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メッセージ

中野雄一郎

大和魂
「私は、誰を遣わそう。だれが我々の為に行くだろう。と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。
私を遣わしてください。」
（イザヤ６：８）
山口福音教会の奉仕の折に、萩市にある松下村塾（しょうかそんじゅく）を訪れた。28歳で三代目の塾長となった吉田松陰
（よしだしょういん）は明治維新の原動力となった、若者たち、高杉晋作（たかすぎしんさく）伊藤博文（いとうひろふみ）久
坂玄瑞（くさかげんずい）といった人々を育てたので有名です。松陰はペリーの黒船で海外渡航を計画（1854年）して、失
敗、萩で幽閉されることになった。30歳で処刑されるまで、松陰は身分や階級にとらわれず、熱意ある人々を受け入れ教育
した。 松陰の代表的な詩
「かくすれば かくなるものと知りながら やむにやまれぬ 大和魂」
死を覚悟してでも、日本の改革を願って、若者たちを奮い立たせた生きざまが良くあ
らわれています。日本の将来を思うとじっとしてはいられなかったのです。
「大和魂」わたしたちにすれば「キリストのこころ」です。全ての人が救われることを
願って十字架にかかられたキリストの強い願望です。
（第二ペテロ３：９）
TPC（東京プレーヤーセンター）を東京お茶の水クリスチャンセンター４０４号室
（０３−５５７７−６３６５）に設置したのは、日本の救いを切に願ってのことです。３６５日礼拝と祈祷会が開かれて
いるのはそのためです。
（第二歴代７：１４）明治維新を成し遂げる土台となった、吉田松陰に負けることなく、すべてのク
リスチャンが、日本の救いの発火点になることを願っています。
東京においでの折はぜひＴＰＣにお立ち寄りください。
Message

Yamato Damashi (The Spirit that Compels Us)

Yuichiro
h Nakano
k

Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?” And I said, “Here am I. Send me.”
Isaiah 6:8
On our way to Yamaguchi Evangelical Church, we had an opportunity to visit the Shoka Sonjyuku in Hagi. Shoin Yoshida
became the third generation head of this private school at the age of 28. He educated famous young men such as Shinsaku
Takasugi, Hirofumi Ito, Genzui Kusaka who became the driving force during the Meiji Restoration period. Shoin attempted to
travel overseas when Perryʼs Black Ships arrived in the harbor (in 1854). He failed and was placed on house arrest in Hagi. Until
his execution at the age of 30 (1859), Shoin accepted any student who showed eagerness to learn regardless of status or class.
This famous poem, “I knew that it would end so if I acted thus, but I am compelled by the Japanese spirit (yamato-damashi)”
exemplify a man who in the face of death, his only desire was for the reformation of Japan in order give the young an opportunity for a new way of life. When faced with the future of Japan, he could not remain inactive.
The “yamato damashi” [Japanese spirit or the spirit that compels us] for us is indicative in the “heart of Christ” (2 Peter 3:9) who
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in the face of death on the cross, his only desire was that all people should be saved. Tokyo Prayer Center (TPC) located in
Tokyo Ochanomizu Christian Center room 404 was founded for this very purpose in mind, to oﬀer continual prayer for the
salvation of Japan. For this reason we have services and prayer meetings 365 days a year. (2 Chronicles 7:14)
To not be out done by Shoin Yoshida, who laid the foundation that brought about the Meiji Restoration, we Christians
likewise should not remain inactive but become the fuse that ignites the ﬁre for the salvation of Japan (and for all people).
If you are in Tokyo, please visit us at the TPC.

雄一郎めいこ巡回報告
日本の夏は、本当に暑かったです。8月9日から始まった日
本巡回、皆様の祈りのおかげで守られたとしか言いようが
ありません。9月20日過ぎても暑さは収まりませんでした。
8月12日 金沢こころのクリニック
（浜原先生）はご夫妻で
診療所と教会、そしてカフェまで付いている珍しい形、新
しい形の教会を作りました。駅前の一等地に移転して、
メ
ンバーも増えていました。今後のお働きに期待します。

Yuichiro & Meikoʼs Travelling News

As you know, summer in Japan is really HOT. We
started our travels on August 9th. Thank you for your
prayers as we traveled. We knew that we were covered
by your prayers. Even after September 20th the heat
had not abated.

8月19日は、武蔵野市にあります小さな礼拝に出席。
（芳竹
さんご夫妻）
これから、
このような家の教会の働きが、地
域の伝道に役立ってゆくことでしょう。

August 12 Kanazawa Clinic for the Heart where Pastor
Hamahara and his wife have a clinic and a church as
well as a café. It is an unusual and new style of doing
church. It is in a prime location in front of a train station and there were many new comers. With places
like these, there is much expectation for the future.

8月24日―26日は高砂教会（手束正昭師）の夏期修養会
１００名以上の参加者があり、賛美に祈りに力がありまし
た。昨年に続き二回目のお招きになりました。参加者のほ
とんどが を持って帰られました。

We attended a small service in Musashino city (Mr. and
Mrs. Yoshitake). These house churches are sure to be
a tremendous help in reaching the people in these
regions.

8月29日−9月2日 山形県の酒田キ
リスト教会（高橋富三師）の奉仕でし
た。5日間に7回の集会がありました。
毎晩続く集会に多くの方が集われまし
た。現在、大きなみごとな会堂を建築
中です。因習の強い、
この地域にひと
きわ高く十字架が輝くことでしょう。ハ
レルヤ！ （写真右）
9月8日に羽田を出発し、熊本の阿蘇を
訪問。異常気象のための大雨で、洪水
に遭われた友人と教会を訪ねました。
その被害の大きさに驚きました。
ゴス
ペルグローリー熊本教会（渡辺雄一師）は不思議な事に、
山から流れてきた土砂が教会の裏で急に曲がって難を免
れたそうです。
9月8日 長崎でＪＴＪスクーリング 9日は長崎インター
ナショナル教会（柚之原寛史師）
で、礼拝。
この大村という
町は、
もともと隠れキリシタンが当時６万人もいたという

August 24-26 Takasago Church (Rev.
Masaaki Tetsuka) Summer Shuyokai
over 100 people gathered there was
power in the praise and prayer. This is
the second consecutive year we were
invited. Many rededicated their lives to
the Lord.
August 29 ‒ September 2 We were ministering at Sakata Christ Church (left) in
Yamagata-ken (Rev. Tomizo Takahashi).
5 days, 7 meetings. Though meetings
were held on consecutive nights, many
continued to attend the nightly meetings. They are in
the midst of a considerable and grand building project. In this region where traditions run deep, we will
see the cross rise above it all. Hallelujah!
Sept 8 JTJ schooling at Nagasaki. On the 9th Services
at Nagasaki International Church (Rev. Yuzunohara).

雄一郎めいこ巡回報告
ところだそうでキリシタンが処刑されたという場所を見せ
リバイバルをと祈らずに
ていただいた。
この街にもまた、
はいられませんでした。

Yuichiro & Meikoʼs Travelling News

This town of Omura was once said to have had 60,000
Christians in hiding. We were taken to the site where
these Christians were executed. We stopped to pray
that there would once again be a revival in this town.

９月14日−16日は、毎年招いてくださる、山口福音教会
（岩間剛師）へ。昨年、豪華レストランを購入し、
シャンデ
リアのついた会堂、
ステージのある食堂なにもかもすば
らしい。
この滝町の会堂と、古い緑町の会堂両方ともいっ
ぱいの人が集まり賛美と礼拝が捧げられている。活気に
満ちた教会で、
ランチョン、
メンズ集会、礼拝と奉仕が出来
感謝している。
もう一つ徳山にプレイズチャペルがあり午
後からの礼拝を守った。

Sept 14-16 We are invited every year to the Yamaguchi
Gospel church (Rev Iwama). Last year they purchased a
luxurious restaurant with chandelier in the Chapel and
stage in the dining area, everything is absolutely beautiful. Many people gather at both this chapel in Taki
town and the old chapel in Midori town for services
and worship. We are grateful to be able to serve at the
luncheons, menʼs groups, and services at such a spiritﬁlled church. In the afternoon we were in Tokuyama at
the Praise Chapel and worshiped there.

9月21日−22日は、オリーブの里聖会に久しぶりに招かれ
る。温泉もある祈りの家で、収容人数を上回る参加者があ
った。創立者はムラサキスポーツの金山良雄会長、
「久し
ぶりに胸がスーっとした。恵まれた」
と喜んでくださった。

Sept 21-22 We were invited again to “Olive no Sato.”
The house of prayer has its own hot spring. The
number of attendees exceeded the seating capacity. The founder is the chairman of Murasaki Sports,
Mr. Kanayama who told us “My heart feels soothed. I
havenʼt felt like that in awhile. Iʼm blessed.”

9月23日 ニューホープ横浜（真島亨師）
での礼拝は、久し
ぶりにハワイに帰ったような気分でした。200名ほどの方
が集い、チームミニストリーで伝道を進めているこの教会
は今注目され、新しい教会作りのお手本になっています。

Sept 23 Service at New Hope Yokohama (Rev.
Majima), it was like being back in Hawaii.
About 200 people attend this church. This
church is notable for its “team ministry” and is
an example for starting new churches.

9月26日は日本
福音教会教職者
会で、今までの伝
道、牧会と今後に
つぃて熱く語りま
した。写真右側

Sept 26 At the Japan Evangelical Church Pastorʼs Retreat where I expounded passionately
on the future evangelism and the church .
Photo to the left.

9月28日からは香
港に参ります。創
立50周年の記念
礼拝と祝賀会で
す。お祈りくださ
い。写真下原ファ
ミリーと。

From Sept. 28 we will be in Hong Kong; a service and celebration commemorating 50 years
since its inception. Please pray. Photo bottom
left in Hong Kong with the Hara family.

毎週月曜日は、ＩＴＣＮ 毎週火曜日はＴＰＣ ＪＴＪ
の授業も入っていて休む間もありません。
Every Mondays at ITCN; Every Tuesdays at TPC; including classes at JTJ we donʼt have much time to rest.

10月の予定 October Schedule
7
13 -14
16 - 17

藤代聖書教会（茨城県）Fujishiro Bible Church
丹波柏原教会（兵庫県）Tanba Kaibara Church
西南学院林間学校（軽井沢）
Seinangakuin Rinkan School
20 - 21 野方教会（福岡県）Nokata Church in Fukuoka
27 - 28 坂戸キリスト教会（創立記念集会）
Sakado Christ Church

賛美フラ活動 Sambi Hula Report
8月は、軽井沢恵みシャレーでの賛美フラワークショップ
とサマーフェスタが開かれた。
ワークショップ参加者は65名を超え、
フェスタの踊り手は
100名を超えた。今回はクリスチャンでないグループとの
コラボを計画、地元のチームと講師梅沢美奈子先生のハ
ラウの参加もあり30名以上のノンクリスチャンと良い交
流が出来感謝でした。
ロングライフという老人ホームからの依頼（塩谷、高槻、
上野芝）
で、各施設の夏祭りで踊る機会が与えられまし
た。有志でチームを作り参加、
どこでも大変喜ばれまし
た。賛美を踊ると涙される方もあり、福音を少しでもお伝
えできうれしかったです。伴まゆみ先生の司会と賛美の
すばらしく力強い協力を頂き感謝でした。
忍ヶ丘アドベント教会（綾康輔師）の敬老の集いに招か
れ、お話と踊りをしてほしいと依頼されました。有志と共
に3人で参加。会堂いっぱいの方々が、感動した、癒され
たと喜んでくださいました。
個人的に踊ったり教えたりすることも多くなってきてい
ます。
各地での賛美フラの活動もますます活発になってきて
追いつかない状態です。
10月は徳本美奈子さんを日本にお迎えして、
ワークショッ
プとレッスンを開きます。
お祈りください。
中野雄一郎とめいこは、8月10日で渡米して40年目を迎
えました。雄一郎は牧師になって50年、 マウントオリー
ブミニストリーはまる16年がたちました。神様の偉大な
憐れみと導きで今日があります。
また、皆様の篤い祈りと
献金で支えられてまいりました。本当に感謝でいっぱい
です。ハレルヤ！

TPC

東京プレーヤーセンター
Tokyo Prayer Center

御茶ノ水クリスチャンセンター４０４号室は皆様のおいでをお待ちして
います。３６５日 日本の救いのために祈っています。

中野めいこ Meiko Nakano

In August at the Karuizawa Megumi Chalet we
had the Sambi Hula workshop and Summer Festa.
More than 65 people enrolled in the workshop and
for the Fest, over 100 people attended. This year
we planned on collaborating with non-Christian
groups: local teams and with the Halau of Ms.
Umezawa, Instructor and lecturer. There were over
30 non-Christians. We had wonderful time of fellowship.
At the request of the “Long Life” elderly home,
we were given the opportunity to dance in their
Summer Festival at each of their facilities. The team
comprised of volunteers and we were well received
wherever we went. When we danced, some got
teary eyed. We were glad for even this small opportunity to share the gospel. We were grateful for the
wonderful strong collaboration of Ms. Mayumiʼs MC
and the praise.
We were invited to attend a gathering for the
elderly at Shinobugaoka Advent Church to give a
short talk and dance. With volunteers, the 3 of us
attended. The Chapel was ﬁlled with people who
gladly told us they were inspired and healed.
Opportunities to personally dance and teach have
been increasing. The Sambi Hula ministry has been
growing and it is becoming more diﬃcult to keep
up. In October, Minako Tokumoto will be in Japan
for worship and lessons. Please keep her in your
prayers.
Yuichiro and Meiko will have been in the USA for 40
years on August 10. Yuichiro has been a Pastor for
50 years. Mount Olive Ministries will have been in
operation for 16 years. We are here today because
of Godʼs immense mercy and providence. We are
also supported by your earnest prayers and donations. We are so ﬁlled with gratitude. Hallelujah!

Ochanomizu Christian Center Room 404 We look forward to seeing
you there: Praying for the salvation of Japan 365 days a year.

皆様のお祈りとサポートを心から感謝いたします。Thank you for your Prayers and Support...
MOM日本の新事務所
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For Tax Deductible Donations in the US, please make checks payable to : Mount Olive Ministries

(checks made out to Rev. Yuichiro Nakano may not be tax deductible)
Mail to: 5622 Haleola Street Honolulu, Hawaii 96821-2006

