愛してくださった父のもとへ帰ったあんこやさん
「あんこや」
こと大塚浩人さんは１９６４年9月9日に期待されない子として生を受けました。父親も分からず、愛のない母親のもとで大き
くなりました。本人は「『妾の子』
というのが一番ぴったりする」
と言っていました。母親から
『お前なんか死んでしまえ』
といくたびも言われ、
男が来る日は、寒い冬の夜も外に出されたといいます。
「心氷を抱いて」
（いのちのことば社）の本に詳しく書いています。中学生になると家
を追い出され一人で生活するようになります。１７才の時に教会に行くようになり、先生が大塚さんを本当に愛し可愛がってくださいまし
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宣べ伝えるものがいなくて
どうして聞くことが出来るでしょう

た。教会で先生方の家族との食事は、家庭のない彼にとって至福の時でした。
この先生の勧めることならと１８才で洗礼を受けます。
しか
し、先生の転勤後教会から離れてしまいます。２３から２６才までの三年間は社会運動に身を投じ，たくさん借金をかかえ、
自殺未遂。そん
なころまた教会に戻り２９歳の時に彼は結婚します。奥様の陽子さんは彼が愛のない家庭で育ったことも、糖尿病におかされていて健康
な体でないことも知った上で結婚されました。優しい奥様に支えられて４年ぐらいたったころ、以前の借金が返せないことと病気を苦に、

Home Tel: (808)988-4585 Oﬃce Tel/Fax: (808)373-8008 E-Mail: nakano@momhawaii.org
5622 Haleola Street, Honolulu, Hawaii 96821 U.S.A.

家出をして自殺を図ります。幸い命を取り留めて、奥様のもとに帰ります。
このころから神様に委ねて生きる信仰に目覚めていきます。
自殺
願望の方々を助ける働きが始まります。ＪＴＪ宣教神学校に入学したのも、
自殺を止めた方々にどうやって生きる希望を与ることが出来る
かを学びたかったからでした。彼は本当に自分の命を削るようにして、夜も寝ないで悩める方々の電話やメールに応えていました。彼を通
し、多くな方々が命救われキリストに導かれたか知れません。
『死なないでと願う 愛のキリスト教会』を設立したのは、今年の３月でした。
正式に牧師となり晴れの献堂式でのうれしそうな彼の姿を思い出し感無量です。
あっという間に最期の時がやってきました。奥様も予想だ
にしませんでした。その日は、愛用のスポーツカーで透析に行きましたが帰るときはもう運転できなくなっていました。即入院、すでにあら
ゆる数値が異常な値、施すすべもなく、５月２７日の早朝３時、愛する主のみ元に帰りました。勝利の凱旋でした。彼の証の一節にこんな
ことが書いてありました。
「私は今まであった出来事、出会った人々に感謝しています。希望というものの意味を理解できたような気がしま
す．．．．．．．．たくさんの母に近い存在があります。．．．．．．実の母をやはり気づいてみれば憎んでいました。主に打ち明けるとその憎しみが
消え、母の苦しみを憐れんでいけるようになり、毎日母に神様のみ手が触れ、恵みがありますようにと祈っています。父に関しては、生まれて
『天のお父様』
と呼んでいた神様は、ずっと
このかた父を知りませんし、意識する存在ではありませんでした。．．．．．．お祈りの時に、何気なく
見守っていてくださり、
こんな罪びとの祈りでもわかってくださり、すべてを受け入れて、離さずそばに置き、永遠に一緒にいてくださるのだ
と。私には、
こんなにも深い愛で私を包んで下さる
『父親』が存在しているのです。」今、彼を愛してやまない天の父のもとに彼は帰って行き
ました。中野個人としてもたくさんの思い出がありますが、
またお話しいたしましょう。

Returning to His Father who loved him…Ankoya-san
R
“
“Ankoya-san”
otherwise known as Hirohito Otsuka was born September 9, 1964 from an unexpected pregnancy. He didnʼt know his father and he grew up without the love of his mothe
er. He often referred to himself as the “illegitimate child.” His mother would often tell him, “I
e
wish you were dead.” He was often left out in the cold and eventually thrown out of his home.
w
At 17, he started going to church. The pastor took him in. Those times Mr. Otsuka spent with
A
tthe pastor and his family, he experienced what real love was for the ﬁrst time. He was baptized
but
b fell away from the church when this pastor was transferred. By the age 26, he made some
unwise investments and became heavily in debt that he attempted suicide. He started attending church again and
married at the age of 29. He had been married only for 4 years when he became embittered by his overwhelming debt
and illness that he again attempted suicide. But his life was spared and that was when he really started to live his life
surrendered to God. He started his ministry to help those who are contemplating suicide. Who knows how many people
are still alive today because of his ministry or how many he lead to the Lord? He founded his church “Please donʼt die…
The Love of Christ church” this March. We will never forget the joy on his face that day we dedicated his church and he
became the pastor. No one realized his end was near. He drove his beloved sports car for his dialysis but by the end of
the treatment, he was unable to drive and was immediately hospitalized. On May 27 at 3 am, Mr. Otsuka returned home
to our beloved Lord. He wrote in his testimony: “All the things that have happened to me, all the people that I have met
in my life I am grateful for. I begin to understand what hope really means. Now that I have so many mother ﬁgures in my
life, I realized how much I hated my own mother. But as I surrendered that to the Lord, I began to see my own motherʼs
suﬀering and became more sympathetic to her. I started to pray daily that she would feel the Lordʼs hand upon her
and receive His mercy. I have no image of the father I never knew. One day I realized how much the “Heavenly Father”
I prayed to protected me, heard the prayers of a sinner like me, accepted me wholly, drew near to me and would stay
with me forever. This is the image of my real father, someone who deeply loves me and envelopes me with that love.”

「私にとって生きること
はキリスト、死ぬこともま
た益です。
」
ピリピ1：21

“TO LIVE
IS CHRIST
AND TO DIE
IS GAIN.”
PHILIPPIANS
1:21

“But what does it matter? The
important thing is that in every
way, whether from false motives
or true, Christ is preached. And
because of this I rejoice. Yes, and
I will continue to rejoice.”
Philippians 1:18
Paul was suﬀering in prison, ill and

ました。愛がないのです。当然パウ

lonely. As if to add insult to injury there

ロは苦しみ、悩むはずです。
しかし彼

were those who were proclaiming the

は、
『高らかに喜んで』います。その

gospel with rivalry and divisiveness. No

理由は『キリストが宣べ伝えられて

love. Of course Paul was troubled and

いる』からでした。今日の私たちもこ

suﬀering. However, he “rejoiced in the

のような出来事に遭遇するもので
す。私たちはパウロのようにどうした
ら喜べるのでしょうか、

highest.” The reason is because “Christ
is preached.” Even today we encounter
similar situations. How can we like Paul
continue to rejoice?

「するとどうなりますか。つまり、見せか
けであろうとも、真実であろうとも、
あら

１）
キリストを中心にしていること。

1) Keep Christ central.

ゆるしかたで、
キリストが宣べ伝えられ

２）
「キリストの日」
を重要視していること。

2) Keep your emphasis on the

ているのであって、
このことを私は喜ん

３）伝道を大局的に観ていて、
自分を見て

でいます。
そうです、今からも喜ぶことで

いないことです。

“day of Christ”
3) Keep your focus on evangelism,
donʼt focus on yourself

しょう。」
ピリピ１：１８

パウロは最も重要な事が分かっていまし
た。中心的、終局的，大局的にただキリスト

パウロは困難な牢獄で病身の上、寂しさの
中にいました。そんなパウロをさらに苦し
めるかのように、
「ねたみ争い」をむき出し
にして、
「党派心」
で伝道している人々がい

Paul understood where the true importance lay: centrally, ultimately and ab-

が崇められ、伝えられること、それ以外何も

solutely that Christ is honored and pro-

ないことがはっきりしていました。わたくし

claimed. This is utterly clear and nothing

たちもパウロのように生きたいものです。

beside it is of importance. Should not

「私にとって生きることはキリスト、死ぬこ
ともまた益です。」ピリピ1：21

our desire be to live like Paul? “To live is
Christ and to die is gain.” Philippians 1:21

おめでとうございます
元MOMの理事であり、今もサ
ポーターの圭子WRAYさんとジ
ョンさんの間に5月21日に可
愛い男の子が誕生しました。
「サミュエル カヴィカ」
と命名されました。3670グラ
ム、身長53センチと大きかっ
たようで帝王切開になったよ
うです。母子ともにとてもお
元気のご様子。本当におめで
とうございます。神様の祝福
が豊かにありますように。

Mount Olive Ministries
Other News
お慰めを祈ります
肥田仁司さんのお父様、肥田末雄さんが天に召され
ました。葬儀は、6月14日午後6時からホノルルキリ
スト教会で執り行われます。
今から30年ほど前、中野牧師がホノルルに来てす
ぐ、仁司さんが教会を訪ねてこられました。間もな
く、ご両親も礼拝に来られるようになり洗礼を受け
られました。おとなしい方でしたが、ジョークを言
うって笑わすおもしろいところがありました。温か
い人柄で教会の宝物のような方でした、ご遺族のお
慰めをお祈りください。
In Deepest Sympathy…
Mr. Hitoshi Hidaʼs (MOM Board Member)father
Sueo Hida has passed away. The funeral will be on
Monday June 14 at Honolulu Christian Church, 6:00
pm. About 30 years ago when Rev. Nakano had
just arrived in Honolulu that Hitoshi started attending the church. His parents also started to attend
and subsequently were baptized. Mr. Hida was a
quiet man but would make people laugh by telling jokes; with a warm personality and treasured by
our church. Please continue to pray for the family.

Congratulations
Former Director of MOM and faithful supporter
Keiko and John Wray were blessed with a baby
boy on May 21. Samuel Kawika Wray is 8 lbs., 1 oz.
Mother and son are doing well. Congratulations!
May the Lord bless you abundantly.

Ministry News

4/1 Starting with the JTJ Entrance Ceremony, we traveled
巡回ニュースお祈りを感謝いたします。
巡
回ニュースお祈りを感謝いたします。
4月1日のＪＴＪ入学式から始まり、名古屋、大阪、群馬、三
島、熊本と巡回し、22日にハワイに戻った。賛美フラのワー
クショプも各地で開かれ、めいこは徳本美奈子さんと共に
祝福された時を過ごしました。特に軽井沢、沖縄は感動の
集いでした。
５月７日にハワイを出発し、８日日本に到着。
５月９日は、午前は東京シャロームチャーチ、午後は三鷹に
ある田村淳先生の牧会する 教会にて説教する。
５月10日 ITCN 一日三回の集会。たくさんの古き良き友
に会えて感謝。 特に、十数年前にハワイで洗礼を受けた
方が、息子さんと来会、感動の再会で涙涙でした。
５月13日から16日は上海へ。4日間に４回の説教をさせて
いただく。
この間、めいこは日本で、大阪、清水など賛美フラ
のため上海に行けなかった。
5月18−20日 JTJ宣教神学校での授業。
土曜日は婦人
婦人集
5月22−23日 蒲郡教会（小林師）
で奉仕、土曜日は婦人集
言葉を超え
超え、共に
に
会、
日曜礼拝はブラジル人の集会と合流。言葉を超え、
主を賛美する喜びに満たされ感謝。
中野牧師は白
白上さんご
ご夫妻を訪
5月24日ー25日 沖縄へ。中野牧師は白上さんご夫妻を訪
めいこは賛美フラ講習会
会を開く。
この
問し集会。めいこは賛美フラ講習会を開く。
この白上さんは
逮捕され留置場に40日入
日入れら
られていたが、奇跡が
冤罪で、逮捕され留置場に40日入れられていたが、

Please send us your prayer requests.
ＭＯＭお祈り会は毎週月曜日ハレオラでもたれてい
ます。祈り手もお待ちしています。

留置所
所にいる間
間、4人に伝道し、イエス様
おこり釈放された。留置所にいる間、

Karuizawa Megumi Workshop

Email nakano@momhawaii.org

のもとに導いたという
いう。パウロのように。
パウロ
ロのように。
のもとに導いたという。
「あんこや
こや」
こと大
大塚浩人先生召天。46歳の若さだ
46歳の若さ
若さだ
5月27日
「あんこや」
こと大塚浩人先生召天。
長いこ
こと糖尿病
尿病とその合併症で苦しんでい
いたが、
った。長いこと糖尿病とその合併症で苦しんでいたが、
そ

お手紙から
An excerpt from a letter…
大変ご無沙汰しております。10年ほど前のことになりますが、ハワイで中野先生の教会でお世話になっていま
した。離婚をし二人の息子と共に日本に引きあげました。、、、、、、、、先生にお伝えしたいことがあると
同時に、天のお父様のご計画に感謝しております。実は長男が昨年から近くの教会に行くようになり、「神様
に喜ばれる生き方をする」と言ってくれたのです。この十年余り、息子に信仰を強要することもなく、自分自
身も生活のことでいっぱいいっぱいで、日曜日に礼拝に足を運ぶことはありませんでした。
先日、息子の紹介である集会に行ってきました。感謝の涙があふれました。神様は、すべてのことを恵みに変
えてくださいました。長男はインターネットで中野先生のメッセージを聞いています。（後半は略しました）
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の身を削
を削るように
うにして、
自殺願望の人たちを
を助けてきた。新
の身を削るようにして、
自殺願望の人たちを助けてきた。
「死なな
なないでと願う愛の教会」
を開
開設して2カ月後だっ
しい「死なないでと願う愛の教会」
を開設して2カ月後だっ
前夜 告別式で、中野牧師が彼の
中野牧師が
が彼の
た。前夜式、

through Nagoya, Osaka, Gunma, Mishima, and Kumamoto,
ﬁnally returning to Hawaii on the 22nd. Meiko traveled with
Minako Tokumoto for Sambi Hula worship and workshops.
espeThey both shared a blessed time traveling together esp
spe
ecially in Karuizawa and Okinawa.
5/7 Left Hawaii and arrived in Japan on the 8th
th.
8th.
5/9 Sermons at Tokyo Shalom Church in
n th
the mo
orn
rning and in
morning
Mishima at Pastor Tamuraʼs church in
n the
t aft
ter
ernoon.
afternoon.
5/10 Three services at ITCN. We
ew
were gr
grat
ateful to meet with
grateful
so many old and long time fr
fri
iends. A person who had been
friends.
baptized in Hawaii over
ove
er 1
0 yea
ars ago came with their son.. IItt
10
years
was a tearful, mov
vin
ing reunion.
reun
nio
ion.
moving
5/14-16 Rev. N
akano tr
tra
aveled to Shanghai: four d
ays, four
Nakano
traveled
days,
messages
es. Meiko
o st
stayed in Japan to go to Osa
sakka and Shimizu
messages.
Osaka
for Sa
Sambi Hu
ula Ministry and was not ab
ble to go to Shanghai.
Hula
able
5/
0 T
eaching at JTJ Mission Se
eminary.
5/18-20
Teaching
Seminary.
5/22
22-23 Services at Gamagori C
Ch
hurch (Rev. Kobayashi),
5/22-23
Church
on Saturday with the Wom
menʼs group and on Sunday with
Womenʼs
the Brazilian group an
nd fellowship. We worshiped the Lord
and
together with su
uch joy that transcends even languages.
such
5/24-25 To
oO
kinawa for visitations and services. Rev. Nakano
Okinawa
visited wi
with Mr. and Mrs. Shiragami. Meiko was holding workshop
ops for Sambi Hula. This Mr. Shiragami was falsely arrested
shops
and jailed for 40 days. Miraculously he was released. While in
custody, he witnessed to 4 people and lead them to the Lord.
Just like Paul!
5/27 “Ankoya-san” Rev. Hirohito Ostuka passed away. See

article.
e. The eve before and at the funeral, Rev. Nakano spoke
in remembrance of him. He is survived by his wife, please
pray that she will be comforted during this diﬃcult time.
5/28-30

思い出を語った。奥様のお慰めをお祈り
奥様のお慰め
慰めをお祈り
思い出を語った。

IGL
IGL and Hiroshima Gospel Church. You

ください。

may
m remember Rev. Kato of Hiroshima

広島
5月28日―30日 広島IGL,広島福音教会

Gospel
G
church who had received ﬁnan-

広島福
島福音教会の加藤望牧師
にて奉仕。広島福音教会の加藤望牧師

cial
c support and prayer from you when

は以前皆
皆様の寄付とお祈りで肝臓移植
は以前皆様の寄付とお祈りで肝臓移植

he
h had undergone a liver transplant op-

手術
術をして、奇跡を体験した方ですが、
手術をして、

eration
e
many years ago and experienced

今、本当にお元気で活躍しておられま
今、

a miracle. Today he is doing well and is

す。皆様に感謝を伝えてほしいということ

About 10 years ago I was in Hawaii and at Rev. Nakanoʼs church. But I had divorced and left for Japan with my 2
children. There is something I want to let Rev. Nakano know about and I thank God for His plan. Last year my eldest
son started attending a nearby church and said “I want to live a life pleasing to God.” For the last 10 years, I never
impressed my beliefs on my children and I was busy with my day to day life that I hardly stepped foot into a church on
Sundays. At the suggestion of my son, I recently attended a special service. Tears of gratitude just started to ﬁll my
eyes. God has changed all my circumstances to grace. My eldest son listens to Rev. Nakanoʼs messages on the internet.

Thank you for your letters. It encourages and ediﬁes us at Mount Olive Ministries.

v
very
active. He wanted us to convey his

でした。写真を見ていただくとお元気な
様子が分かるでしょう。
6月からは米子、
シンガポール、大津、横浜などで集会を持
ちホノルルに戻ります。
6月25日から7月11日まではカリフォルニアで、３つの修養
会と西海岸の教会を訪問します。
それ以後の予定はホームページをご覧ください。

Services at Hiroshima

g
gratitude
to you for all youʼve done for
him. If you look at his picture you can see how healthy he is
today.
In June we will be going to Yonago, Singapore, Otsu and
Yokohama and then return to Honolulu.
June 25 ‒ July 11 in California attending 3 summer retreats
(Shuyokai) and visiting churches along the west coast.

