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新年明けましておめでとうございます。主の恵みの中で昨年も福音の種を蒔き、また刈り取りの恵にも預かる事

が出来ました。今回のニュースレターは昨年と新しい年の伝道報告を掲載します。主に感謝捧げます。 
宮崎刑務所     ２０１３年１２月４日～２５日まで九州伝道に行ってきまし

た。１４年目になる九州伝道は毎回、飛行機で移動でしたが、

何と今回は車で行きました。１２月４日埼玉を出発。 

車のメーターは４７３６０キロです。 

神戸と福岡で一泊ずつして６日に宮崎に入りました。左の写

真は宮崎刑務所の教誨師の先生と教会の方々です。 

７日（土）９時半～１０時半。宮崎刑務所クリスマス会。今

回で２回目の訪問です。３２名の受刑者の方が参加してくれました。教誨師としては語れないことも多く

ありますが、クリスマス会には大胆に語ることが出来ます。前回も神園先生が思いっきり語ってください

と言ってくれたので、もちろん今回も大胆に語ります。多くの方が涙を流し、福音を聞いてくれました。

統括責任者の Aさんが「今回も話を聞いて涙が出てきました」と言って、また涙を拭いていました。主の

福音には本当に力があります。イエス様に感謝捧げます。 

８日（日）１４時・綾バプテスト教会伝道集会。神園先生は教誨師をしています。集会にはチラシを見た

神園先生ご家族  方や初めての方も多く来て下さり、約５０名になりました。綾は自然豊か 

な所で酒蔵もあります。集会も主が祝福してくださいました。「集会に来て 

良かった。」「集会を教えてくれてありがとう。」涙を流しながら帰って行く 

方等、主が与えてくださる恵みは心に感動があります。 

              神園先生は綾の地で郷里伝道をしています。これからも更に用いられ、 

また教誨師の働きが祝され守られますように心からお祈り致します。 

１０日（火）松木宅家庭集会 １０時半～１４時。宮崎希望ヶ丘教会のメンバーの松木さん宅で、堅苦し

さを無くし自由に語り合います。８人が集い、お菓子やお昼を食べたりし

ながらのんびりと交わりをします。二人の方がノンクリスチャンですが、

楽しい交わりに心も開いてくださいました。これからも更に家庭集会が祝

福されますようにお祈りします。 

右下・松木さん １２日（木）１３時と１３日（金）１９時。宮崎希望ヶ丘教会メンバーの

親が集い、集会所を借りて２回の集会をしました。チラシ案内等を見て二日間で初めての方が２０人来ま

した。その中でも２日間来て下さった Oさんは、二日目の夜にはご家族で参加してくれました。 



語る者も聞く者も共に主の恵みの中にあり、感動で涙を流す方もおりました。O さんは、私にライブハウ

スに行きましょうと誘うのです。初めの日は断りましたが次の日の夜にまた誘ってくるのです。私は少し

迷いましたが、ここまで誘うのはもしかして何かあると思い、一緒にライブハウスに行きました。 

１２月の半ばですので忘年会シーズンです。ライブハウスに１０時頃付きました。中ではフォークソング

本郷母親の会主催 集会   のコンサートがあり、周りの方は結構酔が回って一緒になって歌っていま 

              す。心の中に、ここは私の来る所ではない私は帰りたいと思いました。そ

の内にコンサートも終わり、お客さんが２曲ずつ歌い始めました。一人が

歌い、次に０さんが歌い、店のマスターが是非歌ってくださいと言われ、

ステージに立ちました。少し証をします。「私は元ヤクザでした」気持ちよ

く飲んでいた方々の手が止まりました。「でも今は牧師をしています。」 

皆さんはほっとします。指が無くてもギターは弾けますと言ったら、みんな写メで指の方ばかりを撮って 

います。オリジナル２曲を思いっきり歌いました。帰る時はマスターが宮崎に来た時はまた来て下さい。 

講演会の時は是非話を聞きたいと言って、外まで見送ってくれました。妻が言いました。「お店に行ったら 

２曲歌えるし、いい伝道になるね」私は帰りたい気持ちになったことを主に悔い改めました。 

「全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。」伝道者はいつでもどこでも福音を伝えます。 

１５日（日）１０時半 宮崎希望ヶ丘教会礼拝 主に感謝します。メッセージも楽しく語ることが出来、 

アンナちゃんと        田中さん宅家庭集会    新しく来てくれた子供達も喜んでくれまし 

た。礼拝には香港で会った時中学生だった

アンナちゃんが来てくれて、今は大学生に

なり、年月が経つのが早くて驚きました。

１８日（水）１９時から熊本県芦北の田中

さん宅で家庭集会です。いつも沢山の料理 

人吉ともしび聖書教会クリスマス会        でもてなして下さいます。集会も一緒に賛美し、楽しい雰

囲気の中で主を共に崇めました。田中さん宅の賛美はいつ

も主の深い恵みの中にあります。またぜひ来てくださいと

言われました。ハレルヤです！！！ 

  １９日（木）１９日（木）１４時古島さん宅で家庭集会。急に決まりま 

したが、主の導きに感謝します。九州伝道が始まった頃に 

来た事がありますので、数十年ぶりです。人吉ともしび教

会の井上先生を中心に分かち合いをしました。夜はともしび教会でクリスマス会です。熊本の中村先生の

メッセージで楽しい一時を過ごす事が出来ました。ほとんどがノンクリスチャンですので主に感謝です。

救われる魂が起こされます様にお祈りします。 

２０日（金）の中高生クリスマス会です。２１名が参加し、初めてお会いした子もいて感謝です。主が宮 

希望ヶ丘教会中高生クリスマス会       崎にまた導いてくださった事本当に感謝でした。宮崎希望教会が更に

用いられますように心からお祈り致します。 

FM 延岡           ２１日（土）宮崎県延岡市に行き

ます。２２日に行う礼拝と集会案

内のために FM 延岡にグレースチ

ャーチの甲斐先生と一緒に行き、

ラジオ番組でお知らせをしました。 

２２日（日）１０時半 延岡グレースチャーチ礼拝。今回のグレースチャーチの出会いは、フェースブッ

クで友人のナスさんを通して与えられました。新会堂が出来た事を知り、昨年５月九州に来たので見に行

きました。その週の礼拝後にクリスマス会の講師を決める話し合いがあり私達の奉仕が決まりました。主

に感謝です。礼拝には５０名が集います。祝福が多い時はメッセージをする時も戦いがあります。礼拝後



は少し休んで夜に備えます。７時クリスマス集会が始まります。教会では１００名が集うようにお祈りし

ていました。主に感謝します。１００名以上が来て下さいました。ハンドベルに賛美がまた良かった！私

も妻も大胆に語りました。多くの方が涙し主の救いの証に感動してくださいました。 

            延岡グレースチャーチ グレースチャーチの甲斐先生は何故か他人とは思えませ

んいつもジョークで喜ばし笑いが絶えません。先生を見

ていると私も心がウキウキしてきます。今回の奉仕はこ

の延岡で終わりでした。九州に蒔かれた種も多くの実を 

      田崎先生ご夫妻   できますように心から主に 

お祈り致します。 

主は集会の他に訪問や証の

時を備えて下さいました。 

延岡東海教会の田崎先生。 

城尾先生            高森キリスト教会  宮崎日之影町の城尾先生。高森キリスト教会、

前原先生。熊本に新しく開拓した、森都バプテ

スト教会、徳地先生。熊本人吉では松崎先生を

中心にノンクリスチャンの方々と食事会があ

りました。九州伝道の初日と出る日に行った美 

味しい天ぷらのお店「天ひろ」芳司さんご夫妻。またミッションバラバの写真を大型バスに大きく描いた 

徳地先生ご家族  天ひろ・芳司さんご夫妻             鹿児島の岩塚社長。 

                                    そして今回も長期ホーム

ステイさせていただいた

宮崎の阿彦家。福岡の水

田姉にもお会いできたの 

右上、松崎先生とも主に感謝です。 

鹿児島岩塚社長と岩塚社長         阿彦ファミリー 今年も九州伝道がもうすでに開かれてい 

ます。主に全てをお委ねします。小さい 

石が主によって持ち運ばれ、あなたがた 

が叫ばないならこの石が叫ぶ。福音を大 

胆に語り、命の主に出会う方々が起こさ 

れます様に心からお祈り致します。 

                                   ２５日（水）九州を後にして広島に向かいます。夜７時に澤村先生

宅に到着します。ルカ君と初めてご対面です・・・可愛い！！！ 

澤村先生ご家族  小林先生ご夫妻と       ハイズカさんご夫妻 先生宅で食事を頂き、

呉まで車を走らせ、

呉平安教会の小林先

生ご夫妻を訪ねます。

澤村先生、小林先生 

ご夫妻とは母教会が一緒です。３０分くらいの交わりの中、夜１０時半に兵庫県に 

向かいました。２６日（木）朝８時に加古川のハイズカさんご夫妻とお会 

陵真シェフ    いし、朝食を一緒に食べ、雨の中でしたが大阪から名古屋までの高速乗り 

場まで案内して下さいました。今度はゆっくりお会いしたいです。 

１６時に名古屋に到着し、今夜はホテルに泊まります。 

夜は妻とBar Espana 友人の森塚陵真がシェフを勤めるスペイン料理のお

店に行きます。ゆっくりとした時間を過ごし料理を堪能しました。 



２７日（金）妻の友人、河村さんに会い、クリスマスに 

洗礼を受けた大地くんと一緒に昼食をいただきました。夜 

は名古屋アッセンブリー教会、英語部のゲリー牧師と一緒 

に祈祷会に出席します。いつも愛を持って支えてくださる 

ゲリー牧師＆キャロル牧師に本当に感謝しています。 

29 日（日）２０１３年最後の礼拝を名古屋アッセンブリ

ー英語部で８時半からメッセージです。 

教会の方々の国は様々ですがいつも家族のように接して 

アッセンブリー英語部夜の祈祷会で     下さいます。メッセージも大胆に語ることが出来ました。

その後のサンデースクールでは妻が証をします。主に感謝です。４時からはフィリピンのタガログ語の礼

拝でメッセージ。もちろん通訳が入ります。そして６時からは英語部の祈祷会です。この時間は主の前に

出て賛美し、お祈りを捧げます。恵み深い主の臨在に涙が出てきます。この恵みの御座に入れること心か

ら主に感謝です。２０１３年最後の礼拝も無事守られ主に捧げることが出来ました。 

３０日（月）～２０１４年１月３日（金）愛知県豊田市にあるパトモス（断食センター）に行きます。 

昨年に続き年末年始を祈祷院で過ごせる恵み本当に主に感謝です。２０１３年１月２２日の朝に「聖書を 

パトモスにて        読みなさい」と言われ、３１日の夜１１時半に１３回目の聖書通読を終え 

ることが出来ました。１２回目の時に、香港から連絡が入り２年半ぶりに 

行くことが決まり、また２７日、１３回目の通読中に韓国の少年院が確定 

されました。不思議な主の導きを感じます。 

31 日から本断食に入り主に一年の感謝と新しい年に向けてのお祈りを捧

げます。このパトモスは出来た時から来ています。何度も涙を流し主に祈

り、高速代が無くて、何時間もかけて来たこともありました。 

断食も主の恵みの中でする事が出来ます。12年前の時は結婚の許しを頂くことが出来ました。ハレルヤ！ 

２０１４年１月２日（木）朝９時と夜７時の集会でメッセージをさせて頂きました。祈祷院に来ている方 

左から後藤先生、智子先生     安田先生       はほとんどがノンクリスチャンです。集会 

も自由参加ですが、朝は１０名。 

夜は約２０名の方が参加してくださいまし 

た。主に感謝致します。新しい年明けと共 

に主は使ってくださいました。初めて福音 

に触れ、また主の証を聞いて涙を流す方も 

いました。主に感謝致します。 

聖書を買いたいとスタッフにお願いした方もいました。また後藤先生とも数年ぶりにお会いすることが出

来感謝でした。素晴らしい主にこの新しい年も捧げていきます。１月３日山を下り全ての予定を終えて 

１ヶ月ぶりに我が家に戻りました。車のメーターは５１３８０キロ 

                です。今回の１ヶ月の伝道で約４０００キロを走りました。主が与え

てくださったチイロバ号は福音の為に走っています。新しい年も日本

中を駆け巡ります。「全てに感謝しよう我が主に賛美と喜び持って声高

らかに褒め歌おうハレルヤ。賛美主ハレルヤです。 

２０１４年１月８日～１４日韓国伝道。 

昨年韓国で行われた第７回ヨナ祈祷聖会で賛美リードをしていただい 

たチェ先生から１２月２７日に電話がありました。韓国の８日～１０ 

日少年院のキャンプに来ていただけないか、私は喜んで「行きます」 

と返事をしました。８日にインチョン空港に着き、チェ先生の奥様の 

左からチェ先生、チョン先生御夫妻 光世さんと３男のイデ君と共にチュンチョン（春川）までバスで向か 



います。空港から２時間半、ソウルより北の方にあるのでとても寒いマイナス１０度です。 

夜は７時半からソングァン教会でメッセージをさせて頂きました。集会が終わり交わりをしていく中で、 

以前チュンチョンに来たことを話していたら、長老さんが、「この教会にも１０年以上前に元００ザの人達 

少年院で奉仕をしたスタッフと    が来て集会をしたことがあります。」私は「その中に私も居まし

た・・・笑」教会も新しく建てられたので気が付きませんでし

た。新しい年の初めに主が導いてくださった教会,本当に感謝 

でした。この教会で寝泊りをして、少年院に通います。 

火曜日から始まっているキャンプは超教派で集まり捧げていま

す。少年院の働きも１０年位になり、キャンプは５年になると 

言っていました。スタッフの方々は面会に来ない親たちの代わり

に面会をし、我が子のように関わっています。 

キャンプの時間は９時～１６時頃までです。一緒に賛美、メッセージを聞き、おやつを食べ一緒に過ご 

少年院内で         します。家族関係や愛されたことがない子達に、中での生活で不自由がな

いように、無償の愛で交わりをします。日本の少年院とはまるっきり違い

ました。子供たちもこの時とばかり甘えています。 

９日（木）メッセージをさせて頂きました。みんな真剣に聞き、涙する子

もいました。夜はスタッフの方々にメッセージをしました。 

最終日の１０日（金）初め４８人でしたが３人増えて５１人が洗礼を受け 

ました。今回の表紙に載せた写真がその時のです。主の救いの恵みを共に味わうことができて本当に感謝

でした。土曜日の礼拝でもメッセージをさせて頂きました。主の力が上から注がれます。子供達に言いま

した。「洗礼を受けて神の子として生きるなら、最後まで男として命をかけ主の為に働きたい人は手を上げ

て」一人が小さく手を上げました。メッセージ最後の時もう一度同じ質問をしました。主に感謝捧げます。

７人が大きく手を上げました。その顔は凛々しく力強く輝いていました。チュンチョン少年院には約２０

０名が入っていてキャンプには１２０名が参加しました。主に栄光です。一人の子が手紙をくれて、「ハラ

ボジかっこいい、手紙下さいと」書いてありました。ハラボジは、おじいさんと言う意味でした・・・笑 

イルサンのコーヒーショップ   コーヒーショップ店内 少年院を後にして、チェ先生と一緒にイルサ 

ンに向かいます。夜７時からコーヒーショッ 

プで伝道集会です。作家をしている女性で、

皆が作家と呼んでいるので名前を聞くのを忘

れました。集会には約２０名が集います。                       

妻と一緒に証と賛美を捧げます。 

春川チュヒャン教会    集会後は何と駅の通りに出て路傍伝道です。寒かったですが,内なるものは燃 

えています。１２日（日）私達の１７回目の結婚記念日です。朝７時にホテ 

ルを出て、イルサンからまた約１時間半かけ、チュンチョンに向かいます。 

春川チュヒャン教会９時と１１時の２回のメッセージの時が与えられました。 

イーピョンチョル先生ご夫妻は１月１１日が結婚記念日で、私達と一日違い 

でした。日本の為に熱心に祈りを捧げている教会です。 

イーピョンチョル先生  チェ先生ホンヨセフ先生礼拝後は食事を頂き、３回目の奉仕先に向かいます。 

１４時、春川・愛の教会に行きます。 

ホン・ヨセフ先生は私と同じ位の年齢です。教会はビ

ルの中にあります。ホン先生は日本が嫌いでしたが日

本人クリスチャンの証を聞いて心が変わり、今では日

本に宣教師を送り日本の為に日々祈りを捧げている

と言いました。主に感謝します。主の証は国が違って 



も多くの感動があります。集会後にホン先生が結婚記念日のお祝いとケーキ

を用意してくれました。これからも一緒に伝道の約束をしました。チングー

（親しい友）と呼んでくれました。 

チュンチョンを後にしてソウルに向かいます。４回目の礼拝奉仕、一日で４ 

回は初めてです。チェ先生のシャローム教会でメッセージです。主に感謝し 

ます。普段しない証をさせて頂きました。主の恵みと主の私に対する厳しさに教会の方々も大笑いです。

私も心から喜びが湧き上がり語りました。チェ先生のお子さんが、今まで色々なメッセージや証を聞いた

けど、今日の話が一番解りやすかっと言ってくれました。ハレルヤ主に感謝です＾＾ 

１３日（月）夜７時半 JMF集会。JMFは日本宣教の働きをし、ヨナ祈祷聖会でも一緒に集会をさせて頂

JMF集会                いています。ほとんどの方が顔見知りです。今回の集会 

                               には小樽の母教会に紹介したサミル教会のユリさん夫 

妻とお姉さんのタマエさんも来てくれました。メッセー 

ジは光について語り、最後は皆で共に祈り合いました。 

今回の韓国の集会はこれで終わりました。最後まで通訳 

と運転のご奉仕をしてくださったチェ先生に心から感

謝致します。先生の賛美はとても恵まれます。 

                               チェ先生とは昨年のヨナ祈祷聖会で初めてお話しました。今回チェ先

生は少年院のキャンプで講師を探していたのですが、見つかりません

でした。そして外に目を向けた時に私の顔を思い出し、連絡をくれま

した。主の導きを心から感謝致します。今年は韓国で路傍伝道を計画 

チェ先生と光世さん    しています。「全世界に出て行って福音を伝えなさい」アーメンです！ 

１４日（火）１５時の飛行機なのでどうしても一件行きたいところがありチェ先生にお願いして連れて行

ってもらいました。ダニエル金牧師の喫茶店です。前回オープンの日に日本

に帰ったので出来上がったお店を見たかったのです。主の恵みは本当に凄い

です。何とチェ先生の仲人はダニエル金牧師のご両親でした。金牧師も忙し

い中、お母さんと一緒に来てくれました。全てに感謝致します。 

昨年も主の恵みの中に過ごす事が出来ました。また牧師先生並びに皆様方の多くのお祈りとご支援を心か 

ら感謝致します。新しい年も主にすがりながら、更に福音の種を持って出かけます。 

小さな石を覚えてお祈り下さいますようにお願いいたします。 

１月１８日～２４日香港の報告は３７号でお伝えしていきます。宜しくお願いいたします。 

先生並びに皆様方の祝福と恵み、ご健康とご活躍を心からお祈り致します 

２０１４年、主の救いが更に多くありますように、リバイバルの為にお祈りします。 

 予定 

 ２月１日～１０日 秋田キリスト教会 

  １５日～２１日 中国 

 ３月９日     厚木キリスト教会 

 

 

 

 

 

 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  

http://v-station.tv/smallstone/

