
SMALL・STONE・ミニストリー ニュースレター第５３号  

２０１８年 4 月 3 日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年元旦も断食で始まります。一年の感謝と新しい年が更に主に従い歩めるようにと祈りを捧げます。 

2 日オアシスチャーチ                                      3 日     ２日(火)と３日(水)祈祷院の

オアシスコミュニティチャー

チで８時半から礼拝メッセー

ジをします。智子先生は体

調を崩しているので出られ

ません。ノンクリスチャンの 

方も出席してくれて皆さん感動してくれました。中には色々な断食所に行きましたが、このような話は初めてと感 

動して涙を流していました。年末からの断食も祝福され３日お昼に山を下ります。祈祷院でお会いした三戸さん 

を岡崎の駅まで送ります。原発反対の為に戦っている方です。亡くなった御主人は物理学の権威者でもありまし 

た。素晴らしい働きをしている方に出会えるのも主の恵みです。 

１月１０日(水)バラバのメンバー信田氏が入院しているので福島県いわき市に会いに行きます。 

信ちゃんと森先生            グローバルミッションチャーチの森先生が信田氏の身元引受人になってい 

ます。森先生は私と同じ紋別出身です。名前は以前から聞いていましたが

今回初めてお会いします。病院に行くとき買い物をします。それは信田氏

が食べたいもののリクエストでした。サンドイッチにロールケーキ等等。いざ

病院へ数年ぶりに会う信田氏は痩せていましたがリクエストの食べ物を見 

るともう大丈夫です。私達が行く朝に急にお腹が空いて食べたいと力が湧きました。今はもう退院しています。 

堀江さんと                     １１日埼玉に戻りました。 

                       １２日(金)私達の結婚２１周年です。    ３Ｈ日本語学校先生と 

スモールミニストリーで一緒に働いてく 

れる堀江さんが食事をもてなしてくれま 

した。池袋サンシャインからの眺めは 

最高です。美味しい料理と交わりに、 

感謝でいっぱいです。堀江さんは本も出版していて「海外駐在の極意」お奨めです 

１７日(水)千葉県にある３Ｈ日本語学校で９時からメッセージをします。 

海外からの生徒約１５０名です。この奉仕は平野摂子さんの紹介です。 

平野さんは以前一緒に教会で奉仕をしたことがあります。金理事長とは初めて 

お会いしました。とても温和で日本語も堪能。集会後は食事をご馳走になりました。 



日本語学校集会                     １８日(木)朝１０時に出て新潟の野澤さんに会いに来ます。 

近くの温泉、美人の湯に連れて行ってくれました。 

お断りがないのでゆっくりと入れました。感謝です。 

１９日(金)新潟から秋田に向かいます。いつもは夜の集会を 

頼まれるのですが、今回は許してくれました・・・笑 

２０日(土)秋田県高高等学校ＰＴＡ連合会で講演します。秋田県内ＰＴＡ会長、副会長、県の教育関係の方合わ

野澤さんご夫妻                  秋田県ＰＴＡ会        せて約１００名が集い麻薬の怖さや自殺防 

止等を語ります。皆さん感動して涙を流す 

方もいます。悲しいことですが、秋田県は 

自殺が全国で一番と聞いています。 

一人でも生きる希望を持ってほしいです。 

                     ２１日(日)秋田キリスト教会朝７時・１０時半 

礼拝奉仕。午後２時から象潟教会奉仕。１９時秋田キリスト教会奉仕です。 

象潟キリスト教会は数年ぶりです。突然の訪問に皆さん驚いていました。 

象潟キリスト教会                ２３日(火)１０時・秋田キリスト教会バイブルクラスでメッセージ 

２６日(金)１９時・秋田キリスト教会祈祷会メッセージ 

２８日(日)朝７時・１０時半。秋田キリスト教会で礼拝奉仕をしてから 

男鹿にある日本基督教団脇本教会で奉仕。脇本教会は初めてです。

中西先生も初めてお会いします。礼拝は約２０人が集い、ノンクリス

チャンが４名初めて来た方もいます。皆さん感動してくれました。 

２月２日(金)１９時・秋田キリスト教会祈祷会メッセージ。 

秋田キリスト教会礼拝風景                  ４日(日)１０時半・八郎潟教会礼拝奉仕。この教会は中

西先生が兼牧しています。礼拝前に妻が証をします。初

めて来てくれた方もいて感謝でした。皆さんとても感動し

てくれました。秋田県に日本基督教団が１６あります。祝

福をお祈り致します。礼拝後に五所川原に行きます。 

脇本教会                     八郎潟教会前列左・中西先生    ６日(火)末期ガンと戦っていた

安田智子先生が天に帰りました。

年末年始は一緒に過ごせたこ

とを本当に感謝致します。 

                                                  いつも、カオちゃん比呂と声を

かけてくれました。結婚する前

からの出会いです。私達が巡回 

仙台・田中家礼拝             伝道者として示されたのも智子先生の祈祷院でした。多くの愛で支え 

てくれた智子先生。天国で再会できるのを楽しみにしています。 

７日(水)と９日(金)１９時・秋田キリスト教会祈祷会で奉仕をしました。 

１１日(日)１０時半・仙台田中さん宅礼拝。田中家は子供が６人です。 

メッセージに子供達が感動してくれて涙の礼拝でした。祝福です！ 

１３日(火)秋田から苫小牧へフェリーで行きます。凄い吹雪の中、一時

間遅れで８時出航します。私達夫婦はどんな揺れの中でも船酔いがあ 

りません。食事も普通に出来てしまいます。これも主の恵みです。 

苫小牧港には従弟のモーヤンと真希ちゃんが迎えに来てくれます。車で後ろに着いて行きますがドンドン山の中



に入っていくのです。１時間半くらい走ったでしょうか着いた所が支笏湖温泉。何と私達の為に用意してくれまし

井上元之・真希ちゃん       小樽にて                た。ホテルはリゾートスパ水の謌。何と部屋 

が特別室で露天風呂が着いています。 

                                           温泉にゆっくりと浸る事が出来ました。 

でも残念だったのがフェリーが遅れたので 

滞在時間が少なくてもったいなかったです。 

今度はゆっくり来たいです。  

１４日(水)１８時・小樽礼拝には本当に少な

森塚家                   い人数ですが４人が集います。継続は力です。人数が少なくても主の臨在 

は凄いです。終わった後は食事をしました。次回は６月を予定しています。

小樽が更に祝福されますようにお祈り致します。 

１５日(木)歌志内の森塚宅へ行きます。病と闘っている眞弓さん一緒にお 

祈りをします。１６日(金)歌志内の森塚宅にて御言葉を分かち合ってから

函館に向かいます。清水さん家族と交わりです。 

清水さん家族と       函館から小樽へ               フェリーは凄い揺れでした。 １７日(土)函館

から小樽に向

かいます。北

海道は大荒れ

ですが天気も 

良く道路も守られ函館から５時間で小樽に着きました。小樽発新潟行きのフェリーは 

３時間遅れになります。凄い揺れですがちゃんと食事をしてぐっすりと眠る事が出来 

ました。１８日(日)新潟到着も３時間遅れです。新潟の野澤さん宅で礼拝を捧げます。

野澤さんご夫妻と              台南リーさん宅で祈り会   今回は行と帰りに寄らせていただきました。 

                          本当に感謝です。 

２月２２日～３月２６日台湾伝道。 

２３日(金)１１時にリーさん宅で祈り会をして 

から台南市内から約一時間半の所にある台 

南第二監獄に行きます。今回で３回目にな 

ります。２０００人以上が入っていますが各

工場に１００名から１５０名が入っています。約１００名の方々に福音を語りますが初めての方ばかりです。 

台南第二監獄          主の恵みです。招きに応じて手を挙げてくれました。 

                   ３月１９日(月)この刑務所で再度集会が持つことが出来ました。主に栄光です。 

２４日(土)高雄病院に行き末期癌で戦っている黄さんをお祈りします。 

お祈りが終わった後隣のベットから声がかかります。日本語を話せるお婆ちゃんで 

す。交わりをしてお祈りしました。黄さんは台南の病院に移り希望を持って行く事を決心しました。 

フルゴスペルチャーチ       林先生と                    ２５日(日)フルゴスペルチャーチ礼拝 

奉仕。この礼拝奉仕はホームステイ  

しているリーさんが教会でメッセージ

を語る予定でしたが、私を紹介してく

れて前日に決まりました。 

林先生や教会の皆様方約６０名、 

とても感動して主の大きな愛と赦しに涙を流していました。主に栄光です！！！ 



太保に夕方から出かけてランタン祭りをエンジェルさん・コウさんと見に行きます。仏教色が強い中でギデオン協 

太保ランタン祭り            会もブースを設けています。各国の聖書を配り伝道していました。 

私も少しお手伝いをしました。実はここに来るまで何処に行くのか分かりま 

せんでした。周りを見たら皆真冬のかっこです。私は服装も薄着だったので 

台南と言えどもとても寒くて震え上がりました＾＾ 

２６日(月)１０時半からフルゴスペルチャーチメンバーの林さん宅で祈り会。 

      林さん宅           台南明徳戒冶分監         元は床屋さんでした。この祈り会もこちら 

                                                          に来てから決まりました。台湾の方は主

に対する心が本当に凄いです。 

                                                          午後１４時、明徳戒冶分監に行きます。 

                                           ここも昨年からの訪問で３回目です。 

奉仕で礼拝堂で集会します。約１００名の 

ヨウさん宅集会             受刑者の方に大胆に語ります。招きには３０名位の方が応答してくれまし 

た。一人でもやり直しがしたいと手を上げる事、本当に主に感謝です。 

夜８時からはヨウさん宅で祈り会。ここはリーさんが毎週祈り会を捧げてい 

る所です。色々な問の中にあり大変ですが主が守ってくださることを宣言 

してお祈りしました。ヨウさんは麺を作っていてとても美味しいです。 

２７日(火)９時台南刑務所。ここは初めて来ました。監内にあるキリスト教ク 

台南監獄                 ラブの集会室でメッセージには１０人が参加します。殺人で刑を受けてる方

もいます。最後に招きをすると主の弟子になって生きると数名の方が応答

してくれました。刑務所を出た後に近くにある基督教子羊の家に行きます。

ここは刑務所から出て来た方を仕事等が見つかるまで無償で保護をする

施設。刑務所を出て逆戻りする方もいます。本当にやり直してほしいです。 

子羊の家                 ２８日(水)リーさんの奥さんの実家に行きます。知り合いの方のご主人が亡

難病の方をお祈りします。   くなりお祈りに行きます。台湾の 

仏教の葬儀では迷信があり亡くな 

った方の親戚は縁起が悪いと言 

    う理由で訪問しませ。ん葬儀にだ

け行きます。家族の方々に慰めの

メッセージとお祈りをしてきました。 

台南刑務所              他の団体の方々と     食事の後は難病で体が動かない女性を訪ねてお 

祈りします。お祈りの後に部屋から出たら涙が出 

てきました。主に祈りました。刑務所伝道で来て  

いますが、病の方や信仰生活で戦っている方々

の所に主は遣わしてくださいます。 

何故なんだろうと思う心の中。こんな小さな者を 

使って下さる主に心から感謝をお捧げ致します。 

３月１日(木)１４時・台南刑務所１５０人。一昨日に行った刑務所ですがここの刑務所は長期刑が多３５００人位

入っています。工場が２２あり今日は約１５０人の方に福音を語りました。招きにも応答してくれて涙が出ました。

刑務所伝道も各団体が入っています。その方々とも交わりを持つことが出来ました。 

２日(金)台南から台東に行きます。台東で祈祷院をしているハンナ先生の集会に参加します。 

ハンナ先生は台湾でも有名な先生です。集会場所はシェラトンホテルです。 



集会は４日(日)のお昼で終わりました。集会はとても恵まれ献金のお祈りもさせて頂きました。通訳には花蓮か

ら丸山姉が来てくれました。台東刑務所の通訳もしてくれます。 

台東刑務所                    ５日(月)９時から台東刑務所集会。この刑務所も昨年来ています。 

下午戒冶所               男女合わせて１５０名大胆に語

ります。女性の中にはクリスチ

ャンの方もいます。招きには多

くの方が応答してくれました。 

午後から台東から約１時間の 

所にある下午戒冶所に行きます。ここは初めて来ます。約１５０名の男性の方々に語ります。主の福音は多くの

方の心を癒します。招きにも沢山の方が手を挙げてくれました。 

台東岩灣技能訓練所             集会風景              ６日(火)９時・台東岩灣技能訓練   

所。ここも初めて来ました。台湾で

は長期刑の刑務所が２ヵ所ありま

すが、この刑務所はそのうちの一

つです。主から頂いたやり直しの

人生を語ります。普通は刑務 

少年院                           所伝道の時間は厳しいのですが、所長がメッセージを聞いて

感動して下さり、特別に３０分延長してくれました。やり直しの

人生、洗礼の招きにも応えてくれました。主に栄光です。 

午後からはクリスチャンの経営している少年院に行きます。 

ここでは自給自足や聖書の学び等もしています。一人一人に 

主の弟子になる事を問いかけました。目をキラキラさせて主

の弟子になる事を約束してくれました。ハレルヤ！！！ 

祈祷院                     ７日(水)ハンナ先生の祈祷院に行きお祈りします。台東から１時間以上

で山の上にあります。コーリャンの

畑が綺麗に広がっていました。 

                                                今回台東で出会ったモーママは刑

務所伝道に人生を捧げています。

ママの子供は台南警察署長です。 

モーママとスーさん             子供に刑務所伝道をしていることを反対されて家族の中にも不和があり 

ましたが今は関係が良くなっています。またスーさんは何度も刑務所に 

入っています。お父さんは元警察官でした。スーさんが１４才の時、兄 

二人は警察との打ち合いで射殺されました。お父さんはスーさんが麻 

薬を止めるか死ぬかどちらにすると言って、目の前でナイフで腹を刺し 

て亡くなりました。それでもスーさんは麻薬を止めることが出来ませんで 

した。今は神学校を卒業して少年院や刑務所に行き多くの方に福音を伝えています。モーママとスーさんは親子

台南刑務所                  のような関係で会話が本当に楽しいです。この出会いに感謝して台南 

に汽車で戻りました。主の導きに感謝致します。 

８日(木)台南刑務所約１５０人。先週来た時に集会を頼まれました。 

同じ刑務所でも工場が違うのでほとんどが初めて会う方ばかりです。 

洗礼の招きに１０名の方が応答してくれました。 

９日(金)嘉義に向かいます。エンジェルさんの弟、胡さんが経営してい



るコーヒーショップに行きます。それから昼食を一緒にして、嘉義郊外にある小学校の謝校長先生を尋ねます。 

左エンジェルさんと胡さんご夫妻       左３人目、謝さんご夫妻         謝校長の新しい土地の祝福

と奥さんが洗礼を受けてい

ないので１日も早く受けるよ

うにお祈りしました。奥様も

受けると約束しました。全て

の働きに主に栄光です。 

大光長老教会               １０日(土)１９時・大光長老教会青年集会２５０人。賛美に力があります。

メッセージに感動してくれた祭先生が明日の礼拝もお願いしますと言っ

てくれました。集会も恵まれ洗礼の招きに１０名以上が手を上げました。

祭先生は集会後明日行く和順教会の先生に連絡を取り決定しました。 

１１日(日)９時半・和順長老教会礼拝奉仕２００人。礼拝賛美の中、言

葉は解りませんが主の深い臨在の中に涙が出てきます。 

和順教会     大光長老教会                招きにはエンジェルさんの弟、胡さんが主

に従いますと手を上げました。本当に感動

です。メッセージ後には昨日行った大光長

老教会１１時半から礼拝なのですぐに出

ます。約２００人が集い賛美が捧げられま

す。主の感動は語る者にも聞く者に 

高雄刑務所                    正門前で            も与えられます。主の恵みは永遠まで

で感謝致します。 

１２日(月)１４時・高雄第二刑務所に初め

て行きます。約２４００人が入っていま

す。台湾刑務所で一番最初に十字架

が掲げられた所です。１５０名位の方に 

屏東刑務所                  福音を語りました。招きにも約２０名の方が手を上げました。終わって

から上海の友人のお父さんが高雄に居て病の中にあるのでお祈りに

行きました。上海から連絡があってすぐでしたので良かったです。 

１５日(木)屏東刑務所では一時間づつ２回のメッセージです。工場は約 

２００人。所内にある教会で２０名です。初めは数人でしたが、キリスト 

教の勉強会に来る人が増えて、今は順番で行っています。初めて参加

した方もいて招きに応答してくれました。屏東の帰りに台湾南部で一番大きい中古車センター陳社長の所に寄り

新化教会         ます。教会もセンターの中にあります。次週の水曜日に奉仕が決まりました。 

１８日(日)９時半から新化教会礼拝奉仕をします。約２５０人が集います。礼拝には問題

を抱えた男性や精神的に病んでいて入院している娘さんのお父さん達とお祈りをしまし

宮下さん親子と          た。礼拝も主の恵みの中に力強く語る事が出来ました。 

                   礼拝後に上海の友人、宮下さんが台湾に帰っていて、台

南まで来てくれました。一緒に食事をすることが出来まし

た。数年ぶりの再開に感謝です。 

１９日(月)１４時から台南第二刑務所。工場で約１５０人の 

方に語ります。ここも何度か来ていますが、工場が違うの 

で初めての方も多いです。この集会を終えて所内にある教会堂へ行き６０名の方に語ります。教会も人数が増え



ているので警備上入るのが難しいようです。他の宗教もありますがリーさん達の奉仕に受刑者の方々の参加が

台南第二刑務所              私立長栄女子高          一番多くなっています。招きにも多くの 

 方が答えてくれました。 

２１日(水)７時半・私立長栄女子高で

約１０００人の学生に麻薬の怖さ、生

きる事の大切さを語ります。真剣に聞 

嘉義刑務所       萬民教会                    いて涙を流す子もいました。 

                                         午後からは嘉義刑務所に初めて 

行きます。所長の挨拶もあり最後 

まで集会に参加してくれました。 

時間も３０分伸ばしてくれて帰りに 

は玄関まで見送ってくれました。 

所長が最後まで聞いてくれたのは初めてです。招きにも応答。主に栄光です。 

夜は先週に行った中古車センターの陳社長の萬民教会で奉仕します。皆さん主の恵みに喜んでくれました。 

長栄っ女子高         台南少年院           ２２日(木)７時半・私立長栄女子高生。一年生４００人

に語ります。集会後に一人の女学生が日本人が来

て話をしていると聞き、会いに来てくれました。 

                                     午後から台南少年院。昨年はインフルエンザが蔓延

していて急遽中止になりました。今回は守られて子

供達８人に語る事が出来ました。一人の子が俺の罪

は許されますかと聞いてきました。勿論「イエス様は 

希望の家                朴社長と            罪びとを招くために来たのです」と伝えたら涙ぐ

んでいました。院長も感動してくれて時間も３０

分延ばしてくれました。招きには全員が手を上

げました。この少年院で今回の刑務所等の働き

は終わり。主にあってやり直せない人生はあり

ません。子供たちの上に祝福お祈りします。 

２３日(金)希望の家に行きます。ここはシングルマザーや子供が出来て生活等が出来ない女性を保護している

所です。ここでも証が出来ました。直ぐに高雄に向かい宮下さんと会いお父さんをお祈りして昼食をご馳走になり

ました。また直ぐに移動して岡山にある韓国人の朴社長の工場に行き集会です。朴社長ご夫妻は日本の大学を

出ているので日本語は堪能です。約１００名いますが今回は５０名の方に語りました。 

イエス様を信じると告白した方々の祝福をお祈りしました。 

エンジェルさんとミヤちゃん  ２４日(土)香港日帰りです。友人が入院しているのでエンジェルさんと一緒に行き 

ます。通訳はミヤちゃんに頼みました。台湾と香港は本当に近く１時間半で着き

ます。友人にお見舞いに行きお祈りが出来て感謝でした。 

２５日(日)民族路教会礼拝奉仕。９時の礼拝は約２５０人。この教会は日本人が 

作った教会で歴史を感じます。今回お会いした方々も会いに来てくれました。 

民族路教会              そして台湾最後の奉仕１１時の礼拝に３回の交わりがあったＮさんが来てくれ 

ました。招きに応答してくれて大きく手を挙げてくれました。その瞬間主の臨 

在に包まれ涙が溢れてきました。今回台湾でお会いした方は約４０００人で 

す。刑務所や教会での働きで招きに応じてくれた方が沢山起されたことを心 

から主に感謝をお捧げ致します。主の導きに心から賛美いたします。 



民族路教会・机牧師と       ２６日(月)台南～桃園空港～成田へ無事に帰ってきました。 

                            刑務所の働きは全てボランテイアです。一人でも救われる魂がいるのなら私 

は出かけます。今回も招きで手を挙げてくれた方々を思うと涙が出てきます。 

全ての必要は主が備えて下さいます。今年の１０月に再度台湾刑務所が開か 

れました。また教会からもオファーが来ています。本当に感謝です。自分が救 

われたことを思うと感謝しかありません。主の大きな救いの証を持って更に出 

かけます。通訳をしてくれたシンさん。丸山さん。８３歳の陳さん。スケジュール

エンジェルさんとコウさん  丸山さん             リーさん家族              シンさん 

 

 

 

右・リュウさん        陳さん               アブラハムさん              翁さん宅 

 

 

 

小原社長         をしてくれたエンジェルさん。リュウーさん。リーさん。リーさん宅ではいつも奥様の施恵佳さ 

んが朝早くから食事を作ってくれました。また食事をもてなしてくれたアブラハムさん。翁さん 

には本当に感謝致します。素晴らしい家族をお与えくださった主に栄光をお捧げ致します。

野澤さんご夫妻           ２７日(火)友人と一緒にランチを頂きます。 

それからシオントラベルに行きアメリカのチケット 

代を支払います。そして上野公園に桜を見に行

きました。満開の桜に笑顔も満開です。 

２９日(木)から新潟の野澤さん宅に行き２泊します。

昨年３月に末期ガンと診断されてから一年がたち 

ました。主の癒しがあり４月から新潟の大学で教えます。３０日は一緒に美人の湯に行き心も癒されました。 

３１日(土)新潟を後にして秋田に向かいます。約３００キロを４時間半かけて走ります。秋田キリスト教会にはい

つものごとく中野渡先生ご夫妻、スタッフが笑顔で迎てくれました。４月１日(日)秋田キリスト教会礼拝。この日は

４名の洗礼者が与えられました。この為に主が秋田に遣わしてくださました。次回のニュースで紹介しますので

楽しみにしていてください。福音は前進しています。何時でも何処でも伝道です。 

奉仕予定 

４月６日～５月２８日アメリカ伝道。 

シアトル・タコマ。 

ユージーン。 

ノースカロライナ初めていきます。 

ロサンゼルス。 

６月３日(日)垂穂キリスト教会 

６月秋田・北海道予定 

新しい年度が祝され守られますように心からお祈り致します。私達も伝道の為に走り続けます。お祈りください。 

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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