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御言葉が開けると光を放って、無学なものに知恵を与えます。詩篇１１９篇１３０節  

主の御名を心から褒め称えます。新しい年が始まりました。今年は酉年で私は還暦を迎えますそして年男です。

主に従い、地の果てまでも主の証人として鷲のように羽ばたいて行きます。主に栄光です！！！ 
9 月 15 日～26 日沖縄伝道。空港にはシンちゃんが迎えに来てくれました。着いた日の夕食はケンちゃんも参加

して一緒に食べます。実はこのお二人は元薬中でした。イエス様と出会い更生して神学校も卒業して何 
左からケンちゃん・シンちゃん    とＦＭコザで、「親分はイエス様」と言うラジオ番組を担当している 

のです。私が付けたキャッチコピーを無断でしようして・・・笑 
何処からでもユーストリームでも見ることが出来ます。とっても面白い

ですよ。月曜日 11 時からです＾＾ 
１８日(日)１０時半・十字架福音教会礼拝奉仕。７０名以上が来ました。

池原先生と初めてお会いできて感謝でした。妻と一緒に大胆に語 
池原先生ご夫妻と          ＦＭコザ親分はイエス様     りました。初めての方も来てくれて

本当に感謝でした。 
１９日(月)１１時・親分はイエス様 

のラジオに出ます。私が行くと何 

故だか台本がほとんどありません。 
数回出ていますが、いつも丸投げを

してきます。でも兄弟のような 
関係なので愛を持って受け止めます。この放送はアメリカに居る方も聞いています！！！ 

倫理法人会             ２０日(火)６時・中部倫理法人会でメッセージをします。 
                  ５２名の方が来てくれました。皆さん真剣に聞いてくださり、感動し

てくれました。集会後は皆さんと一緒に朝食を頂きました。 
２１日(水)９時半・カルバリーチャペルの神学校で証をします。 外

部から来て神学校で話すのは初めてと聞きました。主に感謝致します。

カルバリーチャペルのボブ牧師先生は妻が１０数年前にラスベガス

に行った時にホームステイさせていただきました。ボブ先生は今、沖

縄のカルバリー神学校で教えています。 
集会の通訳はテモテ先生がしてくれました。テモテ先生は前にもアメリカ人の教会で通訳をして頂きました。 



カルバリーチャペル・神学生たちと       テモテ先生と             本当に感謝です。 
学生達も真剣に聞 
いて涙を流す方も 
いました。 

                                                                                   カルバリー教会の 
夜の食事会にも招 

待してくれて、本当に感謝でした。 
                       ２３日(金)古くからの友人、上間社長に会いに沖縄の北部に 
ボブ先生と              上間社長が経営しているＣａｆｅから  ある本部に行きます。 
                                     本部の海は本当に綺麗です。

またＣａｆｅアークからの

眺めは最高です。そして一番

のおすすめはアイスクリー

ムです美味しいです！！！ 
上間社長ファミリー             山内先生ファミリーと          ２５日(日)１０時・ 

那覇ベタニアチャ 
ーチ礼拝奉仕。 
山内先生とも長い 
お付き合いをさせ 
て頂いています。 
山内先生はホーム 

レスの方々に支援をしたり、ラジオ局を持ち福音を伝えています。礼拝は主の恵みの中で大胆に語る事が出来ま 
西銘先生             ケビンと       した。１４時半・ゆがふぅ教会にて伝道集会。 

ゆがふぅ教会の西銘先生も山内先生と同じく古い

お付き合いをさせて頂いています。この地域は日

本でも一番子供の貧困で問題になっている所です。

教会では子供食堂もしていて、毎夕食を提供しな

がら子供たちをサポートしています。集会はケビ

ンが通訳をしてくれました。最後は皆で賛美主ハ

レルヤを踊りを持って主をたたえました。沖縄の

働きも主の恵みの中で過ごす事が出来、２６日に

我が家に戻りました。主に感謝を捧げ致します。 
                                             ９月３０日(金)～１０月１４日(金)香港伝道 
１０月１日(土)朝は大雨でしたが１１時頃から天気が良くなり、佐野兄が香港からフェリーで約一時間くらいの

吉野さんと    所にある長州島に連れて行ってくれました。私達も初めての島です。 
  佐野兄と         この島で古くから大判焼きで有名な吉野さんに会います。 

お店には沢山の方が行列 
を作って大判焼きを美味 
しそうに食べています。 
私達も頂きました。美味し

かった。小さい島なので１

日で回る事が出来す。クリ 
スチャンの宿泊所もあります。今度は泊まってみたいです！ 
２日(日)１０時半・チャーチオンザロック教会礼拝。新しい場所に移って第１回目の礼拝。 



チャーチオンザロック教会        コニーさんと        明るく広い礼拝堂です。教会の方々 
とは１５年以上のお付き合いをし 
ています。通訳はコニーさんです。 
教会は戦いは大きいですが、熱心に 
祈りを捧げる教会です。新しい革袋 
に主の祝福が満ち溢れ恵みが豊か 

にありますように心からお祈りを致します。アーメン！！！ 
女子刑務所              ４日(火)平山先生と女子刑務所に行きＫさんを面会してきました。騙

されて麻薬の運び屋にされてしまい最高刑の２５年の刑を受けまし

た。私も面会してから１０年以上になります。 

後３年で釈放になりますが、田舎町なので日本に帰っても不安な気

持ちでいっぱいと言いました。出てきたら応援したいです。 

夜は平山先生宅で家庭集会。平山先生は私の師匠のような方です。イエス様に真っ直ぐに仕えています。 

平山先生宅家庭集会          刑務所の働きも月に３０人位面会に出かけています。 

                   差し入れもポケットマネーでしています。集会は食事をした後にし 

ますが、毎回出るカレーが本当に美味しいのです。和気あいあいと 

楽しい交わりに主に感謝捧げます。  

                   ５日(水)加藤姉、岡本姉と一緒に末期ガンのリーさんをお見舞いし 
ます。リーさんははっきりとイエス様を受け入れていました。 

１９時４５分・チャーチオンザロック教会祈祷会。少ない人数でしたが祈りと賛美を捧げました。 
６日(木)１０時半・ＪＣＦにてオリーブ会。心と体に障害を持っている親子さんの会です。 
ＪＣＦオリーブ会         子育てセミナー            私の姉と妹の子供も障害を持っ

ています。私達には分からない

戦いがあると思います。お祈り

で支えて行きたいです。 
７日(金)１０時半・ＪＣＦにて子

育てセミナー。十代の子を持 
つ親の会。今は子供達にも魔の手が入ってきています。麻薬の問題も低年齢化しています。皆さん真剣に耳を傾

けてくれて涙を流して聞いている方もいました。主よお守りください。 
バスケの子供達と       ８日(土)１０時・日本人学校にてバスケットボールをしている子供たち         

に麻薬の怖さ等を話ました。その後は質疑応答して子供達も色々なことを

聞いてきました。一度しかない人生を大事にしてほしいです。 
１４時・ＪＣＦにて夫婦セミナー。講師として語るのは初めてです。 

                一番の夫婦関係はイエス様と三角関係になると本当に祝福ですね。   
 夫婦セミナー            左下ポキ先生集会        １９時半・香港人のポキ先生の所

で集会。コニーさんの通訳で

す。ポキ先生の所は今回で２

回目です。開拓をして頑張っ

ている先生です。若い人が多

い教会で元気があります。言

葉は違っても神の家族 
は本当に素晴らしいです。これからも更に祝福されますようにお祈りいたします＾＾ 
９日 (日)９時・１０時４５分・１５時(広東語)ＪＣＦ礼拝奉仕。主の恵みに感謝致します。今回はＪＣＦで礼拝

奉仕が３回ありました。メッセージは祈りについて語りました。 



広東語礼拝                 １５時の広東礼拝は初めて会う方が多かったので証を中心と 
しました。最後は賛美主ハレルヤで最高に盛り上がりました。 

１   １０日(火) 富田園長ご夫妻が愛を持って捧げている子羊幼稚 
園に行きます。７０名の園児たちは本当に天使のようです。御 
言葉を読んでお祈りする姿や大きな声で賛美する姿に涙が出 
てきます。一時間くらいの交わりでしたが私達の方が沢山の恵 
みを頂きました。ハレルヤです！！！ 

子羊幼稚園                  平山先生宅集会          夜は平山先生宅家庭集 
                                        会です。 
                                       私が初めて参加してか

ら十数年、参加メンバ

ーも変わってきまし

たが、平山先生ご夫妻 
は無償の愛で捧げています。香港に行ったら是非参加してください。本当にカレーは美味しいですよ！ 
斯波先生ご夫妻とアレックス牧師  ゾーエさんと     １２日(水)１０時半・１９時・ＪＣＦ祈祷会。今 

回香港に来るときＪＣＦの斯波先生から８回 
の奉仕を与えてくれました。日曜日の広東語礼 
拝の時は斯波先生と食事をしている時に依頼 
がありました。ハイしかありません＾＾ 
この祈祷会が香港最後の奉仕です。基礎につい 
てメッセージをしました。感謝です。 

夜はゾーエさんと食事です。日本語がペラペラで以前６１１教会でも通訳をしていただいたことがあります。 
１０月２１日～１１月２８日アメリカ伝道。成田からコロラド・デンバーは約１０時間。標高は約１６００ 

カーバー純子さん宅            メートルあります。 
                           ２２日(土)デンバーから１００キロのコロラドスプ

リングスに行きます。カーバー純子さん宅家庭集

会。２０名以上が来ました。皆さん主の証に感動

し涙を流す方もいます。帰りにノンクリスチャン

の古田さん宅に寄り、お腹の赤ちゃんの為に祝福

のお祈りをしデンバーに戻りました。 
日本人ホープマウンテンファミリーチャーチ  ２３日(日)１０時半・日本人ホープマウンテンファミリーチ 

森先生ファミリーと妻です       ャーチ礼拝。主任牧 
師の森先生は北海 
道出身、奥様は熊本 
出身です。デンバー 
の方々は初めて会 
う方ばかりですが

通訳をしてくれた、さゆりさんとは出会ってから十数年が経ちました。今回のコロラドも、さゆりさんがアメリ

カ東海岸に来るんでしたらデンバーも来てくださいと言われ、もちろんハイと答えました。 
答えてから地図を見たら東海岸まで結構離れてました・・・笑 こうしてアメリカの地が更に開かれたことも主

に感謝捧げます。礼拝は妻と一緒に証をしました。主の大いなる恵みに皆さん感動でした。 
２４日(月)デンバーから２５０キロ位にあるグリーンウッドスプリングスに森先生ファミリーと行きます。 
アメリカでもかなり古い温泉地です。プールのような感じで水着を着て入ります。 
２５日(火)１８時・さゆりさん宅家庭集会。さゆりさんと一番最初に会ったのは上海そして香港。今回はア 



さゆりさん宅家庭集会         メリカです。本当に感謝です。森先生の長女賛美ちゃんも一緒にギ 
右から･賛美ちゃん･さゆりさん私･森先生  ターで賛美しました。 

                 時差ボケでしょうか夜

中に目が覚めます。 
                 またデンバーは標高が

高いので高山病にな

ると言われ常に水 
を飲んでくださいと言われます。水を飲むのが一つの予防になると教えてくれました。 
祈祷会                ２６日(水)１０時ＪＨＭＦＣ祈祷会。少ない人数でしたが主の恵 

みは大きいです。夜はさゆりさんがバッファローのステーキを食 
バッファローステーキ        べに連れて行ってくれま 

した。お肉の柔らかさと美 
味しさに感動でした。 

                    ２７日(木)コロラド最後の 
奉仕はミッションスクー 
ルで語りました。通訳は森

ミッションスクール            先生の長女、賛美ちゃん１６歳です。私の早口にもしっかりと 
通訳してくれました。アメリカではマリファナが合法になって 

賛美ちゃんと    いる州もありコロラドも 
その一つです。麻薬に手 
を染めていく入り口は沢 
山ありますがマリファナ 
もその一つ子供達が守ら 
れますように祈ります。 

２８日(金)デンバーからワシントンＤＣに移動します。コロラドとの時差は２時間です。空港に着いたら西郷先

西郷先生ご夫妻             日本語クリスチャンチャーチ        生がいません。電話 
をしたら渋滞してい 
て１時間くらい空港 
で待ちました。先生と 
あ会いしたら何と目 
が腫れています。私達 

フェアーファックス礼拝        西郷先生宅集会         ではありません。アレルギーにな 
ったのでしょうか？   
３０日(日)１０時４５分・日本語

クリスチャンチャーチと１６

時・フェアーファックスの礼拝奉

仕です。午前中の礼拝には初めて

の方もいて感謝でした。 
１１月１日１０時・英会話クラス 

の方にメッセージ。夜は西郷先生宅で集会です。２日コミュニティセンターで英会話クラスの方にメッセージで

す。すごく真剣に聞いてくれました。終わってから西郷先生家族が吉松先生との中間地点まで送ってくれました。 
３日(木)吉松先生がアトランテックシティを案内してくれました。ここはラスベガスに次いで大きなカジノがあ 
りましたが、経営状態も悪く数千人が解雇されて閑散としていました。 
夜は教会で吉松先生の通訳でメッセージをしました。少ない人数でしたが、主の導きと恵みに感謝致します。 



 吉松先生ご家族        武石さんご夫妻と          ４日(金)マルモラからプリンストン 
に行きます。途中、栗栖先生と合流 
して武石さん宅に向かいます。 
プリンストンに来た時はいつもお 
世話になっています。 
夜はステーキを食べに連れて行っ

てくれました。前に来た時は食べま 
したが今回は２４オンス(約７００ｇ)食べきれませんでした。 

プリンストン大学神学校             ５日(土)１１時半・プリンストン神学大学で学生達に証をし 
                               プリンストン大学   ます。通訳は亜希 

子さんがしてくれ 
ました。涙を流し 
て聞く学生もいま 
す。真理をもっと

知ってほしいです。 
６日(日)ダッチネック長老教会。２００周年を迎える伝統的な教会です。礼拝後のユースの時間帯に亜希子さん

右が亜希子さんです    の通訳で証をしました。ユースよりも年配の方が多かったです。主の証は国が違っ 
             栗栖先生ご夫妻          ても感動があります。午後１３時１５分・プ 

リンストン日本語教会礼拝奉仕。 
                                              栗栖先生はいつも笑顔で本当に仕える先生で 

す。礼拝では初めて会う方もいて本当に感謝 
でした。４時過ぎまで交わりを持ちました。 

プリンストン日本語教会     夕方からは韓国人のジェーさん宅で家庭集会です。皆さん凄く喜んでくれ 
ジェーさん宅家庭集会           ました。日韓で色々なこ

とがありますが、私達の

国籍は天にあります。 
                      これからも共に祈りあ

い励ましあい福音の為    

に頑張りたいと思いま

す。祝福お祈りします。 
７日(月)プリンストンからペンシルベニア・リーハイバレーへ行きます。夜はミヨさんとケリーさんが主宰して

ハヴィー君            いるヘブンリーオタクの録音をエルシャダイ教会でしました。ハヴィー君 
     ダグ＆ミヨさん家族     が英語で質問されますが、私達は解ら 

ないので通訳をミヨさんがします。 
もう出来上がっていますので是非お時 
間のある方は見て下さい！ 

 ８日(火)素晴らしい天気の中ダグさん 

家族とベイクオーブンノブにドライブに行きました。紅葉の時期なので景色は最高でした。 
夜はベツレヘムの地にあるエルシャダイ教会で奉仕をしました。私の通訳は１３歳のリアム君です。集会は凄い

主の臨在の中に涙を流す方。幻を与えられた方。靴を脱いでひざまつき主を崇める方。主に栄光です。更に驚い

たのは、１９８９年１２月１日にゲリー先生ご夫妻はガテマラで出会いました。私も同じ日に主の御手に抱かれ

ます。そして親分と教会に行きヤクザをやめる約束がありました。更に驚いたのはマリリン先生と私が同じ誕生 
日でした。集会後はマリリン先生が涙ながらに頭を下げています。 
マリリン先生は８年前に日本の事をお祈りしました。この教会で日本人がメッセージ出来た事を心から感謝して 



通訳リアム君      左ゲリーとマリリン牧師    主を賛美していました。 
９日(水)ランカスターにミュージカル・サムソンを

観にミヨさんとカヨコさんで行きました。このミュ

ージカルは本当に素晴らしいです。主の恵みです。

今までにモーセとヨセフ物語を見ることも出来ま 
した。帰りにアーミッシュのレストランで近くに住

む日本人の方と交わりをしました。 
ヴー文子さん家族          ＬＪＰＣ祈祷会        １８時からヴー文子さん宅で家庭集

会。３０名位集まりました。 
１０日(木)１０時からも文子さん宅

で集会でした。楽しい交わりに本当

に感謝です。栗栖先生が迎えに来て

中島先生と待ち合わせ場所に送っ

てくれました。中島先生と合流して 
ニュージャージーパリセイドに行きます。１１日(金)韓国の教会を借りてＬＪＰＣ祈祷会です。証をしました。 
ＬＪＰＣ礼拝                  １３日(日)１０時・ＬＪＰＣ礼拝奉仕。主の臨在の中、賛 

マンハッタン礼拝          美も恵まれ 
ます。日韓合 
同の教会で 
す。中島先生 
とは２０年 
位のお付き

ＶＩＰにて     中島先生ご夫妻   大清水さん宅家庭集会      合いです。新婚両行の帰りに私 
達の所に立寄って紹介してく 
れました。妻のキョンヒです！  
午後からニューヨーク・マンハ 
ッタン礼拝です。新聞を見て初 
めて教会に来た方もいて感謝。 
１４日(月)錦織先生が迎えに来

てくれてニューヨークへ。 
ＶＩＰ集会には２０人位集います。初めての会う方も多くて感謝でした。 
１５日(火)１０時半・大清水さん宅家庭集会。凄い大雨の中でしたが沢山の方が来てく 

れました。ここでも初めて会う方がいます。主の証に皆さん感動してくれました。 

主に感謝・賛美・栄光捧げます。 

  あじさいの会   １７日(木)１０時・あじさいの会でメッセージします。近隣に住んでいる年配の方々に

奉仕をしています。集会で最後は賛美主ハレルヤで最高に盛り上がりました。 

ハートフォード集会・右下マキコさん  立石先生ご夫妻       た集会後中島先生がコネチカットの立

石先生の所に送ってくれました。 

１８日(金)ハートフォード集会。２年 

ぶりです。立石先生が牧会しています。 

ここも初めてお会いする方がいます。 

責任を持っているマキコさんはいつも 

温かく迎えてくれます。 

２０日(日)１３時半・ニュージャージー，ジャパニーズクリスチャンチャーチ礼拝奉仕。錦織先生が牧会してい



錦織先生ファミリーと     浜田夫妻      ます。初めての方も来て約７０名が集います。メッセー 

ジも大胆に語りました。サンクスギビング礼拝でしたの 
で、礼拝後は愛餐会もあり楽しい交わりの中、終わった

ら９時になっていました。２2 日(火)浜田さんの奥様の

誕生日に招待を受けまして、ブルックリンに行きました。 
美味しいウナギというお店があると聞き楽しみに行き

ます。お店について看板を見たらウサギでした。 
               ご主人はウナギが食べられると思って期待していましたががっかりしていま

した。でもお弁当はボリュウムもあって美味し(ウサギは食べません)かったです。 
メトロポリタン             イスラエル展にて     ２３日(水)今日はメトロポリタンに行 

きます。ちょうどイスラエル展が開催 
していてとても感動しました。すごく 
広いので普通は時間をかけてゆっく

り                                みるのですが、私達は時間がないので 
急いで回り歩数計は３万歩でした！ 

２４日(木)サンクスギビングのパレードに小林姉に招待してもらいました。警備が凄いです。マリオットホテル

で朝食を頂き、ホテルの前は一般の人は入れません。本当にプライベート 
     右・小林姉          で目の前で見ることが出来ました。 

大感動でした。 
２７日(日)１０時半グリニッジ教会 
礼拝奉仕。主の恵みに感謝致します。

礼拝も祝福されましたが、礼拝後に 
立石先生の式の元で行われたＡご夫妻の洗礼式は感動でした。アメリカ伝道最終日に主は、命の書に名前が記さ

立石先生             れる祝福の場に参加させて下さいました。蒔いた種が豊かな実を結びます 
ようにお祈りいたします。ハレルヤ！！！ 
１４時からニューヨーク日本人教会礼拝奉仕。最後の奉仕です。 
２０名位来てくれました。初めての方もいます。宮内先生は同じ北海道出身

です。礼拝も恵まれ思いっきり語りました。全ての行程を終えて２８日、 
ニューヨーク日本人教会       宮内先生       立石先生にＪＦＫ空港に送って頂きました。 
                           全ての奉仕を主が守ってくださいました。感謝です。 
                           今回のニュースレターは沖縄・香港・アメリカ・九 

州の予定でしたが枚数が多くなり九州の報告は次 
回４９号に掲載します。宜しくお願い致します。 

                           １月～３月奉仕予定。 
                           １月１６日～２０日・香港。 

１月２２日 秋田キリスト教会 
２６日・国際情報学院・午後、桂桜高校。２７日・秋田刑務所。夜・緑の牧場教会リバイバル祈祷会 
２９日・緑の牧場教会礼拝奉仕。午後、伝道会。３０日・ＪＡ葬祭センター。３１日・小坂高校 
２月１日～１２日・秋田キリスト教会奉仕。１３日～１８日・北海道。２３日～３月７日・沖縄 
今年も主に従い福音の種を蒔きに出かけます。覚えてお祈りくだされば幸いです。新しい年が更に主の祝福と恵

みが豊かにありますように心からお祈りいたします。今年も宜しくお願い致します。栄光在主 
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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