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                                       201５年１月２０日号  

                                     ２０１５年元旦の

初夢はスタートラ

インに立って喜び

ながら待っている

ところでした。 

今年も主に従い

全世界に出て行

き多くの方に福

音を届けたいと

願っています。 

９月２８日(日)我が家で礼拝をした後に埼玉県坂戸に出かけます。ブラジル人の坂戸教会で１６時４

５分ユースの礼拝で奉仕です。北海道伝道中にバ

ラバメンバーの信田氏から電話があり１０年位前

にブラジル人の方々の大きな集会に招かれたこと

がありました。エドアルド先生が集会に参加して

いましたが、その時はまだ信仰を持っていません

でした。主の恵みの中集会で救われました。 

信田氏と一緒に奉仕するのは約１０年ぶりです。

言葉や文化が違っても主の証に約３０名の方が 

感動してくれました。来年、群馬の教会に先生と一緒に行くことも決まりました。主に感謝です。 

１０月２日(木)～２７日(月)第三回沖縄伝道旅行。 

４日(土)台風が接近している中、１０時から与儀公園 

でホームレスの方々の集会でメッセージをします。天

候も何とか守られ無事終了です。集会後は沖縄から宮

古島に向かいます。台風が少しそれたので飛行機も無

事に飛ぶことが出来てホッとしました。 

５日(日)聖公会・聖ヤコブ教会礼拝と午後から伝道集 

会です。戸塚先生ご夫妻は初めてお会

いします。伝道熱心で主に従い歩む姿

に教えられます。礼拝や集会には初め

ての方も来てくださり本当に感謝でし

た。戸塚先生は石垣島にも教会がある

ので集会後は石垣に向かいました。 

夜は教会の方々と食事会をしました。

食後には私たちの為に祈りを捧げてく

ださいました。 

６日(月)１０時１５分から聖ヤコブ保育園の３歳～５歳の子５０人にメッセージです。 

ヤクザの話や麻薬の事を言っても難しいのです。とっておきの手品をしたら、「手品みたい」と言われ、



「手品なの」と答えます。悪い子でいじめっ子と言ったら、「いじめたらだめと言われました」感謝で 

                     す。終わってから一緒に食事をします。一人一人ハグ

やハイタッチをしたら眠りの時間になっても側から離

れません。楽しいひと時に本当に心が安らぎました。 

その後は先生方に順番に証をし語り終わったら３時に

なっていました。 

７日(火)宮古島から沖縄本島に戻ります。台風にも守

られて順調に奉仕が出来ています！ 

８日(水)夕方から本部にある夕覧船で交わり会です。２０名以上が参加します。集会後には民泊の学 

生６人が来たので証をすることが出来ました。夕覧船の上  

間社長とは２０年のお付き合いをしています。スタッフの方

も伝道熱心で、来るお客さんに福音を伝えています。 

９日(木)北部福音センターＰＭ７時伝道集会です。 

髙江洲先生も初めてお会いします。 

集会には約４０名が来てくれました。その中でもちょっと不良 

髙江洲先生ご夫妻 の男子が来て一緒に写真を撮ります。 

髙江洲先生ご夫妻集会後は友達がバイクで迎えに来ています。

後姿を見送りながら昔の自分を見ているようでした。 

「だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた 

者である。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくな

ったのである。」    第二コリント５章１７節 

１１日(土)ＦＭコザ。Ｙｏｕ ａｒｅ スペシャルにてラジオ 

番組の予定でしたが台風１９号が直撃して中止になりました。 

１２日(日)昨晩は台風が一段と凄くて怖かったです。北海道生まれの私は台風の経験があまりありま

せん。アメリカ人教会で礼拝奉仕があるので台風の中出かけます。教会近くに来たら礼拝が中止に        

なりました。米軍基地は台風等の時は基地の門を閉じるので、出入りが出来ません。基地内のウエス 

牧師も出てこられませんでした。近くにある高原教会に行き礼拝を守りました。 

１４日(火)ＦＭコザの新番組で牧師デービルに出ます。この番組は沖縄の牧師先生を紹介する番組で

す。山内牧師と楽しい語らいの時を持つことが出来ました。ハレルヤ感謝いたします。 

１６日(木)メシヤ・ブレッシング・チャーチ伝道集会１９時から始まります。昨年に続き２回目で教 

メシヤ・ブレッシング・チャーチ   会に着いたら、お帰りと言ってくれました。温かい言葉に胸が 

熱くなります。名嘉真牧師は留守でしたが、１００名以上の方 

が来ます。子供たちの賛美する姿が元気いっぱいで、私達も力 

を頂き大胆に語ることが出来ました。昨年も思いましたが、祈 

祷会にこれだけ出席するのは本当に恵みです。ハレルヤです！ 

９時半に終わります。宿泊先の恩納村の祈祷院に戻ったら、 

１２時になっていました。 

１７日と１８日はオフで、沖縄の海で泳ぎます。プライベートの 

海水浴場のようにほとんど人がいません。もちろん沖縄の方はこ 

の時期は寒いと言って誰も泳ぎません。北海道の真夏の海より暖か 

いです。ゆっくりと楽しみました。 

１９日(日)アガペーコミュニティーチャーチ礼拝。香港で根間先生の長女ミキさんと６１１教会でお    

会いしました。母教会を紹介してくださり実現に至りました。何とミキさんも沖縄に帰省していて 



アガペーコミュニティーチャーチ    一緒に礼拝を捧げることが出来ました。根間先生は目の手

術をしたばかりです一日も早い回復をお祈りいたします。

来年も奉仕を頼まれました。主に感謝です。礼拝後に幸せ

コンサートを見に行きました。 

                   会場で宮城兄に会います。夕方から交わりがあると言われ

西原に行きました。着いて驚きました。家の教会です。 

６時から礼拝で私だけが礼拝だと知りませんでした・・・！ 

                   でも何時でも何処でも語るのが伝道者の最大の喜びです。

教会はまだ始まったばかりで家族で礼拝を捧げています。 

西原家の教会              阿嘉先生とも初めてお会いしました。 

この日は他教会のクリスチャンの方も来て一緒に礼拝を 

過ごしました。私も交わりだと思っていたのでジーパンと

ラフな格好です。でもこれが良かったように思いました。 

今度はしっかりと確認します。主に感謝です。 

２４日(金)１９時半 名護べテル教会伝道集会。９日に髙            

江洲先生の所で集会をした時、江間先生の奥様が来てくだ 

名護べテル教会                        さり１０数年ぶりの再会です。その時に今回のべテル教会 

の集会が決まりました。 

江間隆先生が賛美リードをしている時、とても懐かしい雰

囲気で喜びが溢れてきました。１０数年前にべテル教会で

集会をした時、娘さんがお母さんの車イスを８年間押して

いました。賛美が満ち溢れる中、祈りが始まりました。 

今は天に帰って行った、高原さんが、お母さんの手を取り 

ます。ハレルヤお母さんはその場で立ち上がり歩き出しました。娘さんは講壇の一番前に膝まつき主

に感謝を捧げました。教会が益々用いられますように心からお祈りいたします。 

２５日(土)今回世話をしてくれている西銘さん宅でソーキそばをご馳走になり、その後は家庭集会を

しました。少ない人数ですが主の恵み溢れる時でした。感謝です。 

夜７時からビジネスマンの集会に参加です。約１０名が集い、証が出来て感謝でした。 

２６日(日)シオン教会礼拝奉仕。西銘さんが通っている教会です。牧師のアーレン・ジョンソン先生

西銘さんご夫妻      ジョンソン先生ご夫妻     は幼稚園も経営しています。 

                               聖霊の恵みの中、沖縄最後の礼拝 

は御言葉が,喜びが溢れてきまし 

た。礼拝後は移動して本当に最後

の最後の奉仕に出かけます。 

１４時～１６時ケルブ老人ホームです。今までにないくらい大きな声で賛美とメッセージをしました。 

ケルブ老人ホーム           ホームの責任者、和宇慶社長とも１９９４年十字架行進に

行った時からのお付き合いをさせていただいています。 

                   皆さん喜んで聞いてくれました。沖縄伝道は１０年計画で

います。小さな働きですが無事３年を終えることが出来ま

した。蒔かれた種が主の祝福の中で育っていきますよう、 

                   心からお祈りいたします。主に栄光です！！！ 

１０月３０日～１１月２８日アメリカ東海岸伝道旅行３年ぶりのアメリカです。 

春に錦織先生が我が家に来てくださり秋の東海岸伝道の話をしました。 



主が思いを与えてくださり実現できたことを心から感謝いたします。 

 ワシントン・コミュニティセンター   １１月１日(土)夜７時ワシントン・ロックビルＭＤにあ

るコミュニティセンターから集会がスタートしました。 

初めてチラシを見て来てくださった方がいます。西尾先

生も来てくださり感謝です。 

２日(日)１０時４５分コミュニティセンター礼拝です。 

約４０人が参加します。以前来た時よりもアメリカ人の 

                                        家族が多くなっています。礼拝も祝福され初めてお会い 

バージニア・エアファックス      する方々が沢山いて本当に感謝でした。 

終わってからは車で、約１時間半バージニア・フェアファックス 

で５時から礼拝と交わりです。私たちが６年前に来た時、西郷先

生が開拓した教会です。毎週先生方はワシントンとバージニアを

積極的に走り回っています。健康と安全が守られますようにお祈

りいたします。３日はシェナンドア・ナショナルパークをドライ

ブします。４日は西郷先生ご夫妻の誕生会をしました。 

５日(水)コミュニティセンターでランチョン集会。この集会にも 

コミュニティセンターランチョン集会  安里さん宅家庭集会      初めての方が来てくれまし 

た。夜７時過ぎから、バー

ジニア・スプリングフィール

ド安里さん宅家庭集会。 

ここでも初めての方が来て

本当に感謝です。 

英語部の集会       ６日(木)午前英語教室の方に証の時が与えられました。 

ワシントンに入り、西郷先生がスケジュールを沢山入れてくれたので忙 

がし過ぎて時差ボケはどっかに行ってしまいました・・・笑 

ワシントンを後にして西郷先生が南ニュージャージーの吉松先生との合 

流地点まで送ってくれました。吉松先生がピックアップしてくださり、 

２時間かけて南ニュージャージー・マルモアに行きます。この町は約４

５００人で外国人はほとんどいません。またこの地域は避暑地なので夏になると人口が５倍位にもな

ります。トリニティー・ユナイテッド・メソジストチャーチ・マルモラに吉松先生は教会の立て直し

のため派遣されています。夜は教会の中心メンバー１０数名が先生宅の食事会に来てくれました。 

７日８日はケープメイ等を観光しました。南ニュージャージーの最南端に位置しています。 

９日(日) トリニティー・ユナイテッド・メソジストチャーチ・マルモラ礼拝奉仕。新しい方も来て１

００名位です。吉松先生の通訳でメッセージが始まります。言葉は違っても文化が違っても主の証は         

心の奥底に届き、涙を流している方が多くいました。その後のインターナショナル食事会には他教会 

                吉松先生ご家族         からもたくさん見えました。今

年も機会があれば麻薬の問題

で苦しんでいる方々と共に祈

りあいたいと願っています。 

主よ、導いてください。 

１０日(月)マルモラからニューヨークに約２５０キロ２時間かけて吉松先生が送ってくれました。 

ＰＭ７時１５分日米合同教会ＶＩＰの集会で賛美と証をします。この教会も何度か来ています。 

１１日(火)教会主催の日本人の 方々の集まりに顔を出しました。  



ＶＩＰ集会。                大清水宅家庭集会        １３日(木)１０時、大清水宅家庭    

                                                集会は１５年続いています。初代

教会チョウ先生の教会に属してい

て、チョウ先生と私は同い年です。 

ほとんどがノンクリスチャンで 

１５人が来ました。もちろん大胆語 

りました。 

右下。中島先生       プレイズプレス・ビテリアンチャーチ １４日(金)夜８時ラブ・ジョ

イ・ピースチャーチ祈祷会

にてメッセージ。 

中島先生は同じ北海道出身

で、神学校も一緒の時があ

りました。教会の方も何度

か来ていますので、懐かし 

い方もいっぱいいます。この集会は祈りと賛美が中心です。時には１１時を過ぎることもあると聞き

ました。この日も約２０名が集い共に主を崇めました。 

１５日(土)朝に栗栖先生が迎えに来てくださりプリンストンに行きます。 

夜８時からプレイズプレス・ビテリアンチャーチ。韓国教会です。ホーン・ポンギ先生とは初めてお

会いします。約２００名集います。通訳の女性の方も本格的にするのは初めての事です。私の早口に

頑張って通訳してくださり、主の恵みの中に過ごす事が出来ました。主に栄光です。 

左、栗栖先生、アンデイ先生    １６日(日)１３時半ウインザーチャペル。栗栖先生は以前の教 

会を出ることが決まり、主に祈っていました。この教会の牧師 

であるアンデイ先生は、「教会は主のものです。どうぞ自由に 

お使いください」と言ってくれました。英語・中国語・日本語 

と礼拝が持たれています。礼拝には中国の方も来てくれて、約

２０名になりました。１８時からのユース礼拝、 

リーハイバレー婦人集会              中高生ですが、何と中高年がいっぱい来ました。終わった後

アンデイ先生は涙を流し主の証に感動してくれました。 

私と同じ年です。これからも共に祈りあえることを主に感謝

捧げます。これからの栗栖先生の働きもお祈りください。 

１７日(月)栗栖先生とペンシルバニア州リーハイバレーの婦

人集会。カヨコさん宅に１２名集まります。ノンクリスチャ 

ンが半分です。堅苦しくなく食事をしながら交わりです。各教会から共に集い祈り学びをしています。 

夜はニュービギングフェローシップチャーチ。この教会はプリズンミニストリーをしている教会です。 

左通訳の文子さんと       日本人と伝道集会するのは初めてです。通訳の文子さんは何で私 

がしなくてはいけないのと疑問を持っていました。何度も証の原 

稿を見ては英語の発音等をアメリカ人にチェックしてもらいま 

した。その中の一人にイスラムの方がいました。その方は証の原 

稿を聞きながら興味を持ってくれて、この証の文章だけでもすご 

いミニストリーだねと言いました。集会も上からの力を頂き大胆に語りました。文子さんも通訳の後

に「自分にとって素晴らしい恵みの時でした。」と言ってくれました。主の証は光があります。 

１９日(水)立石先生と会いニューヨーク州マウントキスコ平野宅に行きます。夜８時～１１時頃まで

聖書勉強会に参加し証をすることが出来ました。遅いときは１２時を回るとも言っていました。 



ウインザーロックコングレゲーショナルチャーチ                    ２０日(木)立石先生が開 

拓しているコネチカット

州ハートフォードに行き

ます。ウインザーロック

コングレゲーショナルチ

ャーチこの教会は１２０

年の歴史があります。 

礼拝堂でメッセージをしました。 

ここでもノンクリスチャンの方が多く来てくれました。アットホームでとても恵まれました。 

終わってからミルハウス先生が迎えに来て下さりボストンまで連れて行ってくれました。 

２１日(金)ボストン日本語教会。１０時から英会話クラスで証をします。 

   ボストン日本後教会         終わってからはボストン観光に出かけましたが、 

とにかく寒くて大変でした。でも本場のクラムチ 

ャウダーは心まで温まりました。 

夜は７時からボストン日本語教会で２回目の集会です。 

１３年ぶりですのでほとんど知っている方はいません。 

当時８歳だったケン・ミルハウス先生の長女クロエさ 

んは２１歳になっています。次女のフィベちゃん１０ 

歳は初めて会いました。笑顔がとても素敵です。集会は初めての方も来てくれました。主に栄光です。 

２２日(土)ボストンを後にしてケン・ミルハウス先生に送ってもらい立石先生と合流します。 

 石田宅家庭集会         立石先生ご夫妻と         夜７時からニューヨーク 

州クイーンズ石田さん

宅で家庭集会です。ここ

も初めてお会いする方

ばかりです。集会は９時

半ころまでしました。 

今日の移動だけで６時間かかりました。 

２３日(日)コネチカット州グリニッチ日本語福音教会１０時から礼拝です。約４０名が来て半分がノ

ンクリスチャンです。立石先生はサングラスがお似合い。元０００ではありません。西郷先生の次に

沢山の奉仕の場を与えてくれました。愛餐会の後は、ニュージャージーに行きます。 

ニュージャージー日本語キリスト教会でサンクスギビングパーティ。１００名以上が参加しノンクリ

スチャンも多かったです。妻と二人で大胆に語りました。食事の手を休めて真剣に聞いてくれました。 

２４日(月)牧師会に参加します。２５日(火)教会主催の「あじさいの会」で証をしました。 

２７日(木)アメリカ東海岸最後の奉仕は私達をアレンジしてくれた。錦織先生宅でサンクスギビング

パーティです。１０キロのターキーは凄かったです。

約６０名が来て３０名はノンクリスチャンです。 

                      最後は余すところなく語り続けました。 

                      主が導いて下さらなければ何処に行く事も出来ませ

ん。多くの主を知らない方に福音を伝えることが出

来るのは喜びです。全ての必要も与えられ無事日本

に帰国することが出来ました。主に感謝捧げます。 

１２月５日(金)～２５日(木)九州伝道 

昨年に続き車で移動します。途中広島で一泊し、６日夕方１７時半、熊本県人吉市に到着です。 



人吉ともしび聖書教会７日(日)   １０時半・人吉ともしび聖書教会礼拝奉仕。 

１９９９年から始まった九州伝道も２０年が経ちました。 

毎回主は不思議なことをしてくださいます。 

時差ボケも取れない中、主の祝福の内に語りました。 

何度もお会いしている方や初めての方も本当に感謝でした。 

主任牧師の井上先生もユーモアがあって本当に素晴らしい先生

です。今年も福音の種を蒔きます・・・！ 

１１日(木)熊本牧師会に参加します。九州に来て決まりました。初めてお会いする先生もい     

熊本牧師会                  て感謝でした。ここでも少し証をしました。 

                       １２日(金)高森キリスト教会。７時からクリスマ 

ス集会。ここでも初めての方が来てくれました。 

その中でもチラシを見て来た方はとても感動して

く                      くれてこれからも集会の案内を送ってほしいと言 

いました。高森は阿蘇山の麓にあり噴火して火山 

高森キリスト教会              婦人ランチョンで    灰も降っています。 

健康が守られますよう 

にお祈り致します。 

                                   １３日(土)１２時から 

久留米聖書教会クリス 

マス婦人ランチョン。 

今回久留米は前日に渡辺先生の所に宿泊をお願いしました。そ

うしたら婦人集会で妻に証が決まりました。主に感謝です。 

１４日(日)１０時半・福岡聖書教会礼拝と子供クリスマス会。私たちの為に祈ってくれているご夫妻

福岡聖書教会礼拝                や新しい方も来てくれて本当に感謝です。 

何よりも先生の名前は井之上薫先生。私と同じ 

名前、１０歳年上で誕生日も一緒です。メール 

アドレスも似ていることが解り、これも不思議 

でした。午後からの子供クリスマス会も楽しむ 

ことが出来ました。感謝！ 

１                                              ９日(金)１３時半・長崎佐世保刑務所クリスマ

ス会。受刑者４２６名が入所しています。その内暴力団関係が４０％１６０名。現役の方が１０％４

０名位です。クリスマス会は約６０名が参加してくれました。今回の佐世保刑務所は教誨師の松山先

生が連絡をしていましたが、刑務所側は中々返事がありませんでした。主の導きに感謝致します。以

前宮崎刑務所で統括をしていたＳさんが春に佐世保刑務所に移動しました。Ｓさんは私の証を２回聞

いているので、「私が責任を持ちます」と推薦して下さり決まりました。普通は移動してから２年位は

他の所に移動はないのですが、私を推薦した後、１１月に７か月で移動しました。私を推薦するため

に来ていたとしか言いようのないタイミングに、主の御手の導きを心から感じました。 

１２月２０日(土)セブンスデー佐世保教会。介護老人ホーム希望の家も一緒にしています。９時半か 

松山先生ご夫妻と          ら学び会に出席１０時半から体操をして１１時礼拝です。 

ホームの方も沢山出席してとても喜んでくれました。 

松山先生は教誨師もしています。 

終わってから佐賀県伊万里市に向かいます。開拓したばかり 

の伊万里ホープチャペルで１８時から伝道集会です。 



伊万里ホープチャペル                牧師の犬塚先生はＦＢで知り合って今回の集会が決まりまし 

                            た。家の教会ですが約３０名集い、その内２５名が未信者の 

方です。犬塚先生から連絡が入ります。「家内が出席された 

婦人と逢いました。その方が「井上牧師の話に感動しまし 

た！姉もそう申してました。」又、他の家族は、先日、私が 

訪問しました折「孫(小 5)も話が良く判り、考えているよう

です。」と、おばあちゃんからの謝辞のお言葉でした。 

２１日(日)前原福音キリスト教会クリスマス会。伊都文化会館を借り１０時から聖餐式が始まり、 

前原福音キリスト教会       １０時半から礼拝です。初めての方や私が知り合ったＭ 

さんご夫妻も来てくれました。主の恵みの中、賛美を通し 

て力が溢れてきます。余すところなく大胆に語りました。 

野間先生も２０年来のお付き合いをさせて頂いています。 

                    ２２日(月)人吉ともし火聖書チャペルクリスマス会。 

                    夜７時頃から始まります。このクリスマス会も毎年恒例 

ともし火聖書チャペルクリスマス会 になっていてほとんどがノンクリスチャンです。前日から３９度 

７分の熱が出ている妻は講壇に立ち証をすると言います。 

主が立たせて下さいました。語る姿を見て胸が熱くなりました。 

初めての方も来てクリスマス会も主の祝福で無事終えることが 

出来ました。「我が助けは天と地を造られた主からきます。」 

                 ２３日(火)鹿児島溝部カトリック教会。この日は顔合わせと思っ 

ていたら、３時から集会が入っていました。カトリックで集会は 

鹿児島溝部教会           初めてです。１４人が来てくれました。もちろん坂本神父も 

初めてお会いします。主の証に皆さん感動してくださいまし 

た。終わってからも残ってくれた方々と交わりをしながら証 

をしていきました。 

２４日(水)九州伝道最後の日です。朝６時は鹿児島国分町倫

理法人会でメッセージをします。２１社２４人が出席しまし

た。多くの方が涙を流し聞いてくれました。法人会の方は全 

員が未信者の方です。終わってからは溝部に戻り、修道院のミサでギターを持って賛美と証をしまし 

坂本神父と真琴さん。  た。ここの修道院にはベトナムからも７人来て約２０人います。ミサで

修道女の方々の賛美を聞いた時、天使の歌声のようでした。そこに今回

は会えないと思っていた真琴ちゃんが真っ赤なサンタさんで会いに来

てくれました。倫理法人会も紹介してくれた坂本神父は、新しい年も一

緒に伝道しましょうと言って色々な所を紹介すると言ってくれました。 

２０１５年は        鹿児島から人吉に移り１３時半から人吉少年院で約７０名とクリスマ 

未信所長と   ス会をします。最後の集会です。子供たちに語りました。主から力を頂き思

いきり語りました。「イエスキリストによって誰でもやり直しが出来る。」 最

後にやり直ししたい人、手を挙げてと言ったら全員が手を高く挙げました。

末信所長は皆手を挙げたねと笑顔で言いました。主は全てを知っています。 

２０１４年も主の恵みと導きで無事奉仕を終えることが出来ました。 

多くの方のお祈りとご支援を心から感謝いたします。新しい年も更に主に 

仕えて歩みたいと願っています。よろしくお願いします。 感謝主！  

スモールストーンミニストリー         井上 薫 


