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２０１７年１月１２日は私達の結婚２０周年記念日でした。妻が初めて証したのは秋田キリスト教会で

す。いつも愛を持って迎えて下さる中野渡先生教会や皆様に心から感謝致します。「イエス様が弟子

達二人づつ遣わした」この御言葉を持って、これからも夫婦で福音の種蒔きに出かけます。感謝 

主の御名を賛美いたします。今回の４９号は昨年の九州伝道からの報告です＾＾ 

１１月２９日にアメリカから帰国して３０日の夜に九州に車で向かいます。今回は高速を使っていきます。 

石母田兄と              １２月１日約１６時間かかって佐世保に着きました。着いた夜に妻と何処のお 

店で食べようかと迷っていたら、何と佐世保に帰っていた石母田さんから電話 

があり一緒に食事が出来ました。私の５９歳の誕生日で感謝でした。 

２日(金)１１時半にセブンスデーの松山先生と待ち合わせをし、食事をしてか

ら１３時半から佐世保刑務所にて集会です。３回目の佐世保刑務所の奉仕は 

松山先生                    松山先生に刑務所から私を指名して依頼がありました。受刑者の方７７名が

参加してくれました。大胆に語ります。多くの方が感動してくれました。 

                      ３日(土)１０時半・セブンスデー希望の家にて礼拝奉仕です。 

                      石母田兄も礼拝に参加してくれました。この教会も２回目の奉仕です。 

                      私達の顔を覚えている方がいて嬉しかったです。  

４日(日)１０時半・鹿児島坂之上バプテスト教会礼拝奉仕。鰺坂先生は初めてお会いします。 

坂之上バプテスト教会          鰺坂先生と    新しい人や、まことちゃんも来てくれました。主の証に皆 

さん感動していました主に感謝です。 

９日(金)朝１０時に熊本県人吉を出て福岡に行き大好き 

な天ひろに食事に行きますが何と満員です。 

時間がかかりそうなのであきらめてフェリー乗り場へ。 

対馬にはジェットフェリーで向かいます。 

福岡からは２時間２０分です。立石先生が迎えに来てく 

れました。夜は先生ご夫妻とお交わりです。初めてお会いし 

ましたが何年も前から知り合いのように感じました。 

１０日(土)教会員の長門さんが小船を持っているので対馬の

海を案内してくれました。透き通る青い海や島々に感動しました。また高台に上り３６０度の景色にうっとりです。

韓国までは５０キロなので対馬は国境の島と言われています。３時頃に教会に戻ったら立石先生がふらふらして

様子がおかしいのです。少し休んで病院に電話を入れたら直ぐ来てくださいと言われ、奥様が病院に送っていき

ます。病名は脳梗塞で直ぐ入院になりました。７時半から集会でしたが立石先生不在の中に始まりました。 

奥様のピアノで賛美を捧げます。集会には新しい方も来てくれました。私も初めての地で大胆に語りました。 



１１日(日)１０時半・対馬福音キリスト教会礼拝奉仕。礼拝には対馬に初めて来た女性が教会員の主藤さ                        

立石先生ご夫妻        対馬福音キリスト教会      んに声をかけられ出席します。カトリックの教会は 

行ったことがあるが、プロテスタントは初めての 

事。証に感動していました。 

１４時から対馬めぐみ教会で奉仕です。 

韓国の朴先生が開拓しています。伝道集会には 

初めての方も来てくれて本当に感謝でした。集会 

対馬福音キリスト教会        対馬めぐみ教会             後に立石先生が入院している病院に行き

ます。先生が一日も早く良くなるようにお

祈りを捧げました。 

水田さん家族と                                  １２日(月)午前中に立石先生を訪問して

から対馬から福岡に行きます。夕方から 

芳司さんご夫妻     水田さん宅で交わり。昨年は健吾君も洗礼を受け 

ました。後はご主人が救われるだけです！！！ 

    水田さんご家族と                      １３日(火)前回食べそこなった天ひろの芳司さんの 

所に行きます。妻は天ぷら定食。私はカツ丼を食べ 

ました。これで５５０円なんてもう最高です。いつも愛

を持って迎えてくれます本当に感謝です。 

お腹もいっぱいになった所で熊本県人吉に向かいました。 

１５日(木)１７時、佐賀県伊万里の岩永ジョイさん宅家庭集会。ジョイさんとは香

港でお会いしてから数年ぶりの再会です。ジョイさんは伊万里に来て神様の為に使

ってと願い伊万里の町を見下ろせる高台に家を建てました。初めての方も来て集会

後に洗礼を受けたいと告白した方がいたのでお祈りしました。本当に感謝でした。 

１６日(金)１９時・伊万里ホープチャーチ伝道集会。犬塚先生が声をかけて下さり今年 

ジョイさん宅                         伊万里ホープチャーチ   で３年目になりました。今の時期は忘年 

会シーズンです。犬塚先生も何人来る 

かわからないけど主に感謝していきま 

しょうと言いました。集会に約２０名が 

来て新しい人も来ました。主に感謝。 

１７日(土)朝に伊万里を出て島原に向

かいます。磯野先生と久しぶりに会いました。夜７時から西有家総合学習センターで講演とゴスペルの夕べと題

して集会しました。６４名の方が来ます。アンケートでは「今までに聴いた講演会で一番心に響きました」「涙が止

まりませんでした」等、皆さん感動してくれました。ひまわり TV のスタッフの方も来て感動していました。  

１８日(日)１０時半島原ファミリーキリスト教会礼拝奉仕。新しい方が２人来ます。その内の一人の方は前日の講

GLORY のメンバーと           島原ファミリーキリスト教会 演会にも来てくれました。蒔かれた種が豊か 

に実りますようにお祈りします＾＾ 

２０日(火)人吉から大分県豊後大野に松崎先 

生と向かいます。国道を通って行きましたが 

凄い山道で時間もかかり大変でした。夜は山 

口院長が食事でもてなして下さいました。 

左から松崎先生。山口院長と私です。  原房の滝         ２１日(水)午前中は豊後大野を観光します。原 

房の滝が凄かったです。 

１３時半から１５時半。大分特別少年院にてクリ 

スマス集会。３９人に語ります。 



大分少年院は２回目ですが以前と違い犯罪も詐欺事件などが多くなっています。今回の大分少年院の奉仕は 

大分少年院          延岡・甲斐先生ご夫妻と  山口院長から直接お電話を頂き決まりました。 

山口院長が人吉少年院長の時に２度クリスマス会をさせ

て頂いています。大胆に主にあってやり直しの人生を語り

ました。子供達がやり直しの人生を送ることが出来ますよ

うに心からお祈りいたします。 

大分を後にして宮崎県延岡に甲斐先生の所に寄ります。 

 宮崎ハーベストチャーチ               昨年も九州伝道の時寄らせていただきましたが、何と同じ日で 

甲斐先生のお誕生日でした。主のお導きに感謝致します。 

２３日(金)１０時半・宮崎ハーベストチャーチ婦人集会で妻が奉 

仕しました。感謝です。夜７時からはハーベストチャーチで伝道 

集会に約５０名が集います。バイオリンや子供たちのハンドベ 

ルに心安らぎます。ハーベストチャーチには家族が全員戻って

きていて一緒に教会を支えています。新しいことがもうすでに始まっています。心から祝福をお祈りいたします。 

宮崎と言ったら阿彦家です。今回も宿泊させて頂きました。 

２４日(土)１９時・人吉恒例のクリスマス会です。ノンクリスチャンが集い楽しいひと時を過ごしました。 

人吉クリスマス会                 えびの聖書教会      ２５日(日)１０時半えびの聖書教会礼拝 

奉仕です。約１０年ぶりの訪問です。 

変わらないで迎えて下さいました。 

１０年も経つとお互い年を取りました。 

九州伝道はこれで終了。今回は風邪も 

引くことなく全てが守られました。 

花咲さんと              シェフ・モリズカにて   帰りは京都の花崎さんを訪問してお祈しました。 

それから名古屋に行き池田さん夫婦と食事会で  

す。シェフ・モリズカの料理は格別です名古屋に住

んでいる方是非訪ねて下さい！ 

                                     １月１２日私達の結婚２０周年です。陶磁器婚式とも 

堀江さんと    言われ、「夫婦の絆も磁器のように、固く強いものになりました。」と言います。 

結婚した頃は主の訓練を受け何度も涙を流しましたが、主の御手はいつも共にあ 

りました。本当に主の愛と憐みの中に過ごす事が出来ました。また皆様方のお祈

りとご支援に支えられたことを心から感謝致します。これか

らも夫婦で主に仕え頑張ります。記念日にはスモールストー

ンで一緒に宣教の業をしている堀江さんが食事を招待してく 

れました。宣教の業はチームです。一人ではできません！主に感謝栄光をお捧げ致します。 

１月１６日(月)～２０日(金)香港。今回の香港は１４年前に香港に行った時に出会ったマフィアのボス、テリー氏の 

左テリー氏ホウさん平山先生夫妻招待です。テリー氏は香港の九龍地区で大きな組織を持っていました。 

対立組織から嫌がらせを受けていて我慢できなく全面戦争を計画しました。 

子分に号令を出した瞬間に声が聞こえます「止めなさい」テリー氏はその声を聞 

いて中止をします。実は嫌がらせをしていたのは別の組織でした。テリー氏はそ

の声を神の声と判断します。その後に私達と食事会が持たれました。クリスチャ

ンの集まりでしたので、皆さんがクリスチャンになったら良いですよと言います。 

でもテリー氏の心の中には確信がありませんでした。その時私が言いました。クリスチャンになっても日々戦いな

のです・・・。テリー氏はそれから刑務所に入ります。テリー氏は刑務所の中でその言葉を思い出します。 

そうだ戦いなんだ。戦いに負けてはいけない。７年前に洗礼を受けることが出来ましたが良くない仕事をやめる



ことが出来ませんでした。そして全てを失い裸にされたテりー氏は 4年前にもう一度神の前にひれ伏しました。昨

年、香港に行った時連絡があり会いたいと言ってくれました。私達も次の奉仕があるので会う事が出来ませんで

したが、昨年の暮れに連絡が入り香港に招待してくれたのです。１４年ぶりの再会は昨日ように思えます。テリー

さんはビジネスで成功して教会を助けています。 

１７日(火)平山先生と女子刑務所に K さんに面会に行きます。香港に来ると必ず面会に行きます。 

女子刑務所             あと数年で出てきますが不安な気持ちでいっぱいと言いました。小さな田 

舎町なので帰れないと。主が守ってくださることを信じ共にお祈りをしました。 

Kさんの目からは涙がこぼれていました。１９日まで友人と会い食事をしたりして

２０日に帰国しました。沢山のおもてなしに感謝です。 

２１日(土)朝１０時半に家を出て秋田に向かいます。６００キロを８時間、夜７時に秋田到着。 

秋田キリスト教会と中野渡先生ご夫妻                      ２２日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。 

朝７時と１０時半の２回です。一部の 

礼拝の時は主の深い臨在の中で語り 

ました。２部は一部と違い喜びと力が 

与えられました。８か月ぶりの秋田で 

すが、教会の方々がお久しぶりと声をかけてくれます。やはり毎月行かないとダメですね・・・笑      

いつもは３部礼拝もメッセージするのですが休ませていただきゆっくり過とごしました。感謝です。 

緑の牧場教会にて                 ２５日(水)秋田から大館に行きます。夜７時から村岡先生が牧会 

する緑の牧場教会で妻が証をしました。 

                             ２６日(木)予定していた国際情報学院がインフルエンザで中止に 

なりました。午後の桂桜高校では集会が持てました。 

三年生で外部からも来て合わせて２７０名です。麻薬の怖さや誘

桂桜高校                         根崎さん宅家庭集会   惑に負けないように語り、皆さん真 

剣に聞いてくれました。 

                                                             夜７時から根崎さん宅集会。 

和気あいあいと楽しい時間を過ごしま 

した。主に感謝致します。 

右村岡先生・平岡所長         感謝状            ２７日(金)１０時半。秋田刑務所にて集会です。 

受刑者の方々３０５人の方に大胆に語りました。

多くの方が涙を流して聞いてくれました。 

平岡所長は私と同じ年で北海道出身です。 

集会後に刑務所から感謝状を頂きました。 

逮捕状は沢山頂きましたが感謝状は初めてです。自分勝手に生きて多くの方に

迷惑をかけ喜びを失っていました。その私をイエス様の一方的な恵みの中で救って下さいました。私は感謝状を

貰える資格なんてありません。本当にもったいないです。感謝状は主にお捧げ致します。主に栄光あれです！ 

秋田刑務所訪問は村岡先生が紹介してくれました。一度しかない人生を大事にしてほしいです。 

村岡先生           緑の牧場教会                   大館に戻り夜は緑の牧場教会でリバイ 

バル祈祷会。村岡先生の賛美リードで

熱い祈りも捧げられました。また御言葉

も語らせていただきました。主に感謝致

します。ハレルヤ！！！ 

２９日(日)１０時半・緑の牧場教会礼拝

奉仕。約４０名が集います。初めての方も来て感謝です。１４時・伝道集会。ここでも新しい方が来て約４０名集い

ます。主の証に多くの方が涙を流します。福音を語ると主の力が与えられ大胆に語る事が出来ます。アーメン 



３０日(月)JA 葬祭虹のホールおおだて１３：３０～１４：３０。モニター研修会「人生やり直せます」と題し             

JA 葬祭センター            で講演会が開かれました。今回私が大館に行 

く事をＪАの方が知り村岡先生を通して話が 

来ました。感謝です。新聞広告も５回くらい 

出し、広告文章は「少年時代から非行に走り、

やがて社会の奈落の日々へ。そこから救ったの は差し出された一冊の聖書だった。どん底

の人生から更生し牧師へと転身した自身の経験を通して、生きる意味を伝え、人々の心に 

小坂高校                村岡先生ご夫妻     明かりを灯す講演活動を続けておられる井上薫氏の 

お話です」と書いてあります。会場には１７０人が集い 

ノンクリスチャンがほとんどです。普段はお坊さんが 

祭壇に向かってお経を読む所ですが、私は祭壇に背 

を向けて命を語りました。ハレルヤ！！！ 

                                 ３１日(火)１３時から小坂高校でメッセージ。 

９０名の子供たちに麻薬の怖さや生きることの素晴らしさを伝え自殺防止を訴えました。村岡先生ご夫妻に見送

られ秋田の奉仕を終えて青森県五所川原に向かいます。岩川さん宅に訪問します。秋田に来る時は青森にも会

いに来るようにしています。次女の美穂ちゃんはギターを始めます。コラボできるのを楽しみにしています。 

２月１日(水)岩川家によって共にお祈りして秋田に戻ります。帰り道は吹雪で大変でした。中野渡先生が早く帰っ       

岩川さん宅                      美穂チャン     て来いと言うのでハイしかありません。 

夕方６時に着いたら７時からの祈祷会でメッ 

セージをお願い。もちろんハイです＾＾ 

 ２月２日(木)私達の新婚旅行が大潟サンル

ー ラルホテルでした。２０年前に中野渡先 

大潟サンルーラルホテル       部屋の中です          生が「新婚旅行に行ったの？」生活も大変で 

したので「行ってません」と言うと。秋田に来  

ないかと言われ連れて行ってくれたのが大

潟サンルーラルホテルでした。何故か中野渡

先生ご夫妻も同伴です。あれから２０年が経 

ち今度は私達が招待したいと言って一緒に行きました。これも不思議ですが昨年アメリカに行った時に、 

左から中野渡先生夫妻。宮田夫妻 何とこの大潟村の村長さんだった娘さんのミヤさんに出会いました。 

このホテルはお父さんが村長時代に第３セクターで建てられたホテルだったの 

です。ミヤさんは更に驚いたのは大潟村を知っていてホテルも知っている人に 

初めて会ったことでした。ミヤさんからお父さんの所に連絡を入れてくれました。 

ホテルに行き部屋に入ったらスイートルームが用意されていました。 

私達だけではなく中野渡先生の部屋もです。部屋で先生と共にお祈りしたら先 

生の目に涙がありました。部屋の事ではありません。ゆっくりと温泉に入り美味しい料理を頂きました。 

主の大きな愛と恵みに感謝でいっぱいでした。 

３日(金)ホテルでは更に素晴らしいことがありました。ミヤさんのお母さんが保護司会等のお手伝いをしている婦 

婦人会の方々と              人の会でボランテイアをしています。その会の方々にチャペルで 

証をする時も用意されていました。皆さん感動してくれました。 

２０年前に来た時にこのような計画を知ることが出来たでしょう 

か、私達には計り知ることのできない神のご計画にただ驚くば

かりです。救われる魂が起こされますようにお祈りします。アーメン！ 

５日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。７時・１０時半・１９時の３回です。そして今日はスモールストーンを一緒に手 

伝ってくれる堀江徹さんが秋田に来ました。初めての秋田に感動しています。雪を見ては凄い何を見ても凄いの



堀江さん                           連発です。先生ご夫妻と堀江さんと一緒に駒ヶ岳温 

泉にも行きました。一泊して帰りは雪の角館に行き 

ましたが、堀江さんは寒のが苦手で気が付けば火 

の側で温まっていました。夜８時の便で堀江さんは 

喜んで帰って行きました。また来てほしいですね！ 

８日(水)秋田キリスト教会水曜祈祷会奉仕。祈祷会には２０名以上が集います。熱心な祈りも捧げられます！ 

９日(木)象潟に行き佐藤憲さんの所に行きます。それから一緒に近くでうどん屋をしている佐藤さんに会いに行

左・佐藤憲・英子さんと佐藤さん   仙台礼拝                きます。証をしました。すごく喜んでくれて 

うどんも美味しく頂きました。 

                                        １１日(日)１０時・仙台礼拝奉仕です。 

中野渡先生が開拓して１０数年になりま 

す。中野渡先生の運転で土曜日から入り 

ます。私達は初めて奉仕に来ました。 

森塚さんご夫妻        今は月に３回仙台礼拝を捧げています。礼拝後はゆっくりと交わる時間がありませ

ん。私達は秋田に戻りフェリーで北海道に渡りますので急いで帰りました。 

１７時４０分のフェリーで苫小牧港へ。フェリーが揺れて凄かったです。 

１３日(月)朝２時間遅れで苫小牧港に着きました。まっすぐ歌志内に居る森塚さ 

ん宅に訪問です。お昼に手作りの蕎麦を頂きました。 

１４日(火)これまたお昼に手作りラーメンを頂きました。プロ級です。一緒に御言葉

を分かち合い共にお祈りしてから札幌に向かいました。 

１５日(水)昨年アメリカに行った時に出会ったミツルさんから連絡があり札幌にお父さんがいるので訪ねてほしい

宮川さんと。遠山さん    三留さんご夫妻   と連絡が入り喜んで会いに行きました。ホームにご夫妻で入 

居しています。近くに住むミツルさんのお姉さんと一緒にお会 

いしました。証をし最後にお祈りを捧げた時にお父さんの目か 

ら涙がこぼれていました。主に心から感謝致します。 

夕方５時から小樽・三留宅家庭礼拝。小さな礼拝で             

昭枝さんと妻      木村先生と             すが主の臨在に恵まれます。翌１６日は能和さん宅を訪 

    問して一緒にお祈りします。三留さんのご主人が帰って来 

ていると聞き会いに行きます。ご夫妻の結婚２５周年記

念でした。ご夫妻の結婚式に私は発起人代表でした。 

夜は一緒に礼拝をしている昭枝さんと食事ました。 

１７日(金)友人と食事してから北広島の木村先生に会いに行きました。楽しい交わりに感謝 

沖縄新都心倫理法人会            です。夜７時半のフェリーで秋田経由、新潟 

陳先生ご夫妻                                 行き。１８日１５時半無事に到着。 

でもフェリーは行よりも更に揺れ凄かった. 

２０日(月)甲府の陳先生の所に訪問します。 

ランチを頂いた後は一緒にお祈りを捧げま 

した。陳先生は新しく開拓をします。お祈りを宜しくお願いいたします。 

２月２３日(木)～３月７日(火)沖縄伝道と結婚式に参加。 

２４日(金)朝６時・沖縄新都心倫理法人会。昨年に続き倫理法人会での奉仕は２回目

になります。２３名が参加してくれました。何処に行っても福音を大胆に語ります。 

皆さん感動してくれました。終わった後に会長の山城氏がこれからも末永く宜しくお願いしますと言いました。 

２５日(土)長尾伸也・陽子さんの結婚式。伸ちゃんが１７歳の時お母さんが亡くなりました。そこから悪の道に入っ     

ていきます。薬物に手を出しお兄さんとも離れました。３度の刑務所生活も経験していますが、ベタニア教会の山 



伸ちゃんとお兄さん  白上先生ご夫妻     内先生が受け入て昨年神学校を卒業しました。１７年ぶりのお兄 

  さんとの再会は結婚式の場です。伸ちゃんがお兄さんに許してく 

ださいと言った時二人の目には涙が溢れていました。アーメン 

２６日(日)１０時半・チャペルグレース礼拝奉仕。 

沖縄に来てホームステイをさせて頂いた白上先生宅です。以前 

から先生のお話を聞いていましたが今回初めてお会いできて 

感謝でした。大胆に語る事が出来ました。４月からは神学校が始まります。祝福をお祈りお願いいたします。 

午後２時からは伸ちゃんが伝道師として任命されたゆいまーる教会で礼拝奉仕です。 

礼拝では御言葉が溢れてきました。また伸ちゃんの結婚の報告や、洗礼式もあり感動しました。 

ゆいまーる教会          親分はイエス様   ２７日(月)１１時から親分はイエス様ラジオ 

に出ます。伸ちゃんのお兄さんも一緒に参 

加します。伸ちゃんの昔のことも暴露して 

楽しいひと時でした。 

３月１日(水) １３：１５分～１４：４０分沖縄少年

院にて講演会。昨年１２月に大分少年院に行った時、山口院長から紹介して頂きました。実現出来感謝です。 

右村尾院長・久我さん。犯罪も最近は詐欺事件が多いと聞きました。集会では質疑応答もあり、少

年の中には「聖書を読んだことがあります。」「教会に４年間行っていました。

また教会に行きたいです」と言った声もありました。感謝です。 

この中では１１か月の生活です。新しい人生を主と共に歩んでほしいです。 

夜７時から金武バプテスト教会で奉仕をしました。今回急なことでしたが喜 

 金武バプテスト教会             んで迎えてくれました。感謝です。集会は聖霊様の臨在が凄く恵まれ 

ました。許しと愛のある教会です。新しい幼稚園が建てられて４月か 

ら開園します。子供達が御言葉と賛美を知ることが出来ますように心 

から祝福をお祈りいたします。 

２日(木)本部にあるカフェ・アーク上間社長の所に行きます。 

海兵隊の方々と              夜は社長の所に宿 

左上間社長                                                                 泊してバーベキュー 

を頂きました。 

                                                                      ３日(金)１７時・ゆが

ふぅ教会で海兵隊の

方々に証が出来まし 

た。約５０名以上が来てくれました。初めは荒木さんが証をしてそれから妻と私が証しました。主に感謝です。 

メシアブレッシングチャーチ                ５日(日)メシア・ブレッシング・チャーチ礼拝奉仕。いつもは 

                                 デニーご夫妻と     祈祷会でメッセージしますが礼拝で 

は初めてです。礼拝には１００名以 

上出席しています。賛美に恵まれ 

涙が出てきました。ここに来ると笑 

顔で「お帰りなさい」と言ってくれま 

す。今回は私が「お帰りなさい」と 

言ったら「ただいま」と答えてくれました。夜は今回初めてお会いしたデニーさんご夫妻が米軍基地内のレストラ

ンで食事をもてなしてくれました。初めてお会いしましたが何となく雰囲気が私に似ています。年も同じ年でした。 

６日(月)月曜日と言えば朝１１時から始まる「親分はイエス様」です。先週に続いて出演します。 

伸ちゃんの奥さ陽子さんも一緒です。伸ちゃんが陽子さんを見る目がハートいっぱいでした。 

３月１０日(金)台湾伝道。１４年ぶりの台湾です。今年１月に香港のテリーさんが,３月１１日台湾で集会するから 



ＦＭコザ            来ないかと言われ、香港で大変お世話になったので応援しに行くと言って決めまし

た。１０日夜に台湾桃園空港にテリーさんが中国から入りホテルに向かいます。 

１１日(土)朝テリーさんの経営しているお店(電気マッサージ)に行きテリーさんがメ 

ッセージ。夜はレストランで５００名のデイナー集会です。 

招きには多くの方が前に出てきました。         賛美、そしてテリーさんの会社の方の表彰式にテリーさん 

のメッセージに皆さん感動です。私の事も紹介してくれて

「井上がいなかったら神を信じなかった」主に栄光です。 

１２日(日)台北から１時間のＧＭＩ栄美教会の礼拝に参加 

します。少数民族の方や若者が多い教会で、デイㇲ コの

ような感じです。主任牧師はテリーさんと一緒に台中に行 

ＧＭＩ栄美教会             得勝の家              ったので奥様の徐先生がメッセージ。 

                      ４時頃から桃園地区にある。得勝の家で証す 

る刑務所を出た方々に聖書勉強とマッサー 

ジの仕事を教えて将来独立できるように訓 

練しています。テリーさんや３つの団体が支

援しています。ここの責任者のテン牧師も台湾のヤクザでした。集会後に新幹線で台北から台南に向かいます。 

明徳外役監獄             駅には陳先生と香港でお会いしたエンジェルさんが迎えに来てくれました。 

１３日(月)１４時～１６時・台南山上地区・明徳外役監獄。キリスト教関係の方

約５０名です。今回通訳してくれたのは陳先生です。チャペルで集会不思議

なくらい声が大きく出て大胆に語りました。皆さん真剣に聞いてくれました。 

１４日(火)１４時～１６時・孝雄大寮地区・大寮女子刑務所。約３００名の方に語 

大寮女子刑務所                 台南第二刑務所   ります。麻薬が７割を占めています。ここでも 

大胆に語りました。多くの方が涙を流していま 

した。救われる魂が起こされ、やり直しが出来 

ますようにお祈りいたします。 

１５日(水)１４時～１６時・台南六甲地区・台南第二刑務所。２００名。ここも麻薬関係が７割で３０代～６０代の方

です。台湾は台南の方に重罪の方が多いと聞きました。麻薬が一番多いです。 

台南アッセンブリ教会        １９時・陳先生の教会で伝道集会。 

多くの方が来てくださいました。 

皆さん本当に喜んでくれました。 

１６日(木)１０時５０分・台南アッセ

台南少年院              エンジェルさん   リーさんご夫妻      ンブリー教会で年配の方々の集 

会。皆さん感動してくれました。 

午後２時から台南少年鑑別所に 

行きます。１５歳から１８歳までの 

女子６名・男子１９名です。この若 

さでやはり麻薬です。もう２度と戻らないと約束をしました。 

台湾は少年院や刑務所合わせて５２ヵ所あります。今回ホームステイしたリーさんは元警察官です。今は刑務所

伝道に捧げています。次回の台湾も一緒に回ります。皆様方の上に祝福を心からお祈りいたします。 

奉仕予定 ４月２日金沢独立教会 ４月～６月アメリカ・ベトナム・台湾（刑務所）  

７月～８月九州・秋田・北海道 ９月沖縄。特に６月の台湾は刑務所を５か所を予定しています。   
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