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２０１４年１月１９日(日) 

香港チャーチオンザロック 

                                   祝・２０周年記念礼拝 

                                   

それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることが 

できよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土

台としているからである。   マタイ福音書７章２４節～２５節 

主に感謝捧げます。２０１４年１月１８日にチャーチオンザロック教会２０周年記念礼拝のため香港へと

向かいます。約２年半ぶりの香港訪問です。今回のチャーチオンザロック教会２０周年には、新川先生ご

礼拝賛美が始まります。    夫妻、竹内先生ご夫妻、そして私達夫婦が招かれました。何年もの間、 

無牧で頑張ってきた教会です。私も何度かこさせていただきました。 

その中でも一番の思い出は洗礼式です。初めてだったのでものすごい緊 

張をしました。１９日(日)記念礼拝は約５０名が集います。香港人の方 

も増えて初めて会う方もいます。礼拝は各先生ご夫妻で証をします。 

実はこの１９日の朝に不思議な夢を見ました。白い衣を着た御使いが私

子供達のトランペット演奏      たち夫婦を導きながら、聖書のマルタとマリヤの箇所を詳しく解き明か 

してくれるのです。主は答えて言われた、「マルタよ、マルタよ、あな 

たは多くのことに心配って思いわずらっている。しかし、無くてならぬ 

ものは多くはない。いや、一つだけである。マリヤはその良い方を選ん 

だのだ。そしてそれは、彼女から取り去ってはならないものである」。  

ルカ福音書３９節～４１節 

この説き明かしの後に、「マタイ７章を読みなさい。もっと詳しいことが

解ります。」そう言って御使いが天に上っていきました。私は目を覚ましましたが、まだその余韻が残って

います。私はマタイ７章を開いて読みました。岩の上の教会のことが書いてありました。チャーチオンザ

ロックがどんな時でも主に従い、いつも良い方を選んで来ました。そして主によって建てられた教会です。

新田家 ケンケン      佐野さん        左・荒井さん   右･ホンさん、前･細川さん 

 

      

 

 

記念礼拝で主がお与え下さった、御言葉を共に分かち合う事が出来ました。主の恵みに感謝致します。 

約一週間の滞在でしたが、新田家と食事、佐野さん荒井さんと食事、ホンさん宅訪問食事。 



教子ちゃん家族       凘波先生ご夫妻   教子ちゃんハル・ヒロと交わり、凘波先生ご夫妻と 

食事、平山先生とも食事が出来ました。いっぱいご馳 

走になりました。また２２日(水)はチャーチオンザロ 

ック教会で午前と午後に奉仕をさせて頂きました。 

今は野木先生が協力牧師として奉仕をしています。 

これからも益々主に祝され用いられますように心からお祈りを捧げます。主に栄光です。 

１月３１日(金)写真家のホセさん宅で証の録音。録音担当のピーターさんはノンクリスチャンです。 

ホセさん家族･アイリさん･ピーターさん ユーチューブで英語字幕付きで証を色々な国の方に知っていただ 

くためです。この出会いはアイリさんの紹介です。通訳もしてくれ 

て、本当に助かっています。またアイリさんはダンサーでもあり、 

世界中を回っています。是非皆様方の教会で用いて下さい。 

また良い映像が出来ますよう、また妨げられることがありませんよ

うにお祈りお願いいたします。乞うご期待ください。 

２月１日(土)～１２日(水)秋田伝道に行きました。 

昨年の教会前       今年の教会前        今年の秋田は昨年とは違い雪が少なかっ 

たです。秋田に初めて来てから１８年が経 

ちました。いつも変わらない愛を持って迎 

えてくださる秋田キリスト教会、中野渡先

生ご夫妻に本当に感謝です。 

もちろん先生に頼まれれば「ハイ」しかあ 

りません。２月２日(日)秋田キリスト教会朝７時の礼拝からメッセージをします。最近示されている光に

ついて語りました。少し休んで１０時半からメッセージです。主の喜びを持って語れることは本当に感謝

です。夜７時から礼拝メッセージです。３名が来てくれました。人数が少なくても大胆に語ります。また

今日は聖餐式を３回もいただき、大いなる主の恵みに感謝いたしました。 

５日(水)秋田キリスト教会にて夜７時から祈祷会です。賛美が満ち主の祝福の中に語ることが出来ました。 

７日(金)秋田キリスト教会にて夜７時から祈祷会です。毎回祈祷会には 30名くらい参加します。祈りと賛

美が本当に満ちています。何よりも中野渡先生が主の前に膝をかがめ祈りを持って建てられた教会です。 

９日(日)秋田キリスト教会にて先週と同じように朝７時の礼拝、１０時半の礼拝で「主のご計画」と題し

ニホンカモシカ       てメッセージをさせて頂きました。１０時半の礼拝前には教会横にニホン 

                            カモシカが出てきて思わず目と目が会い写真を撮りました。凄いです！ 

３回目は車で浅野伝道師家族と共に一時間以上かかり秋田キリスト教会の

支教会、象潟教会で２時から礼拝メッセージをしました。象潟には２年ぶ

りくらいで来ました。象潟にも思い出があります。 

中野渡先生ご夫妻        象潟教会が出来て看板を付けた日メッセージを語らせて頂きました。 

メッセージ中に父が天に帰りました。 

主の不思議なご計画を深く思います。もちろん教会でのメッセージも

大胆に語りました。ハレルヤです！ 

礼拝を終えて秋田に戻り、夜７時から秋田キリスト教会夕礼拝で４回

目のメッセージを語らせていただきました。韓国についで一日４回は

今年に入って２回目です。主に感謝します。こうして名もない小さな 

者を使ってくださること本当に喜びです。「生きるのも主の為に死ぬことも主の為に」と心から思います。 

秋田の奉仕後は先生ご夫妻が宿をとって下さり、ゆっくりと休むことが出来ました。 



１４日から降り出した雪がどんどん積もっていきます。夜中から雨に変わると言っていたのですが変わり

ません。ほとんど寝ないで雪の情報を見ていきます。朝６時にマンションの玄関を開けたら、一面銀世界。 

階段も滑り台のように段差がありません。３０センチは積もっています。近くの電車は止まりタクシーも

ありません。７時頃友人に電話します、会社の車がスタッドレスと聞き、返事を待ちます。会社の寮から

電話あり、行ってあげたいけど雪が深すぎて車が出せません。中国行きを諦めるしかないのか、妻は「大

丈夫行けるよ」現実を見ていないのか、どうやって行くのか何も考えていません。友人の真島社長に電話

します。「行ってあげるよ」私達はすぐ出る用意をします。真島社長から電話があり、坂道が上れないから

別の道で行きます。私達はスーツケースを持ってぐちゃぐちゃになった道路を歩き待ち合わせの坂の上ま

上海イエラエ                    で行きました。所沢の駅まで送って頂き電車に 

                          乗りますが、前がつかえていて電車が動きませ 

ん。何度も止まりながらの運転で池袋まで１時 

間以上かかりました。今度は日暮里に着いたら 

スカイライナーが満席。特急が１０分後にあっ 

たので乗ります。成田空港に１時間前に着くこ 

とが出来ました。出発ゲートに立っている時思 

いましたこれは奇跡だ。朝の大雪の状況の中で 

今ここにいるのが奇跡だ。主の栄光です。 

上海空港には林兄が迎えに来て下さいました。中国は約２年半ぶりです。 

１６日(日)９時半から CS でメッセージ。１０時半聖日礼拝でメッセージをします。聖餐式も執り行うこと

が出来ました。私が一番最初に聖餐式をさせて頂いたのは上海イエラエです。礼拝も沢山の方が来てくれ

ました。これからのイエラエの歩みの上に主の祝福を心からお祈りいたします。主に感謝します。 

１３時半メンズの交わりですが、女性の方も参加してくれました。夜も有志によるお交わりに感謝でした。 

１７日(月)１１時から相川姉宅で上海婦人会がありました。初めてお会いする方もいて感謝でした。 

上海婦人会        最初に食事をしてから御言葉と交わりをしました。3 時間があっと言う間に 

過ぎます。この日は北京に移動なので、別れを惜しみながら 3 時に空港に向 

機内食       かいました。１８時発、北京２０時半着。工藤先生 

が迎えに来て下さいました。初めてお会いする工藤 

先生は体が大きくいつもニコニコしています。高校 

生の時は野球をやっていました。 

それと工藤先生の奥様は韓国人でパク・ジョンファ

先生です。中国の地で用いられていることを主に感謝捧げます。 

ホテルに着いてエレベーターで上り廊下に出たら何か見覚えがあります。何と１７年くらい前に学生募集

で北京に来た時に泊まったホテルで、周りがあまりにも変わったので気づきませんでした。 

今回の北京は６年ぶり、主が素晴らしい時を導いてくださることを心から期待して眠りにつきました。 

１８日(火)１０時 BICF(北京・インターナショナル・フェローシップ)日本語礼拝の会堂で婦人会です。 

この集会にも初めての方が来てくださって本当に感謝です。私は今まで北京に何度も来ましたが、 

   北京 婦人会にて           四川料理店の前で     日本人教会があることを知

りませんでした。共に信仰

者として中国の地で頑張

っている方々とお会い出

来た事は本当に嬉しかっ

たです。全ての出会いは主 



が備えて下さいます。ハレルヤです。 

１８時半 BICF 特別集会です。学生たちが中心に行われました。真剣な眼差しで聞いてくれます。 

また、初めて教会の集会に参加してくれた学生もいて主に感謝でした。 

夜の集会で               食事は持ち寄りで楽しい雰囲気の中 10 時ころまで色々なお

話をしました。福音は本当に力があります。 

これからの時代の中で子供たちが一番良いお方、イエス様と

出会ってほしいです。 

１９日(水)BICF のスタッフミーティング各国の方々が共に

集まります。このミーテイングの後にそれぞれが遣わされた所に出かけます。通訳も入るので短い証でし

工藤先生と         たが本当に感謝です。通訳は工藤先生が英語でして下さいました。 

その後は牧師会で質疑応答がありました。 

やはり宣教の難しさとか聞かれました。私は「中国では中国の父と言われ

る方が福音伝道に入っていきました。でもその方の時は誰ひとりとして救

われなかったのです。でもその方の蒔いた種は今では多くの実を結んでい

ます。私は伝道が難しいと言う言葉はあまり好きではありません。私の時

でなくてもいつか必ず主が豊かに実を結んでくださることを信じていま 

す。」と語りました。種を撒かなければ実はなりません。福音の種を持って出かけましょう！！！ 

ロニー牧師と        また主は不思議なことをしてくださいました。何と私にそっくりな牧師と

会いました。名前はロニーでインドネシア人です。私も会った途端に似て

いると思いました。１０歳下ですが体型、髪の毛のちょぼちょぼ具合に、

メガネとヒゲ本当にビックリです。是非日曜の礼拝でメッセージと言われ

ましたが、上海に戻るので今回はダメでしたが、９月に開かれましたので

その時は是非行って共に礼拝をしたいです。ハレルヤ！！！ 

午後はワンフーチンに行きます。とても天気が良く青空の中、工藤先生と由佳さんでブラブラしました。 

夜は働き人と夕食をしながら懇談会をもちました。主のお守りがありますようにお祈り致します。 

２０日(木)８時に北京発で上海に向かいます。上海に着いてから、列車で無錫に行きます。 

工藤先生と林由佳さん    林さんのご主人の会社を訪問し、数人の方に証をしました。それから天野

さん宅に寄り交わりをして、上海に戻ります。ホテルにチェックインした

ら１０時になっていました。主が持ち運んで下さいます。 

２１日(金)１１時に釜山経由で帰国しました。あっと言う間の１週間でした

が内容がとても濃かったです。今回の中国イエラエのご奉仕の他は、林さ

んご夫妻が捧げて下さり、奥様の由佳さんは上海・北京・無錫と一緒に行

動してくれました。主の祝福を心からお祈りいたします。 

追伸 林さんのお兄さんの奥さんは工藤先生のお姉さんでした・・・！ 

３月９日(日)厚木キリスト教会礼拝メッセージと午後１時から伝道集会です。 

今回の出会いは、石塚孝先生の奥様、まどか先生と２年前に祈

祷院でお会いしました。その時、今度教会にと言われましたが、

昨年は予定が合わなくて今回に至ったのです。 

礼拝と伝道集会で１００名以上が来て下さり主の救いの御業に

多くの方が感動してくださいました。主に感謝致します。 

また教会にはホセさんピーターさんアイリさんが来て私達の証

のドキュメントビデオの撮影も行われました。感謝です。 



３月１３日(木)私達の為にいつもお祈りとご支援をしてくださっている久住さん宅を訪問しました。 

久住さんのお父さんは中国から

引きあげた後、北海道の小樽で

開拓しました。私も小樽で洗礼

を受けましたので、不思議な導

きを感じます。久住さんは９０

歳ですが、祈りの言葉に主の力

強さを感じました。 

更に主にお従いする姿勢を見せていただき、私達も更に主に仕えていきたいと願いました。 

３月２０日(木)～４月２日(水)タイにあるチェンマイ・チェンライ訪問。 

ラフ族のダイエーさんが行っている、メタム寮の子供達の支援の為の訪問です。 

２２日にチェンマイに入り、野尻先生から夕食を頂きました。日本食のお店ですが、社長も私と同じ過去

を持った方で、チェンマイに行くと顔を出しに行きます。 

２３日(日)チェンマイにある日本語キリスト教会にて礼拝メッセージをさせて頂きました。 

チェンマイ日本語キリスト教会    今のタイは一番暑い季節なので、日本に帰国している

方が多いので礼拝は２０名位でした。 

                  でも人数が多くても少なくても関係ありません。 

                  いつでも何処でも大胆に語ります。 

                  共に主を礼拝できることは本当に喜びです。 

                  礼拝後はシオンハウスでビデオ撮りをしました。 

チェンマイ滞在はシオンハウスで宿泊です。 

                  名辺谷さんが借りている一軒家ですが、庭も広くて素 

シオンハウス          左、梶原さん・木村さん    晴らしい所です。シオンハウスは、 

「クリスチャンのご年配の方々の憩 

いの場として、お互いが老後を助け 

合い共に歩めるため」との願いがあ 

ります。また隣には高田さんご夫妻 

がいます。交わりをさせて頂き楽し 

かったです。２５日は森田サムエル 

名辺谷さん         高田さんご夫妻     さんとチャチャちゃんと合います。 

森田さんの奥さんが目の水晶体がず

れてしまい今回は一緒に食事は出来

ませんでしたが、主にお祈りをする事

が出来て感謝でした。 

                              ２６日(水)野尻先生がバスターミナル

まで見送りに来て下さいました。 

森田さんとチャチャちゃん          野尻先生と     チェンマイでの主の導きと楽しい

お交わりに感謝してチェンライ

に向かいました。 

                                チェンマイからチェンライは３時 

間かかります。   

                                 また来年訪問したいです！！！ 



３０日(日)ラフ族バン・ロチョ村１１時礼拝ですが１１時半に始まりました。ダイエーさんとはもう何回

バン・ロチョ村教会                も一緒に集会しているので息もぴったりです。 

                         またこの教会の牧師はダイエーさんの弟です。 

教会は標高１２００ｍの所にあり、バンは村、 

ロチョは強い龍という意味があります。礼拝には 

８０名位集いました。ダイエーさんの兄弟は１０ 

人兄弟で男と女５人ずつです。礼拝は一時間で終

わりましたが、この日は最高に気温が上がり３５度はあります。湿度が低かったので少しは助かりました。 

PM２時前に村を後にして、次のメパレ村に行きます。メパレ村は低地にあり、野菜畑という意味です。 

メタム村教会        気温はドンドンあがっていきます。４時の礼

拝まで一時間ある。ジッとしていても暑く日

陰もほとんど気温が変わりません。じっとこ

らえるだけです。ここで帰ったらもう２度と

来られないかもしれません。４時になり礼拝

が始まります。この村では４回の礼拝がある

と聞きました。３０分ダイエーさんの通訳で 

思いっきり語りました。５時になっても礼拝が終わりません。私が来てくれたので、各チームが特別賛美

平山宣教師家族        ダイエーさん      をしてくださいました。何と２時間以上の礼 

拝でした。フラフラでした。感謝です。 

                             今回のタイの奉仕は全て終了です。来年も山

を回る予定です。貧しい地域の伝道は本当に

捧げなくてはいけません。今回もわずかです

が捧げることができました。全ての必要は主

がお与えくださいます。 

平山宣教師がチェンライで日本語教会をスタートしました。また一緒に食事もできて感謝でした。 

今、私達の証のドキュメントビデオを撮影中です。写真家のホセ氏と映像カメラマンのピーター氏、 

通訳のアイリさんが、全世界に福音を届けたいと願い製作中です。３名の方を覚えてお祈りください。 

祈りの課題                              撮影風景です。  

４月１３日(日) 大阪グレース教会礼拝                  左 ピーター氏 

  １４日(月) 大阪拘置所面会                     下 ホセ氏 

  １９日(土) マーチフォージーザス名古屋 

  ２０日(日) 名古屋神召キリスト教会英語部礼拝                右 アイリさん  

  ２３日(水) 山形刑務所 

  ２４日(木)～秋田伝道  

６月２２日(日) ろうあ者キリスト教会礼拝 

７月初旬～８月末  北海道伝道旅行 

７月２４日～３１日秋田キリスト教会 キャンプ 

3 月のタイ・チェンマイ日本語キリスト教会の礼拝の様子や 

野尻先生のメッセージと私の証が入っています。是非見てください！ 

http://www.youtube.com/watch?v=056mLaqKTY4 

スモールストーン・ミニストリー              E-mail    Inouekaoru777@yahoo.co.jp  

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

http://www.youtube.com/watch?v=056mLaqKTY4
mailto:Inouekaoru777@yahoo.co.jp

