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主の御名を心から賛美致します。 

毎年３月中旬から４月初旬までタイ伝道に行っています。 

帰国した頃は桜が散っていることが多いのです。 

でも今年は主の恵みで東京、大阪、京都、山形、そして秋田と約一ヶ月間桜を満喫しました。感謝です。 

４月１１日大阪に向けて出発です。途中名古屋で一泊して１２日大阪に入りました。 

今回の大阪はグレースチャーチの溝口先生からお話があり、覚せい剤で捕まった I さんとの面会です。 

１３日(日)大阪グレースチャーチで礼拝ご奉仕をさせて頂きました。素晴らしい祈りの教会です。 

溝口先生ご夫妻        溝口先生は１９８０年に「刈り取り伝道」と題して日本中に展開し、

１９８３年から８７年の４年間で洗礼者が４４００名を数えました。

でもその後は、教会も家庭も混乱していきました。溝口先生は当時

の事を振り返って、「人数が増える事が目的で肉的になり、人のアド

バイスを聞くことが出来なかった。本当に傲慢でした。」とお話して

くれました。私は今回初めてお会いしましたが、とても謙遜でこん

な私にも気を使ってくれました。今は祈りの有志も起こされ新しい 

事を主がして下さる事を待ち望んでいます。これからは共に日本に「リバイバル」祈らせて頂きます。 

１４日(月)溝口先生と一緒に教会近くの警察署に I さんを面会に行きました。わずかな時間の中で共に祈る 

事が出来ました。I さんの人生は主の御手の中にあります。どんな人でも主にあってやり直しが出来ます。 

主は、「わたしは、決してあなたを離れずあなたを捨てない」と言われた。へブル人への手紙１３章 5 節 

面会後は京都に向かい金・セジン牧師に会いに行きます。 

金先生はヨナ祈祷聖会で一緒に賛美をしている先生です。日本語を学ぶために家族で来ました。 

     金セジン牧師家族と   韓国料理を食べに行ったら定休日。日本食を一緒に食べて部屋に行

って記念写真を撮り、お祈りして別

れました。これからの日本の生活が

守られますようにお祈りします。 

                               主は新しい出会いをいつも与えてく

ださいます。今回の面会や教会奉仕

も急に決まりましたが、全ては主の 

御手の中にあり、主の時です。感謝です。次の日は素晴らしい天気の中、妻と京都を散策しました。 

京の都も素晴らしいですが、日本が主の都となりますように心からお祈り致します。 

１８日(金)名古屋召神教会、英語部７時からの祈祷会に参加します。 



主の恵みです。聖餐を頂くことが出来、共に祈りを捧げることが出来ました。 

１９日(土)マーチフォージーザス IN 名古屋です。復活祭の前日なので人数が少なかったのですが、主に対 

する熱い思いは変わりま

せん。今回もゲリー牧師が

作った３メートルの十字

架を担ぎました。本当に重

いのです。素晴らしい天気

の中一歩一歩主を思い歩

きました。ブラジル人記者 

から質問がありました。「どうして十字架を担ぐのですか」 

「イエス様が担がれた十字架はこんなもんじゃないです。もっと重かったです。私はそれを背負うことが

出来ませんが、自分が許された者として少しでも十字架を背負って歩みたいからです。」ハレルヤ！！！ 

２０日(日)名古屋神召教会英語部８時半イースター礼拝を捧げました。賛美の中、主の深い臨在がありま

イースター礼拝の中で       す。両端に赤い布を持った女の子が賛美の中で天から下 

                      るように布を降ろしていきます。頭にそっと触れたとき 

涙が頬を伝いました。また何とも言えない深い感動の中 

におかれました。主は蘇りました。あなたのために。 

世界の人のために。そして私のために。 

「主は今生きておられる我が内におられる。全ては主の 

御手にあり。今日も生きよう主がおられる。」 主の恵みの時を過ごして埼玉に戻りました。 

２２日(火)山形に向かいます。秋田の中野渡先生から大阪を回っている頃に電話がありました。「山形刑務

所に面会に行くけど一緒に行きませんか。」「ハイ。行きます。」「連休はどうしているの」「まだ決まってい

ません。」「山形の帰り秋田で奉仕をしてください。」「ハイ。解りました。」その一言で決まり、山形・秋田・

青森を回って来ました。中野渡先生には断れません。怖い顔をして睨むのです・・・笑 

山形刑務所      ２３日(水)山形刑務所に中野渡先生と M さんを面会します。昨年２

月に面会したので一年ぶりです。 

福音を語る中で、M さんはもちろんのこと刑務官の方が涙目で真剣 

に聞いてくれました。中野渡先生は何度も M さんの面会に足を運ん 

でいます。愛を持って主に従う姿は本当に教えられます。 

M さんは５月末には保釈が決まりました。今度会う時は外で会う約

束しました。ハレルヤ主に感謝、主に栄光です。 

山形は桜が満開でした。その景色を見ながら秋田に向かいましたが県境の峠には雪が残っていました。 

２５日(金)PM７時、金曜祈祷会。メッセージをさせて頂きました。秋田に来ると１週間のうち必ず６回は 

秋田キリスト教会  奉仕があります。中野渡先生も私達を信頼し

て教会を任してくれます。本当に感謝です。 

２７日(日) 朝６時に中野渡先生は青森での

礼拝のために出かけたので、秋田は私が担当

しました。礼拝は朝７時・１０時半・夜７時

の３回のメッセージでした。最近夜の礼拝に

も数名が参加しています。今回のメッセージ 

は「十字架」を語りました。主に感謝です。３回目のメッセージは自由に語らせ

て頂き、段々と話がそれていってしまい、修正するのに大変でした。でも主の恵みの中で大胆に語ること

が出来て本当に感謝でした。主の十字架以外に救いはありません。アーメン 



２９日(火)１０時半からバイブルクラスで、妻が証をしました。私も初めて聞く証が多くて感謝でした。 

             私の妻は教会の若い姉妹から牧師婦人になりたいと相談を受けた時、そんな

こと考えない方がいいと反対したそうです。主は不思議です。牧師の妻にな

ることを反対していたのに今は牧師の妻になっています。そして相談に来た

その姉妹も今は牧師婦人になっています・・・感謝！！！ 

             妻のあとは私がショートメッセージを語り賛美を捧げました。 

             妻が初めて証をしたのは１９９７年１月秋田キリスト教会でした。感謝＾＾ 

今回のニュースレターに載せた写真は角館の桜です。１８年間秋田に通っていますが、角館の武家屋敷の

桜は見たこと

がありません。

この機会を逃

したらと思い、

３０日(水)に

出かけます。 

想像以上に広がる桜の景色、武家屋敷に流れるように咲く、しだれ桜が本当に綺麗でした。この綺麗な桜

を見せてくださった主に感謝して教会に戻りました。７時からの祈祷会も大胆にメッセージをさせて頂き 

   中野渡先生ご夫妻         恩寵教会   ました。５月２日(金)夜７時からの祈祷会で 

もメッセージをしました。家族のようにいつ 

も迎えて下さり、支えてくださる中野渡先生、 

そして教会の皆様に本当に感謝です。 

４日(日)は北秋田にある恩寵教会で礼拝メッ

セージです。２年ぶりに来ました。三浦先生

は７０歳ですが、心は熱く燃えています。 

教会内に祈祷所を作り、更に増やしていくと言いました。今度は是非泊まらせていただき祈りを捧げたい

と思います。三浦先生ご夫妻が主に信頼するお姿を見させて頂き、私達も更に主に従いと思いました！ 

６日(火)１０時から秋田キリスト教会にてバイブルクラスで奉仕をします。 

「待ち望む信仰」と題して語ります。私達は続ける事が大事です。何を続けるのか、祈り続ける。信じ続

ける。愛し続ける等、いつも主を信じ待ち望む事が大事です。今回の秋田を通して色々なことを私も学ば

せて頂きました。次は７月 25 日にキャンプのため秋田に行きます。キャンプのテーマは「献身」です。 

子供達が主に信頼して弟子となって仕え歩めるように語ります。今からワクワクしています。 

野澤ファミリ－  建さん家族      １０日(土)野澤ファミリーと上野でランチを頂 

きます。次男の建さんの結婚式で司式をして 

以来なので 2 年ぶりです。楽しい食事の後は 

上野動物園に行きました。建さんの長女、悠 

里ちゃんが可愛くて、何か孫のように感じま 

した。また天気も良くて最高でした。 

右・グレース・ハウス堀井牧師       １１日(日)１０時半グレース・ハウスの礼拝と献堂式に参

加します。堀井先生は弟の卓氏とアークビレッジ、パソコ

ンのソフト開発等の会社を経営しています。私のホームペ

ージやニュースレターも会社の方で管理と印刷もしてくだ

さっています。献堂式には約１００名が集いました。主の

深い臨在に感動しました。また初めてお会いする先生や、

十数年ぶりに再会する先生方に本当に感謝でした。 



６月６日～１７日、香港伝道 

６月１１日香港霊糧堂献堂式 イスラエル大使を中心に祈る ６日(金)１０時に成田を出発します。 

香港は朝からの大雨で到着時間が大

幅に遅れて午後１４時半に到着しま

した。香港はもう何度も来ているので

移動は慣れています。 

宿泊先の香港６１１教会の神学生寮に

荷物を置いて、夜は７時半からヤング

アダルト（大学生中心）集会です。約

２００人が参加します。初日から思い

っきり語ります。通訳の Tinyan 姉妹 

は初めてお会いしましたが、通訳のために私の証を何度も聞いて備えていてくれたので私もすごく語

りやすかったです。７日(土)１２時～１３時日本人学校中学部の小中生バスケットクラブの子供たち 

  通訳の Tinyan 姉      小中生バスケットクラブ   に麻薬の怖さ等を語りました。 

真剣に聞いてくれました。 

すぐ移動して１４時半～１６時、 

６１１教会のユース礼拝に約３００ 

人が集います。 

１８時半から香港アンテオケ教会の

メンバーと食事会です。２１時半からは新井さんご夫妻と佐野さんの５人で交わりです。新井さんは

私のＣＤのピアノでアレンジをしてくれました。次の日にバンコクに引っ越しするので香港最後の夜

を一緒に食事して交わりをしました。部屋に戻ったら１２時を回っていました・・・感謝です。 

８日(日)１０時・香港アンテオケ日本人教会にて礼拝メッセージです。韓国の教会に属していて外部

香港アンテオケ教会    からの講師として初めて呼ばれました。今回教会に来ている２人 

                の小中生の姉妹に合いました。 

両親が麻薬をしていましたが教会に導かれ夫婦で証をしました。

でも母親がまた麻薬に手を出して自殺をしてしまい、その事で父

親は教会に来なくなり、子供たちは施設に預けられました。私は

その父親の家に行きましたが、留守で会うことが出来ませんでし

た。玄関の所に手を置いて祈りました。この家庭に主の光をお与 

えください。闇を消してください。更に主にお祈りしました。終わってから長女に言いました。「日本

のお父さんだよ。また会おうね。」笑顔で頷いてくれました。主よこの家庭を助けお守りください。 

夜６時からチャーチオンザロックのメンバーと食事会です。いつも宣教の働きのために捧げてくださ

います。今年の１月に２０周年記念礼拝で招いて下さいました。 

               教会のメンバーとも親しくお付き合いをさせて頂いています。 

               ここでは私がマルちゃん・妻がノッコちゃんと呼ばれています。 

               教会が更に祝されますように心からお祈り致します。 

               ９日(月)吉田先生宅に訪問します。中国で働いている２組の宣教師 

ご夫妻も来て一緒に交わりをします。楽しい時間があっという間に 

過ぎます。初めてお会いしましたが、主の交わりは本当に喜びです。 

宣教師の Oさんが昔ヤクザの方に助けてもらいお世話になった話はある意味で感動的でした。これか

らも中国の地で福音が届けられますように心からお祈り致します。写真は働きがあるので載せません

が、どうぞ覚えてお祈り下さいますようにお願いいたします。 



夜は佐野兄と I さんと一緒に食事会です。I さんは私たちの働きにも理解して下さり、素晴らしいも

のをプレゼントしてくださいました。警察関係者以外で渡すのは初めてとの

事です。何と香港警察のエンブレムです。実は幼い頃の夢は警察官になるこ

とでした。「悪者を捕まえる」といつも言っていました。いつの間にか道を

踏み外してしまい、ヤクザになりました。ヤクザを辞めて２４年が過ぎ、幼

子の夢は約５０年経って主が素晴らしいプレゼントをしてくださいました。 

I さんと手を握り約束しました。これからも麻薬撲滅や自殺防止のために働 

きます。今まで主が導いて下さり色々な国々の刑務所や麻薬患者収容施設等 

を回りました。全ての必要は主が満たしてくださいます。北海道から連絡が 

あったら飛んでいき、広島や大阪へとその人に会うために出かけました。 

また伝道に出かける時に借金をして行った事もありました。私の為に働きたくない。生かされている

ことに感謝して、主の福音の種を蒔き続けます。命は主の御手の中にあります。主に栄光あれ！！！

１０日(火)3 時から女子刑務所に面会に行きます。K さんは最高判決の２５年が言い渡されています。 

    女子刑務所         平山先生宅      Kさんは私たちを見て３年ぶりの再 

                             会に涙を流しました。わずかな時間 

の中で共に祈ります。刑期が後５年 

残っていて、出所する頃は６０歳位 

です。主が全ての道を守り祝福して 

くださいますように心からお祈り

致します。 

１８時３０分平山先生宅家庭集会。ここの家庭集会で必ず出るのが、カレーです。カレー集会と私は

言っています。今回は富田家のサキちゃんとユキちゃんが参加しました。 

小さい時から二人を見ているので、数年ぶりの再会にビックリです。私も年を取りました＾＾ 

１１日(水)今回の香港訪問は６１１教会の献堂式がメインです。５年かかりやっと完成しました。張

先生とルビーさん      １５００人入る会堂です。下の階と合わせると２３００人収容です。 

２００３年６月に初めて６１１教会に来ました。その時は百数十名 

の教会です。教会で１００日間の伝道集会をしました。始めた頃か 

らサーズがあり、香港では多くの方が亡くなりました。私に依頼が 

来たのが最期の３日間、夜の大事な集会です。９９日目でサーズが 

解除になり、１００日目には会堂が人で溢れ隣の部屋にモニターを 

置いて集会に参加です。１００日間を通して約２万人が参加し、 

７００人が救われました。その後、礼拝は近くの中華レストランの大広間を借りてするようになり、

そして今の場所に引越をし、２００１年３人から始まった教会が、６０００人の教会になりました。 

６１１教会の成長を共に見ることが出来、主の導きに感謝致します。各国の牧師が壇上に上がりイス

ラエル大使を中心にして皆で祈る事も出来ました。献堂式には２５００人が集いました。主に感謝！ 

１３日(金)１０時、婦人集会でメッセージ約２００人が集います。この時も油注がれ大胆に主の恵み 

通訳 宮崎姉     祈りが捧げられました。 分かち合うことが出来ました。 

招きをして按手の祈りをさせて頂 

きました。夜７時からは「新堂礼 

拝癒しと開放」で５００人以上が 

集います。主の圧倒的な力があり、 

口を開けると言葉がドンドン溢れ 

てきます。祈りが満ちている教会 



は本当に主の臨在が深いです。夜はゾーエさんが通訳をしてくださいました。今は日本語の通訳の方               

金曜夜の集会ゾーエさんと         子羊幼稚園        がいるので本当に助かります。 

                               １４日(土)子羊幼稚園で夕方６ 

時から集会。園児の父母対象で 

６０人位来てくれました。幼稚 

園も出来て１年ですが本当に祝             

福されています。ギターで持ち 

歌を賛美しました。質疑応答などもあり、恵まれた時でした。夜は園長の富田家に宿泊します。 

夜１２時ころまで色々語り合いました。いつも初めの愛に立ち返る事が大事です。アーメン 

１５日(日)香港 JCF 教会１０時半から野外礼拝です。台風の影響で朝から雨が降っています。 

JCF の美女軍団と   会場に向かう頃には少しずつ晴れてきました。１８０人が参加し

ます。初めてお会いする方もいるので思いっきり語りました。バ

ーベキューも雨がすっかり止んで最高です。私も少し頂いて、す

ぐタクシーでセントラルにある６１１日本人教会に向かいます。

4 月に出来たばかりですが、礼拝がとても楽しいです。私も昔の 

                    写真を写しながら自由に語り過ぎて途中脱線 

張先生と     香港６１１日本人教会     しますが笑いと涙ありの礼拝でした。今回の 

奉仕はこれで終わりです。本当に主はいつも 

不思議な事をしてくださいます。でもどんな 

に奉仕が多くなっても小さな石として主に仕 

えていきたいです。主に栄光です。 

          予定表 

          ６月２２日  東京ローアバプテスト教会 

            ２４日～８月３１日 北海道巡回伝道 

            ２６日  札幌白陵高校       ２９日 岩見沢シオン教会   

          ７月 ６日  旭川鷹栖キリスト伝道所   ９日 釧路刑務所   

            １０日  釧路鳥取教会       １８日 砂川高校 

２０日  あいの里教会       ２４日 千歳北洋高校 

            ２５日～８月１日 秋田キリスト教会 キャンプ 

          ８月 ２日・３日 苫小牧めぐみキリスト教会 

             ９日  瀬棚子供集会       １０日 七飯教会 

            １１日～１２日 祈りの家予定 

            ２０日 午前網走教会  午後 網走刑務所 

            ２４日  紋別アッセンブリー教会  ３１日 札幌藻岩キリスト教会 

 

行く先々で色々な出会いも主がお与えくださいます。どうか道が守られ多くの方に福音を伝えること

ができますようにお祈りお願いいたします。「畑は色付き、刈り入れを待っています。」 

 

 

 

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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