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平成から令和に変わりました。平成は私にとってとても大事な年でした。平成元年(１９８９年)７月３０日に聖

書をプレゼントされました。その聖書の御言葉が私の心に入り涙が出てきます。心の中で叫び始めました。あ

なたが本当の神なら私を助けて下さい。そして小さい頃からの罪を告白していきます。心の中に何かが入りま

した。闇の心に新しい光が入ったのを感じました。これこそが私を変えたイエスキリストの愛の光でした。 
１月１２日(土)結婚２２周年です。堀江さんが毎年お祝いをしてくれます。本当に感謝です。 
堀江さんと         １月１４日(月)～３月７日(木)東北・北海道伝道旅行 

秋田に向かう道にはまだ雪がたくさん残っています。春まだ遠いですね！ 
秋田には年に数度来ます。毎、愛を持

って迎えてくれる中野渡先生、スタッ

フの皆さんに本当に感謝です。 
１６日(水)昨年に続き粉瘤腫の検査。 
１８日(金)秋田キリスト教会金曜祈祷 

会でメッセージをします。今回は中野渡先生もゆっくりと体を休めて

ねと言ってくれました。毎回言ってくれますが、多分今までの経験上

休めないとおもいます＾＾ 
２０日(日)象潟キリスト教会礼拝奉仕。陳先生と一緒に行きます。陳

先生が初めて司会をしてくれました。象潟教会も何度も来ているので 
象潟キリスト教会      皆さんとても喜んでくれました。 

２２日(火)バイブルクラス。証会で妻が証をしました。２３日(水)秋田キリスト教会。水曜祈祷会メッセージ。 
妻が証をします。               水曜日     主の力を頂き恵みの時でした。 

２４日(木)男鹿脇本教会運営しているオ

レンジハウスで集会。幼稚園の子供達と

交わりの後、一般の方々にメッセージを

します。約３０人が集まり、半分がノン 



クリスチャンです。涙を流されている方もいました。中西先生が積極的に地域に仕えています。主に感謝です。 
園児と一緒に賛美します。     オレンジハウスにて。     ２７日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。 

朝７時・１０時半の２回です。秋田は 
大雪が降っています。中野渡先生ご夫 
妻は仙台礼拝の為出かけます。 
３０日(水)粉瘤腫の検査結果が良性と 

秋田キリスト教会      岩川宅             出ました。でもこんなに大きい粉瘤は見 
たことがないと言われました。 
２月１日(金)金曜祈祷会・メッセージ。秋

田に来てからの出来事を語りました。

日々、主が与えて下さる証に感謝です。 
２月３日(日)青森五所川原・岩川宅礼拝。４人の小さな礼拝ですがとても恵まれます。 
帰りに弘前にいる美穂ちゃんのオープンしたての喫茶店を尋ねました。祝福をお祈りして来ました。 
田中家礼拝           ５日(火)秋田厚生病院で１５時から粉瘤の手術です。１時間の予定でしたが

３０年もそのままにしていたので、大きさも１０センチくらい、かなり癒

着していて手術が長引いてしまいました。 
８日(金)金曜祈祷会でメッセージをします。 
１０日(日)仙台・田中家で礼拝奉仕。傷口もまだ痛々しいですが、大胆に語

る事が出来ました。本当は安静にしていなくてはいけないと後から言われました・・・笑 
１２日(火)バイブルクラス・メッセージ。恵みの時でした。お腹の腫れが治りません。 
１５日(金)手術してから１０日が経ち抜糸をしますがお腹に血が溜まっていて２００ｃｃ抜きました。 

いずみ幼稚園             １６日(土)男鹿いずみ幼稚園で１０時から集会。多くの方 
が集ってくれました。皆さん感動してくれました。 
１７日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕・７時・１０時半・ 
夜７時と３回のメッセージ。同じメッセージをしますが、

主の油注ぎは毎回違う感動があります。 
１９日(火)手術後のお腹が血が溜まり膨らんでいます。 

バイブルクラスで妻が証をして部屋に戻ったら傷口から血が流れて救急に行き処置をしてもらいました。 
２０日(水)病院に行き最終検査ですが血を固めて直すしかないと言われます。夜にまた血が流れて救急に行きま

す。応対してくれた先生が、血が流れたら自分で処置してくださいと言われました。感謝します。 
２１日(木)朝６時５０分で秋田港から苫小牧港に向かいます。１７時２０分に着いて千歳のホテルに宿泊。 
秋田から北海道へ        尾崎と。           何と２１時２０分に震度５の地震があり 

ます。かなり揺れました。 
２２日(金)旭川に行き親友の通称オザ 
（尾崎）に会いに行く。４７年になる親 
友です。一緒にバレーボール・剣道・体

操・何と合唱クラブまで一緒に過ごした。担任に井上とは付き合うなと言われていたオザは、先生は学校だけ 
栄子さんのお見舞い      の付き合いだが、同級生は長い付き合いだと言って一緒に居てくれた。とにか 

く会いたくて旭川に来た。色々な話を聞けた。涙が出てくる。オザに言われ 
た、何で悪い道に誘はなかった？オザは俺にとって大事な友だ。ずっと友達で 
いたかったから誘う事はなかった。もし誘ってたら今の関係はないと思う！ 
２３日(土)秋田の佐藤栄子さんが札幌で手術をして入院しているのでお見舞い

に行きます。股関節の手術ですが札幌に地方から来るみたいです。次の日小樽 



の真美さんも同じ手術をしていたので励ましに行きました。北海道を離れるまで３回、お祈りに行きました。 
へセド６１１教会           ２４日(日)１１時・へセド６１１教会礼拝奉仕。岩山先生ご夫妻はセ 

小樽礼拝       ミナーの為大阪に行っています。

礼拝も祝福された時でした。実

は土曜の夜にお腹から血が流れ

て、信じられないと思いますが

自分で絞りました。 
岩山先生ご夫妻が参加していたセミナーも素晴らしい恵みがあったと聞きました。ハレルヤ！ 
２５日(月)小樽礼拝。１４時からマリンホールに集います。普段、中々来られないメンバーも来てくれて感謝で

す。少ない人数でも主の臨在は凄いです。小樽に教会が建ち上がる事をお祈りしています。 
モーヤンと           ２７日(水)苫小牧の従弟モーヤンの所に行きます。毎回、楽しい交わりに感 

謝です。早く救われますようにお祈りお願いします＾＾ 
２８日(木)小樽港から新潟港へフェリーで向かい３月１日(金)新潟港に朝 
９時半について、本当は真っ直ぐに埼玉に戻る予定でしたが手術後の経過

を診察して頂く為、秋田に向かいました。新潟から３００キロです！ 
３日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。朝７時・１０時半・夜７時と３回のメッセージです。 

秋田キリスト教会            ５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。大胆に語れました。 
６日(水)病院に行き最終確認をしてもらい無理をし

ない事でＯＫが出ました。夜祈祷会でメッセージ。 
７日(木)朝８時半に秋田を出て約６００キロ。８時

間半かかり埼玉の我が家に着きました。 
バイブルクラスにて          未来ちゃんと葉子さん。     やはり私が思っていた通り、秋田 

ではゆっくり休めませんでした。

８日(金)アメリカ・タコマから葉

子さんと静岡から未来ちゃんが

所沢に会いに来てくれる。 
一緒にお茶タイムです。楽しかったです。 

通訳のソンさん          台湾伝道に向かいます  １０日(日)１０時半・利河伯基督(レホポテ)教
会礼拝奉仕。御徒町にあります。主任牧師の

清瀬先生は台湾に行っているので会えませ

んでした。清瀬先生は私達に信仰者の姿等を

教えてくれた先生の甥っ子です。 
本当に不思議な導きに感謝しています。通訳のソンさんは４年位前に自宅に訪問したことがありました。 
礼拝は喜びと感謝で恵みがいっぱいありました。また来てくださいと言ってくれました。感謝です。 
台湾伝道３月１４日(木)～４月２９日(月)。２０１７年から続いている台湾伝道は今回で５回目になりました。 
約４５日間ですが、いつもスケジュールは来てから決まる事が多いです。主が必要な所へ導いてくれます。 
左から秦さん、黄さん    １４日(木)に羽田から台湾松山空港へ向かいます。空港には通訳の為に台南か 

ら秦さんと台北にある朝日の家のスタッフが迎えに来てくれました。 
宿泊は朝日の家のゲストルームです。夕方の６時から基督教今日報、新聞のイ 
ンタビューです。この取材も急に決まりました。主がお与えくださる不思議な 
導きを感じます。新聞記事を通して救われる魂が起こされますように。 
何よりも主に栄光がありますように心からお祈り致します。 



１５日(金)11 時からＧＯＯＤ･ＴＶ第１回ミーテイングをします。14 時までかかります。台北から新幹線で台

ＧＯＯＤ･ＴＶ   黄さん・エンジェルさん    南に向かいます。 
１６日(土)黄さんエンジェルさんと嘉義に行きます。鳥 
料理の美味しいお店と温泉に連れて行ってくれました 
が、またお腹から血が出て私は入れません。妻は大喜び 
です。その後はエンジェルさんの弟、永泰さんが経営し 
ているコーヒーショップに行き交わりをして新しく買 

ったマンションに宿泊してきました。17 日(日)近くのバプテスト教会の礼拝に参加します。 
永泰さん家族と    午後からは日本の古い街並みを観光しました。 

日本の古い街並み       １８日(月)今回、台南で一ヶ 
月部屋を安く提供してくれ 
た蔡さんのお父さんをお見 
舞いします。お祈りします。 
癌と戦っています。 

２０日(水)９時４０分・台南戒自分監１００名。この刑務所も何回も来ています。エンジェルさんと香港から来

台南戒自分監          台南第 2 刑務所          ていたピーターさんも一緒に訪問しま 
す。ピーターさんは天に帰ったテディ 
さん(元香港のボス)の部下です。 
テディさんが私に会うために話して 
いた事を聞きました。テディさんの人 
生にとって大事な人が二人いる。 

その一人が井上と言っていたそうです。感動で涙が出てきました。 
２１日(木)１４時・台南第二監獄１５０名。ここは 3 カ所に分かれて集会が持たれます。元警察官のリーさんと

ＧＯＯＤ･ＴＶ収録      も再会が出来ました。招きには多くの方が手を上げました。主に栄光です。 
終わってからＧＯＯＤ･ＴＶの収録があるので台南から新幹線で台北へ。 
２２日(金)ＧＯＯＤ･TV で 11 時から収録します。二時過ぎに終わりました。 
この番組は人気があるので出演したい方が沢山いて、直ぐには出られないそう 
です。また外国人なので通訳の問題もあるので難しいと言われます。 
でも今回は不思議なように事が運んでいきます。主の導きに驚くばかりです。 

崑山長老教会          ２４日(日)１０時・崑山長老教会礼拝奉仕。台湾に来てから第一回目の礼 
拝奉仕です。約５０名で若い人が多い教 
会です。楊聖意先生と初めてお会いしま

す。メッセージも主の恵みの中に大胆に

語る事が出来ました。 
２７日(水)１０時・少年観護所１０人。 

台南少年院            子供達が麻薬に手を出して行く事は本当に悲しいです。罪の意識があまり

ない。一人の男の子が言いました。麻薬は気持ちが良い。私は質問してい

きました。本当に気持ちが良いのか？麻薬を買うためにどうするのか？仕

事が出来るのか？詳しく聞いて行きました。段々と彼の顔は変わっていき

ます。そして本当に気持ちが良いのかと聞きました。彼は答えました。怖

いと。麻薬は本当に怖いものです。最後に招きをしたら全員がイエス様を

信じると手を上げました。主に栄光です。帰ってから宿泊している蔡さん 
のお父さんが退院しているので、洗礼の話をしました。はっきりといつでも受ける準備があると言いました。 



２８日(木)１４時・台南第二監獄１５０人。台湾に来てから集会が決まりました。ここも何回も来ています。 
台南第二監獄            台南監獄             寥さんと秦さんの４人で来ます。

集会の最後には必ず招きをしま

す。多くの方が手を上げます。

本当に主に栄光です。 
２９日(金)１０時・台南監獄 
１５０人。少年院で会った伝道

師の紹介ですが特別に時間を取ってくれました。ここも毎回来ています。招きにも応じてくれます。 
洗礼式                   劉先生と   ３０日(土)台湾で朝日の家を運営している劉

先生が会いに来てくれました。そして一緒に

蔡さんのお父さんの洗礼式に参加してくれ

ました。お父さんも意識がはっきりしていて、

きちんと受け取ってくれました。昨年来た時 
に蔡さんの家に宿泊を約束していました。このような素晴らしい恵みになり心から主を誉め称えます。 
信義會救主堂                １９時半からは信義會救主堂で伝道集会です。秦さんの妹さん

の紹介で許先生と会い、集会が決まりました。若い人も多くて、

元気の良い教会です。招きに応答してくれました。 
３１日(日) ９時半・高楠長老教会礼拝奉仕。朝に翏さんのご主

人が台南から高雄まで送ってくれました。約７０名です。礼拝

は教会の人中心で、午後２時からは伝道集会です。 
高楠長老教会                他教会からも来て、約１００名です。礼拝も伝道

集会も思いっきり語りました。陳先生はこの地域

の１０教会の先生方と年に２回合同礼拝していま

す。次回は１２月８日です。主の証に感動して下

さり、この大事な合同礼拝の講師として招いてく

れました。素晴らしい出会いに主に感謝致します。 
キャンプです     ４月４日(木)大雪山旅遊キャンプ。台湾の休日で寥さんがキャンプに連れて行

ってくれました。台南から台中に行き、山の上にあります。美味しい料理を

頂き夜は賛美で盛り上がりました。楽しかったです。 
５日(金)朝リーさんと一緒に更に山の上の方にあるセデック族の村に移動し

ます。ここにある櫻温泉キャンプ場は史努櫻長老教会の長老さんが経営して 
います。この村は日本が統治していた時の事を映画にもなった所です。温泉に入ってゆっくりしました。 

マラソン大会                 ６日(土)朝７時・教会７０周年を記念してマラソン大

会があります。私達も参加しますが、勿論歩きます。

天気も良くて空気が美味しい。 
                              一緒に歩いたお婆ちゃんは日本語が堪能です。色々

村の事を教えてくれました。マラソンの後は観光に

出かけます。３２７５メートルの山にも行きました。 
史努櫻長老教会       ７日(日)９時半・清淨原住民教会・史努櫻長老教会礼拝奉仕。セドック族は

花蓮から逃げて来てこの村に教会を造りました。原住民教会でも一番古いと

言われています。また日本からも原住民の歴史を知る為に多くの方がこの村

に来ています。教会も６月に７０周年を迎えるにあたって日本人の方が壁に

絵を書く為に学生を連れて来ていました。年中、色々な人が来るので教会も 



接待で疲れていました。でも何処に天使がいるかもしれないと言って招いてくれました。礼拝後に教会の雰囲

高雄女子刑務所         気が変わりました。私達伝道者 
                                   は何を語るのか。福音を語ると

教会が主の恵みと喜びに変えら

れます。礼拝後に台南に移動。 
８日(月)１４時・高雄女子監獄

史努櫻長老教会          ３００名。数回来ていますが、今回初めて会う方も多くいました。 
ハニーさん秦さんと４人で行きます。妻と一緒に語ります。招きには多くの方が手を上げました。 
台南戒自分監                          １０日(水)９時４０分・台南戒自分監５

０名．台南に来てから毎週来ています。

受刑者の方々とも顔見知りになり、親

近感があります。集会は御言葉と質疑 
王先生と食事      応答等をしました。 

台南第二監獄           １１日(木)午前中は王先生が私達の体を心配してくれて先生の病院で検 
査してくれました。結果は週明けです。どんな診断になるか！！！ 
１４時・台南第二監獄１５０名。第６工場は初めてです。ほとんどがお

会いしたことがありません。得勝のメンバーが一緒に行ってくれまし

た。主の証に涙を流している方もいて、招きには多くの方が手を上げ

ました。感動で胸がいっぱいです。 
FM 放送  １２日(金)１０時半から天橋知音 真情相遇節目 南都電台ＦＭ89.1。 

主の恵みに感謝します。このＦＭ放送は台南で放送されています。 
司会の蘭さんは台南市蘭藝協会の理事長でもあります。この放送が決ま

ったのも台湾に来てからです。１時間番組ですが、最低でも２時間はほ

しいと言ってくれました。初め証を語った時に涙が出そうになりました。

素晴らしい出会いに感謝です。５月５日に放送です。 
伊甸教会             四方教会    １３日(土)19 時半・伊甸教会伝道集会。張先生ご夫 

妻に夕食を頂き交わりします。集会は主の臨在が凄 
かったです。語る言葉にも恵みの中にあります。張 
先生も感動で涙を流して最後の挨拶をしました。 
１４日(日)9 時半・四方教会礼拝奉仕。 
寥さんのお店でお会いし紹介して頂き決まりまし 
たが、役員さんの中でも反対あり難しかったと聞き

ました。本当にそう思います。日本から元ヤクザが 
来て何を語るかわからない。大丈夫だろうかと心配して当然です。礼拝後は主のして下さった恵みに皆さん本

当に喜んでくれて次来た時も必ず来てくださいと言ってくれました。主に感謝栄光賛美捧げます。 
明徳外役               １６日(火)９時４０分・明得外役５０名初めて。 

子羊の家            ここも毎回来ていますが今回は 
の方にある施設です。 
刑が終わり出所の準備をしてい 
ます。比較的自由な所です。 
１８時,新扶子羊の家にて集会。 

訪問は３回目になります。初めての方や以前にも会った方がいます。刑務所から出た方を指導しています。 
主の証の中で皆さん真剣に聞いてくれます。招きにも応答してくれました。ハレルヤ！！！ 



１８日(木)１４時・台南第二監獄第８工場。昨年も来ています。台南最後の奉仕。他のチームの方も来ていて分 
台南第二監獄       かれて奉仕をします。皆顔見知りです。約１５０名の方々に大胆に 

語ります。招きには半分の方が手を上げました。 
花蓮で震度７の地震が発生します。明日の移動は大丈夫か！ 
１９日(金)昨日花蓮で地震がありました。私達は朝６時半初の台南発 
花蓮行の列車に乗って向かいます。線路も守られて５時間半かかり 
無事到着します。駅には丸山さん、初めてお会いするメイメイさん

と高先生が迎えに来てくれました。真っ直ぐ郊外にある花蓮自強外役に向かいます。１４時から集会です。 
花蓮自強外役             約３００名の方に語ります。昨年の１０月に来た時も奉仕しました。 

花蓮主的教会         初めてのお会いする方も多かっ 
たです。初めてお会いする張ヨハ 
ネ先生とも一緒に奉仕をします。 
勿論最後は必ず招きをします。 
数名の方が手を上げてくれまし 
た。次回は張先生の教会も開かれ

ました。夜１９時半・花蓮主的教会。２０名位ですが李先生親子３代で奉仕をしています。以前は大きな団体

に属していましたが今は単立で頑張っています。賛美もとても恵まれ妻との証に皆さん感動してくれました。 
左・美麗さんと      朝早くから夜まで主の恵みいっぱいでした。花蓮では大きな地震でしたが街中は 

温泉ビレッジ          守られていました。感謝主 
２０日(土)花蓮から約４５分の玉里に向かい 
ます。教会の方が温泉ビレッジを経営してい 
て、そこに宿泊します。キングベッドが２つ 
と部屋のお風呂は温泉です。夕食は加蜜山教

会の美麗長老が招待してくれました。１９時・玉里加蜜山教会伝道集会１４０名。黄先生とも初めてお会いし

黄先生ご夫妻と           イースター礼拝            ます。集会には他教会や原住 
民の方々が集います。集会も 
とても恵まれました。私も集 
会中に示された言葉があり 
ます。感動しました。洗礼を 
受けると言った青年も起さ

れました。更に集会後は祈りの場が開かれ按手してお祈りしました。帰ったら１１時頃になっていました。 
２１日(日)９時・玉里加蜜山教会イースター礼拝奉仕約２００名。昨夜１２時過ぎに寝て朝５時に置きます。 
いつもは短い時間に感じますが、この５時間はとても長く感じました。イエス様が十字架にかかり３日目に甦

る時、どの位の時間を感じたのでしょうか、私達が想像もできない苦しみの時間の中におられたのです。 
礼拝も主の恵みで語る事が出来ました。最後はイエス様の名を称えた歌を皆で賛美しました。 

花蓮監獄       ２２日(月)１４時・花蓮監獄。初めて訪問します。３２名の受刑者の方ですが 
先週に洗礼を受けた方が９割です。その中でも招きをしました。１人の方が 
手をおおきくあげて、主に仕えて行く方は１０名以上が応答しました。 
集会後に花蓮から台北に移動します。 
２３日(火)１４時・桃園刑務所。今回の桃園刑務所は GOOD･TＶの撮影の為

に刑務所と交渉してくれて決まりました。どんな時でも私達は福音を語ります。得勝の程さんも証します。約

１５０名の方が真剣に耳を傾けてくれます。許所長もとても感動し目が赤くなっていました。招きには半分の

方が手を大きく挙げてくれました。その後は更に撮影の為に公園に行きました。 



２４日(水)台北で得勝が経営している美味しい牛肉麺を頂き程さんに台北駅に送ってもらい宜蘭へ。 
牛肉麺最高       桃園刑務所        撮影風景             ２５日(木)午前 

中は馬先生と山 
の村に行きお祈 
りします。 
１４時半・宜蘭監 

獄第一工場１２０名。初めて行きます。招きに１０名以上が手を上げました。刑務所の奉仕はこれで最後です。 
鴿夏教会       陳ヨハネ先生ご夫妻と孫  多くの方が招きに応答してくれました。 

必ず主にあってやり直しが出来ます。私が 
その証人です。主に感謝致します。 
２６日(金)四季村に行き馬先生の奥さんの 
実家に行きお祈りします。この村はキャベツ 

が有名です。夜は更に山奥の熱水村へ行き、１９時から鴿夏教会で集会。陳ヨハネ先生が牧会しています。 
蘭さんの家にて   食事会               村の子供達が集い２名が洗礼を受ける 

と約束しました。この村は本当に遠いの 
で台湾の方も行ったことがないと言っ 
ていました。本当に遠かったです！ 
２７日(土)蘭ちゃんが食事会をしてくれ

ました。建設会社の社長や議員さん等。楽しい食事会の時、蘭ちゃんがイエス様信じる人手を上げてと言った

蘭陽懐恩教会              ら全員手を上げました。蘭ちゃんの招きは凄いです＾＾ 
宜蘭にいる間は蘭ちゃんの温泉付きホテルでゆっくりと過ごさせ 
ていただきました。 
２８日(日)１０時・蘭陽懐恩教会礼拝奉仕。台湾伝道最後の奉仕で 
す。原住民の方はかなり傷を持っています。早く癒されて主の喜 
びをもっと知ってほしいです。最後は風邪を引いてしまいました

タケちゃんと蘭ちゃん    トンちゃん           が、約一か月半の台湾伝道は無事に終えるこ 
とが出来ました。ＴＶの方は６月放映予定で 
す。大事なことを報告します。台南の宿泊先 
のトンちゃんと。宜蘭のタケちゃん蘭ちゃん 
のお父さんに任命されました・・・笑 

秦さん      馬先生夫妻          約一か月半、私達と一緒に伝道旅行をして通訳をしてくれ 
た秦さんに本当に感謝します。 
予定表 
５月１５日(水)～６月末アメリカ伝道 
７月２６日(金)熊本更生施設講演会 

宜蘭刑務所          ８月・東北、北海道伝道。９月１０月台湾伝道。１２月台湾・香港伝道 
新しい元号が平成から令和に変わりましたが、いつまでも変わらないのが聖 
書の御言葉です。これからも主の命令に従い主の平和を伝える者として歩み 
ます。宜しくお願い致します。小さな者を覚えてお祈り頂ければ幸いです。 
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