が出てきました。主を求めるところに主は与えてくださ

います。ハレルヤ主の栄光があらわれますように。 

１９日(土)第８回幸せコンサート 私も飛び入りで参加しました。妻と一緒に証をし、賛美も２曲捧げ 

る事が出来ました。台風の影響でしょうか風が強くて大変でした。屋台が 

いっぱい出て一般の人は食べ物・飲み物が全て１００円です。ホームレス 

の方々には無料で提供します。今回の場所は初めて使う所なので、色々と 

大変なようでした。コンサートは歌あり、踊りありで、ノンクリスチャン 

のバンドも出ました。ソーキそばがとても美味しく３杯も食べてしまいま 

した。最後は賛美主ハレルヤを主に捧げ PM６時１日目を終了しました。 

２０日(日)１０時半 金武バプテスト教会礼拝奉仕。礼拝ではゴスペルシンガーの神山みささんとジョ 

右神山みささん・横田盛永先生。左・聖子先生。イントです。私のメッセージの後に神山みささんがオリジナル

賛美を歌ってくださり、心温まる賛美に皆も感動でした。私も

初めてお会いする事が出来て感謝！主任牧師の横田盛永先生

とも十数年ぶりにお会いすることが出来て感謝です。聖子先生

は一緒に祈りあった友です。年月が過ぎても再開が出来、一緒

に主を褒め称えることが出来ることは喜びです。主は正しく歩 

む者に祝福をくださいます。礼拝後に聖子先生に幸せコンサート会場まで送ってもらいました。 

幸せコンサートは更に風が強くて大変です。屋台の方も無料で提供して下さり、ソーキそばをおかわり 



して食べました。多くの方が参加し無事幸せコンサート終了しました。主に栄光です！！！ 

２１日(月)１１時から１２時 FM コザ「親分はイエス様」生放送に出演しました。 

左ケンちゃん右シンちゃん    凄いタイトルです。司会をしているケンちゃんシンちゃん実は元薬 

中です。そんな二人がラジオで親分はイエス様と伝えている。こん 

な嬉しいことはありません。放送ではゲストに会話も丸投げです。 

実は「親分はイエス様」のキャッチコピーは私がつけました。 

シンちゃんケンちゃんも少しビビりながら,勝手に番組のタイトル 

にしてすみません。私は言いました。イエス様の名前に著作権はあ 

りません。全世界の救い主です遠慮しないで語ってください！！！ 

今回の沖縄伝道で一番感じたことはやはり祈りです。導かれた教会は熱心に祈る教会ばかりです。 

世話をしてくれた西銘氏も奉仕をお願いした時に即決で返事をしてくれた教会だけと言いました。 

来年は一ヶ月沖縄を巡回することが決まりました。全ては主の栄光の為に働きたいです。              

１０月２６日から第７回ヨナ祈祷聖会のために韓国に行きます。 

２７日(日)古くからの友人で今は伝道者として世界中を飛び回っている、ダニエル金牧師が教会の奉仕 

ダニエル金とご両親       で呼ばれていると聞き会いに行きます。韓国教会なので全部韓国語でした 

が、不思議です。通訳はなかったのですが主の恵の中で少しですが聞き取 

ることが出来ました。夜は一緒にダニエル金牧師のご両親と一緒に食事が 

出来ました。約２０年前、一緒に四国十字架行進をします。その時は１４ 

歳の少年でした。その後はアメリカに渡り士官学校を出てチャプレンまで 

なりました。素晴らしい主の器です。またの再会を約束しました。これか 

らも伝道のために更に用いられますように心からお祈り致します。                     

ヨナ祈祷会は、２００８年韓国人の牧師が日本の霊的悔い改めとリバイバルを願う人々が１つに集まり

祈ること。日本宣教前進の為の祈祷運動を行うことと題して始まりました。 

第３回目の時に講師としてメッセージをさせて頂き、なぜかスタッフになっていました・・・笑 

蓮洞教会                         ２９日(火)～３１日(木)蓮洞（ヨンド 

ン）教会を会場に聖会が開かれました。 

今回の開催では色々な妨害もありま 

した。また蓮洞教会の改修が大幅に遅 

れ、各施設や音響も使えなく、最後ま 

で目を離せない状況でした。日本から 

は４０名、その内教職者が２１名。 

１５教会が参加しました。聖会も主の恵の中に過ごす事が出来、歴史施設、

西大門刑務所等を訪問する事も出来ました。最後の聖会７ではメッセージ

をさせて頂きました。三中先生とは今回で２回目ですが本当に素晴らしい 

              通訳をしていただき主の力が上から注がれ大胆に語る事が 

出来ました。途中で妻も一緒に証をする事が出来ました。最

後の祈りの時は涙が出てきました。金沢で牧会している岡田

牧師も参加して下さり、本当に恵まれた聖会と言ってくれま

した。日本と韓国そして在日の方々が祝福され守られますよ

うに祈ります。第８回は日本で開催する事が決まっています。

是非ヨナ祈祷聖会にご参加ください。そして主の前に共にリ

バイバルの為に祈り合いたいです。ハレルヤ！！！                                                       



11 月５日(火)～11 月１９日タイ・チェンライに行きます。 

今回のタイは結婚式です。2年前、聖書の録音の為に４人でタイ・チェンライに行きました。 

その内の一人、下平さんにアカ族のプランちゃんを紹介しました。二人の愛はここから始まります。 

私が知らない間に何度もチェンライに行き、愛を温めていました。そして今年 11 月７日プランちゃん

の故郷トムパオ村で婚約式をします。実家は車が登れないくらいの坂道です。平山先生を始め、日本か

らもお祝いのため駆けつけています。私達は下平さんの親代わりとして出席します。民族衣装が何とも

言えないくらい文化の違いを感じます。約５０名集まり６時頃から式が進められていきます。 

プランちゃんの家からの景色     アカ族婚約式の服装     全部アカ語です。クリスチャン 

の式ですので祈り賛美があり 

ます。式後は皆で食事です。帰 

る頃にはもう真っ暗で、登って 

きた坂道を下りながら空を見 

たら一面に星空が広がってい 

ます。あまりの美しさに心が洗 

われるような思いがしました。でも坂道は怖かったです。 

９日(土)エーオーシャーレストランで１０時から結婚式です。香港の平山先生の奏楽に合わせて、入場

する式の様子        すが、プランちゃんのご両親 

                                                                  がプランちゃんを両側で支

え、その後ろに花を持った女

の子二人が続き、その後ろに

私と妻が続き、友人、牧師と

続きます。ステージ設けられ

た椅子に私達はご両親と一 

緒に席に着きます。２００８年に平山先生がチェンライに教会 

を作っているので初めて来ました。それから毎年のようにチェンライに来ていますが、まさか平山先生

の奏楽の元で、親代わりとしてバージンロードを歩くなんて夢にも思っていませんでした。 

１１日(月)チェンライの市役所に婚姻届を出しに行くので一緒に行きました。プランちゃんとも市役所

無事結婚証明書を頂きました。 で合流です。下平さんも一度行ったことがあるので分かっているはずです。 

下平さん「ここが市役所ですよね」私達は知るわけがありません。入って

いくと警備が厳しく雰囲気が違います。よく聞いたらそこは裁判所でした。 

隣が市役所で、無事婚姻届を出して証明書をいただきました。手続きが

遅く２時間も待たされ、私達夫婦と友人の小原さんも一緒に市役所に来

なくても良かったんじゃないのとつぶやきました・・・笑 

これからのお二人の歩の上に主の祝福が豊かにあり、どんな時も主に祈り会うことが出来ますように心 

バナナを渡している妻        象に乗ってる小原氏     からお祈り致します。 

今回のチェンライはゆっくりとさ

せて頂きました。１頭、２００バ

ーツ(６００円)で象に乗った時は

妻が子供のように喜びます。知り

合いのお店のコーヒーを毎日飲み

に行き、食事はナイトバザールで 



鍋です。またタイ人の教会で礼拝を守る事も出来ました。主に感謝捧げます。 

11月 23日午後 3時に電話がありました。ノルウエーの経済新聞の方からです。 

左エスキル・カメラマンのトム   中央パトリック・左上、遠藤氏 取材をしたいのですが・・・。

時間がないので夕方の 6時に我

が家に来るとのこと。 

もちろんＯＫをしました。我が

家での取材が始まります。通訳

も入れて 4人が来て、カメラマ

ンのマイクは戦場カメラマン 

でガダフィー大佐の最後の写真を撮った方です。二人は一週間の予定で日本に来たのですが、井上に会

いたいと言い、水曜日に着いて、土曜日に私と会うことが出来ました。通訳のパトリックは一緒に来た

メンバーとも初めて会い、連絡をくれた遠藤氏は前日にカメラマンとジャーナリストに会ったばかりで

す。不思議な感じで取材と写真が撮られていきます。気が付いたら 3 時間以上交わりをしていました。

12月のクリスマスに記事を載せるといいました。取材を終えて駅まで送ります。帰った後、妻と今日の

この出来事はなんだろうと。主の不思議な計画を覚えます。今から 12 年前の 11 月 18 日に香港のポス

トマガジンに一面で私を紹介してくれたことがありました。ました。主がして下さる大いなる導きに心

ワクワクドキドキです。小さい石を主が持ち運んでくださいます。感謝！                 

１２月奉仕予定 

１２月４日（木）車にて九州移動  

１２月７日（土）     宮崎刑務所クリスマス会 

   ８日（日）１４時  綾バプテスト教会 

  １０日（月）     松木宅家庭集会 宮崎 

  １２日（木）１３時半 講演座談会 本郷母親の会 宮崎 

  １３日（金）１９時半 講演座談会 本郷母親の会 宮崎  

  １５日（日）１０時半 宮崎希望教会礼拝 

  １８日（水）１９時  熊本芦北、田中家家庭集会 

  ２０日（金）１８時半 宮崎希望教会中高生クリスマス会 

  ２２日（日）１０時半 礼拝・延岡グレースチャーチ １８時クリスマス集会 

  ２４日（火）     福岡ベタニアチャーチクリスマス会予定 

  ２９日（日）８時半  名古屋 アッセンブリー教会英語礼拝 

  ３０日（月）～１月３日（金）愛知県パトモス断食祈祷 

今年もあと一ヶ月となりました。１２月は最高の伝道の月です。牧師先生、皆様方の教会並びに各集会

が祝福されますように心からお祈り致します。私達も主に従い福音を伝えに歩みます。九州は車での移

動になります。あらゆる自己災いから守られ、また全ての必要が備えられますようどうぞ覚えてお祈り

くださいますよう宜しくお願いいたします。主に感謝致します。      

 

. 

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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