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３月１７日～２０日北海道 

滝川高校                            １７日(木)滝川高校薬物乱用防

止講演会。１,２年生５００人に

薬物の怖さ、自殺防止などを語り

ます。学生たちも真剣に聞いてく

れました。今回窓口になってくれ

Ｙ先生の奥様は旭川六条教会で

イースターに洗礼を受けました。 

滝川高校を後にして歌志内に向かいます。森塚宅を訪問して聖餐式をしました。主の恵みに感謝です。 

２０日(日)三留宅家庭礼拝１０時半から始まります。約１０名が集います。 

三留宅家庭礼拝   昨年は６回礼拝をすることが出来ました。今年は１２回の礼拝を目指して 

  ます。神の家族として愛し合い祈りあえることは本当に主の恵みです。 

               終わってからは千歳空港に向かい私は羽田行きで妻は成田行きです。 

               埼玉に戻り駅で待ち合わせをしますが、何と１０分で合流出来ました。 

               ２２日(火)夕方家に戻り階段を上っていてふっと溜息をついた途端後ろ 

に倒れました。リュックを背負い両手に荷物を持っていたのでバランス 

が崩れたと思います。頭を打ってしまい一階から妻を呼びました。妻は私 

が何か荷物を持ってきていると思い下りてきます。そこに血だらけになった私が倒れていました。声が届

いて良かったです。すぐ救急車を呼んで病院に運ばれました。１０針を縫うケガでした。不幸中の幸いで

すが、もし打ち所が悪かったら命がない。脳内出血を起こしていたら大変なことに。リュックを背負って

いたのでクッションになり他の所は何でもありませんでした。２５日の朝に病院に行き抜糸をお願いしま

した。お医者さんも最低でも１週間くらいは出来ないと言いましたが、もし血が噴き出したら来てくださ

い。こんなに早いのは初めてと言って３日目で抜糸をしてくれました。主に感謝致します。何の痛みもな

く午後１８時の便で帽子をかぶってアメリカに出発。機内では気圧の変化がありますが守られ同日１１時

に無事にアメリカ・ロスに着きました。皆様のお祈りに感謝致します。頑張ります＾＾ 



３月２５日～４月２８日アメリカ西海岸・伝道旅行  

市川先生ご夫妻                             ２５日(金)無事ロスに着

きました。空港には市川

先生御夫妻が向かえに来

てくれました。やはりアメ

リカのサイズはでかいです。

約４０日の滞在ですが、主 

の導きと恵みと祝福そして多くの出会いに心から従って歩みます.。アメリカに来れたのは奇跡です＾＾ 

３月２６日(土)今日は素晴らしい天気の中、サンタモニカに稲富先生達と観光に行って来ました。 

２７日(日)イースター礼拝は、サンディエゴ・パロマ教会とロス・ゴスペルシロアムでメッセージをさせて頂きました。 

パロマ教会                             朝７時に出てロスから約二時間のパロマ教会に行きま

す。昨年に続き２回目、若い人も増えています。大胆に

語らせていただきました。終わってからロスに戻ります

が、渋滞をしていて３時間かかりシロアム教会に着きま

した。毎週、稲富先生はサンディエゴとロスを掛け持ち

しています。シロアム教会のメッセージの時は主の臨

在が多く本当に恵まれました。礼拝後は稲富先生の所

に夜遅くまで学生が集い食事をして交わりをしていま 

ロス・シロアムキリスト教会            す。この食事も先生ご夫妻が提供しています。１か月の

お米は約３０キロ以上だそうです。ハレルヤです！！！ 

真ん中・上原さん右康平君      ロスに来て約 1   

週間。ホームス

テイしている上

原宅は昨年も宿

泊させて頂きま

した。感謝です。 

３１日(木)１２時半～１４時。明美さん宅で家庭集会です。市川先生と一緒に行きます。  

明美さん宅        今回市川先生にお願いしていた事がありました。私達が信仰を持った 

時に多くの事を教えてくれた、中国の老伝道者がいます。その方がロ

スに居ることが分かりお会いしたいと言いました。主に感謝致します。

明美さんの家から歩いて５分の所に住んでいました。この広いカリフ

ォルニアでロスでこんなに近くに住んでいた事はこれも奇跡です。集

会後に会いに行きました。約１０年ぶりにお会いしましたが益々霊に 

サンライズ教会                     岩田先生と                燃えていました。写真は 

まだ現役で共産圏宣教の 

為頑張っていますので載せ 

る事が出来ませんが、命を 

かけて主にお従いする姿は 

私達にも大きな恵みの時に 

なりました。次回は何処で 

お会いできるのかわかりま

せんが再会を約束しました。主にお祈りいたします。１８時から２２時サンライズ教会、岩田先生の所で集会です。

岩田先生は初めてお会いしました。岩田先生とお交わりと思っていたら何と集会でした。沢山の方が来てくれて

岩田先生の通訳も本当に感謝でした。何時でも何処でもい福音の種を蒔きます＾＾ 



４月１日(金)１０時・ロス郊外にある車で 1時間半のテメキュラ。ブレッドオブライフ集会に行き証をしました。自然が

テメキュラ・ブレッドオブライフ集会          いっぱいの所です。集会では３人の方が信仰告白しました。 

信仰告白しました。      種を蒔き水を注ぎます。成長させ 

て下さるのはイエス様です。救い

の為にはチームワークが必要で

す。主に栄光です。 

                                                  ２日(土)リバーサイドフリーメソジ

ストチャーチで昨年に続きメッセ

ージをしました。 

リバーサイドフリーメソジストチャーチメンバー   御言葉は「道・真理・命」です。終わってからは中華バイキング 

を食べに行きます。皆さん凄い食欲です。元気が良くてひと言 

言ったら倍になって帰ってきます。また帰ってきます。 

ケイコさんと妻です          帰ってから高台に行き夕

陽を見ます。 

３日(日)カマリロ今日の礼

拝は日米合同でした。約

100 人くらい集い、礼拝は 

カマリロ日英合同礼拝                         英語部の渡辺先生ご家族と     私がメッセー

ジして、食

後に妻が証

をしました。

私の通訳を

して下さっ

た方は何と 

初めてです。私もゆっくり語り通訳がしやすいようにしましたが、やはり早口になってしまいました。妻の時は市川 

先生の奥様、ケイコさんがして下さいました。また来年奉仕が決まりました。主の恵みに感謝致します。 

５日(火)オフなのでレーガン大統領の施設見学行きました。バチカン展も行っていて 2 倍の楽しみでした。 

 

 

 

 

小茶の間集会        ６日(水)夜５時から小茶の間集会。清水マオ先生ご夫妻です。 

昨年はお茶の間で平沢さん宅でしたが。今回はマオ先生宅。

何で小茶の間かわかりませんが、２５人が集いました。マオ先

生ご夫妻は次の日に日本に行きます。お忙しい中集会を開い

てくださいました。本当に感謝です。 

                                ９日(土)９時～１３時ロサンゼルス合同教会。月一回伝道を目 

的としたお年寄りの方々の食事会が教会で行われています。 

合同教会                約４０人集います。ノンクリスチャンの方も多いです。１９９４年にアーサ

ー先生とバラバのメンバーがここで集会したことがありました。その時

はまだバラバの名前はありませんでした。あれから２２年が経ちその他

にも２度ほど来ています。河野先生は昨年のお茶の間集会にも来てく

れました。今年の６月頃には教会を離れ新しいことにチャレンジしていく

と語りました。お働きが祝福されますようにお祈りいたします。 



河野先生ご夫妻と   合同メソジスト教会平田先生  １０日(日)９時トーランスにある合同メソジスト教会でメ 

ッセージ平田先生は女性で通称ビッキー先生です。. 

今会堂は建設中です。メッセージは私だけです。終わ 

ってからはベッキー先生とサンタモニカに移動しす。 

１１時からも礼拝メッセージをします。２つの教会を掛 

け持ちしています。礼拝後の愛餐会で妻が証をしまし 

た。夜は信徒さんの家で家庭集会です。 

信徒さん宅家庭集会                 キム明子さん右から３番目      集会後に信徒さんの車の事 

故があり一歩間違えば大惨 

事になる所でした。恵みの 

中にあるときは妨害も本当 

に多いです。主のお守りに 

本当に感謝致します。 

１１日(月)１１時キム明子さん宅家庭集会。何と明子さんとは１６年前にインドネシアの世界宣教大会でお会いして

いました。そこで出会った韓国の男性と結婚しました。ご夫妻で主に仕えています。ハレルヤ！！！ 

左河原先生・右市川先生       アンカー教会            １２日(火)１７時から河原先生宅で 

食事会です。その後１９時半から 

２１時まで河原先生のアンカー教 

会で賛美と祈りの集会です。ライブ 

ハウスのような教会です。大胆に

語り賛美しました。主に栄光です。 

１３日(水)１０時と１９時の２回。市川先生宅バイブルスタディです。今回ホームステイをさせて頂いている市川先生 

１０時の集会             夜の集会                 宅は奥さんのケイコさんのお母さんの家で 

す。夜の集会には何と１０教会の方が集

い超教派で集会を持てることが出来まし

た。また河野先生ご夫妻も来てくれて感

謝でした。市川先生のお働きが更に主に

祝されますように心からお祈り致します。 

１４日(木)１１時～１３時半。河原先生宅家庭集会。家の教会です。この集会の献金は貧しい地域の子に捧げて食

中央カーソン君             丸本さん宅                    事や学校のお世話をしています。 

夜はリバーサイドにあるアメリカ 

人宅で食事会です。長男のカーソ 

ン君は日本が大好きで５月末、  

日本の宮城県に行きます。将来

は日本に教会を建てることです。  

１５日(金)１０時半アンカー教会の丸本典子さん宅家庭集会。丸本さんのお子さんはアイスクリーム屋をしていて、 

ＡＰＵフライデー                  昨年だけで１０分の１の４００万円を神様に捧げたと聞

きました。主の祝福ですね＾＾ 

夜７時からはＡＰＵフライデー集会５０人が集います。  

アメリカでは今マリファナ等が合法されています。薬物

の入り口にもなりかねないです。学生たちに福音と麻

薬の怖さ等を大胆に話ました。みんな真剣に耳を傾け 

てくれました。この集会で救われる魂も起こされていま 

す。稲富先生や教会のスタッフが頑張っています。一度しかない人生を大事に過ごしてほしいです。 



１６日(土)１０時・アナハイムフリーメソジスト教会で奉仕。今は無牧ですが集会には約 40名の方が来て下さいまし

アナハイム教会              次回は英語部の礼拝でメッセージを頼まれました。宣教の業 

                                                  が広がる事本当に感謝です。自

分ではなくて主の証を第一にし

たいです。主に感謝です。 

１７日(日)１１時・ゴスペルベンチ

ャー教会。前原先生の教会で奉

仕をしました。先生と初めてお会 

いしてから 22 年が経ちました。前原先生の自宅でも１０数年前に集会をしたことがあります。先生は昨年大きな手

ゴスペル・ベンチャー教会         中央・前原先生ご夫妻               術をしましたが、リハビ 

                                                        リをする中、今は少し歩 

けるようになりました。   

更に癒されますように

お祈りします。礼拝も主 

恵みに包まれました。 

また来年来ることを約   

束しました。ハレルヤ 

１９日(火)今日はロス最後の日です。昼間はゲッティミュージアムに行きました。素晴らしい絵画に感動です。 

カマリロ教会英語部の方に証                    その後はカマリロ教会英語部の方々に証しました。 

ロスの奉仕は約４週間でした。初めての方との出

会いも沢山ありました。主の祝福と恵みに感謝です。

２０日(水)ロスから飛行機で約３時間シアトル・タコ

マに向かいます。タコマの竹内先生が迎えに来てく

れます。１年ぶりの再会に感謝です。 

夜はオリンピアの高橋さん宅家庭集会にてメッセ

オリンピア高橋さん宅           レイニーマウンテン       ージします。帰り道にスピード違反で捕まり 

       ました。竹内先生もがっかりしています。 

  主にお祈りしました。警察官の方が許して 

下さいますように。何と許して下さいました 

竹内先生は「こんなの初めてですよ。」 

２１日(木)今日はオフでタコマから車で 2 時

間のレイニーマウンテンまで行きました。霧と雲がかかっていましたが、天

気になりますようにとお祈りしました。何と素晴らしい天気に恵まれました。 

竹内先生が「こんな素晴らしい天気は今時期はないですよ。」主に感謝捧げます。雪景色は見慣れていますが最

高のロケーションに感動しました。夜はベルビューにあるパトリックさん宅で食事会。学生に洗礼の約束。 

ベルビュー伝道集会                     タコマ伝道集会                ２２日(金)１０時タ

コマにて婦人集

会。人数は少な

かったですが主

の恵みいっぱい

でした。夜７時

ベルビューで 

伝道集会。ここでも学生に洗礼の約束。足りない小指で指切りげんまんしました。集会には新聞を見て来てくれた 

方も居て感謝。小さな者を使って下さる主に栄光捧げます。２３日(土)１１時タコマ伝道集会をしました。竹内先と 



は同い年です。出会ってから 22 年が経ちました。集会も主の祝福が満ち溢れました。終わってからタコマの北に 

                       あるリンウッドに移動。カナダの国境まで約 1 時間半です。 

夜ゴッドウイル・ポール&リズさん宅で ICF 集会何と初めて参加し 

た学生が１５人位で全部で約５０名が集いました。感動して涙を 

流す子もいます。救われる魂が起こされますように祈ります。 

。                             ２４日(日)リンウッドの教会で昨年に続き礼拝奉仕をしました。 

ＩＣＦ集会。奥の部屋にも沢山います       金田先生ご夫妻とお会い出来て 本当に感謝です。教会に初めて

リンウッド日曜礼拝                  来た人が１４人ハレルヤです。昨夜の集会に来た子もいます。 

                    ベルビュウ礼拝           終わってからは金田

先生の次男が寿司

を握ってくれて、これ

またハレルヤです３

時からはベルビュー

で礼拝奉仕。ここに

も沢山の方が来てく 

ださり本当に感謝でした。今回シアトル・タコマは短い滞在でしたが本当に恵まれました。主に感謝致します。 

２５日(月)朝８時竹内先生が駅に送ってくれました。列車でタコマからポートランドまで三時間。ポートランド駅に林

竹内先生と                                   先生が向かえに来てくださり車で１６０キロの 

            ユージーンに向かいます。１４時着、タコマか

らユ                                                    ユージーンまで 6 時間かかりました。 

夜は７時からオレゴン大学で集会。大学での

集会も初めての試みでしたが７２人が参加して

くれました。通訳のベスさんは静岡に２４年居

たので難しい言葉や早口も大丈夫でした。 

林先生ご夫妻         オレゴン大学               福音を大胆に語っていくと多くの方が身を乗り

出して聞いてくれました。 

２６日(火)ユージーンの林先生宅を出て先生 

の車でポートランドに移動。横井先生の教会

は教育舘を建設中です。 

２７日(水)１０時の集会は横井先生が紹介して下さり約２０名が集い恵みの内に終

える事が出来ました。夜７時の集会がアメリカ伝道最後の集会です。 

主の恵みに感謝致します。最後の集会は若い方が沢山来てくれました。最後は祈りへと導かれました。 

ポートランド伝道集会              左から横井先生。林先生。八十先生。 集会後はポートランドから１４

０マイル（約２２０ キロ）タコ

マに戻ったら、１２時半にな

りました。主の祝福と恵みに

感謝致します。 

２８日(木)シアトルを 12 時に出

て約 11 時間、２９日成田に着きました。頭のケガも痛みがなく傷口も

キレイになり全ての奉仕が守られました。また来年も開かれました。 

最後の最後まで主に使えて生きたいです。皆様のお祈りに心から感謝致します。 

５月２日(月)～５月２３日(月)秋田・北海道・秋田・長野伝道旅行。時差ボケの中、車で秋田に向かいます。５月５

日リ秋田キリスト教会りフォーム献堂式・牧師按手・伝道師任命式に参加。素晴らしい祝福の中に秋田キリスト教

会中野渡先生の司式のもと会堂献堂式と浅野牧師按手式、下田伝道師任命式に参列する事が出来ました。 



秋田キリスト教会                          １２０名が集います。メッセージは高松からステラ・カッ 

クス先生。日本に６３年仕えています。愛,使命,祈りを

語ってくれました。賛美は上原令子さんが証を交えて

奉仕をしました。リフォームした教会は以前とは全くわ

りました。中野渡先生は東北６県に５０名の働き人を

祈っています。主に感謝捧げます。 

左浅野牧師 下田伝道師    ステラ・カックス先生      上原玲子さん        ロビーにはグランドピアノ 

 

 

 

 

 

８日(日)秋田キリスト教会朝７時の礼拝でメッセージをさせて頂きました。１０時半はステラ先生。夜７時は下田伝 

１０時半の礼拝                              道師です。ステラ先生も秋田は初めての訪問で知

った。昨年、高松に行った時ステラ先生に依頼し

ました。８８歳のステラ先生に一人で来られます

かと聞いたら、汽車が動けば行けるよと言われま

した＾＾実現できて本当に感謝です。 

９日(月)ステラ先生は笑顔で帰っていきました。 

 

中野渡先生と        旧会堂                        新会堂 

 

 

 

 

 

１０日(火)朝７時に秋田港から北海道苫小牧港へフェリーで行きます。まっすぐ小樽に向かい１９時から三留宅で

三留ファミリー                森塚さん          家庭集会です。少ない人数ですが、回数を重ね 

るたびに主の恵みを頂きます。 

      １１日(水)歌志内の森塚さんを訪問します一緒 

に聖餐式が出来ました。 

      １２日(木)二人の友人を訪問します。 

１３日(金)フェリーで秋田に戻りました。 

１５日(日)秋田キリスト教会。ペンテコステ礼拝７時・１０時半・１９時の３回メッセージをしました。１９９０年６月３日、

妻も証をしました。                東海林さん宅             ペンテコステ礼拝で洗礼を受けて 

から２６年が経ちました。礼拝も 

主の恵みの中で口から言葉が溢 

れてきます。１０時半の礼拝では 

中野渡先生から突然の指名で妻  

も証をしました。主にハレルヤ。 

１７日(火)１７時半から由利本荘の東海林さん宅で家庭集会です。１５日に奉仕が決まりました。タコマの竹内先生

の信徒さん東海林さんの実家です。お母さんもクリスチャンで集会には１９名が集います。お父さんはまだですが、

この集会にはお父さんの友人ばかり来ました。皆さん感動して涙を流す方もいました。終わった後も皆さん感謝の

電話等があり、また是非参加したいとか教会に行きますと連絡が入りました。主に栄光捧げます。アーメン 



 (木)秋田から５００キロの長野県に向かいます。２０日から奉仕があるので１日早く出て松本に宿泊します。約４０

松本城にて               年ぶりに松本城も見ました。以前来た時は虫の佃煮を食べた記憶がありま 

                  す。素敵な街並みなので今度はゆっくりと探索したいです。 

                  ２０日(金)～２２日(日)上田市の隣町にある坂城町、坂城栄光教会で奉仕 

です。今回の奉仕は教会学校主催で呼んでくださいました。教会は水野源

三さん。まばたきの詩人で有名です。初日は夕方５時から子供たちと交わ

りです。７時からも小中高生対象に麻薬の怖さ等を語りました。来ていた 

坂城栄光教会             子供集会            学生は本当によかったと言ってくれました。 

                                        麻薬が低年齢化している今は子供だとか言って 

いられません。守っていく為にも小さい時から教 

えなくてはいけないですね。 

２１日(土)教会を９時に出て軽井沢バイブルキャ 

ンプ場に行きます。中学生２名が参加して計８名 

バイブルキャンプ場        教会学校でメッセージ     自然の中でゆっくりと時間を過ごしました。二人の 

学生と一緒に聖書を学び将来は牧師になると約 

束しました。主に感謝捧げます。 

２２日(日)坂城栄光教会。９時の教会学校でメッセ

ージ。礼拝は中野先生がメッセージをします。１３

時半から伝道集会。近隣の教会からも来てくれま

した。集会も大胆に語りました。教会の方が教派 

関戸さんご夫妻           伝道集会             を超えて多くの方に聞いてほしいと言ってくれま

した。また今回の集会にあたり声をかけてくれた

のが関戸さん夫妻です。奥様とは祈祷院でお会

いしたことがあります。ご主人は私と同じ年で良

く似ていると言われました。ハレルヤです＾＾ 

                                        集会後は坂城から高速道路で１時間の伊那市 

伊那坂下教会    左菊池先生。          に向かいます。菊池先生とは初めてお会いします。教会に通っ

ている方の事で相談がありました。色々と本人を交えて語り会

いお祈りしました。一泊して朝５時半の祈祷会でメッセージをさ

せて頂きます。そして難しかった問題も主が解決してくださいま

した。全てを終えて我が家に帰ろうとしたら甲府の陣先生から

連絡があり短い時間ですがお交わりして帰りました。 

アメリカから続いた奉仕も全て主に守られました。感謝です。 

奉仕予定 

６月２日(木)～８日(水)ベトナム・ハノイ２日～４日 ４日～８日ホーチミン 

  １８日(土)～１９日(日)静岡・牧之原キリスト教会 

  ２６日(日) 成増教会礼拝奉仕 

７月１日～８月末日北海道伝道旅行  

９月からは香港・沖縄・アメリカ・九州と年末まで奉仕が入っています。事故災い、健康が守られ全ての

必要が備えられますようにどうぞ小さな者を覚えてお祈り頂ければ幸いです。 

牧師先生並びに皆様方の上に主の祝福を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  

ホームページ http://v-station.tv/smallstone/ 

E-mail     Inouekaoru777@yahoo.co.jp   

http://v-station.tv/smallstone/01_news.html
http://v-station.tv/smallstone/

