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司会の半谷さんと 
 
新年あけましておめでとうございます。昨年の 10 月から年末までの奉仕報告をいたします。 
主は小さな者を用いて下さり各地で福音の種を蒔き、救われる魂が起こされていることを感謝いたします。 
パトモス 20 周年記念礼拝                 １０月１０日(土)パトモス 20 周年記念礼拝に

参加します。安田先生ご夫妻とパトモスに出会

ってから 20 年になりました。何度も此処にき

て涙を流しお祈りしました。結婚の事も祈り一

年後に祈りが叶えられ結婚できました。 
                             結婚してからも妻と一緒に来て祈りました。記

念礼拝は栄義之先生がメッセージをします。 
                                                 またパトモスで献身している藤田姉妹の伝 
安田先生＆智子先生と       道師按手式に共に参加することが出来ました。私達にとって恵みの山です。 
                 これからも更に用いられますように心からお祈りいたします。 
                 １０月１４日(水)～２６日(月)香港伝道に行きました。 
                 空港には富田さんと佐野さんが迎えに来てくれました。 

１５日(木)子羊幼稚園の子供たちと賛美をします。純粋な子供たちの賛美

が天使の歌声のように響き涙が出てきました。ハレルヤです。 
１６日(金)平山先生と一緒に上水刑務所に行きＫさんを２年ぶりに訪問し 

ます。語り合いの中、Ｋさんは後数年で出てきますが不安でいっぱいです。小さな田舎町に住んでいたので帰

ったら居場所もなく家族とも一緒に過ごせないと。悲しい現実がありますが主は必ず守ってくださる事を信じ

ます。最後は共に涙の中お祈りしました。平山先生は何処からの支援もなく実費で受刑者の方々に差し入れを

し、またマカオ等も面会に行きますが朝早く出て帰ってくるのは夜遅くです。先生はその事を誇ったり自慢し 
子羊幼稚園の子供たちと賛美     たりしません。「自分に出来ることをしているだけです。」と言いまし 

上水刑務所          た。頭が下がります。 
                                        私も刑務所や少年院

などを訪問しますが

もっと主に感謝と賛

美を捧げて歩んで行

きたいです。 
                                        ハレルヤ！！！ 



１８日(日)香港ＪＣＦ９時の第一礼拝と１１時の第二礼拝でメッセージします。第一礼拝はスタッフの方が中心

香港ＪＣＦ斯波先生ご夫妻と               です。主から力を頂き語る事が出来ました。 
二部でも大胆に約６０名の方に語る事が出来、 
とても恵まれました。礼拝後は斯波先生のお母 
さんと教会の方が香港に来ていて一緒に食事を 
しました。その後は少し休んで夕方６時から子 
羊幼稚園に通う子供のお父さんにメッセージが 
出来ました。ノンクリスチャンばかりです。 

子羊幼稚園にて                     子羊幼稚園の運動会があり、お父さんたちが子

供と一緒に練習をします。その機会に園長の富田さんが

子供たちのお父さんに伝道の思いを持って企画してく

れました。また練習には都合のつかなかったお父さんが

いて私が変わってお父さんになり共に練習をしました。 
メッセージの時も皆さ 
ん真剣に耳を傾けてく 
れました。ハレルヤ主 
に感謝します。 
２１日(水)１９時から 
香港ＪＣＦで賛美集会。 

約３０名が集い主の恵みが満ち溢れる時になりました。途中ピアノを平山先生が弾いてくださり、更に祝福 
 香港ＪＣＦで賛美集会              平山先生         されたときになりました。

平山先生は私の大好き

な師匠です。賛美は喜ん

で捧げるものに主は力

を下さいます！ 
２                                     ３日(金)１０時から香港

ＪＣＦで「１０代の子を 
持つ親」と題してセミナーをしました。斯波先生が最初に語り、その後で私が語らせていただきました。 

ＪＣＦセミナーにて        香港に来た時、以前香港にいて今はベトナムにいる石井さんに会い 
たいとお祈りしていました。主に感謝致します。何と石井さんが 
香港に来ていて日曜日の礼拝や水曜日、金曜日と参加してくれ 
ました。数年ぶりにお会いできて本当に感謝でした。 
この出会いで２０１６年６月にベトナムの伝道も決まりました。 
主の恵みは本当に凄いです。主に信頼する者に、主は豊かな恵みと 
祝福を下さいます。全て主に栄光です！！！ 

ポキ先生の集会           ２４日(土)夜７時から、チャーチオンザロックの顧問をしている 
香港人のポキ先生の教会で集会です。通訳はコニーさんです。 
コニーさんと         ポキ先生は開拓したばかりで 

        すが広い所に移転が決まり、

この場所では最後の集会にな

りました。本当に恵まれまし

た！これからも共に伝道して

いきたいです。感謝主 



２５日(日)１０時半チャーチオンザロック教会で礼拝奉仕です。いつもここに来ると「帰って来た」気持ちにな

チャーチオンザロック教会        ります。賛美の中、御言葉、祈りの中に主を近く感じます。 
                    本当に霊に燃えています。また私達の働きの為に支えて下さって

本当に感謝です。メッセージも主の恵みの中で語りました。 
                    富田さん夫妻            今回の香港はこれが最後の奉仕で

２６日に帰国しました。 
                                              また必ず帰ってきます。ホームステ

イさせてくれた子羊幼稚園の富田

さん。色々準備をして捧げてくれた

佐野さん。また一緒に食事をした 
新田さん親子   教会の方々本当に感謝致します。主の恵みが香港の上に更に注がれますようにお祈り 

           佐野さん         チエコさん。ホンさん。カクコさん 致します。料理も美

味しかったです！         

 
 
 
 

 
１１月４日(水)木場にあるＦＭスタジオでラジオ録音です。ニュースレターの最初の写真です。 

友人と待ち合わせをして行ったら何と私の録音でした。これも驚きですが本当に

恵まれた時になりました。司会はピアニストの半谷さんです。 
ユーチューブで「幸せｄｅＮｉｇｈｔ」Ｎｏ１５３で見ることが出来ます。この

放送は１２月２０日に放送されました。多くの方が放送を聞いてイエス様と出会

うことが出来ますように心からお祈りいたします。主の不思議な導きに感謝して

います。是非見てください！！！ 
１１月６日(金)～１６日(月)年４回目の秋田伝道に行ってきました。もちろん着いた日から奉仕が始まります。

約２０名が集い金曜祈祷会でメッセージをします。１９年のお付き合いがあるので、本当の家族のようです。 
８日(日)秋田キリスト教会７時と１０時半の礼拝奉仕をします。今回はギターで賛美をしながら語りました。 
希望教会               礼拝後は食事もしないで市内にある希望教会、韓国人のシン先生の 

教会へ行って奉仕をします。初めてお会いしましたが温かくて素晴 
らしい先生です。教会はインターナショナルで各国から集まってい 
ます。開拓して頑張っています。礼拝後は食事をしながら交わりを 
します。この出会いをお与えくださった主に感謝致します。 
１０日(火)１１日(水)秋田キリスト教会バイブルクラスと水曜祈祷 
会で奉仕です。本当に語りやすくて恵みがいっぱいです。 

１５日(日)秋田から約１００キロにある大舘に行き１０時半から緑の牧場教会礼拝奉仕。 
緑の牧場教会                  私が村岡先生に日時をメールで連絡していたと思ってい

村岡先生ご夫妻と        たら、何と村岡先生 
                                        にメールが届いてい

ませんでした。私の

ミスでしたが村岡先

生は快く引き受けて

下さり無事に奉仕す 



ることが出来ました。礼拝後も質疑応答等楽しい時間を過ごす事が出来ました。秋田の奉仕が無事終わり牧師 
秋田キリスト教会祈祷会にて             室に入った途端、突然私の声がかれてしまい声が出 
                          なくなり驚きましたが、主が全ての奉仕をお守りく 

中野渡先生ご夫妻     ださいました。本当に 
感謝致します。 

                      主の導きなしには何

もできません。 
改めて教えられまし

た。アーメン！ 
１９日(木)～３０日(月)６月に次いで２回目の韓国伝道。空港に三中先生が迎えに来てくれました。 
希望教会 執事さんが通訳     金先生          ２１日(土)ＰＭ３時から希望教会でメッセ

ージです。希望教会の金先生はアーサー

ホーランド先生が約２０年前に韓国十字

架行進をした時、事務局で中心になって

働いていました。私も今回、初めてお話

が出来て本当に感謝でした。集会もとて

も恵まれました。主に栄光です。 
２２日(日)１１時ハンビッマウル教会礼拝奉仕。ハン・ガラム先生はＪＭＦの副総務をしていて日本の為にいつ 
ハンビッマウル教会            もお祈りをしてくださっています。奥様は１２月に無事出産し 

三中先生          今はプサンに移動になりプサ 
ンの教会で牧会しています。 
通訳は三中先生がしてくれま 
した。教会には痛みがあり戦い

の中にありますが励ましのメ

ッセージをさせて頂きました。 
言葉が違っても文化が違っても私達は主にあって一つです。教会が祝福されますようにお祈りいたします。 
 ２３日(月)１９時半ＪＭＦ集会。この集会は日本語で賛美をし、日本の為に祈る集会で毎週月曜日行われてい

ＪＭＦ集会                        ます。祈りについてメッセージをさせて頂きました。 
                         日本を愛し日本に宣教師を送っています。ここのメンバ 

説教塾        ーと８年のお付き

合いになります。 
本当に感謝です。 

                                                          ２４日２５日、 
加藤常昭先生が始 

めた説教塾に参加しました。日本から古松先生、根津先生、韓国サラン教会子安先生、三中先生、私達夫婦で

す。ヨハネ福音書１１章を３日間かけて読み瞑想していくのです。私達は２日間でしたが聖書 1 章をこれ程ま

で時間をかけて読んだことはありません。この学びを通して御言葉を深く知ることが出来ました。感謝主。 
TOMONI 集会       ２６日(木)１９時半からソウルで日本宣教を行っている３つの団体 JEM・

JMF・THE ONE が合同で日本の為の集会、第一回を開催しました。 
              約５０名が集い主に捧げる賛美が満ち溢れてきます。このような素晴らしい

集会にユンさんの通訳の中メッセージを語る事が出来、主に感謝捧げます。 
              「共に」本当に綺麗な言葉です。主と共に、聖霊様と共に、神の家族と共に、 
              これからも年一回の予定で集会を計画しています。お祈りください＾＾ 



２８日(土)先週に続き希望教会で３時からの集会で約５０名が集います。集会前に新聞社の方が来ていて取材を 
希望教会                      受けました。日韓関係の色々な意地悪な質問もあり 

ましたが、「私は宣教に来ているのでその事だけを」 
私です        と言って語りました。 

集会も本当に恵まれ多く 
の方が主の証に感動して 
くれました。金先生と 
再会の約束が出来ました。 

２９日(日)１０時半から天泉教会礼拝奉仕。主任牧師のパク先生は韓国に来てから会いました。各集会に来て下 
天泉教会                     パク先生と   さり交わりを持つことが出来ました。 

前日の希望教会のすぐ近くで教会を 
しています。天に帰った御主人が日本 
人でしたので日本語もとても上手で 
す。礼拝の時は通訳もしてくれました。 
日本宣教にも思いを持っていて日本 

で牧会をしたいとお祈りしています。主の不思議な導きに心から感謝致します。午後からは妻がサラン教会日

本語礼拝で証をさせて頂きました。韓国の奉仕は全て終わり３０日(月)日本に帰国しました。 
１２月１日私の５８歳の誕生日を無事迎えることが出来ました。主に感謝致します。 
１２月２日(水)～２１日(月)九州伝道。２日に車で約１３００キロを走ります。妻は疲れが出てしまうので飛行

松崎先生ご夫妻        美味しいデザートです     機で行きます。一般道や高速道路を使い約３ 
０時間かけて熊本人吉に３日到着。妻も合流 
し夜は人吉の松崎先生夫妻が私の誕生日をお

祝いしてくれました。先生とは同い年で出会

ってから１６年、九州伝道も１６年。先生と

の出会いを通して与えられました。 
４日(金)１９時半。宮崎いのちの水キリスト教会伝道集会。野中先生とは韓国統一集会がありその時初めてお会

いいのちの水キリスト教会           野中先生 しました。初めての方や近所の方が来 
                                てくれました。集会後も楽しい雰囲気

の中に時間が過ぎて行き終わったら１

０時を過ぎていました。教会も主の恵

みの中にあります。写真を見ると００

０のように見えますが、左が野中先生

です。ハレルヤ主に感謝致します。 
５日(土)熊本県玉名にある山門さん宅で１２時半から家庭集会。山門さんとの出会いも不思議です。 
２００１年「親分はイエス様」の映画上映会をお願いしに九州を回っていたことがありました。 
その時ある教会で上映会を頼みましたが断られました。その時牧師先生と一緒に居たのが山門さんでした。 
山門さん宅家庭集会             山門さんは私に言いました「やっとお会い出来ました。青森 

山門さんご夫妻と     の岩川さんから連絡がありい

つもお祈りしていました。」私

と出会うまで３年間ずっとお

祈りをしていてくれたのです。

感激でした。昨年九州を巡回

している時も福岡まで礼拝に 



来てくれました。今回こうして山門さん宅で家庭集会出来た事本当に主に感謝です。 
１０名位が集いましたが素晴らしい恵みの時でした。主はいつもワクワクさせて下さいます＾＾ 
６日(日)伊万里ホープチャーチ１０時半礼拝。１３時伝道集会。昨年に続き２回目です。初めての方も来て本当 
伊万里ホープチャーチ      に感謝です。大胆に語ります。犬塚先生は仕事をしながら牧会をしていま 

すが、１年半後には牧会に専念すると言いました。ハレルヤです！！！ 
集会後は５時くらいまで語り合います。少し休もうと思っていたら急に 
      犬塚先生    お尻あたりがもの凄い痛みになります。 
              朝まで苦しくて眠れません。人吉に戻る予 

定でしたが、もう一泊させて頂きました。 
先生も心配して下さり「もっと休んでいっ 
たら」と言ってくれましたが８日に人吉に 
戻りました。９日(水)病院に行きます。 

待合室に何と「刺青クリスチャン」の本が置いてあり院長先生や看護師の方に、「私達の本です」と言って伝道

できました。診察の結果、病名は痔瘻です。「中の方で炎症を起こしているので、すぐ手術をして膿を出します」

と言われました。手術はすぐ終わりましたが、今までに体験したことがないような痛み、我慢しかありません。

車の運転で疲れが出たのでしょうか。残された奉仕があるので主にお守りくださいとお祈りしました。 
１０日(木)九州は大雨が降っています。１１日のお昼に佐世保で待ち合わせをしていますが、その為には人吉を

朝早く出なくてはいけない。体の事を考えると自身がありません。思い切って、１０日高速道路を使い時間を

かけて佐世保に向かいます。途中パーキングでホテルを検索し予約しました。夕方６時にホテルにチェックイ

ンします。外は大雨なので夕食はホテルで食べる事にしました。 
何と通された席はゆったりとしたソファー席で３人掛けが２つあります。座るのが辛かったので、だらしない

格好ですが寝ながら食事が出来ます。また料理も安くて美味しかった。本当に主に感謝です。 
１１日(金)１２時、教誨師の松山先生と合流し食事をしてから佐世保刑務所に向かいます。 
佐世保刑務所からの景色         佐世保の空には朝から大きな虹がかかっています。刑務所に着い

たら何と今日３つ目の虹が刑務所の真正面に広がっていました。

１３時半からクリスマス集会。昨年に続き２回目です。受刑者の

方９２名（昨年は６０名）刑務官の方々にも大胆に福音を語りま

した。体の心配もありましたが主のお守りの中、約１時間の奉仕

を無事に終えることが出来ました。主に栄光です！！！ 
１３日(日)１０時半・日本基督教団津屋崎教会礼拝奉仕。前日の土曜日から入って準備します。 
木村先生と          主任牧師の木村先生とは約７年ぶりに会います。主の証を大胆に語ります。 

皆さん感動して聞いてくださり涙を流している方もいました。初めての教会 
でしたがとても語りやすく喜びが湧いてきました。木村先生とは今回私の調 
子が悪かったので、あまり交わりが出来ませんでしたが次回は朝まで語り合 
いたいですね！３時頃教会を後にしました。 

                              １６日(水)芦北にある田中さん宅家庭集会。２年ぶりです。来るたびに凄いご 
美味しいです        馳走でもてなしてくださいます。田中さんの長男は秋田キリスト教会の献身 
               田中宅家庭集会        者として約２０年位仕えています。 

集会も楽しい雰囲気の中、賛美が始まり

御言葉が開かれます。九州伝道は教会以

外にも家庭集会や学校、刑務所、少年院、

ノンクリスチャン方と食事会もあります。

主が出会いを与えくださいます。 



２０日(日)１１時半・福岡ベタニアチャーチ礼拝奉仕。九州伝道最終日です。岡村先生とは古いお付き合いをさ

福岡ベタニアチャーチ      せて頂いています。礼拝には初めて会う方もいます。マリア姉妹 
                    会のシスターも来て私達を見て驚いています。実は昨年奉仕に行

った教会にもシスターが何も知らずに参加しました。いつも再会 
                                  できて感謝です。礼拝後は前に出

て来た方々をお祈りしました。 
愛餐会の後は公園に行きホーム

レスの方にパンを届けました。 
岡村先生は毎週ホームレスの 

方々に食事の提供をしています。素晴らしい働きが更に祝福されますようにお祈りいたします。 
２１日(月)妻を空港に送り車で埼玉に戻ります。気が付けば手術後の奉仕全て主がお守りくださいました。 
２３日(水)１３時・純福音川越教会クリスマス伝道集会。栗原先生が秋田で牧会している時に会いました。 
キャロリング          栗原先生ご夫妻        集会も韓国の方が多いので栗原先生が通

訳してくれました。多くの方が感動して

くれました。集会後は川越駅前でキャロ

リングをします。小雨の中でしたが道行

く人が笑顔で賛美に耳を傾けてくれま

した。実は川越は私が１５歳で埼玉に来

た時、良く遊びに来た所です。ハレルヤ 
２４日(木)成田から LCC で千歳空港へ行きます。レンタカー借りて小樽に行きました。 
２５日(金)午後４時からクリスマス礼拝を三留宅(小樽)で捧げます。トラックに乗って地方を走っている三留隆 

三留宅家庭集会      さんも礼拝に参加できて感謝です。夜には本間氏も来てくれました。 
                   左・本間兄 右・三留兄   ２０１５年は小樽で６回礼拝を捧げる

事が出来ました。小さな群れですが共

に教会生活をしたメンバー、主に対す

る信仰は本当に純粋で素晴らしいです。

賛美が満ち、祈りが満ち、御言葉が溢

れてきます。牧師の役目は訪問ですね。

２０１６年もっと訪問します！！！ 
２０１５年最後の奉仕は１１月１日(日)我が家の礼拝後に行った下田宅家庭集会。１２月２７日(日)我が家の家 
庭礼拝を終えて武蔵境にある下田大気さん宅に行きました。第一回目９月１３日の時は木村兄の洗礼式をする 

１１月１日      １２月２７日        ことが出来ました。今回も初 
めての方や教会から離れてい 
た兄弟も参加します。更にう 
れしかったのは私達の結婚式 
に参加してくれた下條姉も来 
てくれました。下田さんの集 
会にはタクシーの運転手の 

方々がほとんどです。もちろん会社も違いますが、下田さんは多くの方が救われ 
るために伝えています。お祈りお願いいたします。 
２０１５年の奉仕を主の恵みお守りの中に無事に終える事が出来ました。年末年始

はいつも愛知県足助町にあるパトモスに断食に行きますが、今回長時間の運転が厳

しいので我が家で３０日～１月３日断食をすることが出来ました。ハレルヤ！！！ 



私の車も約２年半で５万キロ走りました。これからも日本中を走ります。チイロバ号と呼んでいますが、 
見かけたら手を振ってください。福音の種をいっぱい積んでいますよ。 
 
                                 
 
 
 
 

              
 

               
                          

                                   
 
 
 
 

２０１６年。素晴らしい主の恵みの中で始まることが出来ました。 

今年の御言葉は「世に勝つ者はだれか。イエスを神の子と信じる者ではないか」第一ヨハネ５章５節 

人生：人、生まれる。 人生：人、生きる。 人生：人、生かされる。 

 

新しい年が皆様方の上に、主の祝福と恵み癒しお守りが豊かにありますように心からお祈りいたします。 

また私達も福音の種を蒔きに出かけます。覚えてお祈りください。お願いいたします。 

 

 

予定 

１月１３日(水)～１８日(月)中国上海  

２４日(月)～秋田キリスト教会 

２６日(火)～３０日(土)小樽・三留宅家庭集会 

３１日(日)青森五所川原・岩川宅家庭礼拝 

２月１日(月)～１６日(火)秋田キリスト教会 

３月～４月アメリカ ５月秋田 ６月ベトナム 成増教会 ７月～８月北海道伝道旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/01_news.html
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