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６月２日(木)～８日(水)ベトナムに行って来ました。今回の奉仕は昨年１０月に香港に行き、香港に着い 

ハノイ着        路地裏のフォーのお店     た時からベトナムに転勤になった石井さん

とお会いしたいと思っていました。主の恵み

に感謝致します。何と石井さんが香港に来て

いてお会いすることが出来ました。そして今 

回の奉仕が現実になりました。 

２日(木)羽田１５時３０分発で約７時間かか

り時差は２時間。初めてのベトナム・ハノイ 

に着きました。夜８時半の気温は３５度で汗が流れてきます。 

小原さんが空港に迎えに来てくださりタクシーでホテルに向かいます。チェックインしてから少し小腹が

空いたのでホテルの周りをブラブラします。ベトナムと言ったらフォーです。道端のお店で食べましたが、

これがまた美味かった。ハノイがフォーの本場だそうです。 

福森さん宅家庭集会      イサカさん・オバラさん   ３日(金)１０時から福森さん宅で

集会です。福森さんはこの集会が

最後の集会になりマレーシアに転

勤になります。またこの集会には                            

日本から新しく来た方もいて主の

恵みでした。夜はギターで賛美集

会です。人数が少なくても恵みの 

時でした。終わってからイサカさんとオバラさんにベトナム料理をご馳走になりましたが、初めてのベト 

ハノイにて。                ナム料理は何を食べても美味しいのです。ベトナムのフ 

ァンになりました。 

４日(土)１０時から礼  

拝。聖餐式も行うことが

出来、主の導きに感謝で

す。終わってからは日本 



食を頂き国内移動でホーチミンに向かいます。空港に着いたのに滑走路で待たされます。乗客も何かざわ

ついています。３０分位してからやっと駐機場に到着。皆さん私達が乗った飛行機を見ています。何と飛

行機前方部左側の塗装が剥がれおちています。いったいどこに落ちたんでしょうか？ 

前方の茶色い所が剥がれた跡   ＪＣＦ                大事に至らなくて本当に良 

かったです。ホーチミンに 

は藤井さんと今回私達を呼 

んでくださった石井さんが 

空港に迎えに来てくれまし 

た。ホテルは国営のコンチ 

ネンタルホテルです。 

賛美集会                      ベトナムでは一番古いホテルで部屋も広いです。 

歴史的建造物に宿泊出来て感謝でした。 

５日(日)１１時からＪＣＦ礼拝。１０名以上が 

来てくれました。その後２時から賛美集会。 

新しい人も来てくれて感謝でした。ホテルの目 

の前には日本とベトナムが共同して地下鉄を作 

婦人集会             ホーチミン夜の街中        っています。私の知り合いの

Ｍさんが責任者で赴任してい

ました。感謝します＾＾ 

                                  ６日(月)１０時から婦人集会。

昨日に続き新しい方が来てく

れました。午後からはＴさん

とお祈りします。夕食は田中

さん星野さんにご馳走になり 

ました。その後は妻と街中をブラブラします。若い人が多くて元気が良いです。 

７日(火)１２時にホテルをチェックアウトして石井さんと半日観光です。ベンタイン市場は色々なものが 

ベンタイン市場、左石井さん。あって楽しかったです。雨ふりでしたが楽しいひと時を過ごす事が出来ま 

した。夜は石井さん家族と一緒にピザを頂きます。行列が出来るピザ屋さ 

ん。これもまた初めての味ですが本当に美味しくてビックリです。 

名残惜しいですが夜１２時半の飛行機で日本に向かいました。来年の６月 

末頃にベトナムで修養会を予定しています。是非日本からも一緒に参加し 

てくださいね。料理の味は本当に格別です。それと親日家が多いです。 

１８日(土)静岡牧之原キリスト教会。朝８時に家を出て静岡に向かいます。奉仕の日は何があるのか解ら

牧之原キリスト教会伝道集会          牧之原キリスト教会礼拝   ないので、なるべく早 

く出ます。東名に入っ 

た途端大渋滞。大きな 

事故があったらしく途 

中から通行止めになっ 

ています。新東名に入

り牧之原には１１時半に着きました。早く出てよかったです。１４時から伝道集会です。４０人以上が来

て新しい人も１０人以上来ました。主に栄光です。１９日(日)１０時半・牧之原キリスト教会伝道礼拝。 

新しい人が３人。その内の一人は教会の看板を見てきました。土日と２日間の集会は主の恵みの中にあり、

大胆に語る事が出来ました。礼拝後は横山先生の紹介で超教派の祈り会に出席し証をさせて頂きました。 



２６日(日)１０時半成増教会礼拝奉仕。賛美の奉仕をしている三上兄とは同い年で、出会ってから２２年

三上兄と         右・沢村先生ご夫妻    が経ちます。賛美主ハレルヤを一緒 

にコラボしました。本当に名曲です。 

礼拝は妻も一緒に証をします。 

主の臨在の中に心も熱くなります。 

ミッションバラバが出来たのもこの 

教会からです。アーサー先生、今は 

亡き松沢先生と一緒に交わりをよく 

しました。今回初めての奉仕でした

が故郷に帰って来たような感じです。また沢村先生の奥様は網走の梶原先生の娘さんです。大きなお腹で

すが今は無事に５女が産まれました。主の祝福を心からお祈りいたします。 

７月１日(金)～８月３１日(水)北海道巡回伝道 

荷物を積んで出発   日本海の夕焼け      小樽運河      １日１０時半・新潟から 

フェリーで１８時間かかり、 

２日朝４時半に小樽に着き 

ました。これから２か月間 

の伝道が始まります。 

３日(日)札幌キリスト福音館９時・１１時礼拝奉仕。９時の礼拝は喜びの中にあります。１１時は主の力

三橋先生        三橋先生ご夫妻・飯田先生ご夫妻と役員の方 を感じます。本当に恵まれました。 

                                                                三橋先生がハワイで牧会していた

頃に数度礼拝に出席させていただ

きました。また礼拝には一緒に教

会生活をした姉妹二人が来ていて

再開に感動しました。 

これからも更に用いられますよう

にお祈りいたします。三橋先生とは同じ年ですが一緒に並んだら同じ年に見られません＾＾ 

５日(火)～７日(木)稲富先生来道。今年３月・４月にロスに行った時に稲富先生家族が日本に来ると聞き

ました。是非北海道に来てほしいとお願いし決まりました。秋田の中野渡先生も紹介して秋田の奉仕を終

えてから北海道に来て頂きました。先生ご家族は北海道が初めてです。 

５日(火)１５時半に小樽駅に迎えに行きます。小樽と言えば「なると半身から揚げ」集会前に腹ごしらえ

稲富先生ご夫妻         小樽集会です。             です。夕方６時頃から集 

                                    会をします。北広島から 

木村先生も来てくれまし 

た。稲富先生のメッセー 

ジに皆感動です。９時過 

ぎまで交わりをしました。 

６日(水)先生ご家族と観 

小樽天狗山            ジンギスカン     光に行きます。余市のニッカ工場見学。小 

樽でラーメン食べて天狗山に上り、山から 

下りて保障牛乳のソフトクリーム。堺町を 

ブラブラして夜は魚一心で寿司です。 

７７日(木)ホテルをチェックアウトして札幌 

に行き道庁・サッポロファクトリーでジン 



ギスカン。大通り公園にススキノそして札幌駅に送りました。すごくハードな日程でしたが天気にも恵ま

れて良かった。稲富先生家族は北海道を大好きになってくれました。来年も是非来てほしいです。 

１０日(日)１６時・小樽三留宅家庭礼拝。賛美が満ち主の臨在が満ち主の愛に満ち溢れています。 

小樽三留宅家庭集会        教会はお城の石垣と同じです。この言葉は網走の梶原先生が教えてく 

れました。石垣は大きな石小さな石。砂や砂利等集まって土台になる。 

地震が来ると揺れの中でドンドンと締まっていき土台が強固となる。

教会が同じ思いの人や私と会わない人は要らないと言って同じ石だ

けを集めていくと問題があるとすぐに崩れてしまいます。その小さな

石の人等が何か問題があった時に力になることもあり、助け人や支え

る人となります。イエス様は罪びとを招くために来てくださいました。

小樽に皆が集まれるような教会をお祈りしています。ハレルヤ！！！ 

１１日(月)瀬棚の生出さん宅に行きます。北海道に来たら必ず会いに来ます。今年のイースターに生出さ

生出さん家族と              産まれて３日です。 んの息子夫婦が洗礼を受けました。 

救いの為にお祈りしていました。 

主に栄光です。１２日(火)朝食を頂 

き生まれて３日の子牛ちゃんに挨拶 

をして瀬棚を後にしました。 

途中ニセコで温泉に入ります。今は

何処でも刺青お断りの看板がありますが、ニセコは海外からの方々が多いので書いてありません。感謝！ 

江別教会幼稚園にて。        １４日(木)江別教会１４時祈祷会。竹井先生には今年もお世話に 

なっています。御言葉も主の力を頂き一つとなって共に分かち合 

うことが出来ました。１９時からは江別教会に付属している幼稚

園で先生方にメッセージをしました。涙を流し聞いて下さる方も

います。私は幼稚園が聖公会。教会学校がアッセンブリー。洗礼

が日本基督教団です。超教派で導かれました。幼稚園の時に母親

と一緒に食事のお祈りをした記憶は鮮明に覚えています。主の導

きと祝福・恵みに心から感謝致します。 

１７日(日)１１時グッドアワー教会礼拝奉仕。主の臨在が濃く 

グッドアワー教会                 賛美も凄く恵まれます。メッセージを語りますが口を開けば主が 

教子先生と         言葉を与えて下さるような感

じです。教子先生のハープも最

高です。礼拝後は交わりなどを

して気が付いたら６時半にな

っていました。教会では不思議

なことも起きています。主の祝

福ですね。また来年も呼んでく 

右・竹内先生        れました。更に主に力を頂いて帰ってきます。ハレルヤです！！！ 

１９日(火)グッドアワー教会の早天に参加してから北見に向かいます。札 

幌から６時間かかりました。２０日(水)夕方まで観光に出かけます。私の

好きな美幌峠に砂湯。砂湯には妻は初めて来ました。 

        北見ローヤルホテルに戻り６時半に竹内先生から祈祷会でメッセージを 

頼まれます。急でしたが喜んで奉仕をさせて頂きました。 

        ２１日(木)ゆっくりとさせて頂きました。夜は竹内先生がお好み焼きに 



美幌峠          連れて行ってくれました。美味しかったです。    

２２日(金)私の故郷、紋別に行きます。何と紋別で生ホタテの販売があるか 

ら早くおいでと兄から言われます。北見から紋別まで１００キロです。 

兄と一緒に市場に行きましたが９時に行ったら凄い人が並んでいます。 

今回の紋別は滞在が少しでしたが兄夫婦の所が実家のように過ごせることを、 

本当に感謝です。主の恵みですね！ 

 生ホタテです。     兄の所でおもてなし   不思議なオブジェ２４日(日)１０時半・興部教会 

礼拝奉仕です。伊藤先生との再 

会も感謝です。 礼拝後にバーベ 

キューをしてくれました。そこ 

にチーズ工房アドナイの息子さ 

んが来ました。以前から聞いて

いたので是非会いたくて工房まで連れて行ってもらいます。少しの時間でしたがお会い出来て感謝でした。 

伊藤先生と        チーズ工房アドナイのオーナーと   興部を後にして西興部に向かい 

ます。私の姉がお祈りしてほし 

いと連絡があり二年ぶりに会い 

ます。私は姉を見て驚きました。 

施設で働いていた時に入所者か 

ら暴力を受けていて体を壊して 

いました。 

国道２３８号線       オホーツク海       両足がパンパンに膨れ上がり歩くことも大変 

な状況です。私は涙が出そうになりました。

「何でここまでほうっておいたんだ」妻と手

を置いて祈りました。主よ、姉を助けて下さ

い。癒してください。主にお委ねしお祈りを

終えて稚内に向かいました。 

今回の稚内は北海道伝道に入った７月中旬に秋田県由利本荘の東海林さんから電話がありました。東海林 

Ｆさんの洗礼式  さんは今年５月に秋田に行った時家庭集会をさせて頂きました。東海

林さんの親友が乳癌の末期で脳の方にも転移しているのです。私達も

北海道に居るので何時でも行けますと言いました。連絡が入り奉仕が

終わった次の日２５日に行く事にしましたが心の中に平安がありませ

ん。２５日に行ってもし間に合わなければどうしよう１日でも早く行

くのが良いと思い２４日奉仕の後に向かいました。夕方５時半頃着き

ます。東海林さんは数日前から秋田から稚内に入り病院に行きお祈り 

しています。稚内に来るまではＫさんの判断で会えるかどうかわかりませんでしたが、Ｋさんの了承のも 

オロロンライン    利尻富士をバックに  と一緒に病室に入りました。意識が無く話しかけても目

を開けることはありません。お祈りをしてＫさんの家に

行きました。そこには大きな新しい仏壇がありました。

４月２７日に入院した奥さんは余命３か月と言われま

した。それから１０日後の５月７日にＫさんの長男が事 

故で亡くなっていたのです。主はこの悲しみの家庭に私達を送りました。夜食事をしてからＫさんに「奥 

さんに洗礼式をしても良いですか」と聞きました。Ｋさんは私の事を親分と言って「親分がするなら良い 

よ」と言ってくれました。２５日(月)朝にＫさんにもう一度確認しました。良いですと返事を頂き病院に 



行きました。Ｋさんと東海林さんが見守る中で洗礼式を執り行う事ができました。Ｋさん夫妻に会うため 

だけに主は約６００キロ以上の道のりを導いてくださいました。また東海林さんは体に多くの病があり歩 

くことも大変でしたが親友のＦが呼んでいると飛行機を乗り継いで稚内に奇跡的に来ることが出来ました。 

来年１月に北海道に行く予定をしています。Ｋさんに必ず会いに来ると約束しました。 

３１日(日)１６時半・小樽三留宅家庭礼拝。主の恵みの中に過ごせる事は本当に感謝です。 

主の許しがなければ何もできません。小さな礼拝ですが主の深い臨在の中にあります＾＾ 

６日(土)１３時半・太平チャペルキリスト教会伝道集会。集会には１２名が集いました。 

太平チャペルキリスト教会    松田先生とは初めてお会いします。松田先生は３０代です。 

                若手の牧師が本当に育ってほしいです。集会も恵まれました。 

     松田牧師        何時でも何処でも大胆

に語ります。太平チャ

ペルは長沼にも教会が

あり色々々な方のケア

ーをしています。福音

バプテスト宣教団です。 

７日(日)１０時半札幌藻岩下キリスト教会。今年で３年目になる藻岩下教会は私と同じ年の５９年です。 

札幌藻岩下キリスト教会          ８８歳になる鈴木先生は本当に伝道に心を注いでいます。 

今回は礼拝と午後の伝道集会で奉仕をしました。 

バンドとコラボしました     昨年来た時に一 

緒にバンドをし

たいと言ってい 

たのですが今

回実現出来ま 

した。来年は６０周年また一緒に賛美します。主に感謝ハレルヤです！ 

８日(月)三笠祈り学ぶ会。今年で３７回目を迎えます。私も奉仕をさせて頂き４年目になります。今年は

集会案内が遅くなり人数は少なかったですが、大自然の中で行われる祈り学ぶ会は本当に恵まれます。 

夜の集会では大胆に語りました。９日(火)早天は清水先生がメッセージ。１０時からは石垣先生がメッセ 

三笠教会                祈り学ぶ会       ―ジです。また私達は初めてお会い 

する姉妹ですが初期のころから来

ていて会にまつわる色々なことを

教えてくれました。この交わりも本

当に楽しかったです。 

終わってから三笠から１時間くら

いの栗山に向かいます。 

ＰＭ１９時栗山地の塩キリスト教会伝道集会。開拓して３年目の田近先生とも初めてお会いします。 

三笠でお昼の食事が私の大好きなカレーでした。田近先生と５時から 

食事会があるので泣く泣くお代わりを止めました。主に感謝致します。 

田近先生の所がカレーでした。もちろんお代わりをしました。集会に 

は新しい方もいて２８人が来てくれて北広島の木村先生ご夫妻も駆 

けつけてくれました。主に感謝賛美捧げます。 

１２日(金)江別食事会。この会には牧師先生が中心になって００ざの 

栗山地の塩キリスト教会  方を誘い焼肉伝道しようと計画しました。 

私が昔住んでいたこともある江別で挨拶に行ったこともあるＳさんです。不思議な感じです。 



会話の中で証も出来ました。再会を約束することも出来ました。救われてほしいです。 

５人の牧師がいます。      左から木村牧師・私・石垣牧師・菊池牧師・鈴木兄・竹井牧師です。 

Ｓさんは承諾を得ていないので載せません。 

１３日(土)岩山先生宅家庭集会。岩山先生は、あいの里に住んでいま 

したが、札幌近郊で伝道を開始するために北２９条に引っ越してきま 

した。何と集会には来てほしい方が用事で来ることが出来ませんでし

た。でも不思議なことがありました。靖子先生が買い物をしていた時に目の前を友人が通ります。声をか

岩山先生宅家庭集会          けて夜集会があることを言います。その方が来てくれました。 

     ルーマニア人の音羽さんです。話も盛り上がりルーマニアに行く 

話まで出ました。岩山先生は岩見沢の教会も牧会しています。 

１４日(日)９時・１１時。へセド６１１ブレッシング・オブ・ラ 

イフチャーチ礼拝奉仕。岩山先生が岩見沢で牧会している教会で 

す。９時の礼拝はスタッフ中心です。１０時半からは子供達も一

６１１教会        緒に参加します。６１１教会も毎年呼んでくれます。今年も大胆 

ＩＣＦ教会         に語りました。主の恵みは多く 

の方を癒します。礼拝後の交わ 

りの時、安部先生と一緒にギタ 

ーで賛美します。喜びです！ 

１９日(金)札幌ＩＣＦ教会奉仕。 

昨年に続き奉仕させて頂きま 

した。賛美が満ち溢れ祈りが満

ちてきます。８時１５分にメッセージをします。その後は１１頃まで賛美と祈りが捧げられます。 

これからも益々用いられ祝福されますようにお祈りいたします。     

菊池先生ご家族と      ２１日(日)北広島教会の礼拝に出席。長野から北海道に転勤になった菊 

木村先生        池先生を訪ねました。この日が第一回目の 

メッセージに先生も緊張しています。 

これからの北海道の働き全てが守られます 

ようにお祈りいたします。礼拝後に同じ北 

広島で牧会をしている木村先生を尋ねます。

主に感謝します。先生の教会は年に一度の 

バーベキューでした。飛び込みでしたがしっかりとご馳走になりました。ハレルヤ！ 

釧路鳥取教会            ２３日(火)１０時・釧路鳥取教会集会。三本先生も毎年呼んで 

くれます。釧路に来たら必ず会う友人で００ザの仁さんがいま 

す。肝臓を壊して体調を壊して歩くことも大変でした。でも集 

会にはいつも来てくれました。昨年も来てくれて集会後に一緒 

に牡蠣そばを食べました。美味いな美味いなと言いました。 

２０１３年７月１８日仁さんはイエス様を信じました。妻と賛 

美を捧げ主の深い臨在の中で洗礼式を行いました。 

今年も会うことを楽しみにしていましたが７月８日(金)友人から仁さんが亡くなったと電話がありました。

天国で会えることは解っていますが、やはり別れは寂しいです。三本先生もいつも仁さんに声をかけてい

てくれました。天国で再会を楽しみにしています。夕方５時から釧路刑務所。三本先生の大切な時間を頂

いて今年も３人の方に語る事が出来ました。一人の方は初めてお会いします。皆さん感動してくれました。

刑務所の働きはボランティアです。主が使って下さること本当に感謝致します。 



２４日(水)朝早く釧路から約１５０キロの網走に向かいます。途中の美幌峠が朝日を浴びて綺麗でした。 

兄弟団網走教会             梶原先生ご夫妻        １０時から兄弟団網走

教会で集会です。１

０数名が集います。

メッセージは祈りを

語りました。梶原先

生は私達の為にいつ

も愛を持って迎えて 

下さりお祈りで支えて下さいます。感謝です。 

２５日(木)今日はオフなので妻と観光に行き 

ます。素晴らしい天気の中で小清水・宇登呂・ 

知床・羅臼まで足を延ばしました。 

２６日(金)１３時・網走刑務所集会。１１名が  

参加してくれました。私もイエス様に救われな 

かったら刑務所に入っているか死んでいるか薬物で精神病院に入るしかない人生でした。皆さん感動して

網走刑務所            証を聞いてくれました。帰りにはＳ統括が玄関まで見送ってくれ 

                  ました。一度しかない人生を主にあってやり直してほしいです。 

夜は梶原先生の手料理を美味しく頂きました。 

２７日(土)台風の為北見方面は通行止めになっている所がある 

ので網走から陸別を通り清水町を回り札幌に戻りました。 

２８日(日)１５時・小樽三留宅礼拝。北海道最後の奉仕です。小  

樽の礼拝は稲富先生を入れて４回持つことが出来ました。共に祈 

三留宅礼拝        り賛美できる信仰の友に本当に感謝これからも小樽で礼拝捧げて行きます。 

３０日(火)朝札幌から小樽に向かう途中目の前に虹 

が広がります。主は沢山の虹を見せてくれました。 

新潟にフェリーで向かいますが台風１０号が来て心配。 

でも無事出航出来ました。北海道沖にも大きな虹がか 

かっています。昭枝さんが作ってくれたお弁当を頂き 

夕方６時頃に船酔いになるから早く寝ました。フェリ 

ーは風の音や揺れで凄かったですが主の恵みでしょう 

かゆっくりと朝まで眠ることが出来ました。３１日(水)朝６時に定刻で新潟に着きました。 

今回は台風も多く色々な所で被害が出て

います。私達は福音の種を蒔かなくては

いけません。主が行けと言われる所に行

かなければいけません。ここに私がおり 

ます。主よ、お遣わしください。主が共にいて導いて下さいます。全ての栄光を主に捧げます。 

祈りの課題 

９月１５日～２６日沖縄伝道  ９月３０日～１０月１４日香港  

１０月２１日～１１月２８日アメリカ  １２月３日～２６日九州伝道(１７年目) 

この他にも伝道で出かける準備をしています。小さな者を覚えてお祈り頂ければ幸いです。 

スモールストーン・ミニストリー  
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