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７月１１日～９月７日主が持ち運んで下さり、山梨・静岡・秋田・北海道と伝道してきました。 

峡南キリスト教会           横森先生ご夫妻と       ７月１１日(土)山梨県南

部町にある峡南キリス

ト教会に行きました。横

森先生は八戸で牧会し

ていた時に私達を招い

てくれました。数年ぶり

の再会に感謝です。 

１２日(日)１０時半の

礼拝に参加します。３時から伝道集会です。村の有線放送を聞いて来た方もいて集会に５２名が集いまし

た。主の証に皆さんが涙と笑いに包まれとても恵まれた時でした。夜には先生宅で賛美が始まり主の祝福

に満ち溢れました。多くの方が救われますようにお祈りいたします。 

１９日(日)静岡県清水市。アルファキリスト教会１０時半礼拝で少し証をします。１４時から６周年記念

伝道集会。保護司会や就労支援サポーターの方等、沢山来てくれました。遠藤先生は一緒にヨナ祈祷聖会

の実務会をしています。２０日は素晴らしい天気の中、先生が清水を案内してくれました。 

アルファキリスト教会            遠藤先生と            三保の松原、日本

平、清水の市場で食

べた生シラス丼が

最高でした。主に感

謝です。 

 

 



 

７月２３日埼玉から約６００キロを車で秋田に向かいます。これを皮切りに９月６日まで北海道巡回伝 

道が始まりました。今回の秋田は昨年に引き続きキャンプも講師を務めました。 

２４日(金)ＰＭ７時金曜祈祷会でメッセージをします。 

２５日(土)能代にある道の駅ぽんぽこキャンプ場でキャンプ開始です。天気予報ではこの地域に大雨洪水 

夜の集会         洗礼式           警報が出ていますがキャンプ場は 

小降りです。一つ一つのプログラ

ムの中で楽しい時間を過ごします。

今回ヒロム君が洗礼を受けました。

ヒロム君とは３年前に初めて会い

ました。今回のキャプもクラブで忙

しく難しかったのですが、夜遅くに 

キャンプ場にて            合流して洗礼を受ける決心は変わること 

なく、小雨の中で無事執り行うことが出来 

ました。２６日(日)朝６時頃にはクラブの 

練習の為笑顔でキャンプ場を後にしまし 

た。７時に早天でメッセージします。 

８時過ぎに中野渡先生ご夫妻が到着しま 

す。雨も晴れ１０時からは中野渡先生が大 

胆にメッセージを語ってくださいました。 

今回のキャンプにはアメリカで出会った東海林さん親子も参加してくれました。キャンプも祝福の内に献

身者も起こされ無事終えることが出来ました。３時頃教会に戻ったら、中野渡先生が「夜の礼拝お願いね」

と言われました。もちろんハイしか言えませんです＾＾主に感謝致します。 

２８日(火)１０時バイブルクラスで妻と証をします。２９日(水)夜７時、水曜祈祷会でも妻と証メッセー

ジをしました。いつも愛を持って迎えて下さり、祈り捧げて下さる先生教会の皆様に心から感謝致します。 

３０日(木)朝７時のフェリーで秋田を後にします。先生ご夫妻がいつものようにフェリーターミナルで食

事をしながら見送ってくれます。本当は見送りが目的ではなく朝食が食べたいような気がします・・・笑 

夕方５時半に苫小牧港に着きました。高速道路で小樽に向かい信仰の友の三留宅にホームステイです。 

ジャンセン先生         中央グドール先生    ３１日(金)２０時、札幌ＩＣＦ教会 

                             祈祷集会。私が小樽にいた時は良く 

ＩＣＦ教会に通いました。先生とも

２５年です。教会も今年で２５周年

です。集会も主から力を頂き大胆に

語る事が出来,多くの方が感動して

くれました。主に感謝致します。 

札幌グッドアワー教会           ８月２日(日)１１時・札幌グッドアワー教会礼拝奉仕。 

２年前の奉仕の時は妻の父が召されて礼拝後はすぐ帰りま 

した。今回は礼拝も本当に恵まれ、礼拝後の交わりも３時

過ぎまでゆっくりと語り合うことが出来ました。 

実は妻がクリスチャンになって初めての結婚式を見たの

が西森先生ご夫妻です。今。教会には主の不思議な恵みが

沢山降り注いでいます。これからの歩みの上にも主の祝福

を心からお祈りいたします。主に栄光です。 



終わってから小樽に戻ります。私達が今回北海道伝道旅行をするに

ああたり、ホームステイをさせて

頂く三留ご夫妻は妻と同期生です。

いつも祈り支えて下さるご夫妻に

本当に感謝です。５時からの三留

宅家庭礼拝には友人も参加してく

れて本当に祝福されました。主は

不思議なように小樽へと導いてく 

ださいます。礼拝後にはまたまた妻の同期生の本間さんが来てくれました。ハレルヤ主に感謝です。 

３日(月)～４日(火)三笠祈り学ぶ会。今年で３６回目を迎え私は３回目になります。午後２時から始ま 

三笠祈り学ぶ会           り、夜の集会では大胆に語らせていただきました。 

上からの力が凄いです。  

祈りが積まれるとは恵

みです。継続は力です。

４日お昼に終了し解散

しました。今回お会い出 

来なかった先生もいましたが、これからも更に祈り会を  

続けてほしいです。 

    札幌藻岩下キリスト教会             ７日(金)札幌藻岩下キリスト教会。教会員の河野姉妹宅 

で家庭集会をする予定でしたが、近くに駐車場がなく、そ 

の事を心配して鈴木先生が教会を使って下さいと言って 

教会で集会を持つことが出来ました。 

約３０名が集い賛美を中心にメッセージしました。 

私も初めての経験ですがオリジナル曲等を６曲賛美。 

し河野さんと昨年の集会で救われた土井兄も証をします。主

の祝福の中で共に喜ぶことが出来ました。主に感謝です。 

へセド６１１ブレッド・オブ・ライフ・クリスチャン・チャーチ ８日岩見沢にあるへセド６１１ブレッ

ド・オブ・ライフ・クリスチャン・チ

ャーチに行きます。今年も招いてくだ

さって本当に感謝です。恒例のバーベ

キューは本当に美味しいです。子供達

も喜んでくれて感謝です。９日(日) 

１０時半礼拝奉仕。へセド６１１とし

て新しい歩みが始まっています。 

北広島チャペルキリスト教会         主の深い臨在があり賛美の中に涙が溢れてきました。

主の祝福を心からお祈りします！！！ 

                      １３日(木)10 時・北広島チャペルキリスト教会メッ

セージをさせて頂きました。約 20名が集います。 

私達は主からの一方的な恵みの中で過ごさせていた

だいています。その事を大胆に語りました。先生とは

古くから知っていますが教会には初めて来ました。 

沢山の温かい交わりに感謝です。木村先生のリーゼン

トはうらやましいです。感謝です。 



札幌学園通りキリスト教会            １６日(日)札幌学園通りキリスト教会礼拝。 

                         昨年に続き奉仕をさせて頂きました。 

主はいつも知恵無き者に言葉を備えてくださいま 

す。内側から言葉が溢れます。主が導いて下さらな 

ければ何処に行く事も出来ない主の導びきに感謝 

致します。主の祝福を心からお祈りいたします。 

釧路の三本先生の紹介で釧路の牧師会に急遽参加することになり、交わりの後に釧路に向かいます。 

１７日(月)１３時から釧路牧師会。遠くは根室からも参加しています。初めてお会いする先生や懐かしい

釧路牧師会。      先生にもお会いできて感謝致します。また来年に向けて繋が 

                    りが出来ました。根室の教会は１３０年の歴史があります。 

何と妻のお母さんの実家が教会のすぐ裏でした。教会に対し 

てはすごく良いイメージを持っていたと聞きました。 

戦争中に物資が無い時や、暖房の為に取っておいたマキが盗

まれていく。そんな時でも牧師先生は必要な方がいるんでし

ょうと言って笑顔でいたと。またお母さんの弟が教会に通っ

ていたこともわかり主の不思議な導きを感じます。 

       釧路鳥取教会           １８日(火)１０時・釧路鳥取教会集会。 

                        昨年は凄い大雨で、三本先生は誰も来られないかも 

しれませんと言いましたが。二人の方が来て５人で 

主を崇めることが出来ました。今年は天気も守られ 

て２１人が集いました。主に感謝です。証メッセー 

ジに感動してくださいました。行く先々で主の福音 

の種を蒔くことが出来て本当に感謝です。 

釧路キリスト教会                １９日(水)１１時・釧路キリスト教会集会 

今回北海道に来て集会が決まりました。奥村先生と 

初めてお会いしました。無牧で続いていた教会は少

ないメンバーの中で信仰を持って教会を建て２階に

は牧師館も作りました。奥村先生はこの教会の話を

耳にしました。吹雪になると一人で礼拝を守ってい

ます。奥村先生は札幌で１０年牧会して１００名以

上になりました。釧路にと示され役員に言いますが、 

聞いてもらえませんでした。そして今年もう一度役員会に話をして、そこまで先生が言うのならと言って

了承されて釧路に来ました。釧路にまた新しいことが始まるような気がします。集会には昔お世話になっ

た伊藤先生も来て下さり本当に感謝でした。また一緒に伝道できることを約束しました。主に栄光です！ 

釧路刑務所         午後１７時・釧路刑務所。今年で３回目になります。三本先生が教誨師を

しています。今回三名の受刑者の方や刑務官の方は初めて会います。誰で

もどんな人でも主にあって、やり直しが出来ることを語りました。主に感

謝致します。主の証はそこにいる全ての人に希望を与えます。終わって帰

るとき刑務官が来て言いました。初めて聞かせていただきましたが、本当

に感動しましたと言って涙ぐんでいました。主の救いは始まっています。 

２０日(木)私の故郷、道北の紋別に向かいます。兄に電話しました。「紋別に行くので泊まっても良いです 

か」兄は２つ返事をくれました。「了解」返事が来た時涙が出そうになりました。ここまで主は家族の回復 

を与えて下さいました。もっと主の弟子になって働きたいです。主よ、小さな石を持ち運んで下さい。 



 

故郷紋別では妹や同級生に会ったりしてのんびりと過ごします。 

     紋別神召教会      ２３日(日)１０時半・紋別神召教会礼拝奉仕。主に感謝致します。 

                 自分が生まれ育った所で奉仕が出来ることを本当に嬉しいです。 

                 紋別幼稚園は聖公会で教会学校は紋別神召教会で幼い時を過ごしま

した。教会には同級生のお母さんがいます。北海道伝道が始まって

もう４年目ですが、毎年故郷に帰れるのも感謝です。 

無牧で旭川の藤田先生が兼牧して下さっています。この小さな港町

に主の救いの業がなされますように祈ります。来年も奉仕が決まっ

ています。更に福音の種を蒔きます。主に栄光です！！！ 

竹内先生と     ２４日から北見に入り竹内先生と１０年ぶりに会います。 

私より年上と思っていました。先生も私が年下と思っていたら、私が一つ上 

でした。先生はホテルを経営していてチャペルもあります。 

２６日(水)は急遽、主の恵みの中で集会を持つことになりました。夜７時か

らの集会には１７人が参加、ほとんどがノンクリスチャンです。大胆に語り

ました。終わってから食事と交わりで１０時になっていました。 

今回香港から来ていた家族はホテルが取れない状態でした。私は先生にお願

いしたら２つ返事でＯＫしてくれました。素晴らしいおもてなしをしていた

だき本当に感謝です。２８日朝までゆっくりとさせていただきました。 

２８日(金)北見から網走に向かいます。兄弟団網走教会に行きます。３年目にして梶原先生の奥様にやっ

網走刑務所にて        とお会いすることが出来て感謝です。１３時から網走刑務所。 

１３名の受刑者の方や刑務官の方に福音を始まる前に看守長の方が「ここ

にはヤクザの方や薬物で入ってきている者が居るので、そのような話は 

                        しないで下さい」と

言われました。私は

その所からやり直し

の人生を主に歩ませ

て頂いています。祈

りながら大胆に語っ 

ていきました。そこに集った方々の目に涙がありました。終わった後に看守長の方が言いました。「凄いお

話です。私達が想像もできない所を通ったのですね」私はもっと多くの方にやり直せることを伝えたいと

いいました。その為にも他の刑務所を紹介して下さいと言いました。 

看守長は「もっと知らせる為にネームバリューがほしい」と言ってその眼には涙が浮かんでいました。 

主に感謝致します。私達が面白い話ではなく本当に主の証人として歩むのなら主は祝福してくださいます。 

主は不思議なように刑務所に導いてくださいます。もちろんボランティアです。

全ての働きの上に主が必要をお与えくださいます。だからいつも感謝しかありま

せん。自分の働きを自慢することなく主に只お従いしたいです。 

２９日(土)はオフなので妻が一回も行ったことの

ない知床峠そして羅臼までドライブしてきました。

素晴らしい天気と景色に妻は大喜びです。ちなみに

鮭を持っている写真は本物ではありません。 

羅臼では美味しい海鮮丼を頂きました。 

北海道伝道もあと少しです。ハレルヤ！！！ 



３０日(日)１０時半・兄弟団網走教会礼拝奉仕。梶原先生とは３年目です。今回は奥様の道子先生とお会

いできて感謝です。礼拝は約３０名が集います。 

兄弟団網走教会                       秋田キリスト教会の中野渡先生のお姉

さんも網走に住んでいるので来てく

れました。礼拝は聖歌隊の後に先生

ご夫妻が特別賛美をしてくれました。 

     和やかな雰囲気の中に主の恵みが満  

ちてきます。夜は道子先生が妻の方 

道子先生と妻です     森塚さんとピヨちゃんです  をいっぱいマッサージしてくれます。妹のよ

うに可愛がってくれました。また梶原先生

は料理の賜物でもてなしてくれます。同じ

料理は出てきません。ゲストの方が何を食

べたかノートに書いてあります・・・凄い

です＾＾ 網走の滞在中は近くに温泉があ

るのでいっぱい入りました。 

３１日(月)朝９時に出て歌志内に行きます。森塚家で交わりです。いつも愛を持って支えてくださいます。

クリスチャンの交わりは本当に感謝です。教育長をしていて、今年も公立高校の薬物乱用防止講演会を紹

介してくれました。多くの子供たちが守られますように薬物撲滅を訴えていきたいです。 

８月１日(火)歌志内の森塚家を後にして小樽に向かいます。途中、妻の叔母さんが圧迫骨折をしたと聞い

てお見舞いにいきます。帰り際にお祈りをしました。後から「お祈りしてもらったら元気になったよ」と

連絡がありました。主に感謝します。 

５日(土)小樽から日本海にある瀬棚町に向かいます。生出さんと１年ぶりの再会です。夜はお孫さんたち 

と一緒に食事をしました。孫は近くに住んでいますが、おじいちゃん、おば 

あちゃんが大好きです。家に戻るときは必ずハグをして帰ります。 

３年前に来た時生出さんは脳梗塞で倒れましたが今は元気になりました。 

              ６日(日)１０時半・今金町にある利別教会（石橋先生）にて賛美伝道礼拝で

す。今回、北海道に来て２回目の賛美集会です。ギターを持ってオリジナル

曲を歌いながら証メッセージをしました。指が少なくてもギターは弾けます。   

利別教会                賛美が満ち溢れ喜びが満ち溢れ感謝が満ち溢れます。 

                    一番は主の愛が満ち溢れました。お昼を頂いてから小

樽に戻ります。５時から三留宅で最後の奉仕をします。 

                    友人の昭枝さんも来て５人で礼拝を捧げました。ご主

人の隆さんは本州にトラックで出かけて留守でした。 

                    ７月２３日～始まった秋田・北海道の伝道を９月６日

まで４６日間全て終えることが出来ました。１９時半

のフェリーで小樽から新潟に向かいます。 

                    主に感謝致します。何と三留隆さんが新潟港で待って 

三留隆さん             右、三留真美さん     いてくれました。主の導きに心から

感謝致します。また今回は１０数年

ぶりに三橋先生ご夫妻ともお会い

できました。また来年奉仕が入って

います。大地は広がっています。刈

り入れ時は始まっています！！！ 



９月１３日(日)二ヶ月ぶりの我が家の礼拝でした。聖餐式の時は主の深い臨在の中で涙が出てきました。 

下田大気さん宅礼拝          午後３時からは下田大気さん宅で礼拝奉仕があるので武 

蔵境に行きます。大気さんとは１９年のお付き合いになり 

ます。カリスマタクシーとも呼ばれ、今は市議会議員に選 

ばれ頑張っています。新しく事務所兼自宅として第一回目 

の礼拝です。何と大気さんの幼馴染、木村英治さんが礼拝 

に参加します。ずうっと祈られていた英治さんが洗礼の決 

心をして、第一回目の礼拝で洗礼式を執り行うことが出来 

ました。朝からの主の深い臨在は魂の救いへと導いて下さ 

木村英治さん洗礼式                      いました。次は大気さ 

んのお父さん下田景樹 

氏が救われますよう

に心からお祈りを致

します。洗礼式の時は

本当に緊張しました。 

１５日(月)～１７日(火)第９回ヨナ祈祷聖会が御殿場で開かれました。今回は賛美と祈りを多く捧げます。 

                         参加人数は約６０名でしたが日本

と韓国の他にニュージーランドか

らチャン・ギデオン先生ご夫妻が来

てくれました。初日から祈りと賛美

が引き上げられます。二日目の祈り、

最終日の祈りは会場の隅々まで激

しい川のように流れ、主が祈りを引

き上げて下さいました。                     

                              今日本では若い人達の祈りが各地で 

捧げられています。新しいことが始まっています。来年も御殿場で第１０回ヨ

ナ祈祷聖会が開かれます。是非一緒に祈りを捧げて下さい。お願い致します！ 

            １７日(木)１２時にヨナ祈祷聖会が祝福の内に終えて御殿場からまっすぐ四国

高松に向かいます。約６００キロを車で走り２１時半に着きました。 

            １８日(金)１０時からステラカックス先生宅でバイブルクラスです。 

バイブルクラス            三年ぶりに先生とお会いします。ステラ先生は日本に来て６４年、

８７歳になりました。バイブルクラスには初めての方や以前にお 

おちゃめなステラ先生です   会いした方も来ました。アー

サー先生と四国十字架行進を

した時に救われた方もいて感

謝です。バイブルクラスも主

の祝福の内に過ごす事が出来

ました。１９日はステラ先生

の運転でうどんを食べに行き 

ます。私が運転をすると言うと「説明しているより私が運転した方が早いです」と言って代わってくれま

せん。うどん屋で写真を撮ると言ったら「ちょっと待って。ここまで伸びるよ」面白くて本当に素敵です。 

２０日(日)１０時・満濃キリスト教会礼拝奉仕。白井先生とは初めてお会いします。今回四国の奉仕は満

濃キリスト教会に集っている池田さんからの紹介で来ました。礼拝も本当に祝福されました。 



満濃キリスト教会                      教会から離れていた方も来てくれまし

た。また昔一緒に神学校で学んだ永田

幸子さんも来てくれて本当に嬉しか

ったです。いつも思います。主の証は

本当に感動があり生きています。 

                              礼拝後にステラ先生から連絡が入りま

す。これから洗礼式があるから来てね。

場所を説明してくれるのですがどこか 

わかりません。ナビをたどりながら行くと無事着くことが出来ました。ステラ先生のひと言。「良く来れた 

洗礼式に参加しました。        中村さん宅家庭集会    ね」３人の方が洗礼を受けまし

た。写真を撮っていたら、彼は

いっぱい撮ってね。ステラ先生

が伝道して救われた方でした。 

２５日(金)１４時・中村さん宅家

庭集会。信仰生活も６０年以上で 

す。共に賛美をして御言葉を分かち合いました。ご主人は御言葉を木彫りする技術を持っています。 

２７日(日)１０時・瀬戸内チャペル礼拝奉仕。最後の集会です。フィリピンの方が多くいます。フィリピ

瀬戸内チャペル                   ンでは感謝祭の日でしたので、沢山の料理と捧 

                          げ物があります。聖霊様の力が降り注がれ大胆

に語りました。礼拝後にお米やフルーツを沢山 

                           高松の池田さんご夫妻  いただきました。

そして今回の四国

滞在中は池田さん

の知り合いの方と

交わりを持ち、ま

た病院にお見舞い 

して祈りも捧げる事が出来ました。全ての働きは主から出ています。「誇るものは主を誇れ」です。 

名古屋の池田さん夫婦    ２８日(月)朝ステラ先生の所でお祈りをして、素晴らしい天気の中、国道 

を通って名古屋に向かいます。淡路島は本当に綺麗です。国道を通っていま 

したが、あまりにも寄り道をしたので途中高速に乗ります。 

５時に着いて６時から名古屋の池田さん夫婦と食事をしました。奥さんとは 

１０数年ぶりの再会です。昔の仲間と共に会えるのは本当に感謝です。 

食事は北海道の森塚家の二男が総料理長をしているスペイン料理でした。 

本当に美味しい料理に心もお腹も感動でした。２９日(火)我が家に無事戻りました。 

今年も残り２ヶ月半となりました。主の祝福とお守りがありますように心からお祈りいたします。 

スモールストーン・ミニストリー  
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