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「いつも平安を持つ秘訣」

「誰を」、「何を」、「どのように」伝えるのか！？
路傍伝道ネットワーク代表 　菅野 直基
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編集後記 参加される方へのお願い
参加する皆様は、純粋に路傍伝道をする為に集まっています。
送り出して下さる教会の信頼の元に行っている活動ですので避
けるべきこととして、ここで知り合った人同士の『お金の貸し借
り』『ナンパ』『ビジネスや投資の誘い』『他の集会や教会への勧
誘』等の行為は謹んで頂きたいと思います。自由な集まりです
が、最低限の秩序を守る為にこの様なルールを決めさせて頂い
ています。

明治神宮前での初路傍伝道にはじまり、関西・中部地方で
の巡回路傍伝道に終わった一ヶ月でした。路傍伝道のおか
げで、参加者一同は変化に富んでいますし、充実していま
す。編集をしながら、一回一回の伝道を忠実に行うことを大
切にしていかなくてはならないと感じています。一読し、お祈
りいただけたら幸いです。
David Naoki Kanno
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路傍伝道ネットワークの活動のために献金をお
願い致します

私は、常々、地域で証をして伝道することを願っていま
す。教会をスタートしてすぐに消防団に入りました。4人の
子供たちの学校のPTA役員になりました。町内会にも
入りました。
教会では知り合えない、創価学会や天理教の人たち

と知り合い、友達になりました。仲良くなると、宗教的な隔
ての中垣は取り除かれます。
創価学会は「折伏」をします。相手の間違いを指摘し、
説き伏せます。天理教は真逆で、「匂いかけ」と言って、
そっと匂いをかがせるように信者の生き様をそれとなく見
せます。前者は熱心で、後者は奥ゆかしいです。
どちらが良くて、どちらが悪いというわけではありま
せん。大切なことは愛する思いで伝えているかどうか
です。私たちはキリストの愛で伝道することを心がけ
たいです。
キリスト教の伝道において大切なことは、「誰」を伝え、

「何」を伝えるかです。
使徒パウロは次のように語りました。「私があなたがた

に最もたいせつなこととして伝えたのは、私も受けたこと
であって、次のことです。キリストは、聖書の示すとおり
に、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこ
と、また、聖書の示すとおりに、三日目によみがえられたこ
と」（第一コリント15:3-4）

「誰」をは、イエス・キリストご自身であり、「何」をは、イ
エス・キリストが私たちの罪のために死なれたこと、墓に
葬られたこと、三日目によみがえられたことです。これが
福音です。
愛するゆえに、福音をまっすぐに語りましょう。時には

「匂いかけ」のように優しく、時には、「折伏」のように大胆
に語りましょう。傷ついた人には慰めが必要です。救いを
求める人には赦しを語りましょう。罪に対して無頓着の人
には、バプテスマのヨハネのように、厳しく悔い改めを語り
ましょう。
時が良くても悪くても語るのです。聞いても聞いてくれ

なくても、あきらめないで伝道していきましょう。
「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっ
かりやりなさい」（第二テモテ4：2）
「彼らが聞いても、聞かなくても、あなたはわたしのこと
ばを彼らに語れ」（エゼキエル2：7）
「恐れないで、語り続けなさい。黙ってはいけない。わ
たしがあなたとともにいるのだ。だれもあなたを襲って、危
害を加える者はない。この町には、わたしの民がたくさん
いるから」（使徒の働き18：9～10）
「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9：37～38）

弁護士として様々な問題に取り組んでいると、いつも心
の平安を持つことの大切さを痛感する。適度な不安は、問
題の存在を察知し力を尽くしてこれを解決するためには、
必要なストレスかもしれない。その場合には、平安はすぐに
回復する。
しかし、過度な不安は、平安を回復することが難しく、諸
悪の根源であるとも言える。難しい問題の原因の大半は
過度な不安から生じている。初めは小さな不安であって
も、放置していると、次第に大きくなっていく。不安は、疑い、
怒り、恐れ、悲しみ等の否定的な思いの原因になる。こうし
て、過度な不安は、精神を破壊し、健康を破壊し、家庭を
破壊し、社会を破壊していく。
何事もなく穏やかな状態なら、誰でも平安でいることが

できる。だが、人生において平穏無事という状態はあまりな
い。いつも何らかの問題が生じ、何らかの問題に悩まされ
て生きている。緊張や困難の中で心が騒いで右往左往し
てしまうことも多い。
往々にして、自分が平安を得るために平穏無事な状況

を作ろうとするが、これは逆効果である。試験に合格したら
平安になれる。貯金がたくさん貯まったら平安になれる。結
婚したら平安になれる。裁判に勝ったら平安になれる。。。。
それらは長い不安に耐えた結果の一時的な平安にすぎ
ない。すぐに別の問題が起きて不安になる。人生の大半は

不安の連続である。
いつも平安を持つ（本当の平安を持つ）とは、状況が悪
化し人々が大騒ぎする中でも、ゆるがない平安を持ち続
け、平然として問題に対応できる力である。それでは、「い
つも平安を持つ秘訣」は何だろうか。平和の神である天の
父と、平安の君であるイエス・キリストを心から信じること。
言い換えれば、いつも聖霊に満たされて生きることである。
聖霊の実は、愛、喜び、平安、、、である。
今や世界中が中国の武漢で発生した新型コロナウィル

スの蔓延におののいている。世の終末の到来を予想する
人 も々いる。しかし、キリストを信じる者は、心を騒がせたり、
おじけたりはしない。聖霊に満たされているならば、毒を飲
んでも決して害を受けないからである。
「信じる人 に々は次のようなしるしが伴います。・・・たとい
毒を飲んでも決して害を受けず」（マルコの福音書16：17
～18）
「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あ
なたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがた
に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなたがたは
心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。」（ヨハネ
の福音書14：27）

ささき みつお（弁護士）
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いつでも、どこでも、誰にでも
伝道できるキリストの弟子に！



1月2日（木）【初路傍伝道】『明治神宮前 路傍伝道』

日本一の初詣をする神社で伝道ができて感謝

1月6日（月) 【第一月曜日定例】『川口駅 路傍伝道』

みなさんがそれぞれ一生懸命伝道した

路上で演奏するために使う楽器（ギター、ベース、アコーディオン、キーボー
ド、パーカッション、拡声器）など。
また、広報活動のために、パソコン、タブレット、プロジェクター、車、バイ
クなど、使わないで眠っているものなどがごさいましたら、ぜひ路傍伝
道のために活用させて下さい。

献品
献品のお願い
Request for 
Musical instruments donation
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今年の初路傍伝道は明治神宮前でした。昨年は、
CGNTVがドキュメンタリー番組を制作してくれるということ
で、原宿駅の竹下口前で伝道する予定でしたが、その前日に
竹下通りを車が暴走するという事件が起こったことから、警
察の警備が厳しいため、仕方なく明治神宮前で伝道を行い
ました。番組制作も無事に終わりました。導かれて明治神宮
前で伝道をし、効果的だと感じたので、今年もここにしました。
20名弱の人が集りました。音楽抜きで、説教とチラシ配りと
個人伝道を行いました。「明治神宮参道に人が立ち止まって
しまうので、音楽はやめて下さい」と言われたからです。初詣
の時期は、日本全体が一番宗教的になる時期です。神・罪・
救いをダイレクトに語りました。明治神宮の初詣には319万人
もの人が参拝します。その人々に直接福音を伝えることがで
きるのは、とても良い機会です。
午後5時を過ぎると、参拝者の数が減りました。それまでは、

パイロンでセンターラインが作られ、左側通行でしたが、パイロ

ンは撤去され、警官もいなくなりました。最後は音楽も活用しま
した。神を称える賛美には力があります。雰囲気が変わり、
人々が立ち止まってくれるようになりました。チラシもどんどん
もらってくれるようになりました。状況に抗うことなく伝道するこ
と。そして、状況が変わったら臨機応変にスタイルを変えるこ
とを心がけています。こうして、3時間に及ぶ伝道を終了しまし
た。最後まで、神社の神に祈願する宗教的な場所で伝道が
守られてイエス様に感謝いたします。

約20名が集まって川口駅西口広場で伝道をしました。午
後5時から6時まで伝道して帰る人たちがいるので、そこで
いったん休憩を入れました。トイレ休憩、水分補給、のど飴を
なめるなどして、二部に移りました。そこから8時まではノンス
トップでした。
3時間の伝道の中で、立ち止まってくれる人たちがたくさん

いました。「CDを売ってほしい」と言う人もいました。何人もの
人が献金をしてくれました。ずっと聞いてくれたり、拍手をして
くれる人もいました。立ち止まってくれることに慣れていないの
で、うれしさ半分、恥ずかしさ半分でした。
最後の15分には、創価学会を経て、改宗して、日蓮宗系の
信者と称する人が、メンバーの一人をつかまえて折伏（執拗
に説得して相手を自分の意見・方針に従わせること）をしてき
ました。そのしつこさときたら、一度食いついたら離さないスッ
ポンのようです。振り払おうとしても、「一歩も引かない！」という
構えでした。この人がキリストと出会ったらすごい伝道者に変

わるかも知れません。
小学5年生、小学2年
生、幼稚園生の3人の
子どもがお母さんと参加
して、一生懸命チラシを
配ってくれました。フィリ
ピン人の牧師と信徒の
方々が参加して、チラシ
を配ったり、一緒に歌っ
てくれたりしました。親子
で参加してくれた人たち
は、お母さんは3時間チ
ラシ配布と個人伝道をし、娘さんはキーボードの演奏と歌を
歌い続けてくれました。お馴染みのみなさんは、いつものよう
に一生懸命伝道してくれました。それぞれのみなさんが、イエ
ス様を愛し、神様に仕えました。

1月10日（金) 【山手線シリーズ】 『山手線祈祷会（外回り）』と『渋谷駅 路傍伝道』

日本の伝道は猫の手も借りたいくらい

午後5時に渋谷駅のホームに5名が集合して、山手線に乗
車して1周1時間の祈祷会を持ちました。各々が神に向かって
声を上げました。祈りの言葉を聞いていると、その人の信仰の
姿勢を感じることができます。深く交わることができます。とて
も良い時間でした。
その後、渋谷駅ハチ公広場の緑の電車（通称：青ガエル）
前に8名が集まって伝道をしました。渋谷は、一昨年のハロ
ウィンのバカ騒ぎがあってから厳しくなりました。通報が入って
注意を受けました。音楽から演説に切り替えました。チラシ配
りは、そのまま続けました。 
渋谷の雰囲気は、他の駅と違います。正攻法で攻めてもな

かなか接点が待てません。
大多数の人たちは通り過ぎ
て行ってしまいますが、立ち
止まって見て聞いてくれる人
たちがいます。近づいて行っ
ても心を開いて話に応じてく
れます。
その時、「あなたがたのう

ちに羊を百匹持っている人
がいて、そのうちの一匹をな
くしたら、その人は九十九匹を野原に残して、いなくなった一
匹を見つけるまで捜し歩かないでしょうか」（ルカ15:4）の聖句
を思い出しました。
日本では逆で、百匹のうちの一匹が心を開いてくれて、九
十九匹が失われているような状態です。ありがたいことに、私
たちの伝道の働きはいくらでもやることがあります。猫の手も
借りたいくらいです。どうぞみなさんお祈り下さり、一緒に伝道
をしましょう。

1月16日（木) 『御茶ノ水駅 路傍伝道』と『第26回賛美集会』

ゴリアテに立ち向かうダビデのように勇敢に語った

集合時間に御茶
ノ水駅に着くと、エホ
バの証人の人たち
11人が、私たちがや
りたいと思っていたと
ころで活動をしてい
ました。さらに、追い
打ちをかけるように、準備をしていると警官が来て、「音楽を
やるんですか！？」と聞いて来ました。もし、「はい」と言ったら、
「（それはやめて下さい！！）」と言われるのではないかと察して、
「街頭演説をします！」と答えると、すぐに去って行きました。
音楽ができないということは、手足が縛られたダビデがゴリ

アテに立ち向かうよう感じです。しかし、祈ったら、神様は「エ
ホバの証人の人たちに福音を語りなさい！」と言っておられるよ
うに感じました。未信者に語っているのか、「（エホバの証人の
みなさん！）」と語っているのか、わからないほどでした。優しい
口調で、相手に心を開いてもらえるように、聖書の話をし、同
時に、エホバの証人の人たちの教理の間違いに答える内容
を語りました。彼ら11人は、1時間福音を聞いたのです。何か

感じたに違いありません。
 ダビデが、主の御名によって、パチンコで滑らかな石を投

げてゴリアテを打ち倒したように、聖書の言葉という石で、エ
ホバの証人の人の背後で働く悪魔を倒しました。本音はわか
りませんが、彼らは、帰り際、ニコニコしながら私の顔を見てい
ました。 
音楽をしていると人が立ち止まってくれることが多いです

が、演説だけで人に立ち止まってもらう難しさを感じました。後
半は、演奏をし、3人で讃美歌を歌いました。そうすると、立ち
止まってくれる人がいました。写真を撮る人、興味深そうな顔
でこちらを見ている人、チラシを受け取ってくれる人などがい
ました。 
伝道後は、御茶ノ
水クリスチャンセン
ターに移って賛美集
会を行いました。天
国にいるような気持
になりました。とても
良い時間でした。

チラシを
ど～ぞ～！

愛されています！



毎月定例で、同じ第三月曜日に同じ場所で伝道ができる
と、参加者が予定を立てやすく、集まりやすいです。本当は、
毎週同じ曜日、同じ時間でやれたらもっと良いのだと思いま
す。 
出入りがありましたが、20名近くの人たちが参加して、力を
合わせて伝道しました。歌う人、チラシを配る人、個人的に声
をかけて伝道する人など、やり方は様々ですが、一つの心、
一つの思いで伝道すると、一体感があります。
イエス様は、「わたしは彼らにおり、あなたはわたしにおられ

ます。それは、彼らが全うされて
一つとなるためです。それは、あ
なたがわたしを遣わされたことと、
あなたがわたしを愛されたように
彼らをも愛されたこととを、この世
が知るためです」（ヨハネ17：23）
と語られました。
違いを乗り越えて、主にあって

インターネットでお部屋探し。
www.okuda-re.co.jp

1月24日（金) 【山手線シリーズ】『山手線祈祷会（内回り）』と『原宿駅 路傍伝道』

インターナショナルな路傍伝道

今日の山手線祈祷会は、久しぶりに10名を超えました。加え
て、電車の混み方が尋常でなかったので、一人ひとり個別にお
祈りしました。声を出さずに祈るので、深く祈ることができました。
しかし、疲れていた人もいました。「お祈り」が「お眠り」になって
しまった人もいました。
伝道は、前半に原宿駅の竹下口正面で行いました。後半

は、竹下通りを真っ直ぐに進んで、クレープを買うために並んで
いる人々のいる広場で続けました。
原宿は、若者の街ですが、最近では、外国人がとても多いで
す。反応がとても良かったです。立ち止まってくれる人、チラシを
持って行ってくれたり、手拍子をしてくれる人、写真を撮る人、原

宿の街で、若者や外国人など
と心を通わすことができました。
伝道には15名くらいの人が参
加しました。そのうちの9名は韓国
から短期宣教旅行で来た人たちでし
た。とても楽しい時間でした。
私たちの路傍伝道には、中国人、台湾人、
韓国人、ミャンマー人、アフリカや欧米諸国の人たちも
参加してくれます。インターナショナル
であるということは本当に素晴らしい
です。国や民族や国語を超えて一
緒に伝道することは、実はごく自然な
ことだと感じます。
男子校や女子高に違和感を感じたことがあります。麻生副
総理は、「日本は単一民族だ」と言いますが、日本人だけしか
いなかったとしたら、本来は、それに近い違和感があるのでは
ないでしょうか。国や民族、肌の色、国境や国語を超えて、伝道
すると、その多様性がとても楽しく麗しく感じます。 
それぞれの国には良い持ち味があり、それを生かし合う路
傍伝道ネットワークとして、これからも力を合わせて伝道してい
きたいと思います。

1月30日（木) 【関西遠征②】『武庫川駅 路傍伝道』

人数が多いか少ないかや、盛り上がったどうかではない

一年ぶりの武庫川駅で
路傍伝道をしました。小さな
駅なので、電車が到着すると
パーッと人が降りて来ますが、し

ばらくするとほとんど人がいなくな
ります。
ここでは、多くの人を相手にするのではな

く、一人ひとりと向き合い、一人ひとりに声をかけ
るようにしました。しかし、とても
エネルギーが必要でした。
2人のお巡りさんが来たので、

「お巡りさん、ご苦労様です。私た
ちはイエス・キリストの福音を伝え

ています。イエス様を信じて天国に行って下さい」と語りま
した。
大阪で新型コロナウィルスの患者が出たことから、半数
以上の人が大きなマスクをつけていますので、「新型コロナ
ウィルスから守られるようにお祈りします。しかし、もっと大
切なことは、イエス様を信じて天国に行くことです」と語り
ました。
伝道後に、近くの教会で伝道集会を行いました。何と、そ

こにチラシを受け取って
くれた高校生の女の子が
お母さんと一緒に教会に
来てくれました。集会に参
加してくれた半数の人が
未信者でした。
人数が多いか少ないか
とか、盛り上がったか盛り
上がらなかったかは関係ありません。時が良くても悪くても
福音を伝える時に、神様が働いて下さり、人を救いに導い
て下さることを体験しました。

一つであること。これが最大の証で
あり、伝道になるのです。個性豊か
な人たちが集まりますので、その多
様性を一つにして下さるのは主し
かおられません。イエス様が祈って
下さるので、一つで
あることを体験する
ことができます。

折り畳み式のイスを置いて座り込んで私た
ちの音楽を聞いてくれた人もいました。立ち
止まって手拍子をしたり、写真を撮ったり、
献金をしたり、いろいろな形で応じてく
れる人たちがいました。
2時間力を合わせて伝道をし

ました。「生きている！」と感じまし
た。神の愛を伝えることは幸
せです。

1月20日（月) 【第三月曜日定例】『新宿駅 路傍伝道』

「生きている！」と感じた

1時間前くらいに難波駅前に行って準備をしましたが、残
念なことに、すでに場所取りをしている若者たちがいました。
高島屋前のその場所は、一段高くなっていて、路上ライブの
ステージに持って来いの場所ですが、昨年や一昨年は、2～3
のグループの先約がいました。そこで、バスターミナル広場に

移動して伝道しました。
この週は、ずっと傘マークの予報でした
が、伝道時間中は一滴も雨が降らずに守ら
れました。
東京から4名、北海道から1名、地元の大
阪をはじめ、京都や兵庫などから、合計
15名が集まってくれました。

歌と楽器で賛美をする人たち、
説教しながらマンガ聖書を配る
人、聖書配布協力会の旗を
持って伝道する人、各々が、
広場のあちこちで自由に、

1月28日（火) 【関西遠征①】『難波駅 路傍伝道』

大阪の人間味あふれる触れ合いに感謝

心行くままに伝道をしました。大阪は東京と比べると人間味を
感じます。大阪のみなさんとの触れ合いに感謝でした。
写真や動画を撮ったり、立ち止まって聞いてくれたり、献金

をしたり、通行する人たちは、笑顔を向けてくれたり、概ね好意
的な反応をしてくれました。福音の種まきをしました。いつの日
にか、今日の伝道を通して救われる人が起こるように祈ります。

路傍伝道の活動の予定を知る方法

路傍伝道の活動予定は「路傍伝道ネットワーク」の
グループページを通して告知致します。

facebook環境をお持ちではない方、
定期購読のお申込みは
sgr_ch@yahoo.co.jp まで知らせて下さるか、
郵便番号・住所・氏名を事務局までお知らせ下さい。

新宿福興教会内　路傍伝道ネットワーク事務局：169-0074　東京都新宿区北新宿3-8-4-2F

トップに予定を固定しています。
見られない場合は「アナウンス」をクリック。

　　　　

わたしたち路傍伝道ネットワークはエリコの戦いの様に街を
一周し、祈りを捧げます。
そして賛美の角笛を携え、街頭で福音を述べ伝えてます。

大阪もがんばっています！
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人が閑散としている
鈴鹿PAに、16名が集
まって路傍伝道をしまし
た。
 雨やみぞれ交じりの
雪が降っていました。山
の中で寒いので、人は車
の中か、お店の中にい

て、ほとんど歩いていませんが、マンガ聖書を配ると、ほとんど

1月31日（金) 【中部遠征①】『鈴鹿（新名神）PA 路傍伝道』

インパクトある意義深い伝道

の人が受け取ってくれました。特に、子供たちが配ると、笑顔
で受け取ってもらえました。 
具合の悪いご婦人がいたので、お祈りをしてあげると、「症
状が半分改善した」と言って喜んでいましたが、しばらくしてご
主人が来て、「まずい！」という顔をして行ってしまいました。神
様と出会えるようにと祈りました。
人のいない高速道路のパーキングでの伝道は、とてもイン

パクトがあったと思います。さらに、そこに16名が集まって伝道
できたことに大きな意義を感じました。

四日市駅に6名が集まって伝道をしました。
天候が安定しないので、ふれあいモールの中で伝道をしま

1月31日（金) 【中部遠征②】『近鉄四日市駅 路傍伝道』

主の用なり

した。音の反響がとても良いので、小さな音しか出さないの
に、まるで音楽ホールにいるようでした。
誤算だったのは、車での宣教旅行だったので、人が乗れな

いほど荷物を満載しているので、マンガ聖書を3つの教会に
別々に渡してしまって、1000部持って来たのに、400部に減ら
した途端、学生たちがどんどんマンガ聖書を受け取ってくれ
たので、ほとんどなくなってしまいました。何と、40分で131冊を
配ることができました
これからは、車が壊れようが、それは、「主の用なり」です。
伝道ツールを満載して宣教旅行に出たいと思います。

1月31日（金) 【関西遠征③】 『尼崎市 通学路伝道』

朝からがんばっている人たちの応援

今年の冬は、比較的暖冬なので伝道しやすくてありがたい
です。朝7時40分頃から、地元の通学路に立って子どもたち
に「おはよう！」「行ってらっしゃい！」「気をつけて！」などと声をか
けながら、「君は愛されるため生まれた」などの賛美を静かに
歌って朝からがんばっている子供たちやサラリーマンの方々
を応援しました。

1月31日（金) 【中部遠征③】『名古屋駅 路傍伝道』

苦しい環境の中でこそ、福音が心にしみる

路傍伝道ネットワーク事務局
sgr_ch@yahoo.co.jp

「急募！神の働き人」神様のために
いのちを捧げて伝道したい人

「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9：37-38） 

路傍伝道ネットワーク

今年で3年目の3回目になりますが、名古屋駅ナナちゃん人
形前に20名が集まって路傍伝道をしました。
東京方面から集まった5人は、今日3回目の路傍伝道になる

ため、移動の車の中でぐっすり眠っている人もいました。3か
所で5時間伝道をしますので、疲れて当然です。加えて、冷た
い風が強く吹き付ける状況の中ですので、過酷な環境です。 
しかし、時が良くても悪くても伝道をする必要があります。し
かも、経験上、厳しい環境の中ほど福音が心にしみるので
す。それは、伝道する側も、通行する人の側も同じです。
参加者の中で、終止さくらになってくれる人がいました。さくら

のおかげで、つられて立ち止まってくれる人が何人もいました。
ベビーカーに乗せた赤ちゃんと共に、歌とメッセージを聞き、

チラシを受け取ってくれた人がいました。
後半には、クリスチャンの高校生たちが立ち止まってくれ

て、一緒に歌と踊りを
持って賛美をしてくれ
ました。
年を取ることも素晴

らしいですが、若いと
いうことは良いです
ね。若い人がいるだけ
で活気があふれます。
活気が人を呼び、伝
道がしやすくなります。
最初に歩いて来る
人がチラシを受け取ると、次の人も、次の次の人も、連続して
受け取ってくれることがあります。人々が心を開きやすい状況
になるように、神様に祈りながら伝道をしています。

2月1日（土) 【中部遠征④】『静岡駅 路傍伝道』

配慮が奥ゆかしさになり、麗しい伝道になった

静岡駅での伝道は4回目になりますが、13名が集まりまし
た。地元静岡や浜松をはじめ、栃木県からはるばる新幹線で
参加して下さった方もいました。
ここ数回は、伝道する場所の近くで、静岡市が大道芸人に
許可を与えてパフォーマンスをする人たちがいるので、そうい
う人たちの邪魔にならないように気を使います。
しかし、そういう配慮が奥ゆかしさになり、かえって麗しい
伝道につながっています。
その奥ゆかしい音楽の中を、明るい女性たちが、力強くチ

ラシ配りをしました。また、地元のサミル教会の牧師先生と信
徒の方 も々チラシを配ってくれました。
マンガ聖書を地元の教会にあげて来てしまったので、印刷
機で印刷した白黒の教会のチラシを配りました。
面白いのは、私たちを大道芸人と思ってくれたのか、カメラ

を向けて写真を撮る人がたくさんいました。ありがたいのは、
そういう人たちは私たちに好意を持ちますので、その後立ち
止って聞いてくれますし、チラシを受け取ったり、献金までして
帰って行かれました。
静岡は温暖な気候

だと言われますが、春
を思わせるような温か
い気候ですし、ホール
を思わせるような空間
ですし、まるで教会に
いるような気持ちで歌
い、語り、伝道をしまし
た。中身の濃い2時間
でした。


