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あけましておめでとうございます。 

５８号からの続き。７月１７日から始まった九州・四国・北陸・東北と巡回した伝道も祝福され８月１４

日(水)朝６時５０分のフェリーで秋田港から北海道に渡ります。台風が近づいているので波が高かった。 

１４日夕方５時、苫小牧港に着きました。真っ直ぐ従弟のモーヤン宅に行きました。 

モーヤン宅にて                 毎回美味しいご馳走を用意してくれます。 

親戚で行き来しているのはモーヤン宅だけです。 

２日間ゆっくりさせて頂きました。 

１６日(金)苫小牧を出て小樽に向かいます。トラッ 

クの仕事をしている三留さんが東京から戻っている 

ので会いに行きます。久しぶりの再会です。 

三留さんご夫妻は妻の同級生。私も小樽の教会で一緒に信仰生活をしました。夜には本間さんも参加しま 

三留宅               す。小樽には年数回行き一緒に礼拝を捧げています。信仰を分 

河野さんと          ち合える友がいることは本当に 

感謝です。 

                                 １７日(土)小樽から札幌の河野 

さん宅に行きます。北海道伝道 

の時にはいつも応援してくれ 

て今回は、河野さんの友人、成田さん宅に宿泊させて頂きました。夕食もご馳走になり感謝です。 

グッドアワー教会             １８日(日)１１時グッドアワー教会礼拝奉仕。 

                     北海道巡回伝道いよいよスタートです。毎年私達を招いてく 

れます。そして毎回不思議なようにグッドアワー教会から 

北海道伝道が始まります。教会も新しい所に与えられまし 

た。主の祝福の中で大胆に語る事が出来ました。礼拝後の 

交わり会も祝福でした。感謝＾＾ 

                     １９日(月)札幌から北見に向かいます。竹内先生が真っ直 

ぐイオンモールに来てください。５時前に到着すると「いきなりステーキ」に入ります。何でも食べて下 



さい。遅い昼食で蕎麦を食べたのですが量が凄かった。なのでお腹すいていません。初めてのいきなりス 

竹内先生と     テーキで３００ｇを頂きます。お腹いっぱいのはずが食べてしまいま

した。美味い美味しい美味。食べ過ぎで夜中

苦しくて眠れませんでした。 

２０日(火)北見から網走に向かいます。 

私達の伝道をお祈りしてくれます。勿論車の

事もお祈りしてくれた梶原先生。新しく与えられた車を見てもらいました。先生ご夫妻も喜んでくれて祝

福のお祈りをしてくれました。北見に戻ったら竹内先生が何を食べたいですが。お寿司が食べたいと言っ

たら豚カツ美味しいよ。豚カツにしました。昨夜に続きお腹苦しいです。北見の気温１７度。寒いです。 

梶原先生ご夫妻と                 兄と      ２１日(水)私の田舎、紋別の兄 

の所に来ます。いつもは私から 

連絡を入れて会いに行くのです 

が、今回は兄からいつ来るんだ 

と連絡が来ました。本当に嬉 

しかった。イエス様に救われてからの人生は感謝の言葉しかあり 

ません。主の一方的な恵みの中で家族の和解もあります。これからも頑張ります！！！ 

ジェリー先生ご夫妻と    ２３日(金)紋別から約３００キロを五時間かけて札幌に向かいます。 

ＰＭ８時・札幌ＩＣＦ教会祈祷会にてメッセージをします。 

ＩＣＦ教会        私が救われてから先生とお会いしてい 

             るから約３０年になります。 

祈祷会では大胆に語りました。 

また真紀子牧師夫人の賛美リードは本当 

に恵まれました。魂の救いの為に伝道の

働きをしているジェリー先生ご夫妻、教会の皆様に心から祝福をお祈り致します。 

木村先生              ２５日(日)１０時半・北広島チャペルキリスト教会礼拝奉仕。 

                  木村先生はいつも恰好良いです。私も昔はリーゼントをしていま 

したが、今は主が働きを褒めて下さり頭をなぜてくれるので髪の 

毛が無くなりました。礼拝も祝福されました。今新しい教会建築 

に向けて準備しています。素晴らしい主の教会が建ち上がります 

ようにお祈りします。主よ全てを満たしてください！！！ 

２６日(月)小樽にて礼拝。その前に松本先生ご夫妻とランチを食べます。交わりも楽しかったです。 

松本先生ご夫妻           シンガポールからの先生と     １４時からマリンホール

で親族や友人知人を覚え

て召天者記念礼拝。昨年か

ら始まって２回目。主の祝

福を感じます。これからも

続けて行きたいです。 

２７日(火)札幌ＩＣＦ教会でシンガポールから１６名の先生方が来てミーティングをしました。 

北海度の現状等を話し合います。日本は宣教が難しいと言われますがと聞かれたので、私は多くの宣教師

が必ず同じことを言います。種を蒔かなければ芽は出ません。種を蒔く前からどうして難しいと言うので

しょうか。日本はほとんどノンクリスチャンです。救われる魂が沢山あります。だから種を蒔けばいいの

です。一緒に種を蒔いてくださいと言いました。若手の牧師が手を上げてニコニコしながら大きな声で乾



杯と言いました。北海道の事を覚えて来てくれて本当に感謝です。 

２８日(水)三笠、第４０回祈り学ぶ会。いつもは８月の第一月曜日に行われるので今年はスケジュールが 

第４０回祈り学ぶ会          入っていて出席できないと諦めていました。主に感謝します。

森塚さんと        畠山先生から連絡が入り日にちが 

               変わりましたが大丈夫ですか？主

に感謝致します。他の奉仕の予定が

なく参加できます。初めて参加した

のが２０１３年。丸７年になります。

夜の集会は力を頂き大胆に語りま 

した。主の導きに感謝致します。この会が祝福され守られて続けることが出来ますようにお祈りします。。 

２９日(木)一泊２日の祈り学ぶ会を終えてから歌志内の森塚さん宅に行きます。ゆっくりと交わりを持つ

ことが出来ました。１０月から札幌に移りました。祝福をお祈りします！！！ 

９月１日(日)１０時・藻岩下キリストの教会礼拝奉仕。鈴木先生は９０歳を超えていますが福音に命を懸 

鈴木先生と             けています。私も鈴木先生を見習い頑張ります。 

須藤さんお見舞い       ２日(月)須藤さんを河野さんと   

一緒にお見舞いします。須藤さ 

んは鈴木先生の教会の方です。 

病が癒されますようにお祈りし 

ました。 

３日(火)１４時・小樽礼拝。竹内先生がメッセージですが遅れて奥さんのリサさんに証をして頂きました。 

小樽礼拝です            松本先生ご夫妻、竹内先生の教会員の山下さんも北海道に来てい

たので参加してくれました。礼拝も祝福の内に過ごす事が出来ま

した。竹内先生は昨年、台風で遅くなり、今回は飛行機が遅れた

ので間に合いませんでした。来年に期待します＾＾ 

４日(水)竹内先生ご夫妻と阿寒湖に行きます。北見の竹内先生の 

招待です。温泉に入ってゆっくりして夜は部屋で集会をしました。 

阿寒湖で集会                    北見の竹内先生のスタッフも真剣にメッセージ

を聞いていました。また是非行きたいです＾＾                  

５日(木)竹内先生ご夫妻と知床観光に行きま  

した。先生ご夫妻は大喜びです！ 

                          ６日(金)札幌に戻り先生をホテルに送る。夜は 

小樽べテル教会で伝道集会。松本先生に急にお 

知床観光                 べテル教会         願いして決まった集会でし 

たが新しい方も来て感謝で 

した。新しく来た方がススキ 

ノに宿を取ってあります。 

私達も札幌に戻るのでスス 

キノまで送っていきました。 

８日(日)１１時・札幌へセド６１１教会礼拝奉仕。主の臨在の中で賛美が溢れ涙が出てきます。 

メッセージも大胆に語る事が出来ました。これで今回の伝道は終了です。主の恵みに感謝致します。 

９日(月)小樽から新潟にフェリーで。１０日(火)新潟港に朝９時１５分着。我が家に向かいます。今回の

日本伝道旅行の走行距離は陸だけで約８０００キロフェリーも入れると１００００キロになりました。 



        ９月１３日(金)～１１月５日(火)台湾刑務所伝道旅行。 

澤さんと程さん           １３日(金)朝８時に出て

羽田発１２時４０分に 

て台湾松山空国へ２時間

４０分です。空港には通訳

の澤さんと程さんが迎え 

へセド 611教会                             に来てくれました。 

亜社蘭更生施設            台湾服務教会内         宿泊の旭の家に荷物を置い

て山の村に行く亜社蘭洞更

生施設。台湾では中秋の名

月に家族が集まりバーベキ

ューをします。約１００名

が集い一緒に賛美などをし 

料理も美味しく頂きました！１６日に再度訪問します。 

１５日(日)１０時・台湾服務業福音教会礼拝奉仕。約１００名。この教会は虐待を受けている方もいるの

服務教会・柯先生ご夫妻と   で看板がありません。程さんも証をします。涙が出てきました。 

礼拝も祝されました。主任牧師の柯先生は礼拝後に今度はいつ来ますか 

と聞いてきます。次回の約束も出来ました。主に感謝！ 

１６日(月)得勝の家事現場を見に行く。昨年の暮れから更生施設の程さん

が責任者で準備をしていました。５月にここが火事になりました。２階

の火の気のない所から出火し、程さんは３階にいたのですが煙りに気付

き窓から逃げることが出来ました。４階にいた４人の方は逃げ場を失い 

ましたが、一人の方は何とか逃げることが出来ました。残された３人は輪になり膝まつき主に祈りを捧げ

亜社蘭洞更生施設       亡くなりました。あまりにも悲しい現場で涙が出てきます。 

二度とこのような事は起ってほしくないです。 

夜は金曜日に行った蘭洞戒毒村に行き集会をします。この施設も麻薬、 

アルコール依存症の方々のやり直しの場で約４０人聖書の学びをして 

います。早く立ち直ってほしいです。日本人は初めてと聞きました。 

このような場所で奉仕が出来ることは本当に感謝です。 

１７日(火)新竹刑務所２５０人。初めての訪問です。会場に入ったら

新竹刑務所            宜蘭刑務所          ウクレレで出迎えてくれました。 

入所者の方は麻薬からエイズに感 

染する方もいます。多くの方が招き 

に手を上げました。所長もこんなに 

手を上げたのは初めてと言いまし 

た。福音の力です。アーメン！ 

新竹から宜蘭に移動します。 

１８日(水)宜蘭刑務所１５０人。何度か来ていますが、初めてお会いする方々です。ここもウクレレ演奏

でしてくれます。証メッセージに涙を流す方、刑務官の方も感動してくれました。沢山の方が手を上げて

くれました。程さんの友人の孫さんが今回、宜蘭刑務所を紹介してくれました。台北から台南に移動。 

２０日(金)慈幼工商ミッションスクールにて防災訓練で８００人の生徒に少し証をし、その後は３クラス

合同と２クラス合同のクラスで計２５０人にメッセージをします。学校には軍の方が常駐しています。 



校長先生と軍の方が更生施設に行った時に私達が台湾に来ることを聞き依頼してきました。この学校は非

慈幼工商の学生と                行率も高く最後の砦として入ると聞きました。 

学生たちは真剣に聞いてくれます。中には中学生時 

に刺青を入れた子もいます。主の計画で学校が開か

れたことは本当に感謝です。この他にも２５日(水)

２７日(金)３０日(月)１０月１日(火)４日(金)。 

１年・３年生のクラスを中心に回りました。 

夜は蘭さんの所でラジオ録音です。前回来た時も録音しました。 

蘭さんとラジオ         メロﾃﾞｲ教会              ２１日(土)高雄メロディ

ー教会伝道集会。１９時

から始まった集会は若者

が多く本当に楽しい教会

です。初めての方が沢山

来て、招きにも応答して 

青年達と高雄観光です。      くれました。初めてお会いした陳先生のジョークも楽しくて初めて 

お会いしたとは全然感じませんでした。 

２２日(日)１０時礼拝。昨日に続きメロデイ教会です。 

クリスチャン向けの礼拝。賛美の中に涙が出てきます。 

イエス様が弟子達と喜びの中で歩いている姿があり、またイエス様 

の血潮の事を示されました。証と御言葉を大胆に語り、最後は賛美

主ハレルヤを捧げ教会が喜びに包まれました。礼拝後は青年たちと高雄観光。島に渡ったり、マンゴーア

イスは最高でしたメロデイ教会は９０％が若者です。本当に楽しかった。祝福をお祈りします！！！ 

２３日(月)９時・屏東旭の家は今回で２回目の奉仕。台南から約１時間。今日の屏東は特別です。先週に

滋養工商の学生と          行った滋養工商の学生５人が一緒です。学校でも色々問題を起こ 

している学生です。旭の家には刑務所を１０年以上経験している 

方が多いのです。学生達はビビりながら聞いていました。 

私達は終わってから直ぐ出たのですが学生は寮生と一緒に食事を 

しました。良き交わりが出来て主に感謝です。 

２４日(火)９時・台南旭の家は初めて来ます。約１０名の方に語

ります。まだ洗礼を受けていない方が半分。勿論招きをします。数名の方が手を上げてくれました。 

台南旭の家                 ２５日(水)８時・慈幼工商。本当は２クラスでした 

が、３クラスで語りました。 

２７日(金)ＰＭ７時・慈幼工商定時制クラス１００ 

名。皆真剣に聞いてくれました。 

２８日(土)陳先生ご夫妻と食事をします。 

陳先生が通訳してくれました。 陳先生ご夫妻      ２９日(日)１０時・アガペー教会礼拝奉仕。２

年前から始まった台湾刑務所伝道。その時に奉

仕をしたのがアガペー教会です。先生ご夫妻も

日本に思いを持って下さいます。素晴らしい先

生ご夫妻と出会えたことを感謝します。 

                          午後からは旭の家３５周年参加しました。 

                          ３０日(月)１４時・慈幼工商。１年生と３年生 



旭の家３５周年              のクラスです。早めに行ったので待合室にい

ると軍の方が学校訪問に来ています。交わり

をして色々な話をしました。その中の高さん

は牧師になりたいと言いました。ハレルヤ！ 

教室では麻薬の怖さ等を話します。結構行儀

軍の方です            教室にて                よく話を聞いてくれた。 

１０月１日(火)ＰＭ

２時、昨日に続き慈幼

工商。１年生と３年生 

に語ります。３年生の

クラスではこれから 

３年生のクラスで          の人生ついて希望がないと言う学生が多かった。 

イエス様にある希望を語りました。３年生になると就職 

活動があります。自分に自信が持てないのでしょうか。 

学生達と語り会いが出来ることも本当に感謝です。 

２日(水) 高雄更生施設には約１０名が入所しています 

が、今回は６名の方に語ります。招きには全員手を上げ

高雄更生施設            大学にて               ました。洗礼も２人が 

応答しました。施設の 

後は大学で薬物防止の 

メッセージを語ります。 

急に決まった奉仕です。

４名の学生が来てくれました。今度はもっと多くの学生に語りたいです。主よ導いてください。 

３日(木)台南監獄２１工場６０名。エイズの方の工場です。ここも何度も来ていますが初めて入る工場で

台南監獄         す。２１工場は刑務所から指定された牧師以外入ることが許されていません。 

滋養工商              主の恵みの中で門が開かれたこと 

を感謝致します。３５分の時間です

が思いっきり語りました。招きにも

半分が手を上げ２人が洗礼を受けた

いと言いました。今刑務所の中でエ

イズが広がっています。 

基督喜信会               それはエイズの方が使った針で刺青を入れて移ってしまうの 

台南少年院       です。本当に恐ろしい事です。 

４日(金)慈幼工商で最後の奉仕 

３時間で３クラスで語ります。毎

回学校に行くと顔なじみになり

声をかけてくれます。急に与えら

れた奉仕ですが学生約８００人 

に語る事が出来ました。学生達が守られますように主にお祈り致します！ 

６日(日)１０時・キリスト喜信会礼拝奉仕。何先生と初めてお会いします。何先生は私の事が怖かったの

でしょうか、どうして良いのか解らなかったのでしょうか、あまり交わりをしてくれません。礼拝メッセ

ージも祝福されました。礼拝後に何先生が次回の台湾伝道の時にも奉仕を頼まれます。決定しました。 



７日(月)１０時・台南少年院３０名。家族の方が来るのでこの日を用意してくれました。３月に来た時は 

漚汪教会・右が李先生   ７人でしたが増えていて悲しくなります。証メッセージに家族の方が涙を流し

ていました。院生は家族に会いたいでしょうが家族としては少年院では会いた

くないですね。親の気持ちも伝えました。 

１３日(日)９時半・漚汪教会礼拝奉仕。李先生は寥さんのお店で出会います。私

達の事を聞いていましたが、証を聞いた事がありませんでした。礼拝も祝福さ

れて李先生も証を聞いて感動してくれました。 

１４日(月)１５時半・高雄女子刑務所第３工場。高雄で奉仕をした時に来てい

高雄女子刑務所           た方が女子刑務所で話をしてほしいと言われます。主の導きに感 

謝致します。高雄女子刑務所第１工場～第９工場の入所者の洗礼 

式が２３日に予定 されています。今回急に開かれた第３工場か

らは一人も洗礼希望者がありません。主は私達を送ってくださり

約１５０名の方に大胆に語り招きをします。ほとんどの方が応答 

してくれて、洗礼者３名が起こされました。小さな者を使って下さる主に感謝栄光をお捧げ致します！ 

台南刑務所             １５日(火)台南刑務所は手違いがあり当所予定していた礼拝堂 

                  が使えなくなる。でも主は別の所を用意してくれました。 

礼拝堂はクリスチャン中心で３０名の予定でしたが変更で第５工 

場移動します約１５０名に語れました。招きには半数の方が手を 

上げ洗礼を受けたいと約１０名が決心しました。ハレルヤ！ 

１６日(水)朝６時半で台南から花蓮に移動します。５時間２０分。

頼先生宅              夜は頼先生宅で集会。急に頼まれても感謝です。 

１７日(木)サムソン・ナオミちゃんの結婚式。 

花蓮はサムソン＆ナオミちゃんの結婚式の為に来ました。３月に来 

た時は結婚の気配は一切なし。とんとん拍子に話が決まりました。 

サムソンはアメリカ人。結婚式は本当に素晴らしかったです。 

結婚式にて。           頼先生の涙を見たら私も感動で泣いてしまいました。 

          頼先生ご夫妻       １８日(金)頼先生ご夫妻 

が花蓮から１時間半の玉 

里に送ってくれました。 

玉里に着いて色々な方と 

再会もでき感謝です。 

１９日(土)１４時半・玉 

玉里教会の先生と         蘭陽真道教会荘先生家族と  里長老教会伝道集会。他教会からも来

て約５０名集います。賛美の中で主の

臨在が凄かった。私も大胆に語る事が

出来て、主の証に皆さん感動して涙を

流す方もいました。質疑応答等して次

回２０年３月に来る時は、１週間から

１０日間お願いされました。この地区 

の学校や刑務所を回ります。玉里１８：８分の列車で宜蘭移動２０時３５分着。２時間半かかりました。 

２０日(日)１０時・蘭陽真道教会礼拝奉仕。荘先生は他教会の先生が具合が悪くなり、急遽奉仕に行きま

す。礼拝は高伝道師が頑張って導いてくれました。礼拝も祝福され招きには約１０名が前に出てきました。 



礼拝が終わって荘先生も戻り一緒に交わりをしました。 

２１日(月)宜蘭の宿泊は毎回お世話をしてくれる蘭ちゃんのホテルです。蘭ちゃんと一緒に台北に行き霊

霊糧堂ラジオ録音。左が蘭ちゃん       宇宙の光にて    糧堂でラジオの録音する。スタッ 

フの方と１７年ぶりに再会！ 

前回来た時に取材をしてくれた 

宇宙の光のオフィスが８階にあ 

るので挨拶しました。 

２６日(土)宜蘭～光腹へ列車で３時 

信望愛更生園               間。信望愛少年学院に行きます。初めての所です。 

陳先生ご夫妻       ２７日(日)９時・信望愛更生 

園・教会礼拝奉仕。虐待され 

ている子供や罪を犯した子供 

達をお世話しています。 

１８人が生活しています。メッ 

セージも真剣に聞いてくれま 

台東技能訓練所した。       礼拝後には近くでフルーツ狩りをしてから光復～台東へ列車で移動 

ます。２時間半かかりました。台東には初めてお会いする陳先生ご 

夫妻が迎えに来てくれて夕食を一緒に頂きました。 

２８日(月)９時・台東東成技能訓練所２００名。真剣に聞いてくれ 

て多くの方がイエス様を信じたいと手を上げてくれました。 

２９日(火)台東刑務所５０名の方に福音を語ります。３回目です。   

台東刑務所        台東武陵戒自班     皆さん感動で涙を流していました。 

３０日(水)東武陵誨自班解毒室１０ 

名。招きには全員手を上げました。 

帰り際に一人の方の目に涙が溢れて

いました。 

刑務所から出た方と会いました。                       その方に手を置いて主にお祈りを捧 

げました。工場に移動して１００名の受刑者の方に語ります。主の証には 

愛と力があります。多くの方が招きに応答し洗礼者も１０名ありました。 

刑務所内のレストランで食事をした後、台東１３時４２分発で台南に列車 

で向かいます。４時間１０分でした。 

許先生と     ３１日(木)台南刑務所から出た４人の方が会いに来ました。 

更生施設にて                     １１月３日(日)９時半・信議會救主堂 

                  礼拝奉仕。２回目の奉仕になります。 

新しい方が８名来てくれました。洗礼 

者も起されました。ハレルヤ！！！ 

４日(月)８時半・台南更生施設で聖書 

を分かち合いました。これにて約２ヶ

月の台湾伝道は終わりました。多くの人が闇の中で光を求めています。真の光こそイエスキリストです。 

５日(火)日本に帰国します。日本に戻ってからも忙しかったです。８日(金)ロスから春枝さんと祥先生が

来ているので会いに行きます。春枝さんとはランチを一緒に、その後に祥先生とコーヒータイムです。 

楽しい時間はあっと言う間です。日本での再会が出来た事を主に感謝致します。 



春枝さんと祥先生         ９日(土)～１０日(日)石川県金沢に行きます。土曜日で天気も良い 

ので渋滞しています。５００キロを６時間かかりました。１０日は

金沢独立教会の献堂式。朝先生から連絡が入ります。「ギター持っ

てきましたか」「持ってきました」「礼拝で一曲歌って下さい。」「喜

んで」２時からの献堂式には祝辞を語らせていただきました。式に

は沢山の方々がお祝いに来ていました。祝福を心からお祈りします。 

金沢独立教会 岡田仰先生            梶山先生          夜は梶山先生が金沢 

の美味しいお店に招 

待してくれました。 

最高に美味しかった 

です。感謝です。 

１２日(火)マレーシアからダロンご夫妻と友人が日本に来たので会いに行きます。 

９年ぶりの再会に感動です。東北の震災の時に一番最初に連絡をくれました。マレーシア

ダロンご夫妻と       川崎さんと         に直ぐ非難してく。部屋も食事も心配しな 

くていい。一度しか会った事がなかったけ 

ど本当に嬉しかった。今回も一目だけでも 

会 いたいハグをしたいと言ってくれました。

限られた時間でしたが感謝でした。 

１５日(金)川崎さんが沢山の食糧を持って我が家に来てくれました。 

夜はお鍋を一緒に食べます。陰でいつも私達を支えてくれます。本当に感謝です。２０２０年が素晴らし

クー先生ファミリー     コロラドスプリングスから     ２０日(水)シンガポールからク 

                          ー先生家族が来て一緒に新宿御苑 

に行きました。クー先生とも数年 

ぶりの再会です。子供達も結婚し 

て子供が出来て年数を感じます。

２６日(火)コロラドスプリングス 

からミッショントリップでマーク先生チームが日本に来ます。２年前にコロラド行った時に出会ったサチ

コさん。学びの本を日本語に訳しているので出来上たら送ります。この本を届けてくれたのです。マーク

牧師は、これからも長いお付き合いになるので宜しくと言ってくれました。楽しみです。 

寥さんと            １１月２９日(金)～１２月９日(月)今年３回目の台湾に行きます。 

今回の目的は高雄にある超教派、１０教会の合同礼拝でメッセージで

す。３月に来た時に依頼がありました。今回初めて高雄空港を利用し

ます。寥さんが迎えに来てくれました。２年ぶりに元警察官のリーさ

ん宅にホームステイです。３０日(土)リーさんが朝７時半にトウモロ 

コシを取りに行きましょうと言われましたが、断りました。午後に友人の娘さんが結婚したのでランチに

披露宴で   リーさんご夫妻と上司の方   招かれているので一緒にと言われ 

ます。行きますと答えます。 

服装はどんな感じですか、自由で大 

丈夫。でもリーさんご夫妻はビシッ 

と決めています。私もスーツを着て 

行ったら何と結婚披露宴でした。そしていきなりお祈りを頼まれ通訳の無い中で３００人以上は居るで 

しょうかお祈りをしました。その娘さんの親はりーさんの上司でした。上司の方が言いました。式の最中



首が痛かったのですがお祈りをしている時になおりました。ハレルヤ！ 

誕生日です            デイビッドと       １２月１日(日)私６２才の誕生日を 

お祝いしてくれました。本当に嬉し 

いです。メンバーは一緒に刑務所伝 

道もしています。ハレルヤ！ 

４日(水)高雄にデイビッドをお見舞

いします。皮膚の手術でしたが主が癒して下さり皮膚の状態が良くなり手術が中止になりました。病院の

中には祈祷室もあります。デイビッドは東の方を中心に活動していて、私達の事も各方面に紹介してくれ

ます。私達が台湾を回っていく中で横の繋がりが出来てネットワークがドンドン広がっています。感謝 

陳先生ご夫妻と       宮下さんと        ７日(土)妻と高雄に行きます。陳先生家族と 

スタッフの方と高雄観光します。宮下さんに

通訳をお願して一緒に回ります。すごく楽し

かった一番の印象は猿山です。子猿が可愛い

いまた行きたいです。陳先生は３月に来た時 

に今回の超教派で年２回行っている北高雄合同礼拝に招いてくれました。 

賛美が満ちます          証と賛美を捧げます     ８日(日)北高雄合同礼拝。超教派教 

会１０教会で約４００人が集い賛美

と喜びと主の栄光が満ちます。私も

大胆に主の証をしイエスキリストの

名前の賛美を捧げます。繰り返しの 

部分は中国語で賛美をし、会場が一つとなってイエス様を褒め称えました。 

               右エンジェルさんとエナちゃん 約１０日間リーさん宅にお世話にな 

りましたがが、とにかく訪問客が多い 

です。エンジェルさんと恵奈ちゃんは 

会いに来てくれました。スイスからの 

スイスからのピアニスト                   ピアニストやカナダからの宣教師。 

普段会うことが出来ない方々と会うことが出来て主に感謝致します。私の証が中国語で印刷されて簡単な 

証の本が出来ました。その中にＣＤも入っていますが証の所を取って賛美だけのものです。 

必要な所へ捧げて行きたいです。その為にも是非お祈りをお願いいたします。９日(月)帰国しました。 

１２月１２日(木)～２６日(木)２０１９年、最後の奉仕で香港に行きました。昨年香港に来た時に子羊幼

佐野さんと        広東語クラスで       稚園のクリスマス会を約束しました。 

今回香港は想像もつかないような厳

しい状況の中に入っていました。 

空港には制限があり送迎でも空港内

に入ることが出来ません。 

ソニア先生          その厳しい中にあっても佐野さんが迎えに来てくれました。 

空港の中は閑散としているのですが何か緊張感がありました。 

１３日(金)中国基督徒恒恩會日本語クリスマス会で奉仕。ソニア先生は 

初めてお会いします。教会で日本人の方が広東語を習っていてそのクラ 

スの方が来てくれました。１０数名の日本人は全員ノンクリスチャンです。

ゲームをしたり、証には皆さん感動して涙を流す方もいました。ソニア先生も喜んでくれました。 

夜７時・日本人会和僑会で薬物防止の講演会。この会もほとんどがノンクリスチャンの方です。 



福音も大胆に語りました。この会では宗教色はほとんど無いと言っていましたが、私の証はイエスキリス

トを語らない訳には出来ません。皆さんとても感動してくれました。来年も頼まれました。ハレルヤ！ 

和僑会               マーク先生と       １４日(土)３時・チャーチオンザロ 

                               ック、クリスマス伝道集会。 

アモス先生と一緒に奉仕です。 

初めて会う方もいて感謝です。 

マーク先生は他教会の先生ですがチ 

ャーチオンザロックを陰で支えてい

チャーチオンザロック     ます。チャーチオンザロックは香港に来ると必ず私達は訪問します。 

大好きなメンバーと教会です。マーク先生とは２度目ですがいつも笑顔 

で迎えてくれます。路傍伝道大好きな先生です！ 

次の奉仕があるので証を終えてチャーチオンザロックを後にします。 

ＰＭ７時半・基督教宣道會賛美集会。集会には約１５０名が集います。 

北角宣道會・基督教宣道會賛美集会                      ＳＨＥＥＰ‘Ｓの賛美 

                                     で会場が盛り上がりま 

す。メッセージも思い 

っきり語りました。 

皆さん感動してくれ 

ました。 

最後は GOD BLESS HONG KONG と香港の祝福を祈り大合唱しました。感動で涙が出てきました。 

子羊幼稚園クリスマス礼拝      天使ですね       １５日(日)子羊幼稚園クリスマス礼拝。 

ほとんどがクリスチャン家庭ではあり 

ませんが、香港情勢の中、子供達も練 

習が出来ない状態でした。 

それでも約２週間で覚えた子供たち 

子羊のスタッフと         の賛美や劇に心から感動しました。天使が横で踊っているみたい。

メッセージは１５分位ですが園児の親に向けて語りました。救われ

る方々が起こされ子供達が守られますようにお祈り致します。 

                 終わってからは子羊のスタッフと一緒に食事をし語り会いました。 

                 １６日(月)１９時・恩福堂ＪＣＣ集会。ＪＣＣは日本の為に祈る会 

です。６月頃から祈り会が出来ない状態でした。今回，再開会出来

て良かったとエルトン先生が言いました。集会には約５０人が来てくれました。いつも日本の為に祈る集

会ですが今回は香港の為に祈りを捧げました。通訳はユキちゃんが初めてしてくれました。感謝です。 

ＪＣＣ祈り会               中学校で          １７日(火) 基督教宣道會 

で日本会をします。少ない  

人数ですが賛美集会に来

た錦さんが来てくれまし

た。日本にもいた事がある 

錦さん。色々なものを失って何故かわからないけど日本に行きます。 

不思議な出会いを通して助けられたと言いました。救われてほしいです。 

１８日(水)１３時・中学校の奉仕が開かれました。お昼の時間を使って希望参加者は約３０人。学生に麻

薬の怖さ等を語ります。初めて聞く麻薬の怖さに学生も真剣に耳を傾けてくれました。招きには手を上げ



る学生もいました。その後は佐野さん・純子さんと一緒にマカオにいるＳ先生ご夫妻に会いに行きました。 

マカオにて        Ｓ先生とは数年ぶりの再会です。奥様にも初めてお会 

い出来て感謝。夜の便で佐野さんと純子ちゃんは香港に戻ります。 

私達は一泊して、Ｓ先生ご夫妻とマカオ観光しました。Ｓ先生は次回 

マカオに来たら一緒に刑務所訪問をしましょうと言ってくれました。 

マカオの刑務所は一度日本人の方を平山先生と訪問したことがありま 

す。私達が帰った後にＳ先生が牧師会の中で私達の事を紹介したら、その中の牧師先生が香港で行われる 

ハンゴー氏とミカちゃん   チャーチオンザロックコンサート      私の集会のチラシを持って 

いたそうです。 

次回は是非マカオ刑務所伝道 

が開かれる事をお祈りします。 

２０日(金)ミカちゃんの紹介 

で香港で一番大きな福音ＴＶ 

局に行きます。入ったら突然 

恩福堂１８階建て雑誌のインタビューが始まります。通訳はミカちゃんがしてくれます。責任者のハンゴ

ーさんも喜んで次回はここで集会しましょう。更生施設に行きましょう。薬物で苦し 

        んでいる方に訪問しましょうと。一緒に伝道の約束をしました。 

 フジマさんと                その後はチャーチオンザロックのコンサートを見まし 

た。二人の牧師先生も紹介してくれました。感謝です。 

２１日(土)１５時・恩福堂青年集会には約３００人が 

集います。主の祝福が満ちています。 

通訳はフジマさんがボランティアでしてくれます。 

頭が下がります。フジマさんは芸術家で絵もかいてい 

バスケのクリスマス会          ノエル先生     ます。集会後は移動して佐野さんがコ 

ーチをしているバスケのクリスマス会 

に参加します。子供達は何回も会って 

いますが、子供の両親は初めて会う方 

が多かった。一緒に交わりをしてメッ 

セージも語りました。感謝です。 

２２日(日)１１時・基督教社区教会元朗堂。エルトン先生、ノエル先生の教会です。今回の香港伝道に関 

チャーチオンザロック。キャロリング  して教会や宿泊場所を探してくれました。エルトン先生はで韓 

国に行っているので奥様のノエル先生が通訳してくれました。 

２４日(火)チャーチオンザロックとアモス先生の教会の方と 

一緒にキャロリングをします。この奉仕が香港最後です。 

賛美を捧げていたら女の子が賛美と一緒に踊ります。そして祝福のお祈りをすると言ったらその女の子と

別の男の子が前に出てきました。主に感謝します。香港は今大変な時を迎えています。私達が知らないこ

とが悲しい事が沢山起っています。今回香港に招かれたのも主の不思議な御業を感じます。主よ香港をお

守りください。２０１９年は約３００日伝道で出かけました。２０２０年も更に主に従い歩みます。そし

て皆様方に主の祝福が豊かにあり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 
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