
SMALL・STONE・ミニストリー ニュースレター第５６号 

                                  ２０１９年 1 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

見よ、わたしは新しい事をなす。やがてそれは起こるあなたはそれを知らないのか。 

わたしは荒野に道を設け。砂漠に川を流れさせる。   イザヤ書 43 章 19 節 

主の御名を賛美いたします。昨年は皆様方のお祈りやご支援に支えられ無事に過ごす事が出来ました。 

心から感謝致します。今年も主の福音を伝えに歩みます。お祈りお願いいたします。 

昨年の第５５号の続きで台湾伝道からの報告です。 

１０月７日(日)北成路教会で奉仕を終えた後に台南から新幹線で台北に移動します。 

劉牧師と            夜は劉牧師と食事会です。劉牧師は香港でテディさんの葬儀でお会いし

ました。テディさんから私の名前は聞いていたみたいです。劉牧師も

元００ザでした。今は台湾に７カ所、各国に７カ所の施設(刑務所や少

年院から出た方のお世話)をしていて国からも認められている素晴ら

しいクリスチャンです。 

８日(月)９時半。台北・朝日の家で集会。約３０人が集います。２時間の集会は皆さんとても感動して涙

台北朝日の家にて を流す方もいました。今、ここの問題は先に救わ 

                         れた方が傲慢になっている事でした。主に仕える 

事を証で語る事が出来ました。この台北朝日の家 

が事務局となっています。スタッフも皆さん本当

に仕えて働いています。その後は劉牧師と１００ 

歳のお婆ちゃんの所に行きお祈りしました。お婆ちゃんはこれからアメリカで暮らします。 

お婆ちゃんとお祈り        三義にて              ９日(火)台北から新幹線で 

苗東へ移動します。翏さん家 

族と合流して観光に連れて 

行ってもらう。三義に行き古 

い駅等を見てから食事をし 

ます。この辺で有名な客家料

理を頂く。私達も初めての味にちょっとびっくり。今まで食べた中華とは違うし和食とも違うし、でも美

味しかったです。夜は民宿で２０１９年の台湾刑務所伝道の話し合い等で楽しい交わりの時でした。 



１０日(水)９時半・苗東辰㬢會(朝日の家)門徒訓練。毎年この日は台湾にある朝日の家合同の洗礼式です。

洗礼を受けた青年たち          ２４名が新しい命を主から頂きました。これは本当に感動し 

涙が出ました。その後に代表の劉牧師のメッセージ時間を

頂き大胆に語らせていただきました。帰る頃に一人の青年

が近寄ってきてニコニコしています。昨年行った台東にあ

る朝日の家にいた青年。彼も洗礼を受けました。感謝！ 

南台教会にて          中央が劉牧師             苗東から台南に戻り、夜 

７時から南台教会で集会 

です。この集会は急に決 

まりましたが主の恵み溢 

れる集会となりました。 

張牧師先生は医者です。

集会中、張牧師先生の目 

には涙が浮かんでいました。主の証は本当に多くの方に感動を与えます。主に感謝です。 

屏東辰㬢會              １１日(木)エンジェルさん夫婦の運転で屏東へ。９時半・屏東 

辰㬢會(朝日の家)集会。約５０名が集います。ここの施設は厚 

生省管轄ですが劉牧師の働きを認めて提供してくれています。 

刑務所から出てこの施設で訓練を受けて新しく旅立ちます。ス

タッフの方も元００ザの方ですが信頼を受けて働いています。

帰り際、劉牧師が何故か裸で写真を撮ると言って記念撮影です。 

１２日(金)１４時・台南第二監獄工場。２チームに分かれて集会。ここも何度見来ていますが、工場が違

台南第二監獄         うのでほとんどが初めての方です。１５０名に力強く語ります。 

招きにも多くの方が手を上げてくれました。今回の台南伝道はこれで最 

澤さんと            後です。夜の食事会の時、今年の台 

                湾刑務所伝道を４０日頼まれました。 

主に感謝致します。一人でもやり直

す方が起こされるのなら是非遣わさ 

れたいです。主に栄光です。 

１３日(土)台南から桃園に移動します。通訳をしてくれる澤さんは全行程を一緒に回ってくれます。一人

では何も出来ませんが主がチームとして与えて下さること感謝しかありません。 

１４日(日)９時半・桃園士毎掌教会(スミルナ)礼拝奉仕。主の臨在があり礼拝中に涙が出てきました。 

桃園士毎掌教会                また多くの事を示されました。この教会を紹介してく                      

れた丸山さんが通訳をしてくれました。教会の方々の 

信仰が本当に純粋です。右が曽先生ですが、やはり昔 

は００ザで手におえない程、暴れていたと言ってまし 

た。一緒に居てもとても楽しく温かい気持ちになりま 

す。礼拝後は観光に連れて行ってくれました。古い駅  

が残っていて、有名な所です。 

                                  １５日(月)朝、スミルナ教会の 

メンバーがしているコーヒー 

ショップで祝福のお祈りしま 

す。モーニング美味しかった。  



１４時・桃園女子監獄教誨堂。初めて訪問します。１００名以上が集います。妻と一緒に奉仕をしました。 

コーヒーショップにて   桃園女子刑務所      多くの受刑者の方が涙を流し招きにも沢山の 

                                         方が手を上げ 

                                         ました。感謝 

                                         状を頂きまし 

た。もったい 

ないです。 

１６日(火)朝、教会員の方のお母さんを訪問してお祈りします。その後に曽先生ご夫妻が観光に金山に連

金山にて。          教会のメンバーと          れて行ってくれました。一度来 

たかった所で千と千尋の神隠し 

の場所でも有名です。天候は土砂

降りの雨でしたが、これもまた感

謝です。夜は教会の方々と食事会 

です。沢山の温かいおもてなしと捧げものに本当に感謝でした。 

１７日(水)１４時・桃園刑務所。集会には１２０名が参加してくれます。所長の許さんは一ツ橋大学を出

桃園刑務所         ていて、私達に会うことを楽しみにしていました。初めての訪問と言うこ 

              ともあり、集会は緊張の中に始まりました。桃園最後の集会は主の素晴ら 

              スミルナ教会・曽先生夫妻 しい祝福の中にあり大胆に語る事が出来、招き 

には８割の方が手を上げました。私も感動のあ 

まり涙が出てきました。主にあって、やり直せ 

ない人生はありません。ここにも主の福音の種 

が蒔かれたと信じます。      

刑務所伝道の後に曽先生ご夫妻と早めの夕食をして、桃園から花蓮に４時間かかって到着しました。 

精神病院にて。         １８日(木)１０時・精神病院集会３０名。花蓮非垃鐵非(フィ

ラデルフィア)教会が毎週奉仕をしている所です。 

                     賛美と証も楽しくさせて頂きました。患者の皆さんも一緒に 

賛美してとても喜んでくれました。主を喜ぶことは力となり 

ます。癒しの力がお一人お一人にありますように。 

集会後は隣の病棟に、脳梗塞で手術を終えて入院している方を訪問してお祈りしました。私達伝道者は色々

な働きが主に与えられています。台湾刑務所伝道を通して働きが更に広がっていることを感謝しています。 

１９日(金)主愛の教会の張先生とホテルでランチを頂きました。張先生も刑務所や少年院から出た方をフ

張先生と長男                       ォローしています。今回の集会も台湾に来 

てからの依頼です。夜の集会に約５０名が 

参加しました。皆さんとても感動してくれ 

て、張先生も次もお願いしますと言ってく 

れました。主に栄光です。 

花蓮非垃鐵非教会、青年会        ２０日(土)観光に行きます。花蓮のイメー 

ジがありました。花が付くので綺麗とか花が沢山あると思っていました。初めて見た景色に驚きました。

渓谷の山や谷は力強く。大自然の美しさに圧倒されました。実際の目で是非見てほしいです。 

夜８時～９時半。花蓮非垃鐵非(フィラデルフィア)教会、青年会で奉仕します。１０数名が参加します。 

クリスチャンホームで育っている子が多い。小さい時から信じているので、もっと劇的な体験をしたいと

言います。劇的な体験も素晴らしいですが、私は逆にクリスチャンホームがうらやましいです。 



２１日(日)花蓮非垃鐵非(フィラデルフィア) 教会礼拝奉仕。９時半から祈祷院の教会です。主任牧師の川

花蓮非垃鐵非教会        川浪先生と      浪先生は日本人の先生から貴方には罪がある 

                          と言われました。警察官であった川浪先生は、 

、   一ヶ月何の罪なのか考えました。主の深い愛の 

中で悔い改めと導かれました。桃園のスミルナ 

教会はフィラデルフィア教会の枝教会です。こ

の祈祷院も１００ドルで建てられた教会です。 

川浪先生が時間はたっぷりあるからと言って、何と１４時まで礼拝が捧げられました。私もこんなに長い

時間は初めてでしたが主の恵みと臨在が凄かったです。教会員の方も共に主を崇め素晴らしい礼拝でした。 

２２日(月)９時半・花蓮看守所２００名の中７０名が参加してくれる。 

花蓮看守所            花蓮自強外役        受刑者の方も緊張しています。 

どんな時でも福音は大胆に語りま 

す。招きに応答してくれた方は半分 

くらいですが主の光は多くの方の 

心に届いたと思います。 

２３日(火)１４時・花蓮自強外役。

今回の台湾刑務所伝道最後です。ここの刑務所は殺人関係が多いです。約１３０人に語りました。主が力

を下さらなければ語る事が出来ません。力を頂き福音を多くの受刑者の方に届けます。招きには数人でし

た。責任者の方が言いました。手を上げなかったのは他の人の目を気にしているだけです。心の中では手

花蓮非垃鐵非教会火曜集会             を上げています。また是非来てくださいと言って 

くれました。刑務所の働きはボランテイアです。 

見返りは求めません。小さな者を持ち運んで下さる 

主に心から感謝をお捧げします。 

夜、花蓮非垃鐵非教会で急遽メッセージを頼まれま

した。川浪先生はこの火曜の集会は外部の先生に頼 

んだ事はありません。初めてと言ってくれました。集会が始まると同時に講壇から溢れ流れる主の恵みと

祝福を感じます。主の御言葉にある御心を語らせて頂きました。涙を流す方。静かに主の川が流れて行き

ます。私も涙が出てきました。主に感謝、賛美をお捧げ致します。 

２４日(水)９時半に花蓮を出て川浪先生の奥様と娘さんの直美ちゃんの運転で台北に送ってもらいます。 

ニュウロー麺のお店     得勝の働きの中で新しくニュウロー麺屋さんを始めたので駆 

              けつけました。お店は繁盛しすぎて売る物が無くなります。 

特別に餃子を頂きましたが、最高に美味しかった。 

次回は必ず麺を食べに行きます。 

２５日(木)日本に帰国の朝、朝日の家の劉先生の紹介で宇宙

左澤さん。右丸山さん の光からインタビューを受けました。台湾等で一番有名なクリスチャンメディア 

           です。担当の記者の方が急に来られなくなり編集長の所に連絡が入ったのは前の晩 

の１１時です。編集長も何だか解らないままで来ましたが、主の証に感動してくれ

て今年３月に台湾に行くと言ったら是非会社の方で集会をしてほしいと言われ、そ

の頃に新聞記事を出して刑務所にも知らせると言ってくれました。今回も沢山の方

との出会いがあり、３５日間の中で集会も３０回以上与えられました。澤さんは１

ヶ月一緒に回り通訳をしてくれました。丸山さんも教会を紹介してくれたり通訳も 

して多くの犠牲を払ってくれました。本当に感謝です。多くの方が捧げて下さり新しい車も買うことが出



来ました。次回は４０日間を頼まれましたので準備していきます。更に開かれていく伝道に感謝して日本

に向かいました。我が家には夜１１頃到着です。全ての事を主に感謝致します。 

２７日(土)１日休んで埼玉から岐阜県土岐市車で向かいます。３５０キロを約５時間かりました。 

アガペチャーチ                   大橋先生と初めてお会いします。夕食を頂きホテ 

ルに戻り休みます。 

２８日(日)１０時半・アガペチャーチ礼拝と１４ 

時から伝道集会。礼拝も妻の証やメッセージに多 

くの方が感動してくれました。 

１４時からの伝道集会には新聞のチラシを見た

方、初めての方も多く来てくれました。やはり主の証には皆さん感動してくださいます。もっともっと多

くの人に福音を伝えたいです。小さな者を使って下さる主に本当に感謝です。 

１６日(金)～２６日(月)香港伝道に行きます。香港はホテル代もかなり高くなり友人が安い所を探してく

れて、宣教団体のゲストハウスを借りることが出来ました。駅からも近くて便利です。 

１７日(土)ライブハウスでリハです。今回の香港はライブハウスの集会がメインで来ました。 

リハの様子      飲茶を頂きました。      純子ちゃん。ふーさん。桑 

島さん。美香(おニャン子ク 

ラブ)ちゃん。どんなコンサ 

ートになるのか、人が来る 

のかワクワクドキドキです。 

１８日(日)チャーチオンザロック礼拝参加しました。内緒で行ったので驚いていました。礼拝で少し証を

させて頂きました。礼拝後に野木先生、教会の役員さん達に飲茶をご馳走になりました。感謝です。 

平山先生ご夫妻         日本語集会             １９日(月)平山先生宅。香港

に来ると必ず行くのが平山

先生宅です。 主に仕える姿

は本当に学ばされます。 

２０日(火)１８時・香港には

日本語教会が少ないので新しく日本語礼拝が出来るようにとお祈りしています。集会には１６人参加して

くれました。ほとんどが香港の方ですが主の大きな愛の証に感動してくれて涙を流して聞いてくれました。 

ヴァイン・メディア             ２２日(木)ＰＭ７時半・ヴァイン・メディア集会。 

                       ７月テディさんの葬儀で香港に来た時、台湾のエンジェ 

ルさんの紹介でファニーさんに会いました。今回香港に 

行く事を聞いたファニーさんが集会を用意してくれま 

した。通訳の方が初めてだったので緊張のあまり通訳が 

出来なくなりました。コニーさんが来てくれたので助か

ファニーさんと   ヴァインメディアのスタッフと  りました。コニーさんはいつも私の 

通訳をしてくれるので感謝でした。 

２３日(金)１８時半・ヴァイン・メ 

ディア集会。その前にスタッフの方 

と食事会です。美味しかったです。

通訳の方は普通に日本語が出来るのですが、今回も通訳が出来ませんでした。やはり通訳は別物ですね。

コニーさんも他の所で奉仕の為来られませんでした。集会途中から時間も限られているので、皆でお祈り

を捧げました。通訳の方も次は頑張ると言ってくれました。是非リベンジしてもらいたいですね！ 



２４日(土)９時・日本人学校、コーチの佐野さんがいつも証の場を提供してくれます。バスケットの子供

バスケの子供達と             佐野さんです。       達に麻薬の怖さを語りました。 

香港に来た時は毎回バスケの 

                 子供たちに語らせて頂いてい 

ます。誘惑に負けてほしくな 

い。何度も話をしていますが

子供たちは毎回真剣に聞い 

てくれます。今は麻薬問題も低年齢化しています。被害が出る前に早く食い止めないといけません。 

ライブハウス             最後は賛美主ハレルヤ    夜いよいよライブハウスの集会です。 

主に感謝致します。香港人日本人合わせ 

て１００名以上が来てくれました。 

ライブハウスの飛び入り参加はしたこ 

とがありますが、メインでは初めてです。 

約４０分の証と賛美をしました。最後は

賛美主ハレルヤで大盛り上がり。来てくれた方々がとても感動して来て良かったと言ってくれました。 

フーさんとネッちゃん    食事会           ２５日(日)チャーチオンザロック礼拝 

参加しました。礼拝後にフーさんとネッ 

ちゃんの４人で飲茶を頂きました。 

夜は皆で楽しい食事会でした。 

２６日(月)香港から帰国しました。 

立石先生ご夫妻                       ２８日(水)夜中３時に家を出て、九州

まで２日間かけて向かいました。 

３０日(金)下関から福岡に行き芳司さ

んの所で美味しいトンカツを食べてか

ら高速フェリーで福岡から対馬へ。 

港には立石先生が迎えに来てくれました。約１年半ぶりの再会です。 

１２月１日(土)私の６１歳の誕生日です。妻は最近、私の事をお爺ちゃんと言います・・・笑 

手話の会          午前中、天気が良いのでドライブに連れていってくれました。 

前回も対馬に来た時に参加した手話の会で証をしました。 

夜７時・有明会館にて集会には新しい方が７人が来ます。 

妻と一緒に証、メッセージを大胆に語りました。皆さんとても感動してく

カツオです。  れました。夜は立石先生が捕れたてのカツオを刺身にしてくれました。これ最高でした。 

国境の島と言われている対島は人口約３万人ですが、韓国からの観光客が年間３０万人来 

対馬キリスト教会           ています。高台の公園からは釜山が見えます。 

本当に近いですね！！！ 

２日(日)１０時半・対馬キリスト教会礼拝。 

礼拝は立石先生がメッセージをしました。 

１４時から伝道集会。新しい方２名が来る。 

イエス様は福音を聞いた事のない方々を送ってくださ

います。人数が多くても少なくても私達は福音を伝えなくてはいけません。主よ。お遣わし下さい。 

３日(月)対馬の古い石屋根を見に行きます。お昼は手打ちの蕎麦を頂きます。これも最高に美味しかった

です。立石先生ご夫妻と主藤さんに見送られて１３時発の高速フェリーで福岡に向かいました。 



福岡に着いてからは熊本県人吉に行きました。九州伝道の時は人吉が基地になります。                    

９日(日)朝７時に人吉を出て有明に行きます。１０時半・有明バイブルチャーチで伝道礼拝奉仕。 

ケイラー先生と          有明バイブルチャーチ      妻と一緒に語りました。 

新聞記事広告も出たので普段 

の礼拝の１.５倍来たと言いま 

す。広告の中で、刺青の写真は 

広告で本当は載せれないそうで

す。最後まで新聞社では会議でもめたそうですが、最終的に編集長がこの姿があって、やり直しをしてい

る。この姿を載せなくては意味がないと言って許可が出ました。礼拝も賛美が満ちて大胆に語れました。

涙を流す方も多く最後にロバート・ケイラー先生が招きをしました。初めて来た方が手を上げました。素

晴らしい祝福の時でした。帰りには皆さん手を振って見送ってくれました。感謝です。 

１３日(木)ＰＭ７時・クリスチャンライフセンター。宮田先生ご夫妻は初めてお会いします。 

後列右・宮田先生ご夫妻      宮崎刑務所          秋田の中野渡先生から宮崎に行っ 

たら励ましに行ってと連絡を受け 

ます。宮田先生に連絡したら集会 

出来ますかと言われ勿論ＯＫしま 

した。少ない人数でしたが祝福の

中で証をすることが出来ました。 

１４日(金)９時半・教誨師の牧師先生方の依頼で宮崎刑務所、５年ぶり３回目の奉仕をすることが出来ま

した。２９人の受刑者の方や刑務官の方に福音を語りました。どんな人でも主にあって、やり直しが出来

ること。苦しい時や辛い時は教会に行ってくださいと語り、最後に招きをしたら１０名以上が手を上げま

した。これからもイエス様の光を伝えに日本中の刑務所を回りたいです。 

１６日(日)１０時半・鹿本キリスト教会礼拝奉仕。昨年、鹿本キリスト教会で神学校の方に語りました。 

原口先生ご夫妻と      今回は教会での奉仕です。原口先生が牧会しています。主に感謝致します。 

何と３５名の方が来て、３分の１は初めての方です。皆さんとても喜んで来 

て良かったと言ってくれました。また、大きな会場でもっと多くの方に聞い 

てほしいとの声もありました。礼拝後は教会員の方のクリスマス集会です。 

原口先生の解りやすいクイズや楽しい出しものもあり、私達も参加して特別 

賛美をしました。主に感謝・賛美・栄光をお捧げ致します。 

２１日(金)１３時半・人吉少年院(農芸学園)クリスマス集会。５年ぶりの訪問になります。約６０名の子

人吉少年院     供たちに語ります。以前来た時は笑いもこらえてじっとする姿。何か制限さ 

れているような感じでした。でも今回は笑ったり泣いたりしている姿を見た 

時、イエス様を一緒に喜んでいるように思えました。誰も来たくて来たんじ 

ゃない。犯さなくてもいい罪を犯してしまった。最後に聞きました。 

人生やり直しをしてイエス様を信じて歩みたいと思う人は手を上げて下さ 

い。その招きに応じて多くの子供達が手を上げてくれました。その眼には希望の光が灯っていました。 

クリスマス伝道集会            甲斐先生ご夫妻と        ２３日(日)１０時半. 

延岡グレイスチャーチ礼 

拝と夜伝道集会。 

２０１７年のクリスマス 

が終わると同時に今回の

依頼があり一年前から準備をしてきました。礼拝ではヨハネ１章１節から語りました。夜のクリスマス伝



道集会には１２０名以上が来てくれました。礼拝堂は人でいっぱいになりました。大胆に語り終えてから

高森キリスト教会で      の招きにも１０名以上が手を大きく上げてくれました。主の祝福です。 

集会後の食事も美味しく頂きました。甲斐先生は何か私の兄のような感 

じです。周りから見たら絶対兄弟に見えますね＾＾ 

２４日(月)朝ホテルを出て人吉に戻る途中に高森キリスト教会を訪問 

します。前原先生はホームに入っていてお会いできませんでしたが、 

菅原先生ご夫妻と教会員の方に会いお祈りしました。夜は毎年恒例の人吉ともしび教会クリスマス会。 

人吉クリスマス会        １４人ですが松崎先生ご夫妻と私達だけクリスチャンで１０人はノ 

松崎先生と羊子さん      ンクリスチャンです。初めてク 

リスマス会に参加した方もありま 

した。救われる魂が起こされます 

ようにお祈りします。 

九州伝道は松崎先生と会ってから

ともしび教会井上先生ご夫妻  ２０１８年で２０回目になりました。全ての事を主に感謝致します。 

２５日(火)九州から四国愛媛県に行きます。１１月２２日に幸子さんか 

ら香港にいた時に連絡が入り、九州の伝道の時、四国に寄る事が出来ま 

すか。帰りなら大丈夫です。これで決まり集会を持つことが出来ました。 

               大分県からのフェリーで愛媛県まで７０分です。近いです。 

２６日(水)１９時半・四国中央ゴスペル教会集会。川口先生は私と同じ年です。集会には２５年位前にお

幸子さんとシンチ君           四国中央ゴスペル教会        会いした楠先生ご夫 

妻も来てくれて本当 

に感謝です。 

２０１８年最後の集 

会です。思いっきり 

語りました。皆さん 

川口先生ご夫妻と幸子さ 池田さんご夫妻・川崎さん。  が感動してくれました。 

２７日(木)愛媛から香川県に行き池田

さんご夫妻、帰省していた川崎さんと

会い食事を頂きました。そして高松に

寄りステラ先生を訪問し埼玉に一気に 

ステラ先生と      車で向かいました。年末年始は７年続けての断食に入る事も出来ました。 

主に感謝致します。今年も伝道の旅が用意されています。 

１月１５日～２月末まで東北・北海道。３月１０日東京。３月中旬～４月末、 

台湾伝道。５月中旬～アメリカ伝道。７月～８月東北・北海道です。 

１１月２４日の香港のライブハウスの視聴回数は１月１０日で４１７０回に 

なりました。ハレルヤ主に感謝致します！ 

伝道の為なら何処にでも行きます。声をかけて下さい＾＾ 

新しい年、牧師先生並びに皆様方の上に主の祝福と恵み、あらゆる事故災いから守られますように心から

お祈り致します。今年も宜しくお願い致します。                     

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/ 
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