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主の御名を賛美いたします。第５１号はベトナム・台湾・日本からの報告です。 

６月１６日～２０日ベトナム・ハノイにて集会。今回のベトナムはホーチミンとハノイの第１回合同１泊

修養会です。ホーチミンから８名が参加。初めての試みですがお互いの顔合わせも出来て良かったです。 

１７日(土)１４時半バイブルスタディー。夜は１９時半から賛美集会です。主の恵みの中にあり、御言葉

合同修養会                    ベトナムの有名店です。 が開かれていきます。 

       初めはお互いに硬い

表情でしたが、主の

導きの中にあり、お

祈りや賛美を通して

一つになっていきま

した。ハレルヤ！ 

１８日(日)１０時、礼拝の場所はおしゃれなカフェです。皆大喜びです。メッセージも大胆に語る事が出

素敵なカフェで            バイブルスタディー         来て本当に感謝です。 

                                     １３時半～１５時半。 

バイブルスタディーそし 

て交わり会です。今回が 

第１回目ですがこれから 

も毎年開催したいと思っ

Ｏさん宅にて集会          ています。御言葉が溢れ賛美が溢れ主の愛が溢れる時になりました。 

１９日(月)観光の予定でしたが、月曜日にしか来られない方々がい 

るので急遽Ｏさん宅で集会をしました。初めての方も来てくれて妻

の証に感動してくれました。観光には行けませんでしたが主が用い

て下さいました。本当に感謝です。主に栄光です！！！ 

２０日(火)ホテルを朝５時４５分に出て空港へ。８時１５分発で羽

田へ向かい１４時３０分着きました。２１日から台湾伝道に出かけるので、羽田近くのホテルを取ります。



台湾では使わない荷物を自宅に持っていきます。埼玉までの往復でホテルに戻ったら夜の８時過ぎになっ

ていました。勿論妻はホテルで待っています＾＾ 

２１日(水)１０時５０分、台北に向けて出発。エバー航空ですがキテイちゃんの特別機です。クッション

からありとあらゆるものがキテイちゃんです。ちょっと感動しています。台北に着いてからヤンさんが迎

えに来てくれて新幹線乗り場まで送ってくれました。台北から新幹線で約１時間半、台南に無事到着です。 

２２日(木)台南第二刑務所。二組に分かれて集会します。私達は約１００名の集会です。３月に来たので

台南第二刑務所         ２回目です。約１００名の中で前回会った人は一人だけです。 

                台湾も麻薬が多く、受刑者の方が麻薬で再犯が１００パーセントです。 

                日本では６割から７割位なので、１００パーセントの再犯は考えられ 

ない数字です。麻薬撲滅の為に戦わないと本当にいけません。 

夜は小龍包を頂きました。美味しかったです！ 

２３日(金)今回初めてお会いした黄さん宅で朝食を頂きました。日本語も話せるので楽しい交わりに感謝 

黄さん宅                  リュウさんとご主人。     です。午後からはリュ

ウさんとご主人も一

緒に博物館に行きま

した。 

                                     夜２０時からアッセン 

ブリー台南教会で青年会の集会。約４０名集います。今回の通訳はチンさんがしてくれました。青年達と 

アッセンブリー台南教会       ても真剣に聞いてくれました。最後は一人一人に祝福のお祈りを 

しました。集会後は台南で有名なフルーツのお店でマンゴーを頂 

通訳のチンさんと          きました。夜も遅いの

に満席。皆マンゴーか

き氷やフルーツ等を

食べています。産地だ

けに本当に安くて美

味しいです。感謝 

２４日(土)ＰＭ８時・富強教会青年会集会。台南に来てから決まった集会ですが約１００名が集います。 

富強教会                           教会は外部からの講師は初めてのこ 

とです。麻薬の怖さや生きることの 

素晴らしさを語ります。通訳は前日 

に会ったスー・ジョージ-がしてくれ 

ました。教会は無牧でしたが７月１ 

日に新しい牧師が就任しました。 

富強教会が更に祝福され前進します 

ように心からお祈り致します。 

２５日(日)９時から富強教会の礼拝に参加させて頂きます。礼拝後にオーさん宅で刑務所伝道の話し合い

オーさん宅をします。     富強教会でも支えていくことに決まりました。 

                      夕方からエンジェルさんと一緒に嘉義にいきます。 

エンジェルさんは香港のボスだったテリーさんとのビジ 

ネスパートナーで今回のチケットや色々なことを手配し 

てくれました。嘉義には弟さん家族がコーヒーショップ 

を経営しています。何と弟さんはコーヒーが飲めないのですが、日本のドリップ式のコーヒーを勉強して  

自家焙煎をして今は３件のお店を持っています。昔はやんちゃをしていましたが次は一緒に刑務所伝道を 



エンジェルさんと弟さん家族  しようと約束しました。２６日(月)台南から１時間の所にある 

高雄第二監獄に行きます。 

今回一緒に行くスタッフも初めての所です。    

１４時～１５時４０分の時間があり、賛美 

や約１２０名の受刑者の方に大胆に語る事 

が出来ました。涙を流す方もいます。 

高雄第二監獄            台南戒自冶分監      主よ導いて下さい。  

２７日(火)台南戒冶分監。３月に続き 

２回目です。刑務所内に教会もあり、 

教会で集会をしました。クリスチャン 

も多くいて約１００名の方に福音を 

語ります。集会後に１０人以上が講壇 

に上がり、一人一人に主にお祈りをす 

ることが出来ました。主に栄光です。 

台南少年院                               ２８日(水)当初予定していた台南少 

年院がインフルエンザの為中止にな 

りました。スタッフと一緒に少年院の

前でお祈りを捧げました。エンジェ 

エンジェルさんと弟夫婦     ルさんの弟も証をする予定でしたが、 

この量で２千円位で買えます。 リュウさんの実家で食事会      中止になって残念です。時間が

空いたのでエンジェルさんと弟

夫婦の５人でマンゴーの故郷に

行きます。驚きの安さにびっくり

です。夜はリュウさん宅で食事会 

をしてくれました。言葉が違っても文化が違ってもこうしてもてなしてくれることを心から感謝致します。 

２９日(木)１４時・高雄女子刑務所。２回目の訪問ですが約３００人の受刑者とは初めて会います。 

高雄女子監獄           やり直しの人生を語ります。招きに多くの方が手をあげてくれまし 

た。麻薬がここまで多くの人の人生を狂わせている。負の連鎖です。 

一度の麻薬がドンドンと死に追いやっていく。私自身が麻薬の奴隷 

でした。生きることが出来なかった私に主は闇から光へと招いてく 

れました。光を伝えに更に歩みたいです。 

３０日(金)台南から台東へメンバー９人と３時間かけて移動します。台東市は２２万人、市内は１２万人

台南駅                                です。教会は約２０ありま 

す。駅に博愛教会の邱(チョ 

ウ)先生と教会のスタッフ 

が迎えに来てくれました。 

台東はエンジェルさんの紹 

介です。邱先生も元警察官

で、一緒に行ったリーさんも元警察官です。感謝です。夜は民族のレストランで食事会でした。 

７月１日(土)何処に行くかわからないまま朝４時半に出かけます。空気も澄んでいるので朝焼けがとても

美しく感動します。車で一時間以上走ったでしょうか山の上の方に着くと熱気球会場でした。気温が上が

る前に気球を上げるので朝早かったのです。台東でもすごく有名な熱気球祭りです。私も初めて見ました

が本当に凄いです。帰りに布農部落に寄って朝食を頂きます。そこで出会った日本名が白木さん９３歳で 



   白木さん      す。日本語が堪能で、戦争の話をしてくれま 

した。日本が大好きで一緒に戦った事や日本 

人に良くしてもらったこと、食事をしたこと 

などを語るその眼には当時の事を懐かしむも 

のがありました。ゆっくりとまたお話を聞き 

たいですね！ 

２日(日)１０時。博愛教会礼拝奉仕。約１００名が集います。原住民の方の賛美があり喜びで満ちていま 

チンさんと         博愛教会                       す。メッセー 

ジはチンさん 

の通訳で証を 

中心に語りま 

した。多くの 

方が感動して 

くれました。この台東も貧困の差が大きく麻薬に手を出してしまう方が本当に多いのです。 

礼拝を通して私も主に示されました。主に仕えて行きたいです。主に栄光です！ 

３日(月)１１時・台東刑務所。約１００名です。高雄刑務所でメッセージした時に話を聞いた方が一人い

台東刑務所            一緒に訪問したスタッフと。  ました。再会は嬉しいのですが、 

                                刑務所での再会は悲しいですね。 

３ヶ月の間に再犯をしています。 

邱先生は以前この刑務所に訪問し 

ていましたが、体を悪くして刑務

所訪問から離れていました。今回の訪問を通して、再開すると言いました。刑務所伝道は本当に戦いです。 

色々な方が刑務所に訪問しています。私は２度と会えない方々もいます。だからこそ福音を伝えなくては

いけません。前回台湾に訪問した時に、リーさんが言いました。多くの方が来て語りますが、井上みたく

語る人はいない。台湾に５２ヵ所の刑務所があります。一緒に回ってください。 

次は来年１月に台湾刑務所伝道を１ヶ月間予定しています。主に感謝致します。 

台東から５時間かり台北へ。４日(火)台北から羽田に戻ります。帰りもキテイちゃんの飛行機でした！ 

５日(水)夕方５時頃に九州に向けて車で走ります。６日無事に福岡に着きます。 

７日(金)福岡～対馬へ７か月ぶりです。智子先生が迎えに来てくれました。前回の時は立石先生が脳梗塞

になり緊急入院でした。今は元気になり本当に良かったです。 

豆酘にて            ８日(土)１９時・豆酘で集会です。２１人が来てくれました。 

豆酘は対馬でも南の方に位置しています。栗原先生が昨年来た時に次 

回は豆酘でやりたいと声をかけてくれて実現しました。感謝です。 

                ９日(日)１０時半・対馬キリスト福音教会礼拝奉仕。初めて会う方が 

３人です。御言葉を共に分かち合うことが出来て感謝です。 

１４時から対馬めぐみ教会で奉仕。２回目です。今回も主の恵みの中に

対馬キリスト福音教会       対馬めぐみ教会        過ごす事が出来ました。一つ残念 

                なのが天気が悪かったので海に１ 

０分しか入れませんでした次回は 

是非海に入りたいですね！ 

１０日(月)対馬から福岡にジェッ 

トフェリーで向かいます。 

港には立石先生ご夫妻が笑顔で見送ってくれました。また主藤さんも来てくれました。感謝です。 



立石先生ご夫妻                澤村先生家族 福岡から広島まで走り澤村先生と数 

年ぶりの再会をします。私達が着く 

まで路嘉君が待っていてくれました。 

夕食は奥様の睦子さんの手料理を頂き 

ました。美味しかった感謝です！ 

埼玉に戻ってからは野澤さんファミリ 

ーと食事をし、警察庁のＳさん、Ｔさんとも食事会をしました。主に感謝捧げます！ 

７月２１日(金)～９月５日(火)秋田・北海道伝道 

２１日(金)朝８時半に素晴らしい天気の中、秋田に向けて出発し７時間半かかりました。 

金曜日なのでいつものように中野渡先生から優しい言葉で「祈祷会お願いね。」「ハイ了解しました」 

２３日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。朝７時・１０時半・夜７時の３回のメッセージをします。 

誕生会      昨夜からの大雨で川が氾濫し中野渡先生は仙台礼拝に出かけまし 

たが、通行止めで戻ってきました秋田でこのような被害は初めて

村岡先生          てです。礼拝も影響を受けて来 

     られない方も多くいました。夜

は先生の誕生会をしました。秋

田の奉仕は２５日(火) ２６ 

キャンプ                             (水)２８日(金)の祈祷会と、 

岩川宅           ２９日(土)～３０日(日)のキャ

ンプです。第１０回目を向かえ

たキャンプのタイトルは献身

です。子供達が主に仕えて行く

ことが出来るように語りまし

た。少ない人数でしたが献身の 

招きに応答して手を挙げてくれました。３０日(日)メッセージの後に全員に按手のお祈りをしました。 

また２７日(木)は北秋田の三浦先生を訪ね、大館で村岡先生にランチをご馳走になり、青森県五所川原の

岩川さんを訪問ました。８月２日(火)秋田キリスト教会の最後の奉仕を無事終えることが出来ました。 

４日(金)秋田からフェリーで苫小牧へ。約１ヶ月の北海道伝道です。 

今回の宿泊は藻岩下キリスト教会のゲストルームを借りることが出来ました。 

６日(日)１０時半・グッドアワー教会礼拝奉仕。昨年に続き北海道伝道初日にメッセージをさせて頂きま 

札幌グッドアワー教会       三笠・祈り学ぶ会       した。聖霊様の満たしと主の恵み 

に感謝致します。 

                                教会を通して主の大いなる慰めと 

励ましを感じます。礼拝後は流し 

そうめんをしてくれました。 

７日(月)～８日(火)第３８回 

三笠・祈り学ぶ会に出席。 

今年も石垣先生と奉仕をさせて頂きます。７日夜のメッセージをさせて頂きました。主の御言葉に力があ

右下・稲富先生         ります。翌８日の早天では籾山先生がメッセージをしてお昼１２時に 

無事終了しました。また来年を楽しみにしています＾＾ 

９日(水)札幌で稲富先生をピックアップして小樽に向かいます。 

１８時～小樽マリンホールで稲富先生が昨年に続きメッセージをし

てくれました。小さな集まりですが主の臨在は凄いです！！！ 



１０日(木)昼に稲富先生を余市や積丹を案内します。夜は札幌ジンギスカンで盛り上がり！ 

稲富先生     １１日(金)お昼は稲富先生のリクエストで、あんかけ焼きそばを食べて、市場で買い物

をし、支笏湖方面にドライブします。 

最後は温泉と思い支笏湖国民休暇村にいきます。 

入り口に刺青お断りの文字。私刺青入れた方が出てきたの 

で大丈夫と思い、フロントで一応聞きました。そしたら申 

し訳ありませんの返事です。正直に言ったものが入れなく 

て言わなかったら入れる。なんかおかしいですね。苫小牧 

発のフェリーまで時間があるので、夕食を聞くとスープ 

カレーが食べたい。苫小牧でスープカレーを食べます。 

時間が少し早かったので、私の従弟の井上元之に連絡を入れます。奥さんと二男を連れて来てくれました。

従弟と４５ぶりの再会    藻岩下キリスト教会         何と４５ぶりの再会です。この再 

                                会も本当に驚きです。後で証を載 

せます。稲富先生は苫小牧から秋 

田に向けてフェリーで行きました。 

アメリカで３つ目の教会を開拓し 

ています。来年も来て頂きます！ 

１３日(日)１０時・藻岩下キリス

ト教会礼拝奉仕。今年で４回目の奉仕をさせて頂きます。大胆に語る事が出来ました。 

鈴木先生は８９歳ですが伝道に燃えています。祝祷の時、先生がイエス様と言ったとたん上からの力が降

り注ぎ私は思わずハレルヤと叫びそうになりました。力ある言葉に本当に感動しました。 

長男と           姪っ子の所の双子ちゃん        １５日(火)～１６日(水)紋別に行 

き長男の所に宿泊します。 

兄は私と違い通信簿はオール５の成 

績です。私はラジオ体操のように１ 

２３です。家族や親せきに迷惑をか 

けて悪どい事ばかりをしていたので、

こんな弟いらない早く死んでしまえばいいと思っていました。でも今は私がイエス様に救われて頑張って

いる姿に井上家の誇りと言ってくれます。イエス様に行かされている人生、本当に感謝です。 

１７日(木)紋別から網走に向かいます。約１００キロ。梶原先生はいつも愛を持って迎えてくれます。 

河野先生ご夫妻と    １８日(金)網走刑務所がお盆の時なので中止になりましたが、梶原先生と中標 

刑務所受刑者の方の作品   津の教会に行き河野先生を紹介して頂きました。 

河野先生は熊本県人吉生まれ。中標津教会の講 

壇は刑務所の受刑者が作りました。素晴らしい 

です。養老牛温泉に入ります。３０数年ぶりに 

きますが刺青お断り書いていませんでした！ 

２０日(日)１０時半・キリスト兄弟団網走教会

網走教会のメンバーと            梶原先生ご夫妻    礼拝奉仕。２年前にも礼拝奉仕 

をさせて頂きました。梶原先生 

は教誨師もしているので北海道 

伝道の時は刑務所で奉仕が出

来るように予定を立ててくれ

ます。今回先生の手作りの本棚 



や本をたくさん頂きました。昼食後の交わりをして北見に向かいます。 

竹内先生と教会のメンバー   山中校長先生と     ＰＭ７時からホテルロイヤル北見で夕礼拝で 

す。毎年竹内先生の所にお邪魔させて頂いて 

います。来ると必ず奉仕の場を用意してくれ 

ます。集会後はお寿司を食べに行きました。 

心も体も満たされますね！ 

２１日(月)１０時４０分・北見相生中学校。

北見・相生中学校                  竹内先生と     全校生徒５５人の小さな 

学校です。山中先生を通 

して３校目です。子供達 

もこれからの人生に大事 

なものが何であるか、本 

当に知ってほしいです。 

真剣に聞いてくれました。 

２２日(火)北見と言えば玉ねぎが有名です。記憶をたどりながら道の駅を探します。中々見つかりません。 

岩山先生宅           やっと見つけて５キロ７００円の玉ねぎをゲットしましたが、何と往復 

で５０キロも走っていました。高い買い物になりました＾＾ 

夜は竹内先生のホテルで集会が出来ました。毎回本当に感謝です。 

２４日(木)１１時・岩山先生宅。香港からゾーエさんが来ています。 

香港では一度通訳をしてくれました。話に花が咲いて気が付いたら４時

間が経っていました。岩山先生は札幌で開拓をしています。祝福をお祈りいたします。 

木村先生・菊池先生・竹井先生  ２５日(金)竹井先生・木村先生・菊池先生と食事会。何とも言えない

不思議な牧師の食事会です。竹井先生が待ち合わせ場所にススキノ交

番前と指定します。私にとってはとても懐かしい所です。このメンバ

ーで歩いていたら誰も声をかけてきませんでした。楽しかったです！ 

２６日(土)札幌から瀬棚に向かいます。夜は生出さん宅でジンギスカン

を用意してくれました。本当にもう最高です。生出さんの所は北海道に来たら必ず会いに来ます。 

生出さんご夫妻      利別教会         ２７日(日)１０時半・利別教会礼拝 

奉仕。約３０人集います。 

                                           石橋先生ご夫妻が牧会しています。 

教会が本当に恵みで満ちています。 

                                           私も語る言葉に力を頂きました。   

利別教会                      礼拝後に函館に向かいます。夜は清水桃子さん 

桃ちゃんとご両親     家族と食事をし 

ます。美味しい 

函館の活イカ等 

をご馳走になり 

ました。 

２８日(月)函館から苫小牧に向かいます。今回４５年ぶりに再会した従弟の井上元之に会いに行きます。 

奥さんの真希さんの実家です。私が中学三年生の時に初めて元之(モーヤン)ちゃんと会いました。 

モーヤンは小学校５年生でした。いつもにこにこして弟のような存在です。４５年の間に私が中学３年生

で保護観察５年になったりヤクザになったり麻薬でボロボロ、自殺未遂までしていた事をモーヤンは知り

ました。そして今年７月１７日にモーヤンからメールが入りました。懐かしかった。あだ名のモーヤンを



元之ファミリーと      紺野氏と         覚えて返事をしました。まさか再会が出来る 

とは思っていませんでしたが８月１１日に会 

う事が出来ました。少しの時間しかなかった 

ので再度会う約束をします。 

２８日(月)モーヤンの所に泊まりゆっくりと 

交わることが出来ました。真希さんの実家の仕事を継いで頑張っています。

北海道に来たらいつでも寄ってくださいと言ってくれた。本当に嬉しいです。 

９月１日(金)帯広で中学時代の紺野氏と会い一緒に食事。いつの間にか中学時代に戻っていました。 

                   ３日(日)１１時・１６時・アッセンブリー帯広教会礼拝奉仕。

北海道最後の奉仕です。１１時の礼拝は３名の方が来ます。

精神的な病の中にある方々ですが、メッセージに笑顔があり

ました。１６時からは何とタンザニア・ベネズエラ・マダカ

スカル・ナイジェリア・ケニア・マラウイー・エチオピア・

フイジー・そして日本の９カ国が集いました。国が違って主 

アッセンブリー帯広教会       の証に皆さん感動してくれました。いつかはアフリカも周り

たいです。最後は何故か裸になり皆さんと写真を撮りました。近くに畜産大学があるので色々な国の方が

来ています。吉田先生とは初めてお会いしましたが本当に気さくな先生です。伝道頑張っています。 

今回お会いした方々も沢山います。森塚さんはガンで戦っていますが、私達も時間がある度に行ってお祈

森塚さんと         りしました。癒しが起こり元気になっています。また陰で支えてくれた、 

     河野さん     河野姉は藻岩下教会のゲストルームを紹 

介してくれたり、洗濯や食事と家庭を開 

放してくれました。小樽の佐藤さんから 

は布団を貸していただきました。 

皆様方の大きな支えがあってこそ伝道は出来

ます。これからも更に福音の種を蒔きに出かけます。５日(火)北海道伝道を終えて夕方１７時、小樽港か 

藻岩下教会にお世話になりました。   大好きな美幌峠        港からフェリーで新潟に向かいました。 

                              ６日(水)朝９時に新潟港に着きました。 

                              伝道の旅は出会いの旅でもあります。 

主が一番必要な所へと導いて下さいます。 

生きるのも死ぬのも主の為にですね。感謝 

予  定 

９月１７日(日)イエスキリスト・ロックチャーチ 愛知県尾張旭市井田町２－７２ 

１９日～３０日 秋田伝道。２０日(水)秋田キリスト教会・水曜祈祷会 

２１日(木)１４時半。十和田高校  ２２日(金)５時４５分ホテルクラウンパレス・倫理法人会 

２３日(土)１４時・緑の牧場教会伝道会 ２４日(日)午前・緑の牧場教会礼拝。午後・鹿角市伝道会 

２５日(月)１３時半・大館保護司会主催講演会(保護司・更生保護関係・警察・民生委員)約１００名 

２６日(火)１０時半・秋田キリスト教会火曜集会 ２７日(水)１９時・秋田キリスト教会祈祷会 

２９日(金)１９時・秋田キリスト教会祈祷会 １０月１日(日)府中・グレイスハウスチャーチ 

４日(水)～５日(木)小樽 ６日(金)～１６日(月)香港伝道 
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「再   会」 

４５年という歳月の中、なんら連絡を取り合う事なくそれぞれの人生を歩んできた者達が、ある

事をさかえに再会できた事、いったいどんな力が働いていたのだろう。  私がまだ小学生の頃、

夏休みに一人の従兄と初めて会い、金魚の糞のようにいつもくっついて遊んでもらったこと、従

兄はいやな顔ひとつせずに、いつも笑顔で接してくれていた。  この時出会い、遊んでくれた従

兄とは、その後一度だけ電話で話しただけで姿を見ることはなかった。  子どもだった私は、又

従兄に会いに行きたいと何度か親にねだったが、頑なに拒否された事を思い出す。  月日が流れ、

高校卒業後社会人となり 30歳位になった頃だったと記憶するが、両親が一冊の本を見せてくれた、

「親分は、イエス様」「ミッションバラバ」。  その本の中に、従兄が・・・「なに？薫ちゃんは

やくざだったのかい？」読んでいくと「覚せい剤」「自殺未遂」と衝撃な言葉が、あのやさしかっ

た従兄が何故？  しかし、なぜ親が従兄に会いたいと訴える私に、合わせなかったのか初めて理

解できた様に思いました。  平成 5年に結婚、翌 6年に長男誕生、平成 8年に妻の実家の会社に

転職、翌 9年に二男が誕生し、月日は流れて行きました。  平成 21年に母が他界、平成 28年に

父が他界した時、初めて私自身の人生について、家族について、考えるようになりました。  平

成 29年 7月にオーストラリアから伝道の為、ダストゥー氏が来られるという連絡が入り、彼とは

久々に会えるとあって、なんか心がうきうきする自分がいました。  なぜなら、ダストゥー氏は、

以前ラグビー選手として、私とは幾度に渡り対戦していた人物だったからです。  又、妻の実家

とは以前から交流があった人物でもあり、凄く身近な存在として感じておりました。  ダストゥ

ー師を迎え、いつもの様に楽しく会食をして、昔話（ラグビーの話）で場が盛り上がりました。   

会食を終えた後、ダストゥー氏から「井上さんは、神を信じますか？」との問いかけがあり、突

然の事だったのですが、私は思わず「否定はしません、なぜなら私の従兄に井上薫という牧師が

いて、彼は元やくざだったのですが、イエスキリストを信仰する事で、人生をやりなおす事がで

きたからです」と思わず答えていたのです。 ダストゥー氏は、「えっ、それはすばらしい、その

方は、井上さんの従兄？」「すばらしい、すばらしい」と感動を体一杯で表現されました。 私は、

なぜ井上薫という従兄の名前がとっさに出たのかは、その時は自分自身、不思議な気持ちだった

のですが、ダストゥー氏の喜ぶ姿を見て良かったと思う程度でした。 数日後、妻から「ダストゥ

ーさんから礼拝に来て欲しいと言われているけど、どうする？」との問いかけに、私は「何時な

の？行ってもいいよ」と答えました。 妻はその答えにびっくり、私が素直に「行ってもいいよ」

と返事が来ることをまったく想定していなかったのです。 その教会は、家より車で数分もかから

ない場所にあり、「結構近くにあったのだね」と妻に話し、中へ入って行くと、ダストゥー師が突

然「井上さん、なんて言いましたか、あなたの従兄の名は？」 私は、「はい、井上薫と言います」

その時ダストゥー氏は、一枚のポスターを見せて、「この方ですか？すばらしい、ここに来たので

すよ」「えっ！」 その教会の高石牧師さんから「2 度ほど、来ていただいた、井上さんの従弟さ

んが近くにいたのですね」と笑顔で話してくれました。 礼拝後、高石牧師さんから、「ミッショ

ンバラバから、今はスモールストーン・ミニストリーとして活動」と教えられました。 遠くの記

憶から、近くの存在になっていく井上薫という従兄、なぜ今になって？ 私は、ホームページ上の

メールアドレスとのにらめっこを 1週間続けました 「今更、連絡をとっても覚えてないよな？45

年はなぁ～」「伝道で忙しいだろうし」「えっ、誰？なんて言われたらショックだし」そんなこん

なで 1週間の時が過ぎました。 メールを送る決断をさせたのは、YOUTUBE動画の井上薫牧師の言

葉「感謝」。 「そうだよ、感謝だよ！僕は幼い頃、薫ちゃんから楽しい思い出を作ってもらった、

あなたはどれだけ人に迷惑をかけてきたかわからないが、僕はあなたに感謝している、それを伝

えたい」  メールを送り、返信を待つ。  「来た！」メールには、幼い頃、私が呼ばれていた

ニックネームが記されていた。  涙が出た、45 年も経っていても覚えていてくれた、妻に伝え



た「メールが来たよ、俺の昔の呼び名を覚えていてくれたよ」良かったね、妻も涙ぐんでいた。  そ

れから、北海道へ伝道するスケジュールの中、会える日を設定し、心待ちをする。  45 年とい

う歳月は、どんな感動で再会するのだろうか？「やばい、大泣きしそうだ」  再会当日、一本の

電話は、45年を感じさせない昔の仲の良い従兄の会話となり、待ち合わせの場所へと妻と夏休み

で帰省していた二男と向かう。  45 年ぶりの再会を果たしたが、昔の僕と薫ちゃんがそこにい

た。 フェリーの時間もあるので、又会う事を約束して見送りました、妻から「どう？」と聞かれ、

「45年の歳月がなかったような、昨日まで普通に話していた従兄がいたよ、だけど、それが良か

ったよ。」  私にとっては、幼い時にあった、あの従兄の井上薫がいてくれた事に、心が救われ

たと思います。  この度の再会は、偶然という重なりではなく、何かしらの力による必然という

形で導かれたことは奇跡という言葉で表されるものか？  私は、この再会により、私の心に光を

あてられたものと感じております、何かの力により、再会という導きがあったと思っております。 

平成 29年 8月 30日 井上元之 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


