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今はアジアの時  （ここ 10 年間がもたらしたもの） 

                                                     学院長 鍛冶川利文 

 

 素晴らしい主イエス様の御名を賛美します。 

2011 年度の海外アウトリーチが多くの方々からのご支援により無事に終えられたこ

とに心からの感謝を申し上げます。今回のアウトリーチを短くご報告致します。 

 今はアジアの時代と言われ、アジア地域は世界の中でも最も成長を遂げている地域

の一つです。それもここ最近の 10 年間に急激な発展をしているそうです。今回はその

中でも特に熱いと言われる中華圏を中心に回ってきました。 

台湾のリバイバル～この 10 年 

 先ず初めに台湾に行きました。台湾は今、霊的なリバイバルの中にあります。政治

や経済は日本と同じように混迷の中にありますが、人々の心が神様に対して開き、多

くの人々が教会に足を運ぶようになって来ているそうです。私達が訪れた霊糧堂とい

う教会には毎週何千人という人々が礼拝に参加し、特に若者達の中に激しい飢え乾き

が見られました。土曜日の若者向けの礼拝には千人近い若者が非常に高いレベルの礼

拝を献げていました。特にこのリバイバルが限られた地域や教会だけでなく、台北を

中心に多くの教会が同じ思いで互いに協調し合い、大規模な超教派の集会を開いたり

（その中で不思議なしるしが現れた。）1 万人規模の同時洗礼式を計画したり、1 教会

だけの発展でなく、訪問したいくつかの教会が同じ思いで同じ祈りをささげ、同じ目

的を掲げてリバイバルを推し進めているのが特徴的でした。やはりリバイバルは個の

教会のレベルでなく、全体の教会が同じ祈りをささげることから始まる事をあらため

て教えられました。台湾のリバイバルは特にこの 10 年前に起こった大震災のあとから

顕著になり、（日本もそのようになることを期待します。）中国との複雑な関係の中

で、人々の心が現世的なものの虚しさから確かな人生の価値を求めるようになり、中

国に飲み込まれるのでなく、建国の祖である孫文や蒋介石というキリスト者たちの精

神に立ち帰り、台湾人として国の誇りを取り戻そうとする熱い思いがリバイバルの原

動力であるように感じました。 

 

香港のリバイバル～この 10 年 

 次に香港に行きました。香港も今リバイバルの状態にあります。香港では３つの現

地の教会と１つの日本人教会を訪問しました。特に印象深かったのは台湾と同じ名前

の 611 霊糧堂という教会です。名前は同じですが独自の歩みをしており、名前の前に

611 と掲げているように、イザヤ書の 61 章 1 節の御言葉「神である主の霊が、わたし

の上にある。～」この御言葉を教会の使命としてこの世の中に示していく、その為に

明確なビジョンを掲げ、具体的なコンセプトを示し、それを教会堂の中に目に見える

形でデザインし、固い決意を持って実行していく。この教会の牧師である張師は 2001

年に香港で牧会をスタートし、10 年で礼拝出席は約５千人ほどに成長し、今も急激に

成長しています。何より、そこで働くスタッフの方々から主に仕える喜びや熱い情熱

が伝わって来ました。今、香港は霊的な目覚めの時を迎えています。他の香港にある

多くの教会も成長しているそうです。何故、とくにこの 10 年でリバイバルといえる状
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況になっていったのか？以前はどこの教会も沈滞していたそうです。それが今では様

変わりしています。その理由は、今、リバイバルしている教会はどれも香港が中国に

返還されるときに香港に残り固く信仰を守り通した教会です。香港は植民地としてイ

ギリスから中国へと支配が変わり、激しい移り変わりの中、人々は何があっても変わ

らない価値を求め教会へとやって来ます。教会が固く立って動かされることなく福音

を明確に示していくときに、人々は神の元にやって来るのです。香港が中国に飲み込

まれるのでなく、むしろ中国全体を福音化していく宣教の発信源として使命を果たし

ていくとき、更に香港は重要な地位を持ち、教会はリバイバルされて行くと思いまし

た。 

 

中国のリバイバル～この 10 年 

 そして最後に中国本土、S 市に行きました。私は 16 年前に 1 度、S 市を訪れた事が

あります。その時は確かに人は多く、大きな建物も建ち、特別経済特区として発展し

ている様子は感じられましたが、しかし、今回あらためて訪れ、その変化に目を見張

りました。道は綺麗で広く、街路樹の緑や花が目を引きました。天にそびえる程のビ

ル群が建ち並び、地下鉄は近未来的な感じさえしました。しかし、気になったのはそ

の環境の美しさとは逆の人々の表情でした。笑顔は尐なく精気はなく、特に子供はど

れも甘やかされたわがままな子供の姿が目に止まりました。これも中国政府が行って

いる天下の悪法である、「一人っ子政策」の結果であると思います。経済の急速な発

展と貧富の格差、環境の急速な近代化とモラルの問題、共産主義の政策でありながら

資本主義の経済システムを取り入れ、汚職や賄賂が横行している事など、社会の様々

なところに矛盾を抱えながら進んでいる中国の現状を強く感じました。そんな中、教

会は驚くべき成長を遂げ、やはり中国もリバイバルの状態にあります。中国は政府が

公式に認めているキリスト教信者の数が 7,000 万人いるそうです。それは公認教会だ

けの数字ですから、非公認の教会員の数を入れるなら、実際には 1 億人を軽く越えて、

人口の 10％はクリスチャンがしめるほどになっていると言われています。私達が訪問

した「家の教会（非公認教会）」も、どこも入りきれない程の人が集まり、政府公認

の三自愛教会の牧師でさえ教会に人々が溢れるほどに来ることを私達に説明してくれ

ました。それもここ 10 年ほどの変化だそうです。何故？これほどまでに教会は成長し

ているのでしょうか？それはやはり迫害を経て、固く立つクリスチャン達の命がけの

姿と、単純な信仰に奇跡をもって答える聖霊様の働きが、社会の矛盾に悩む人や、絶

望している人達に希望の光となって、人々を神の元へと引き寄せている為だと思いま

す。 

 今回、訪問したどこの教会でも語られたことは、これからのアジア全体のリバイバ

ルには、何よりも日本が先ず立ち上がる事が必要である事。とくに日本には特別な使

命があり、早く日本の教会がそのことに目覚めて欲しいという強いメッセージでした。 

 今回のアウトリーチに際して、個人で、又、教会全体でお祈りくださり支えてくだ

さった方々や、献金などで実際に支えてくださった皆様に心からの感謝を申し上げま

す。また、迎えてくださった全ての教会の皆様、通訳などで同行してくださったラブ・

アジア・ミッション竹内宣雄宣教師や瓊姉妹にも心から感謝を申し上げます。そして、

全ての感謝と栄光を主イエス様にお捧げ致します。ハレルヤ！                                 
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受ける恵みと与える喜び そして宿題！   副学院長 鍛冶川紀子 

 

学院の２６名のアウトリーチチームは、２週間にわたって、リバイバルの起こっ

ている国、台湾と香港、中国を訪れて、たくさんの恵みと祝福を受けることがで

きました。どこに行っても暖かい歓迎ともてなし、主にある家族としての受け入

れと赦しがあり、聖霊によって目覚しい成長を続ける教会がありました。その秘

訣は明確なビジョンを掲げ前進するリーダーと、朝早くから、魂の救いのために

共に祈り、熱心に伝道し、喜びをもって仕える信徒たちがいることでした。又、

迫害を怖れず大胆に主を礼拝し、伝道する家の教会の指導者たちにも会うことが

でき、自分自身の生ぬるさに恥ずかしさを覚えるときもありました。 

 

そんな中、奉仕の機会は尐なかったものの、主は私たちにも仕えるチャンスを何

度か与えてくださいました。台湾の東にある尐数民族の地,花蓮市で伝道されてい

る牧師夫妻のためにお祈りしたとき、牧師が聖霊に満たされ、閉ざされていた恵

みがあふれて、今一度異言で祈り始めたこと、又終盤に差し掛かって S 大学の日

本語学科の学生たち、３０数人との交わりの中で、学生たちがそれぞれ証をし、

福音を語る中で数人がイエス様を信じる祈りに導びかれたこと、又私個人は。同

伴していたクリスチャンの婦人たち〈特に失望、落胆の中におられた方〉のため

にお祈りさせていただいた時、預言の油そそぎが与えられて、一人ひとりに主か

らの徳を高める励ましのことばを取り次ぐことができたことでした。 

 

今後の課題は、中国で学んだことをどのように実践していくべきかと言うことで

す。今一番示されていることは朝早く起きて祈ることです。香港のひとつの教会

で 5,000 人いる信徒のうち、1,000 人が毎朝５時半に集って祈っていると聞いたと

きは、大きな衝撃を受けました。すべての人が救われ、この日本にも大いなる救

いのリバイバルが来るためにも、今までのレベルを超えた熱い祈りと聖霊の油注

ぎを求めていく必要があると思わされています。このアウトリーチのために祈り、

ささげ、心を尽くしてお世話してくださったすべての方々に、大いなる主の恵み

と報いがありますように、心からの感謝をこめてお祈りいたします。歩きに歩い

たアウトリーチ期間、転ばず守られたことも感謝し、すべての感謝と賛美、栄光

を主におささげします。ハレルヤ！ 
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『リバイバルを求める旅』       グドール ジェラルド 

 

今回のアウトリーチは、リバイバルが起きていると言われている隣国、台湾と中国(香

港と S市)に行きました。●果たしてリバイバルは本当に起きているのか？●起きてい

るとしたらどんなふうに起きているのか？●リバイバルの秘訣は何なのか？そんなこ

とを知りたくて行きました。 

 

迫害は教会の信仰を強めた 

最初に行ったのは台湾の花蓮というとても風光明媚な町。ここにはタルコ族という原

住民がいて、1920 年代に一人の老婦人が救われたことをきっかけに部族の大部分がク

リスチャンになった。日本が台湾を支配していた時代タルコ族は大変な迫害に遭った。

神社参拝が強要されていた時代、タルコ族の人々が隠れて礼拝をしていた洞窟を見学

させてくださった。タルコ族の孝牧師のことば、「迫害は教会の信仰を強めた。日本が

教会を迫害したことを今はむしろ感謝している」には驚きを覚えた。主は迫害をもご

自分の目的のために用いる知恵深いお方。中国もしかり。夜訪れたタルコ族の長老教

会は小さい教会だったが、喜びと信仰あふれる教会だった。 

 

天に現れたしるし 

12 月 2 日（金）の夜は、台北純福音教会の祈り会に参加させていただいた。牧師は、

1991 年に台中で起きた地震のことを話した。2000 人以上の人々が亡くなったこの地震

を通して、かえって神様の台湾の人々に対する愛を知ったという。地震は台湾のクリ

スチャンを怠慢にしたのではなく、かえって前進させたそうだ。人口の 2％しかいな

かったクリスチャンが今では、５％。台北市ではなんと 10％になっているそうだ。地

震後台湾の霊的雰囲気が変わったとのこと。私たちが到着する前の日曜日、台北市の

総統府の前の広場でクリスチャンが数千人集まり、台湾のために祈る時を持った。そ

の時、天にしるしが現れ、雲が「はばたく鷲」のような形になった。台湾のクリスチ

ャンにとっては大きな励ましになり、更に力強く前進していることが感じられた。大

震災後の日本にも希望が不えられる。震災以前の日本のキリスト教会では閉塞感とい

うことばがよく聞かれた。しかし、被災地の教会と共に今日本の教会が立ち上がろう

としている。感謝主。 

 

伝説の人デニス・バルカム 

12 月 5日（月）には香港に移動した。ここでなんと、あの伝説的な宣教師デニス・バ

ルカム師に会い、一緒に昼食をとりながら、貴重な交わりをすることが出来た。バル

カム師は中国大陸の伝道旅行から帰ってきたばかりで、新しい、「家の教会」の写真を

たくさん見せてくださった。都市部の「家の教会」とはもはや名ばかりで、多くの家

の教会は数千名で集まっている。そこでは、今も爆発的に信者の数が増えており、力

強く成長している。バルカム師にリバイバルの秘訣を聞いた。「まずは聖霊のバプテス

マを教え、導くこと。そして異言で多く語るようになること。そうすれば大胆になり、

しるしと丌思議の伴った伝道ができるようになる。私は、中国大陸内でこのことを教

え、リバイバルを体験してきた。」単純明快で、説得力のある話に感動をした。バルカ
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ム師の自伝を読むと、彼が中国の教会を訪れるようになった 1988 年以降、救いとしる

し・丌思議が激増するようになったそうだ。バルカム師にはぜひ札幌に来てもらって、

「中国の家の教会から学ぶリバイバル」について教えていただこうと計画している。 

 

「苦難と栄光の教会」 

今回のアウトリーチの最後の目的地は、香港からさらに「国境」を超えて、S 市に行

くことだった。12 月 8日（木）に行った S市は、近代化した大都市だった。高層ビル

が林立し、きれいな地下鉄が整備され、ショッピング街も、尐なくても表通りは日本

の都市とあまり変わらない。中国 4000 年の歴史をテーマにした文化村は、万里の長城

の縮小版や、本物の馬をたくさん使った騎馬戦のショーなど、迫力と壮大さがあり、

すばらしい「中国体験」ができた。しかし何と言っても、その日の夜にわざわざ我々

に会いに来てくれた家の教会の二人の指導者との出会いと、日曜日に参加した家の教

会の日曜礼拝こそ我々が願っていた「中国体験」だった。S 市から 1 時間ほど離れた

町から来てくれた家の教会の指導者は文字通りの兄と弟だった。名前は H さんといい、

弟さんの方が牧師で、お兄さんが長老をしていた。H さんは K 省の田舎の出身で、お

父さんの癌からのいやしがきっかけで 16 歳の時に救われ、17 歳で献身。当時は迫害

の激しい時代で、信仰の先輩はみな牢獄に入れられたと言う。使徒の働きにある通り、

「私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない」と言われたそう

だ。Hさんは、迫害をバスケットボールに例えて言った。「バスケットボールを強く打

てば打つほど、それは高く上がります。だから神は迫害を許すんです」と。Hさんは 3

年間で自分の住んでいた 10km 圏内すべての人に福音を伝えた結果、800-1000 人位が

イエス様を信じた。「神学は知りませんでしたが、マタイ 28章とマルコ 16 章は知って

いました。福音を伝え、いやしを祈りました。様々な奇跡を通して、多くの人が救わ

れました」と。病のいやしによって福音が力強く広がっていることが様々な証しによ

ってわかった。伝道をする中、「主の学び」があったそうだ。福音を伝えた結果、逮捕

され、七日間拘留された。「聖霊様が共にいてくださいました。私の監房には 9人いま

した。彼らに福音を伝えたら 3人がイエス様を信じました。」中国の家の教会に「苦難

と栄光の教会」の姿を見る。Hさんは最後に言った。「中国が受けた迫害は世界に起こ

る迫害の始まりです。伝道すれば迫害を受けます。自分の国ために死んでください」

と。なんという含蓄のある言葉だろうか。これが今もリバイバルのただなかにある中

国の家の教会からのメッセージだ。日本のリバイバルを願い祈る者として、真剣に受

け止めていきたい。 

 かくして、私たちの「リバイバルを求める旅」は無事終わった。この旅を通してリ

バイバルに関して学んだことをまとめると次の通りだ。●継続した、真剣かつ親密な

祈り。●聖霊のバプテスマ、聖化、しるしと丌思議などの聖霊様の働きを求め、歓迎

する。●主はご自分の教会の成長、発展のためには、迫害や苦難をも用いてくださる

こと。 

 

この、台湾・中国アウトリーチのために祈っていてくださった方々お一人お一人に心

より感謝いたします。 

讃美主。 
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台湾・中国アウトリーチで感じたこと。 

                       高木 純一 

今回のアウトリーチは、スタッフとして参加することになり、学生の時に参加し

たアウトリーチとは、違う経験を色々させていただき感謝でした。 

何より準備の段階から、深く関わっていくことになったので、出発の前から神様

が働かれ、必要な物がどんどん満たされていく御業を目の前で体験することがで

きました。 

そして、台湾・香港・中国に行った感想を一言で言うと、「なんじゃこりゃ」でし

た。 

建物の大きさや人の多さ、夜景や景色の美しい景色にもびっくりしましたが、何

より神様の働かれている規模の大きさにただただ驚くばかりでした。家の教会も。 

まさに使徒行伝の世界というか、そんなに救われちゃうの？と思うくらい、神様

の働きを聞かされ、成長していく教会を見学し、聖霊に励まされ前進していく教

会を、たくさん見ることができました。正直に感じたことは、同じ神様信じてい

るのかと疑問にさえ思ってしまうくらいでした。そして、聖霊様をもっと知りた

いという強い飢え渇きが与えられていきました。 

どの教会に行っても、語られることは聖霊様に従うことだといっていました。本

当にそうだと思いました。教会に来る人も本当に神様に期待してきているのが伝

わってきて、自分自身、このような期待を持って礼拝に行っていたか、また祈り

求めていたかを深く悔い改めさせられました。 

そして、リバイバルが起こっている教会を、見ることができたことはとても大き

な財産になりました。それは遠いアフリカでも、ヨーロッパでもなく同じ黄色い

アジアの国でこんなにも魂が救われてきていることを見ることができたからです。

絶対に日本でもリバイバルが起こると確信をもって神様に祈ることができます。 

そして、日本の教会がどんなに台湾や中国の教会に愛されているかを知ることも

できました。たくさんの人が日本を祝福してくださり、ともにキリストの体とし

て見てくれていることに感謝でした。私も、もっと世界に目を向けて祝福を祈る

ものになりたいと思います。今回のアウトリーチは、本当に視野が広がるとても

いい経験になりました。出会ったすべての人に心から感謝しています。特に、通

訳や、コーディネートをしてくださったラブ・アジア・ミッションの竹内宣雄宣

教師やけいさん、またチームを引っ張っていってくださった、先生たち、ありが

とうございました。また最高の学生たちと旅できたこと本当に感謝です。 

最初から最後まで、その御手の中で守ってくださった神様に心から感謝します！ 
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「台湾・中国アウトリーチを終えて」 

2601 福井 大化 

 

「あなたがたにぜひ会いたいのは、“霊”の賜物をいくらかでも分け与えて、力になりたい

からです。あなたがたのところで、あなたがたとわたしが互いに持っている信仰によって、

励まし合いたいからです」（ローマ書 1:11-12）。今回の台湾・中国アウトリーチは、まさに

この御言葉のとおりだったと思います。台湾、香港、中国は、主が本当に働かれていて、

命のみなぎっている土地でした。ラブ・アジア・ミッション竹内宣雄宣教師が、今回の旅は

カナンの偵察のようなものだと仰っていましたが、これらの国々はまさに、乳と蜜の流れる

土地でした。その霊的な豊かさを受け取ることができたと信じます。頂いたリバイバルの

炎の種火を絶やさずに、さらに日本でも燃やしていきたいです。 

そしてまた、“豊かさ”についても多くを考えさせられました。経済的な発展をこれからます

ます遂げようとしている中国は、物で溢れかえっていました。しかしこの世の物質的な豊

かさをクリスチャンも追い求めるべきなのか、「あなたがたは、神と富とに仕えることはでき

ない」と仰ったイエス様の言葉を、もう一度しっかりと受け止めたいと思います。個人的に

は、何千人も収容できる立派な会堂よりも、家の教会で見た、人々の飢え渇きと熱気に

心打たれました。特別きれいな格好をしていなくても、聖霊様に満たされ、顔は笑顔で輝

いていました。それこそが本当の豊かさではないかと思います。 

家の教会のリーダーの方と交わりを持った際、こう語られていたのが印象的でした。「私

たちは、自分のことはそんなに考えない。イエス様を信じ、神様の愛を受け取ったら、次

に他の人にどうしたらそれを流せるかを考えます」。どこか内向きになっていた自分の信

仰を、顧みました。本気でイエス様の福音を伝えたいのかどうかを、改めて思わされまし

た。彼らのように、シンプルに主に信頼し、次の人に主の愛を手渡しできるようになりたい

です。 

 

台湾、香港、S 市の全ての教会の皆様、通訳と案内の労をとってくださった張さん、竹内

先生、日本で祈っていてくださった皆様に、そして何よりも、この旅を導いてくださった主

に、心からの感謝を捧げます。主は生きておられます！ハレルヤ！ 
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『リバイバルと迫害の地』          坂本 清憲                          

 

そのとき、弟子たちに言われた。「収穫は多いが、働き手が尐ない。だから、収穫

の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。」               

マタイ９：３７，３８ 

 

アウトリーチのすべてを備え、守り、導いてくださった主の御名をあがめます。 

今回は、台湾、香港、中国（S 市）をめぐり、多くの方々との交わりの時が与え

られました。 その交わりのなかで感じたことは、日本はアジアの国の人々から

愛されており、祈られているということでした。  

しかし、日本はアジアの国のひとつでありながら、アジアへあまり関心を向け

ていなかったように思いました。 

日本から飛行機で片道２～３時間ほどにある、隣の国では、既にリバイバルが

起きており、マタイ９：３７にある「収穫は多いが、働き手が尐ない。」という御

言葉の状況が実際に起こっていました。 

毎週各教会で数十名単位の救いが起きているそうですが、リーダーが尐ない現

状であることを聞きました。また、そのように教会が成長すると共に、迫害など

も起きていることを聞きました。 

しかし、ある方はこのような迫害を「恵み」であると話されていました。リバ

イバルが起きている場所には迫害もあり、多くのクリスチャンの犠牲者がいたこ

とを聞きました。 

最後にその方は、「日本のクリスチャンもイエス・キリストの為に死んでくださ

い。」 

と話されていました。 

今回のアウトリーチを通して、アジアで働く神様の御業をさらに知りたいと興

味を持つと共に、今こそ、日本はこのようなリバイバルの起きているアジア各地

へ出ていき福音を宣べ伝え、キリストを通して神への和解の務めを果たしていく

時であることを確信しました。 

このような貴重な体験ができたことを心から感謝します。 

 

こういうわけで、私たちはキリストの使節なのです。ちょうど神が私たちを通し

て懇願しておられるようです。私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願

います。神の和解を受け入れなさい。 

２コリ５：２０ 
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『2011 年 CFNJ 聖書学院アウトリーチ・レポート』   2607 坂本 麗名 

 

私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。 

CFNJ 聖書学院のアウトリーチに行くことが出来たことを神様に心から感謝します。ピリ

ピ書 4 章 19 節「私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた

がたの必要をすべて満たしてくださいます。」という御言葉に信頼し、たくさんの祈りを

もって始まったアウトリーチは、初めから終わりまで、聖霊様が御言葉によって私たちを

導いて下さいました。私は主人と二人でアウトリーチに参加することが出来たのですが、

出発 2 週間前まで 2 人とも全くお金がありませんでした。しかし真実な神様は私たち 2

人の必要をその御言葉にある約束の通りに満たして下さいました。ハレルヤ！また、私た

ちは、第二コリント 5 章 20 節「私たちはキリストの使節なのです。」の御言葉を胸にし

て日本から台湾へ出発しました。そして、帰国直前の中国での礼拝において、神様は同じ

御言葉で私たちを日本へと送り出してくれたのです。 

最初の目的地、リバイバルの真っ只中にある台湾では、行く先々で台湾と日本の過去の

歴史についての和解の祈りがあり、これからの日本にリバイバルの炎が燃やされるように

と、みんなが祈ってくれました。台湾のユースの兄弟姉妹たちの「日本が大好き！日本に

行ってみたい。日本のためにお祈りします。」という声をたくさん聞くことができて、と

ても励まされました。また、台湾をガイドして下さった張姉妹(ケイさん)の日本における

宣教の報告を聞いて、神様が日本を通してなさろうとしているご計画が、日本だけではな

く、アジア圏そして世界に影響する大きなものであることを、日本を出た台湾の地では、

肌で感じることが出来ました。 次に行った香港でも、たくさんの教会を訪れて、中国に

おけるリバイバルを実際に目で見ることができました。訪問したすべての教会で、みんな

が、聖霊様の働きについて生き生きと語ってくれました。町中に教会がたくさんあって、

たくさんのクリスチャンが 2 階建てバスに乗って手を振り、トラクトを配り、老若男女問

わず、みんな元気に街路でイエス様の愛を喜んで伝えていました。香港のどの教会でも、

みんなが熱心に祈っている！という印象を受けました。祈りの内容を聞くと、国や町の祝

福や土地の回復、そして働き手を神様が送って下さるように祈っている、という答えでし

た。「収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送っ

てくださるように祈りなさい。（マタイ 10 章 37、38 節）」というイエス様のことばに

従った祈りが現実になされているのが香港でした。    

最後の目的地は、中国・S 市でした。集会で福音を語ると、一度に数百人が救いを受け

入れるこの土地では、聖霊様のご臨在と働きが本当に人々の数となって現れてくる、とい

った感じでした。家の教会のメンバーが「福音を語ります。そうすれば、みな信じます。」

と言っていましたが、これこそ聖霊様の働き以外何物でもないな、と感じました。ラブ・

アジア・ミッション竹内宣雄宣教師が、「中国の人は、とにかくどこでもいつでも福音を

語る。バスや電車の中、タクシーの中は 1 対 1 だから、最高の伝道の場所と考えている。」

とおっしゃっていたのがとても印象的でした。また、家の教会の開拓メンバーの方が「迫

害の中に神様の癒しや奇跡が起こり、リバイバルがおこった。迫害は恵みだった。」と心

から語っていたことにとても感動しました。 

今回のアウトリーチを通して、神様が世界各地のリバイバルのためにクリスチャンの祈

りをもってすでに準備して下さっている、そして日本にもリバイバルの炎が間もなくもた

らされる、と感じました。収穫の主であるイエス様の御名を讃美します！ 



pg. 10 
 

『中国 台湾アウトリーチを終えて』                       

長谷川 雄一 

 

今回のアウトリーチは奉仕中心と言うよりも、中国や台湾の様々な教会を訪問す

る事が旅のメインでした。 

今台湾中国では、リバイバルが起こっており教会の人数や救われる人数が日本と

は桁が一つから二つ違いました、今まさに中華圏を中心に何か大きな事が起きる

のではないか、その様な時代のうねりの様なものを感じました。 

特に感じ取った事を二つ書いていきたいと思います。 

 

1. 教会成長の鍵 

今回の訪問した教会はどれも１０００人オーバーの教会ばかりでした、その様な

教会の指導的立場にいる方々の話を聞くことが出来たのは非常に貴重な体験でし

た、様々な指導的立場の方の考えを拝聴する事が出来たのですが、その中で何点

か共通点があることに気がつきました。 

それは聖霊様の強調です、どの指導的立場の人も自分たちの功績を殆ど語らず、

いかに聖霊様が働かれたのか？其の事に力点を置かれていました。 

 

次に言い方は悪いのですが、中国人のクリスチャンそのものに衝撃を受けました、

一つ目は飢え渇きです、彼らの神様に対する期待感は非常に衝撃を受けました、

しかしそれ以上に衝撃を受けたのは、非常に言い方が悪いのですが、中国のクリ

スチャンが謙っていて、柔和で、親切だった事です、と申しますのも日本の各報

道機関を通して入ってくる中国人のイメージというのは、我侭 独尊的、粗暴、

非情、無関心というものでしたので、強い衝撃を受けたのと同時に、聖霊様の働

きの偉大さを再確認できた瞬間でした。 

 

2. 時代の変化 

今回のアウトリーチ中、謝罪が一回もありませんでした。 

出発前に中国の近現代史、先の大戦の歴史を尐し調べていたところ、謝罪は免れ

ないだろうと、ある種覚悟をしていましたが、S 市でも香港でも台湾でも一度も

謝罪を要求されないばかりか、逆に日本を宣教において鼓舞してくれていました、

正直時代は変化したのだということを肌で感じた瞬間でした。 

 

今の時代聖霊様がアジアの人々を用いて何か大きな事を成そうとなさっているの

では無いかと、感じさせられた旅でした。 
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           アウトリーチの証し 

                      吉野 雄二 

 

感謝します。まず今回、台湾と中国に行けた事は神様の導きでした。私は以前こ

の在学中に台湾に行きたくなり神様の御心を求めました。初めはＧＯサインが出

なくその理由が分かりませんでした。しかし忍耐して祈り、全てをゆだねた時に

道が開かれました。とても驚いています。﨏始めに全ての体調が守られた事に感

謝です。全くどうもありませんでした。初めに台湾に着いた時に感じた事は、純

粋に家に帰ってきたような感じでした。とても不思議な感じでした・今回は教会

の奉仕よりも観光が多くいろんな所を見る事ができました。﨏教会の奉仕では、

スキットや証を通して行い、片言の英語などで、現地の人達と深い交わりをする

事が出来ました。・また台湾の教会は本当に大きく千人を超える教会がほとんどで、

１日に多くて１００人ぐらいが救われているようです。日本だけ見ますと少ない

ですけと、世界を見ますと大きな事が起こっています・とても力を受け励ましを

頂き感謝でした。・香港と中国でも今リバイバルが起こっています。・救われる人

が多く、聖書も不足しています。・家の教会と呼ばれる所が多く・ビル全体が教会

となっていた所もありました。中国では今は１０人に１人がクリスチャンみたい

です。これからがすごく楽しみです。 﨏特に日本人は中国宣教に向いており、と

ても有利な立場に立てると思います。・これからはアジアの時代だと感じました。

波がすぐそこまて押しよせています。﨏また今まで勉強していた中国語が実を結

び、たくさんの人達と話せました。本当に感謝です。さらに燃やされ力を受けま

した。主は生きています。この事を深く知れた時でした。またラブ・アジア・ミ

ッション竹内宣雄宣教師との出会いも私にとって多きな事でした。中国の事を深

く知る事が出来てとても感謝です。 
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『アウトリーチの感想』                   

平石 有紀子 

 

アウトリーチに行くところどこでも共通だったのが祈りの熱さです。 

そこには主への情熱に満ちた働き人がおられました。 

そこで、主が働かれる素晴らしい証を聞き、励まされました。 

また、迫害や犠牲がさらに福音への前進となっていました。 

私も、主にすべてをゆだねて、恐れることなく主のみこころのままに進みたいで

す。主の栄光が現れることを切に祈ります。 

支えてくれた方々と神様に心から感謝します。 

 

 

 

 

主の夢、アンカーの国、中国 

                            石橋 真由美 

 

二週間のアウトリーチで多くの恵みを受け取ることができました。 

最も、感動的だったのは、多くのリバイバル教会をたずね歩く機会にめぐまれた

ことです。  

そこには、大きなビジョン、パッション、祈りと、ダイナミックなリーダーの姿

がありました。 

その桁違いの計りしれない夢はもはや、人間の夢のことではない、 

イエスキリストが私たちに託した夢であると、主が私に語られました。 

  

 発展と混沌、そして矛盾に満ちた国で懸命に生きる人々。 

だからこそ、神を求め、自ら「信仰」をつかみとるパワーにあふれる国。 

主がチャンスに満ちたのこの国を、最後のアンカーに選んだ意味がわかりました。 

  

 ５０代の私は、神学校で学ぶことが人生最後の願いでもあり、それ自体が目的

でした。しかし、主はこの旅を通して、わたしに、再び「夢」に火をつけるよう

に語られました。  

  

 アンカーの国、中国を伴奏して共に走る使命を、今日本のクリスチャンに主は

命じておられる！！  
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２０１１年度、台湾、中国アウトリーチレポート              新井田路子 

 

まず初めに、神様の守りの中で、驚くべき祝福のうちに始まり祝福のうちに終わった、素晴ら

しいアウトリーチだったことを、主に心から感謝します。 主がどれほど日本を愛しておられ、

アジアを愛し祝福したいと思っておられるかを、私たちを通して示してくださいました。 私は

アジア人だと実感しました。自分の位置を確認することのできたアウトリーチでした。 あまり

にも素晴らしい主の祝福の中で、恵みと祝福に満ちた、楽しみと喜びの連続の毎日でした。 

その中で、主がどれほどの熱い思いを持って、アジアを愛しておられるか、その熱い思いを

知らされ、また日本人としての責任を担わされたと思います。 アジアの中で、日本がどのよ

うな立場にあるのか、日本は何をすべきなのかを知らされました。 熱烈に日本のリバイバ

ルのために日本人よりも日本を愛し、日本のために祈っているクリスチャンがたくさん台湾、

香港、中国にはあふれていました。私は、もっともっと自分の国のために、家族友人、まだ救

われていない魂のために、祈り、伝道しなければならないと痛切に感じました。  

私たちは、台湾、中国香港、S 市のリバイバルの起こっている教会をまわり、神様の御業

を余すところなく見て、受けてきました。その中で日本がアジアの中でどのような位置にある

のか、過去の日本により傷をうけたにもかかわらず、どうしてそのように日本を愛してくださ

るのかを、知ったように思います。 台湾の祈りの家の中で、牧師が日本について語られま

した。 日本は、東アジアがリバイバルされるためのカギであり、昔日本により傷を受けた国、

韓国や中国なども日本を許さなければ、神様の計画が遂行されない。アジアの国々はリレ

ーの競争とおなじ、一つの国だけで勝利を得ることはできない。もし、アジアの国々と連携を

持つならば日本は必ずリバイバルがおこる。日本という国は他の国々を祝福するために存

在するのである。そして日本は、リバイバルを起こす神様の計画の中で今存在している。 

反対に、以前日本により被害を受けたアジアの国々が、日本を祝福しなければそのアジア

の国々も、神様の計画の中に入ることができない。神様の計画の中で、日本は必ずリバイ

バルがおこる。神様の定めたことは必ず成就する。アラブ、イスラムの人たちが主に立ち返

ることを我々は知っている。私たちはイスラムが救われることを信じているのであるから、当

然この日の昇る国の日本が必ずリバイバルがおこることを信じないわけにはいかないので

ある。神様の約束が成就する時が来ている。私たちの心を主の心に向け、今私たちの時間

を、神様の時間、リズム、順番に合わせていかなければいけない。日本の時が来た。 もう

ひとつ、日本の教会が東の島々の国と手を結んで、Back to Jerusalem しなければならない。

もう日本の魂が主に立ち返る時が来ているといわれました。今回のアウトリーチはこの時に

この国に、行くべき場所だったのだと感じました。アジアの国々の兄弟姉妹と強く結び付く為

であり、その繋がりのなかで、自分の成すべきことを知らされる旅でした。 彼らはあらゆる

ことを用いて、伝道の機会を作っています。どんなことをやってもいい、ただしそれは伝道が

目的であり、それにはこの世のお祭りでさえ伝道の機会となるのです。ビジョン、夢を持ち、

パッション、情熱を持ち、ひたすら祈り聖霊様の導きの中で、神様と交わり伝道していくなら

ば、必ずリバイバルは起こると確信しました。  

日本を愛し、また日本だけでなく、まだ救われていない他の国々、特にアジアの人々のた

めに祈り伝道し、主の兵士となって燃やされ主の御名により祝福を流し、解放を宣言し、い

やしのために祈り、悪霊を追い出し、地とそこに住む人々を獲得していき主の光、喜びを運

ぶものになりたいと思いました。 
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『台湾・香港・中国アウトリーチを通して』        杉浦 義也 

 主の御名をほめたたえます。今回のアウトリーチでたくさんのことを学ぶこと

ができました。リバイバルが起こるとどんなことになるのかを実際に見て感じて

体験することができました。どの教会もとても素晴らしく、具体的なビジョンを

持って成長し続けている姿に、感動しました。信徒ひとりひとりが神様に対する

強い飢え渇きをもっているのを感じました。日本の教会には見られないことだと

思います。1 日に何人もの人が救われていく様子を見てほんとに羨ましいと思い

ました。 

 台湾の少数民族が隠れて礼拝していたという洞窟を見学していた時の説明の中

で、「迫害の中で教会は成長していった。」という言葉を聞きました。「リバイバル」

と「迫害」がセットになっていることを実感したとき、日本のリバイバルにはど

んな迫害があるのだろうと考えさせられました。そしてその中で生き抜き神様に

従うことのできる信仰を持ち続けていきたいと思いました。 

 数百人、数千人という大きな教会を見学していく中で、統一して話にでてくる

ことは、「祈り」でした。どの教会も、真剣に祈り、神様との時間をとても大切に

していました。どれだけの時間を主に捧げて祈ることができるか、そしてどれだ

け犠牲を払って主に仕えているかを問われたような気がします。家の教会のリー

ダーから、「中国は癒しの奇蹟によってリバイバルが起きた」と話を聞きましたが、

その背後には多くの犠牲を伴った祈りがあったと思います。頭では理解していた

つもりでしたが、改めて日本にリバイバルが起こるためには、「祈り」が必要だと

実感しました。そしてリーダーだけではなく、救われたひとりひとりが出て行っ

て伝道していくことが大切だということも知ることができました。 

 最後に、このアウトリーチで賛美リーダーとしての奉仕をさせてもらい感謝し

ます。賛美は言葉を超えて一致できる素晴らしいものであることを体験できまし

た。また、チームのみんながいつも助けてくださり、チームの一致を感じました。

また、このアウトリーチのために犠牲を払って準備してくださったリーダーの

方々やとりなして祈って下さった方々にも感謝したいと思います。主にある家族

は素晴らしいです！ 
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『中国・台湾アウトリーチレポート』             大久保 望信 

 

ハレルヤ！主の御名を賛美します。今回の旅は初めてのアウトリーチでもあり、

同時に初めての海外だったので不安や緊張もありましたが、大きな問題もなく 2

週間無事に過ごす事が出来て、感謝でした。また、中国や台湾の様々な自然や町

並み、お国独特の文化を体験する事が出来て、とても楽しいアウトリーチでした。 

滞在し様々な奉仕をする中で沢山の事を考えました。中国で起きているリバイ

バルの事、またその秘訣、どのような事が発展してそのような結果に至ったのか。

そして、共通して言えることはそこに聖霊様が働かれたということです。リバイ

バルというのは、油注がれた牧師先生や宣教師、立派な教会や、弟子をケアし育

てるカリキュラムなどよりも、一番重要なことは聖霊様が働かれるかどうかであ

るという事です。それを私は深く今回感じました。 S 市で、家の教会のリーダー

の方の証で、｢教会に政府からの圧迫を受けたが、それによって教会が成長した。」

という話を聞き、私は迫害が起きて教会が下降するのではなく、逆に向上してい

ったことにとても驚きました。しかし、同時に納得いく事でもありました。私の

主との歩みの中でも、乗り越えるべき壁がある時とない時では、神様に祈り求め

る熱心さが違うからです。そのように家の教会が政府からの圧迫を受けた時もク

リスチャン達が立ちあがりいつも以上に主に祈り求めていく事、そして何よりそ

こに聖霊様が働くことによってリバイバルが起こっていったのだなと思いました。 

それではなぜ日本にリバイバルが来ないのか。ラブ・アジア・ミッション竹内宣

雄宣教師がおっしゃったように日本が満ちたり過ぎていて、神様に頼らなくても

自分たちで生活できてしまっている事が大きいと思います。 

そして、中国と日本との違いは中国のクリスチャンは行く先々で伝道するという

ことです。 日本人は初対面の人にはあまり心を開かないのに比べて、中国はと

にかく初対面でも気軽に友達のような感覚で話をしていく文化だからです。私は

それを思った時に、日本には文化の縛りもあるように思えました。この文化がど

れだけ伝道の足を引っ張っているか分かりません。 でも、そのような日本も必

ずリバイバルがおこる事を信じ期待して、祈り求めていきたいと思いました。 今

中国ではリバイバルが起きていますが、自分はなぜ中国ではなく日本に生れたの

か。しかも、江戸時代、大正、昭和時代に生れたわけではなく、なぜこの平成の

時代にこの日本という国に生れたのか。それにも何か神様の計画があるのだと思

います。その計画の中で神様の御心を行い歩んで行けるようになりたいです。 最

後に、このようにアウトリーチを楽しく、また深く学ぶ事が出来たのは、沢山の

準備や接待をして下さったケイさんや竹内先生、先生方、実習長のみなさん、そ

して何よりも神様の導きと支えがあったからだと思います。本当に主に感謝しま

す！そして、沢山の奉仕をしてくださった方々、本当にありがとうございました！ 

感謝耶穌！賛美主哈利路亜～！！上帝祝福您！！ 
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『アウトリーチレポート』                2709 山岸まりや 

 

私は以前から中国で宣教師として働きたいというビジョンを持っていました。今

回、台湾・中国へのアウトリーチの機会が与えられ本当に嬉しかったです。台湾・

中国で私は神様の素晴らしい御業を見てきました。今まで私は台湾や中国の教会

は中国に圧力をかけられて小さな群れで集会を開いている暗い閉鎖的なイメージ

を持っていました。 

しかし、今回訪れた様々な教会を見たときに規模が大きく、開放的で多くのクリ

スチャンが教会に集っているのを見て私は衝撃を受けました。 

神様が豊かに台湾・中国の上に働かれていることを知りました。 

中国の教会に対して持っていたイメージが変わりました。 

台湾・中国のクリスチャンの方々と交流し、共に主を礼拝した時間は本当に素晴

らしい一時でした。現地の方々が温かく私たちを迎えてくださいました。その中

で国や文化は違っていても主にあって家族となれる喜びを知りました。 

リバイバルという現実を見たときに圧倒されました。 

主の偉大さを体験しました。 

中国においても日本においても主は変わることなく偉大な主です。 

神様が日本に働かれるときに、日本も変わります。リバイバルがやってきます。

私は日本でもリバイバルが見たいと強く思いました。 

中国の家の教会で礼拝に出席したときに新来者の方々が 10 名以上いらしたのを

見たときに感動しました。リバイバルの現実を知りました。 

私も日本のために祈ろうと思いました。 

今回のアウトリーチを通して視野が広げられ、多くのことを考えさせられました。

自分の目で台湾と中国の現状を見られたことは恵みでした。 

また、台湾・中国にいる中で自分の居場所を見つけたみたいにホッとしました。

自分の家に帰ってきたような安心感があり、中国宣教の召しへの確信が与えられ

ました。 

私は神様のために人生を中国の人々のために捧げたいと思いました。 

今回のアウトリーチを与えてくださった主に感謝します。 ハレルヤ！！ 
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2011 年海外アウトリーチ帰国後レポート 

上野ヨセフ 

 

食： 

「食」は宣教に不可欠である。ルカ 10 章 7，8 節で、主は「出してくれる物を食

べよ」と繰り返す。この命令を守るのは容易である。出された物を食べることは、

その文化を受け入れること（竹内師談）。人の心を開くのに、これほど効果的な方

法はない。今回、出される物は何でも食べたが、台湾・尐数民族の方々の夕食は

格別だった。 

 

臨在： 

今回、多数の教会を訪問したが、礼拝堂まで歩いて移動するときなど、聖霊の臨

在が流れてきて、なぜかしら涙があふれてくることが何度もあった。例えば、台

北の純福音教会での礼拝時、階段を上がっていく時点で、涙が出てきた。悲しい

ともうれしいともつかない。ただ神の臨在を感じて、涙が出てくる。ただ、大き

な教会でも、臨在を感じるとは限らない。結局のところ、サイズは問題ないと感

じる。素晴らしい教会とは、神と個人との個人的な関係に立ち戻らせてくれる教

会であって、神と人との間に介入しない教会であり、邪魔をしない教会であると

信じる。 

 

英語： 

私は英語を話すので、今回、非常に得をした。ホテルで翌朝のモーニングコール

を頼むのも英語で OK。中国でも、S 大学の学生など、教養のある人たちは英語を

話していた。今回出会った人々とメールアドレスを交換したが、二国間交流の場

合、自分の母国語でもなく相手の母国語でもない英語を使うことで、どちらかが

多大な努力を払って相手に合わせるということもなくなり、不公平感がなくなる

のも英語の利点だ。日本人クリスチャン一般に向けて勧めをなすのが許されるな

らば、私は、だれもが英語を話せるようになることを第一に挙げたい。キリスト

教という国境のない信仰を持つ者にとって、ましてリーダー的な働きをする日本

人クリスチャンにとって、国際語である英語を話すことは必須だと感じる。私に

とって外国語を学ぶことは楽しいし、得意だ。今後、必要に応じて中国語を学ぶ

のも楽しいことだろう。今回の旅で、また身近に感じる国が増えた祝福を神に感

謝する。 
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アウトリーチレポート  ２７０５ グドール愛希 

 

台湾、香港、中国の S 市にアウトリーチで２週間行き、私個人的には、とても大変な

２週間でした。この３か国に、おもにがある訳でもなく、行って何がしたい、何かを

するために行くというのもなく、ただ神さまに「行くだけでいいから行きなさい」と

言われたので行ってきました。私は日本が大好きで神さまにも「あなたは日本で働い

ていくんだよ。私のために。」と言われていたので２週間大変だろうな、というのは行

く前からわかっていました。そして改めて、日本の豊かさ、どれだけ恵まれていて平

和であるかがわかりました。日本にもいろいろな問題はあるけれど、神さまは日本を

沢山祝福してくださっています。最近日本では「リバイバル」という言葉をよく聞き

ます。「はやくリバイバルを」と。でも私は、そのために祈ったり、神さまに求めたり、

働いたりするのは良いと思うけれど、リバイバルだけが、神さまからの恵みではない

し、リバイバルが来るのはとても良いけれど、そこだけに目を向けるのではなく、も

っと違う所に目をむけ、日々の環境、家があること美味しいごはんが沢山あること水

回りがきれいなこと、沢山感謝することもあるし、焦らず忍耐と希望をもって、イエ

ス様が私たちの救い主であり、今も生きていて、すべての国のすべての人を１人残ら

ず覚え、愛していることを、神さまが導いてくれる中で、沢山の人に伝えていきたい

と、改めて思いました。私は２週間毎日、集会中でもバスの中でも寝る時でも朝起き

てからも夢のなかでも、日本のことを考えていました。毎日、はやく日本に帰りたい

と思っていました。帰って、イエス様のことを伝えている友達や、ひどい喘息を持っ

た幼馴染のお母さんのこと、いまを、これからを生きる、日本の中高生やユース、神

さまが何を私に求めえているのか、など沢山のことを考えていました。改めて日本が

どれだけ私にとってとても、なくてはならない場所で、とても大好きだということが

わかりました。そのことをもう１度教えてくれた神さまに感謝します。 
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台湾・中国アウトリーチ レポート  ２６０３ 荒木 聖香 

 

今回のアウトリーチを通して台湾、中国に注がれる神様の恵みや愛を見、また

私たち自身が多くの神様の恵みをいただきました。 はじめに訪れた花蓮市の都

信教会では、その教会の婦人の方々がたくさんの料理でもてなしてくださり、夕

礼拝では日本語で賛美を歌ってくださったり、尐数民族の賛美を聞き感動しまし

た。 また、子どもたちが笑顔で心から神様に賛美している麗しい姿を見、国や

言語が違っても、神の家族によって一致出来ることが実際に体験できました。 ４

日目に訪れた台北純福音教会祈祷会では教会に入った瞬間から聖霊様の臨在を感

じ、アジアの国の為に祈る時には、台湾への神様の愛や台湾の方から神様の愛を

感じ、祈祷会中ずっと涙が止まりませんでした。 また、次の日に訪れた霊糧堂

学生集会では若者の多さと神様に対する情熱に圧倒されそうになりつつも、すぐ

に心一つになって共に主を賛美しました。その後の学生たちとの交わりの時間も

本当に楽しいひと時でした。そして、彼らは本当によく仕えてもてなす、愛と情

熱に満ちた人たちでした。 その後、香港に向かい６１１香港霊糧堂を訪問しま

した。その教会は設備が整い過ぎていて見学する所すべてに圧倒されました。ま

た、信徒や子どもたちのことだけではなく、牧師達の健康状態の配慮もなされた

環境作りも素晴らしかったです。 また、聖霊様に委ねるといろいろな奇跡や満

たしがあることがこの教会を通して目に見えて分かりました。その後、香港から S

市に向かいました。S 市は栄えているけれど、治安が悪く危険な場所だと聞いて

いたので、どんなところなのか不安がありましたが、着いてみると町もとても整

備されていて欧米風な雰囲気の町でした。しかし、そんな町とは矛盾して、信号

待ちしている車に物乞いをしている人や、手や足がない人が自分の体を見世物に

してお金をもらっている姿を見ると日本でも昔はやっていたことが今の時代でも

あるということが複雑だったと同時に、より福音の必要があることを強く感じま

した。 S 大学の日本語学生との交わりでは、学生生活やファッションの話、家

族を紹介したり、自分の証もできてとても貴重な時間でした。日本が好きで日本

に働きに来たいという学生もいて嬉しかったです。また、同じテーブルの女の子

がイエス様のことを信じ、みんなで祈ることもでき、神の家族が増えたことを共

に喜び合いました。 

今回の旅で私が感じたことは、台湾でも中国でもみな聖霊に委ねきって従順に従

っていることがわかりました。今回私たちが行なったことは小さなことかもしれ

ませんが、この経験を生かして良いものを流し出す器としてますます成長してい

きたいと思いました。 今回のアウトリーチは行く前から神様の愛や恵み、守り、

祝福、備えが本当に感じられた時でした。このアウトリーチに行かせてくださり

多くの恵みや愛をくださり、色んな経験をさせてくださった神様に心から感謝し

ます。そして、同行して全面的に通訳奉仕をしてくださったラブ・アジア・ミッ

ション竹内宣雄宣教師、瓊さん、現地で私たちを受け入れてくださった方々、ま

た、多くの方々のお祈りやご支援を心から感謝します。 
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中国・台湾アウトリーチの感想          ２７０８ 松本こずえ 

 

私は今回のアウトリーチに行くことができて、本当に神様に感謝します！実は行く前は

あまり中国に対して良い印象を持っていなかったので全然行きたくありませんでした。そ

の為に２２万も出さないといけないことが本当に自分にとって苦でした。行く前から「神

様、大事な２２万なんです。どうか行く意味や行く価値を教えて下さい」と切に祈りなが

ら望んだアウトリーチでした。しかし、そんなわたしの気持ちをしっかり知っておられ、

それ以上に素晴らしいものを与えてくださったのです！台北の純福音教会に行ったとき

です。祈祷会に出席した時、なぜか涙が止まらず賛美中圧倒的な神様の臨在を感じ、その

場にただ泣くことしかできませんでした。神様の前にひれ伏し、もう一度自分が救われた

ことを思いその愛のゆえに自分はもう一度神様に献身します、と告白しました。それは神

様の為に働きます！という思いもありましたが、神様の愛の関係に献身します、という思

いでした。神様の愛が大きすぎて、ただただ神様を賛美せざるをえませんでした。 その

次の日の台北霊糧堂でも再献身の思いが与えられましたが、そこでは霊糧堂の人たちやユ

ースの情熱からその地でおきたリバイバルを感じ感動しました。こんな情熱的なユースの

礼拝は見たことがありませんでした。そこで見たものはこれから日本で起きていくものだ

と確信しました！特に驚きだったのが、たまたま母教会のユースの先生も夏に訪問されて

いたことです。神様はこれから教会をたてあげて行く者として同じヴィジョンを見せてく

れたのだと感動を隠しきれませんでした。 また香港ではたくさんの教会を訪問させてく

ださいましたが、いずれの教会の牧師先生や責任者の方々が「リバイバルに方法はない。

聖霊様に導かれてただ実行していくだけだ」と言われていました。いかにどれだけ日本人

が先に行動することよりも準備や方法に囚われているかを感じさせられました。それは日

本人の良い所でもありますが、神様の方法でしていくことを見えなくするものでもあるの

ではないか、と感じました。神様からのサインがでたらただ信じて大胆に出てみる、とい

うことを学びました。 S 市では強烈な思い出ができました。中国人の国民性を目のあた

りにし道徳、秩序の無さをこの身で感じました。一日目で「二度とここに来るもんか」と

誓いましたが、そんな国だからこそ福音が必要なのだと神様の前で折れました。都会で日

本人の私たちにとって不自由なく過ごせる所ですが、豊かそうに見えて一方では路上に障

害を持った物乞いがいます。それは組織的なものだそうで、幼い時に誘拐され手足を切っ

て障害者にさせ、人々から哀れみを乞い物乞いをさせるのだそうです。そのお金は組織の

親方が持っていってしまうそうです。こんな惨いことがあるでしょうか。それを見てみぬ

ふりの警察や中国国民に神様の愛が伝わらなかったらそんな酷いことはない！と強く思

いました。中国の為に祈らざるをえません！しかし、そんな強烈な思い出よりも神様は二

人の女の子への伝道を通して恵みを与えてくださいました。S 大学の学生のこの女の子二

人はノンクリスチャンでしたが、伝道をし神様の素晴らしさを語ると本当に素直に神様を

受け入れました。その素直さにびっくりしましたが、これが今中国で起きているリバイバ

ルだ！と感動しました。この二人の女の子の信仰生活がますます祝福されるよう祈り続け

ます！  

この度、中国台湾アウトリーチを計画してくださった先生方、ラブ・アジア・ミッショ

ン竹内宣雄宣教師、けいさん、スタッフの方々、祈りで支えてくださった方々に心から感

謝します！ありがとうございました！ 
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台湾・中国アウトリーチレポート                           

早川 友子 

 

台湾・中国アウトリーチを振り返ってみると、本当に恵みと祝福の時だったなあと思

います。神様に与えられたすばらしい時でした！ 

 台湾で印象的だったのは、日本のことを本当に熱く思ってくださる姿でした。西洋

から流れてきたリバイバルのバトンを今、アジア諸国が受け取ってエルサレムへと向

かっている。そしてそこには日本も含まれている。この終わりの時代、ラストランナ

ーとしてアジア諸国がともに走っていく時が来ていることを熱く語られていました。

さらに霊糧堂の先生は、日本がアジアの前に立って進んでいくと言っていました。日

本は、技術的な面においても世界のトップクラスに含まれる国。その日本がリバイバ

ルされたときそういう賜物がものすごく用いられるだろうと言っていました。過去の

ことで日本に対して複雑な思いもあるのではないかと思いますが、今神様が示されて

いることをそのまま受け取っている謙遜な姿に感動しました。この預言的なことが実

現するとき、私たち日本人は、本当に謙遜になってアジアの人たちと共にエルサレム

へ向かって主の働きを担っていかなくてはいけないなと感じました。今度は戦争のた

めではなく、主のための働き人として。 

 また、台湾では都市が教団教派の壁を越えて一つになることを目指していると言っ

ていました。国で宣教師や伝道のための学校を作れるようにというビジョンもあるそ

うです。すごいな、と思いました。日本にも教団教派を越えて、ただただ日本のリバ

イバルのため、神様のご計画のために、教会同士がともに働く時がくることを思って

ワクワクしました。 

 中国では、話を聞いたり、実際教会を見せてもらったりしてリバイバルの現状を肌

で感じることができました。伝道方法を質問しても、特別なことはしていないという

答えが多かったのが印象的でした。ただシンプルに福音を伝えればどんどん人々が救

われていくということでした。これは人の力ではなく神様の恵みだと言っていました。

日本のリバイバルの時、聖霊様がどのように働かれるのか楽しみです。 

 神召会錦光堂の先生の話には心が燃やされました。具体的ビジョンとパッションを

持つこと。そしてそれらは祈りによって導かれることを教えられ、改めて祈りの大切

さを実感しました。祈りによって聖霊様による導きが与えられ、聖霊様が働かれると

き、人にはできないことが起こり神様のみわざを体験することができる。それを聞い

て心が熱くなりました。また先生が、祈りは祈祷会や礼拝の中だけではなく、日常生

活の中にあるものだと言われていたのが印象的でした。いつでもどこでも祈りがある。

祈りは神様との関係。子供が親にいろいろ話すように、いつでもどこでも神様に話す

こと、それが祈りだということを教えていただき嬉しくなりました。 

 キリストの使節としてアウトリーチへ臨んだと思いますが、私たちの側が励まされ、

恵みと祝福をたくさんいただきました。与えられたひとつひとつに感謝します。私た

ちが中国と台湾に行ったことも、神様のご計画の中で益とされていくことを期待して

います。 

 またこのアウトリーチを通して思いがけず、個人的に神様からはっきり示していた

だいたことがあり、神様って本当にすごいなあと感じました。 

 すべての栄光が主にありますように。ハレルヤ！ 
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   『台湾、香港、中国アウトリーチレポート』2011/11/29～12/12  

竹内 聡 

 

ハレルヤ！全てを主に感謝します。 

私にとってこのアウトリーチ初めての事ばかりでした。国外に行く事、飛行機

に乗る事すらも初めてでした。なので最初は楽しみな思いもありましたがそれよ

りも、不安なことの方が沢山ありました。例えば、飛行機が初めてなのでそれだ

けで不安がありましたし、食べ物でも私はお腹が強くなく普段からよくお腹を壊

していたので健康面も不安でした。あと私は、英語も中国語もほとんど話せない

ので言葉の不安もありました。何よりも、中国に関して良いイメージがほとんど

ありませんでした。アウトリーチが近づくにつれて私は、祈りや思いの中で「神

様を信じて神様に従っていれば絶対守られるし大丈夫、素晴らしい恵がある」と、

宣言していました。すると、出発する時には 100％ではなかったけれど不安が消

え、平安が与えられていました。その時には、宣言だったのがほぼ確信へと変わ

っていました。本当に感謝でした。実際に不安だった事は全て守られたと思いま

す。今回私が受けた恵みを全て書くにはとても収まらないので、特に私にとって

大きかった事を書きたいと思います。 

私とって特に大きかった事は、キリストの体、一つの体としての関係を深く学

ばされた事です。それぞれ問題を抱えていたり疲れがたまってきている人がいる

中、そのような状態が見えなくなり気づかうこともなかなかできずに、私自身た

だ自分が楽しい事に満足していました。しかしそのような状態に気づかされた時、

悔い改めさせられたと同時に何かしないとと思いましたが何をしたらいいか分か

りませんでした。そんな時にある兄弟から集まれる男性で今日の夜集まって一緒

に祈らないかと言う誘いを受けました。そして、12 月 2 日 4 日目の夜多くの兄弟

が集まり、それぞれの思いを分かち合い祈り合う時を持ちました。特にケイさん

やそれぞれのリーダ、疲れている人の事、そして特に私自身がそうだったのです

が私たちがその人たちに対して無神経で気づかうことをせず自分勝手であったこ

とが示されました。そのことについて特に心を合わせて祈る事ができました。そ

して、これからすべき具体的な行動もそれぞれ分かち合うことができました。神

様は時にかない素晴しい方で、次の日公園で皆でデボーションする時を与えて下

さり、昨夜受けた事をそのまま行う時を与えて下さいました。私はこの事がきっ

かけで、キリストの体、一つの体として愛し合うことを深く学ばされました。私

は、Ⅰコリント 12：12～26 の御言葉が示され、その意味、大切さを改めて思わ

されました。その後のアウトリーチは、いつもそのことを思い過ごす事ができま

した。この御言葉は、これから私がどのような働きに導かれるか分かりませんが、

私のクリスチャン人生の働きにの一つの大きな影響を与える御言葉だと感じまし

た。 

このアウトリーチで、私の台湾、香港、中国に対する思いが大きく良い方向に

変わったと思います。また、今回受けた恵を多くの人に分かち合いたいと思いま

す。このような機会を与えて下さり、本当に多くの恵みを与えて下さった主に心

から感謝します。 
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アウトリーチレポート                   田中 政人 

 

今回のアウトリーチで、台湾から香港、そして S 市と回ることが出来て、今まであや

ふやだった中国観が、ひとつひとつ紐解けるように理解できました。 

ラブ・アジア・ミッション竹内宣雄宣教師やケイさん、そして Z さんをはじめ、現

地の兄弟姉妹の案内と、心からのもてなしが無くては体験できない素晴らしい中国を

見ることができました。 

アウトリーチ費用も無く、主の恵みと、捧げてくださった兄弟姉妹の支えがあって、

参加できたことを感謝します。 

今回の旅の中で、霊的に軽くなることを体験でき、解放されていくのが分かりまし

た。また、交わりを通して互いの違いを食文化などから尊敬すること、主にあってひ

とつとなれることなどを学びました。私たちが出て行くことで、いかに祝福されるか

を見ることもできました。 

S 大学学生との交わりで、一人のクリスチャンの女子高校生が、二人の未信者の大

学生を連れてきていたのですが、神様に愛されていることを伝えることができました。

カタコトの中国語と英語で、証も交えて話しましたが、聖霊様が働かれていることを

感じました。こちらの話すことを笑顔で受け入れくれ、食事会の後に行った家の教会

で会うこともできました。私達の行動を聖霊様が導かれていることをいつも感じるこ

とができるようになっていきたいと思います。 

また、行く先々で出会った人に接触しようとしましたが、祈っていると道が開かれ、

いろいろ話すことができました。地元の人、ショップの人や旅行者など様々ですが、

イエス様に愛されていることと、祝福があるようにと声をかけることができました。

何回かは、私達が神学校の学生であることを話せました。私達は、至る所で受け入れ

られていると感じました。彼らが私達を通して主の栄光を見てくださったのだと思い

ます。そして、それぞれの教会の熱い信仰を見ることができ、励まされました。ひょ

んなことで霊廟堂 611 の主任牧師とも話すことができました。御霊に導かれて、お会

いすることができ感謝です。イエス様に会う前、人種の優务を無意識につけていたこ

とを恥ずかしく思わされる程、私達と変わりなく、全ての人はイエス様に愛されてい

るんだと思いました。そればかりか、この国は、優れた信仰の国になりつつあるとい

うことも理解できました。大戦の謝罪は、まだ上手くできませんが、私個人の人種的

高ぶりを悔い改めました。そして、そのことをチャンスがあれば謝罪しなければなら

ないと感じました。そして、この国の人たちは主にあって私達を許し、愛してくださ

っていると感じました。中国の兄弟姉妹を通してイエス様を見ることができました。

成長著しい教会を見て、只々彼らが、忠実な僕であり、聖書に書いてあることを御霊

に満たされて実践しているから、リバイバルが興っているんだということが分かりま

した。秘訣など無いのではないでしょうか。本人達も理解できてないのかもしれませ

ん。私もそのようにしていきたいと思わされました。 

そして、どのような時も清さも求めなければならないことも忘れないようにしたい

です。 

ますます、主の御心がどこにあるのかを祈り求めていかなければなりません。どんな

時でも素晴らしい主に感謝します。 
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台湾＆中国アウトリーチ レポート 

                       福島 牧人 

 

 この 2 週間のアウトリーチは、自分にとって本当に意味のある時間となりまし

た。今までも何度となくアウトリーチに行ってきましたが、フードミニストリー、

ダンスミニストリー、子どもミニストリーなどどちらかと言えば、何かを「して

あげる」というものばかりでした。そういったものも大切だと思いますが、今回

のように何かを「学ぶため」に行くこともとても大事だということを感じさせら

れました。 

 台湾に香港、また S 市で出会った方々の愛ともてなしを受けて、また彼らのう

ちにある神様から与えられた明確なビジョンを見て、感動と大きなチャレンジを

受けました。自分で何かをするのではなくて、神様の御声にとことん聞き従うこ

との大切さを再確認させられました。 

 また、多くの教会、多くのクリスチャンが日本ために祈ってくださっているこ

とを知り、大きな励ましを受けました。日本が最後のアンカーとして残されてい

るということを何度も語られる中で、自分自身もますます日本のために祈らされ

るようになりました。 

また今回のアウトリーチを通して中国語の面白さに目が開かれ、中国語の学び

をしてみようという思いが与えられました。日本語、韓国語、そして中国語と、

このことがどのように導かれていくかはまだ分かりませんが、期待して進んでい

きたいと思います。 

 いつも神様の御声に聞き従い、どこででもイエス様を証しし、キリストの弟子

をつくっていく者となりたいです!! 

 最後に素晴らしいアウトリーチと新婚旅行を備えてくださった主に感謝しま

す! 百万ドルの夜景も、中華料理も素晴らしかったです！ 
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台湾＆中国アウトリーチ レポート 

 

  福島 歌歩 

 

2 週間のアウトリーチの中で多くの恵みを経験させてくださった主を賛美しま

す！ 

 今回のアウトリーチは、韓国と日本を除いて初めての海外でした。 

言葉も文化も違い、食事も気候も違いますが、同じ神様を礼拝し賛美する中で一

つになることができるという不思議な安堵感を感じました。 

尐数民族の方々が、彼らだけの言語で賛美する姿を見ながら、神様が小さなたま

しいも大切にされることを感じ、神様が私をも用いて成そうとされる計画を持っ

ておられることに、さらに信頼するようになりました。 

特に台湾で広い自然を見ながら、神様の広さ、深さ、高さ、聖さを感じました。

果ての見えない太平洋を見ながら、神様はこんなにも広い方なんだなと思いまし

た。今まで自分の狭い考えで神様を制限してきたことを悔い改め、神様の高く大

きな力を賛美する尊い時間でした。  

今回のアウトリーチを通して、神様が韓国と日本、そして中国を一つにされよ

うとしておられることに、さらに確信が与えられました。3 つの国の和解のため

に祈る時、神様がすでにその和解の扉を開かれたことを教えてくださいました。

また夫との国際結婚は、すでに神様が開かれた扉であることを教えてくださいま

した。 

広い自然と違う民族の異文化、様々な教会の証しを通して、期待とチャレンジ

を与えてくださった神様に感謝します。 
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台湾・香港・中国アウトリーチ 

◆全日程記録◆ 

期間：2011 年 11 月 29 日～2011 年 12 月 12 日 

＜全日程＞ 

月日 時間 プログラム 移動 内容 エピソード 

11/29 

（火） 

7:15 

7:30 

学院生集合 

学院出発 

 

バス 

全員で賛美と祈り 

 

 

9:30 

11:15 

新千歳空港着 

新千歳空港発 

飛行機  

13:50 

16:50 

中部国際空港着 

中部国際空港発 

飛行機  

19:30 

20:00 

台北空港着 

台北空港発 

 

バス 

 

竹内先生、張姉と合流 

21:00 友泰 HOTEL 着  就床 

11/30

（水） 

6:00 

8:00 

起床 

出発 

 

送迎車 

各部屋でデボーショ

ン 

 

8:15 

8:50 

台北駅着 

台北駅発 

 

電車 

 

11:50 

12:00 

花蓮駅着 

花蓮駅発 

 

バス 

 

ホザナバスで移動 

ゴウさんが朝4時

から移動してく

れていた。 

12:20 

 

 

 

14:10 

レストラン着 

 

 

 

レストラン発 

 

 

 

 

バス 

｢陶板屋｣和食創作料

理 

ウェイトレスの

方が救われる。 

（竹内先生に「イ

エス様を信じま

すか？」と言われ

「ハイ！」と返

事。） 

14:40 

 

15:00 

プラタン族旅行

センター着 

旅行センター発 

 

 

バス 

尐数民族の観光セン

ターにて見学。 

プラタン族につ

いての説明を聞

く。 

15:15 

 

15:35 

ジーワン記念教

会着 

ジーワン記念教

会発 

 

 

バス 

タルコ族の礼拝で使

われた洞窟を見学。 

当時の様子の説

明を聞いて感動。 

「迫害の中で教

会は成長する」 

15:45 

 

 

16:15 

 

17:00 

タルコ国家公園

着 

 

 

燕子口歩道着 

 

 

 

 

 

 

 

公園のビューポイン

トを見学。 

 

崖の様子を歩きなが

ら見学。 

雄大な景色！雄

大な自然に圧倒! 

 

観光客も大勢い

て混雑していた。

大自然を体感す


