お証し
A Testimony...
by Goro Obara

Goro Obara is a current me
member of the Mount Olive
Ministries Board.
Annotated from the Japanese.
It is with great joy and gratitude to God for His grace and
mercy that I share this testimony with you. I also want to
take this opportunity to thank you for praying my son Kento.
It was the middle of September, Kento started to complain
of a headache saying he had diﬃculty seeing through his
left eye. We were not too concerned at the time because we
thought it was from too much TV and video games. Rev. Nakano at our usual Monday prayer meetings laid hands on
Kento and prayed. He earnestly encouraged us to go and
seek medical counsel. We ﬁrst went to the ophthalmologist who found nothing wrong with the eye but referred us
to a hospital. At the hospital as a precautionary measure they
did a MRI. The MRI revealed a tumor the size a ﬁst. Though
it was benign, immediate surgery was recommended.
When results came back, I was actually in Japan. There
in Japan one friend knew of a world renowned neurosurgeon, Dr. Fukushima. He took the initiative to try and schedule a consult for surgery as if this was regarding his own
son. I thanked God that I was in Japan. This must be the
reason why I was here. We started to make plans to have
Kentoʼs surgery in Japan. But this was not to be Godʼs plan.
Meanwhile in Hawaii, my sonʼs attending pediatrician seeing Kentoʼs MRI results called me. The pediatrician though
agreeing we should wait for a consult with Dr. Fukushima
also recommended that we get a second opinion with a local doctor. Unfortunately this local doctor was supposed
to be in California for a conference but the day we called, he
just so happened to be in Hawaii. Now this doctor knew Dr.
Fukushima personally and oﬀered to discuss Kentoʼs case
immediately with him during the conference in California.
We couldnʼt believe this was all happening so quickly! We
were all overjoyed with the unbelievable chain of events.
Soon after we heard directly from Dr. Fukushima, if we wait
until his next trip to Japan, my sonʼs eye will be lost. He told
us to meet him in North Carolina by the end of the week for
surgery. Another unbelievable surprise! I never thought
that Dr. Fukushima would be personally operating on my
son. I thanked God for His providence. We were furthermore encouraged to ﬁnd out that Dr. Fukushima actually
prays “God help me” during his operations. After the operation, Kento was elated to receive his sight back again.
There is more. After this, my family having witnessed Godʼs
miracle and experienced ﬁrst-hand the unfolding of His plan, ﬁnally decided to all be baptized. Hallelujah! All four of us are now
together as children of God. As the verse says: “Believe on the
Lord Jesus Christ and you and your family will be saved.” We are
so thankful for the life we live, this new life we have been given.
I know I am not a perfect Christian but I pray that I
continue to become a not just a faith-believing but
a faith-enduring Christian. With much gratitude…
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「進みゆくようにせよ。
」
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モーセは人々を導き紅海まで来ました。何事もはじめはうまく行くようです。
しかし、紅海を前にしたとき、人々は狼
狽し猜疑心で、主とモーセに向かって、不信仰の声をあげました。
新年も早いものでもう一月も終わろうとしています。初心の期待も忘れかけている人がいるかもしれません。
イスラ
エルの民のように、前方に紅海、後方には敵と言うように、進退きわまっている人もいるかもしれません。人生には
思わぬ困難が起こってくるものです。
ここが旧約聖書のキーポイントです。
モーセはまず、主からのことばを聞きます。
「進みゆかせよ！」
「go
前進」
「出発」
させよと。

Kumamoto Harvest Church

forward!」
「

ある人が、
「人生はポーカーで手元に配られたカードのようなものだ」
と言いました。
「カードは選べないが、
そのカ
ードをどう使うかはその人次第だ。」
自分で選んで男に生まれたのでもなく、
もっと頭がよければと思ってそうは行か
なかったのです。
しかし、
ここまで来たのです。人生この年までやってきました。
クリスチャンとして生きているのです。
さて、
どうするのか。全面に立ちはだかる困難、後方から追いかけてくる試練。
それでも
「進みゆかせよ」。やるしかな
いのです。信仰の開き直りをしましょう。主のみことばだけをあてにして。
その時、荒海、困難は私たちに道を譲り、乾
いた地を堂々と歩いていくことができるのです。
今年も、
み言葉に従い人生の王道を闊歩する幸いを体験しましょう。

Message

by Yuichiro Nakano

…go forward… Exodus 14:15

Chapel Kohitsuji Hula

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。

Email nakano@momhawaii.org

Moses has led his people as far as the Red Sea. Everything was going smoothly. However as they reached the
Red Sea, they became frightened and doubtful and cried out to the Lord and Moses in unbelief.
The New Year is quickly settling upon us. January has come and gone. There are some of you who may have
already given up on their New Year resolution. Like the Israelites you may have the Red Sea before you, an enemy
behind you preventing you from moving in any direction. Life is full of unexpected problems. Here is a key point of the
Old Testament. First, Moses hears the word of the Lord, then, urges them to: “Go forward!” “Susumi yuka seyo!” “Advance” and “Depart.”
A person once said, “Life is like a hand dealt to you in a game of Poker. You canʼt choose the cards but you can
choose how youʼll play them.” Though I didnʼt choose to be born male nor will I get a smarter brain just because I wish
it, here I am today, having lived life to this year, living my life as a Christian.
So, what will YOU do when trouble is all around you and trials are chasing you from behind? You “go forward”
anyway. You can do it! Let us reaﬃrm our faith relying just on Godʼs word. So when rough seas and troubles try to dissuade us, we can conﬁdently walk on dry land.
This year, may you experience the blessedness of walking the victorious paths of life when walking in accordance with Godʼs Word.
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今回このようなお証が出来る事は、大きな喜びであるとともに、
神様の憐れみと恵みにただただ感謝するのみです。そしてまた
息子、健斗のため多くの方にお祈りいただいた事を重ねて深く
感謝します。有難うございました。
あれは９月の半ばでしょうか、健斗が最近、頭痛がして左目がど
うも見えにくいとの事、その時は私たち親は、テレビやゲームの
しすぎでそうなのではと、あまり深く考えてはいませんでした。
そんな折いつもの月曜日の祈り会に中野先生も居られ、健斗を
連れて出席し、最後に健斗に手を置いてお祈りして頂きました。
その後先生に医者で診て貰うことを勧められ、
まずは眼科の方
で診て貰っても眼球には何も異常がないことが分かったのです
が、今一度大きな病院で診て貰うことを勧められました。そちら
でも目自体には異常はないが、何かおかしいということでＭＲ
Ｉを撮ることとなり、その結果、
こぶし大の大きさの腫瘍が見つ
かり良性とは言え早急の手術の必要に迫られました。
実はその結果が出た時私は日本にいたのですが、何人かの友
人にその事を話したところ、一人の友人が今脳外科手術では世
界一の先生が、いつも立ち寄られ、関わりのある病院を知ってい
るので、出来ればその先生に執刀してもらえるように連絡をとっ
てみましょう。
と我が事のように四方八方手を尽くしてくださり、
今回あまり気の進まなかった日本行きも、
この事が日本行きの
意味だったのだと改めて神様に感謝をしました。それからは日
本で手術を受けるよう準備をしていたのですが、
しかし神様の
ご計画はそんなものではなかったのです。
その頃時を同じく、ハワイでの健斗の主治医でもある小児科の
先生がたまたまカルテの整理をしておられた中、今現在の健斗
の状態をお知りになり慌ててお電話頂きお話をしたところ、私
も出来ることならそのＤｒ福島に執刀してもらうのが一番で、
も
し自分の息子がこうなったとしら私もその先生を待ちます、
との
事。
しかしながら自分の専門外なので、
どのくらい待てるのかな
どよく分からないので、セカンドオピニオンとして私の知ってい
る脳外科医の先生を紹介しますからもう一度話をしてみればと
と勧められました。それだけでも驚くべき事実なのですが、その
時あいにくその先生はカルフォルニアに脳外科医のカンファレ
ンスに行っておられお留守だと思いますが、
とにかく連絡してみ
ましょうと、ハワイのオフィスへお電話していただいたのです。
なんとそこに居られるはずのないその先生が居られて、直接
電話に出られたそうです。
というのもその先生は、その日一日だ
け大事なものを取りに、カリフォルニアからハワイに帰ってこら
れていたそうなんです。その先生と直接連絡がつき、もう少しオ
フィスにいるから直ぐ来なさいと言って頂き、直ぐにカルテや写
真などの資料を持って診察していただきました。
最初の病院ではアメリカ本土での手術が必要であると言われ
たこと、日本では友人がDr福島に日本の病院で手術してもらえ
るよう手配してもらってることなど全てを話したところ、その先
生の口から、彼は本当に世界ナンバーワンですよ、彼は私の友
人でよく知っています。実は今回カリフォルニアに帰って次の日
の夕食を彼と一緒にする約束をしているので、私がこの資料を
直接彼に渡してあげます。その後、彼の指示を待ちましょう。
と言
っていただき喜びはもちろんなのですが、何だか信じれないよ
うな展開でした。

その後すぐにDr福島から連絡があり、私が日本へ行くまで何日
も待っていたら彼の目は失明してしまう、来週には自分はノー
スカロライナの方へ帰るのですぐそちらの方へ来なさい。そち
らで手術をします。
と言っていただき本当に信じられない思い
でした。私もその時はまだ、
まさかDr福島本人に執刀してもらえ
るなんて思ってもいなかったので、そうと分かった時は、全てを
整えてくださった神様にただ感謝でした。後は飛行機のチケッ
トや向こうでの滞在するホテルのことなどいろいろな事もスム
ーズにいき最善の方法で手術を迎えられました。先生は、手術
に関しても勿論最善を尽くしますが、先ずは今見えている方の
目の視野を最大限確保するのが先決で、腫瘍は全部摘出しても
一度視力が落ちた目は中々回復は難しいかもしれないとの事で
した。
難度の高い手術であったにも拘らず、ベストの出来でしたと手
術は大成功のうちに無事終わりました。Dr福島はいつも手術中
は「神様助けてください」祈りながら執刀されるそうです。その
後、驚いたことに見えにくかった目もすぐに見えるようになり健
斗もどんなに喜んだことでしょう。先生自身も驚いておられまし
た。
今はお蔭様で順調に回復しています。私どものような者にもこ
んなに恵みを頂き感謝の言葉しかありません。実はまだあるの
です。
今回の一連の神様の奇跡、御計画を身をもって体験させていた
だき、前々から洗礼を受けるのに何かきっかけを待っていた家
内の寿美子も、
まさに今この時だったんだと健斗、娘の南海(な
み)とともに３人で洗礼を受けることとなりました。ハレルヤ！こ
れで家族４人揃って神の子となれることは大きな喜びです。

Ministry News

2月26日にハワイに戻り、3月8日からまた日本巡回です。お祈
りください。
2/26 Return to Hawaii. 3/8 Resume travelling through
Japan. Please pray for us.

会報
MOMニュース NEWS
１月は久しぶりに休みを取りハワイにて過ごしました。たま
に休んだためかすっかり風邪を引きました。旅している間は
決して風邪などひかなかったのです。祈りの力でしょう。
We spent most of our time in Hawaii this January. Maybe
it was because we seldom have such a long respite that
we caught a cold. This is the power of prayer, that we
were never sick during our busy schedule.
1月21日から28日までは、4つの集会と牧師のリトリートため
カリフォルニアです。
1/21 ‒ 28 4 meetings and to a pastorsʼ retreat in California.

3/11 Antioch Seminary Graduation Ceremony
3月12日-13日 茅ヶ崎ホーリネス教会 萩園教会
3/12 ‒ 13 Chigasaki Holiness Church; Hagizono Chur
urch
Church
3月16日-18日 JTJ授業
3/16-18 JTJ Classes
3月19日

JTJ卒業式

3/19 JTJ Graduation ceremony
3月20日

福岡ベタニア教
ア教会
福岡ベタニア教会

3/20 Fukuoka Bethany
yC
hurch
Church
3月21日

JTJ研修
研修会
JTJ研修会

3/21 JTJ Works
sho
hop
Workshop
3月27日

ガリラ
リラヤチャーチ礼拝
ガリラヤチャーチ礼拝

3/27 G
alilee C
hurch service
Galilee
Church

2月1日から日本の奉仕になります。
2/1 We start our ministry in Japan
2月6日

3月11日アンテオケ神学校卒業式

罪びとの教会 礼拝 （川口）

(Kawaguc
uch
hi)
2/6 The Church of Sinners ‒ Service (Kawaguchi)
2月12日 サンライズカフェ大山

神様を信じればあなたもあなたの家族も救われる。
との御言葉
通り、毎日を生かされ生活させていただいていること全てに感
謝をします。

2/12 Sunrise Café Oyama

まだまだ至らないクリスチャンではありますが、神様を信じれ
る、いや、信じきれるものでありたいと思います。有難うございま
した。
小原 五郎

会
2月19日 群馬学友会

礼拝と研修
修会
2月13日 炎リバイバル教会 礼拝と研修会
Churcch S
ervice
e and workshop
2/13 Honoo Revival Church
Service
TF
Fellows
shi
hip
2/19 Gumma TJT
Fellowship
ゴスペ
ゴス
ペルハウ
ハウス山形
2月20日 ゴスペルハウス山形

4月
4月3日

埼玉グロリアチャペル
ル

4/3 Sa
Saitama Gloria Chapel
4月9日賛美フラの大会
会
「フラグレイス フェスタ２０１１
フェ
イン 東京」開催
中野ゼロホール
ル 500名収容 チケット2000円
踊り手が
が15
150名ほどの大きな集会です。
踊り手が150名ほどの大きな集会です。
主の
の栄光が現されるようにお祈りください。
主の栄光が現されるようにお祈りください。
4
/9 “Hula Grace Festa 2011 in Tokyo” Conference
4/9
Nakano Zero Hall seats 500, Tickets: ¥2000
Over 150 performers; please pray that God will be gloriﬁed through this event.

Gos
osp
pel Hous
use Yamagata
2/20 Gospel
House
めいこは
はこの間沖縄のグループと聖
聖地旅行に行きます。
めいこはこの間沖縄のグループと聖地旅行に行きます。
イス
ラエルの方々に上原令子さんの
ラエ
の賛美とフラで、福音を伝えた
ラエルの方々に上原令子さんの賛美とフラで、
お祈りくだ
ください。
いと願っています。お祈りください。
he Holy Land with a group from OkiMeiko will travel to tthe
sire
re is to share the hula to Reiko Ueharaʼs
nawa. Their desi
desire
hare the gospel. Please remember them in
ha
song and sshare
rayers.
ra
your p
prayers.
Rev. Nakano at Yamaguchi Hukuinn Kyoukai.

ＭＯＭお祈り会は毎週月曜日ハレオラでもたれています。時間が変わりました。朝9時からです。祈りが聴かれ
る喜びを味わいながら、熱心に祈っています。祈りの課題をお寄せください。祈り手もお待ちしています。

Rev. & Mrs. Nakano at Okayama with
Rev. & Mrs. Fumikazu Sato.

MOM weekly prayer meeting is at the Haleola Ministry House from 9:00 am. Sharing the joys of answered
prayers as we earnestly pray together. We welcome your prayer requests and welcome you to join us.

