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                                    ヨセミテ国立公園 

主の御名を心から賛美いたします。 

スモール・ストーン・ミニストリーのニュースレターが第５０号を迎えることが出来ました。 

２００６年４月に第一号を発送してから１１年になります。写真の取り入れ方もわからず、見よう見まねでの作業

は誤字脱字だらけでした。レターが出来上がって印刷をしたら妻がひと言、「ここ間違っている」と言われます。

「もっと早く言ってよ」と思いますが、どうしようもありません・・・笑    

皆様の大きな励ましとお祈り支えによってここまで来ることが出来ました。これからも１００号を目指して皆様方に

伝道の報告をさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。感謝主！！！ 

左・堀井さん                ３月１７日台湾から帰国した次の１８日(土)に蔵境でアルコール依存症の 

会に呼ばれて講演会をしました。私のホームページやニュースレターを印 

刷してくれているアークヴィレッジの堀井さんの紹介です。「イエスキリスト 

によって誰でもやり直しが出来る人生」に参加してくれた方が証に涙を流 

し聞いてくれました。イエス様の名前で祈る祈りが勝利の人生です。 

３月２９日(水)前日に友人の野澤さんから葬儀を頼むと電話があります。お医者さんから全身にガンが転移して 

野澤さんと        いて何時亡くなってもおかしくないと言われる。私は明日会いに行くと約束します。 

私は浜松町と勘違いしていました。すぐ用意をして浜松まで約２６０キロを５時間かけて 

浜松聖霊病院に行きお祈りをします。帰ってきたら夜１０時を過ぎていました。 

主に感謝致します。その後の検査で転移が何処にも見当たりません。３１日に再度 

浜松に行きお祈りをしました。更なる癒しを主にお祈りしました！ 

名古屋で一泊して４月１日に金沢に向かいます。金沢独立教会の岡田意先生、仰先生と４年ぶりにお会いしま

す。４年前に金沢独立教会で奉仕をさせて頂いた時、意先生がメッセージを聞いて大変喜んでくれました。 

意先生は書を書くので私にも書いてくださいとお願いしました。 

金沢独立教会      意先生はイメージの中で聖霊の文字を頂き書きました。 

表装するのに四年かかり、仰先生から出来上がったと連絡が 

あり金沢に取りに行きました。力強い聖霊の書に感動です。 

２日(日)金沢独立教会の教会学校と礼拝のご奉仕もさせて頂き 

ました。聖霊様の力を頂き大胆に語る事が出来、新しい方も来ら

れて本当に感謝でした。 

夜７時半からは辰口で伝道集会です。この辰口から独立教会が始まり約五十年以上が経ちました。 

集会には新しい方も来て５３名が集います。皆さん、主のなされる大きな恵みに感動されていました。ここでも 



岡田意先生・仰先生夫妻           辰口集会                頂いた聖霊の書を飾りました。 

                                                       ３日(月)夕方まで金沢市内を観光して 

歩きます。兼六園に入ろうとしたら雷雨 

がひどくて諦めました。残念です。夜は 

金宣教師が超教派で行っている賛美 

集会でメッセージをさせて頂きます。集会に韓国から来てい 

た青年がいて、昨年３つの宣教団体が第１回合同集会をした 

時、私がメッセージをさせて頂きました。そこに来ていたので 

す。金沢での再会に感謝しました。９時に終わり金沢から約４ 

金宣教師と        ６０キロある埼玉の我が家には５時間かかり夜中の２時を回っていました。朝起きたら 

家の前の桜が満開に咲いています。今年も見ることが出来て感謝です。 

４月５日(水)～６月５日(月)アメリカ西海岸伝道旅行。 

５日(水)１８時５分で成田からＡＮＡシアトル・タコマに向かいます。８時間かかって午前

１１時に無事到着です。空港には竹内先生が迎えに来てくれました。少し休んでから奉 

リエさん宅集会              竹内先生ご夫妻           仕の開始です。１９時から幸枝さん宅家庭集 

会。初めて来たリエさんが信仰告白をしました。

集会が終わり戻ったら１１時を過ぎてました。 

６日(木)１０時・ブレマートン集会。ここは３年

目になります。子供達が休みなので新しい方

も沢山来てくれました。主に感謝致します。 

 ブレマートン集会                ベルビュー集会         終わってから竹内先生ご夫妻と韓国 

料理を頂きました。美味しかった＾＾                

                                             ７日(金)１０時タコマ日本人国際バプテ 

スト教会にて親の子の会。メッセージ 

をします。人数は少ないですが主に 

感謝です。集会後は一緒に昼食を頂

きました。写真を撮るのを忘れました。集会はとても恵まれました。竹内先生と初めて会ってから２３年になりま 

タコマ集会             す。お互い独身でどっちが先に結婚するか言っていました。 

先生と私は同じ年、奥さんのミサさんは妻と同じ年です。 

                       ８日(土)１０時半・タコマ日本人国際バプテスト教会伝道集会。 

新しい方は来ませんでしたが集会はとても恵まれました。 

９日(日)１０時半・タコマ日本語教会礼拝奉仕。新しい方も来ました。子供

タコマ日本人国際バプテスト教会  タコマ・賛美チーム       達も多いです。礼拝ではみささんが通訳して 

くれました。賛美が満ちて本当に恵まれまし 

た。礼拝後は皆で昼食を頂きます。 

１５時ベルビュー礼拝。新しい方も来てくれま 

す。一人の方が信仰告白しました。ハレルヤ 

         タコマ日本人国際バプテスト教会           ベルビュー礼拝   伝道はチームです。種を 

蒔き、水を注ぎます。 

成長させて下さる方はイ 

エス様です。 

１０日(月)お昼に竹内先 

生とパンケーキの美味し

い所があるので行こうし 



たら、何と教会で昼食会でした。気が付いて良かったです。夜はベルビューで婦人会。 

女性だけですので先生と私はピザを食べに行きます。これが凄く美味しくてペロリと食べてしまいました。 

婦人集会                         時間になったので妻を迎えに行ったらロビーまで響く笑い声、

いったい何を話しているのか心配でした。 

集会は料理もたくさんあり、とても恵まれたと聞きました。 

女子会には、やはり入っていけません＾＾ 

                          １１日(火)ベルビューの洋子さんの所に行き照り焼きチキンを 

洋子さんのお店         頂く。ここは行列が出来るお店です。 

                  １９時・充子さん宅家庭集会。今年も集会が出来て感謝です。 

                      一年ぶりに会う、ケイ君が大きくなっています。可愛いですね！！！ 

                      集会もゆったりとした感じで恵まれました。主に感謝致します。 

充子さん宅            ブレマートン集会        １２日(水)１０時・ブレマートン水曜集 

会。先週に続いて人数は少なかったで 

すが、主の恵みは人数ではありませ  

ん。共に分かち合えることが祝福！ 

                                              夜は７時から亜矢さん宅で集会です。 

亜矢さん宅                           シアトル・タコマの奉仕はこれが最後の集会です。見よ、 

                                  兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであ 

ろう。詩篇１３３篇１節にあるように、クリスチャンの交わ 

りは本当に喜びがあります。私達が結婚２０周年なのを 

覚えてくれて、ケーキを用意してくれました。感動です。 

５日～１２日の滞在で奉仕を１５回用意してくれました。 

１３日(木)１１時竹内先生ご夫妻に送ってもらいシアトル空港に向かいます。途中にハイウエイで私達の５台くら

い前方の車がいきなりクラッシュして３回転をしながら反対車線に飛んで行きました。あまりの事故の凄さに映画

のワンシーンを見ているようでした。１秒でも先にいたら巻き添えになっていたと思います。また後ろの方に居 

たら、直ぐに通行止めになるので飛行機の時間も守られました。事故を起こした方が無

事でありますようにとお祈りしました。シアトルからロスに２時間５０分、無事到着しました。

空港には市川翔先生と恵子さんが迎えに来てくれました。 

１５日(土)１６時・シロアム教会賛美集会。稲富先生が賛美満ち溢れ祝福されるようにと始めています。 

シロアム教会           本当に賛美で恵まれます。メッセージは詩篇６５篇を語ります。この御言葉がず 

うっと頭から離れません。数年ぶりの新曲が出来そうな予感がします。 

１６日(日)１１時・レイクエルシノアにてシロアム教会とパロマ教会イースター記念

合同礼拝。レイク・エルシノア・シロアム温泉。礼拝では洗礼者が６名与えられまし 

た。私も一緒に介添えをさせて頂き、命が与えられる証人となれることを本当に感謝しました。 

稲富先生、洗礼者６名と。      ツネさん    プールの水もこの日の為に新しく入れ替えてくれま 

した。ハレルヤ。洗礼を受けた方々の歩みが更に 

祝福されますように心からお祈り致します。 

宿泊は今回もツネさんの所です。感謝。 

１９日(水) 石飛先生とハンティントンビーチで 

石飛先生と                              ランチをご馳走になりました。                                   

                                      先生とは今回初めてお会いします。ご両親が留守

なので昨日から宿泊させて頂いています。 

夜６時マオ先生・セッちゃんの小茶の間です。実は 

昨日、妻にカレーライスが食べたいと言いました。妻は教会ではカレーを出し 



小茶の間                 セッちゃんと          てくれる所があるから我慢しなさいと言われました。 

小茶の間でカレーが出てきて感動します。 

あまりの美しさにお代わりをしてしましました。 

集会は初めて会う方が半分以上でノンクリスチャン 

が１０名です。大胆に語りました。 

                          ２０日(木)ランチをセッちゃんがご馳走してくれました。ポキ丼といって海鮮丼。 

自分で好きな物を選んで行きます。ハワイで流行っていると聞きました。 

１９時・ライズ教会集会。色々なＰＲで来た方々が多いです。中にはクリスチャンの集会と知らなくて来たご夫妻 

ライズ教会         は一番前に座っていて逃げられませんでした。約４０名が集います。 

ライズ教会はまだ始まってから新しい教会です。更に用いられますよう 

に心から祝福をお祈りいたします。 

２１日(金)１０時半・丸本さん宅。今年も声をかけてくれました。 

昨年お会い出来なかった方が３人来てくれました。 

主の証に皆さん感動してくれました。主に栄光です。 

丸本さん宅                        リンダ先生宅        夜７時から河原先生のグループ・リ 

ンダ先生(台湾)宅で集会。  

リンダ先生は日本語も堪能です。 

主の恵みの中に国は違っても共 

に礼拝出来ることを本当に感謝致します。主の証に感動してくれました。 

クロスウエイ教会  ２３日(日)１０時半・クロスウエイ教会。アンデイ先生が迎えに来てくれま 

す。初めて行く教会です。主任牧師の仁先生が日本に帰っているのでお会 

いすることが出来ませんでしたが、奥様の則子さんは１７年前にロスでお会 

いしていました。礼拝は私がとても恵まれました。礼拝後の昼食会で妻が 

証をしました。皆さんとても喜んでくれました。主に感謝致します。 

２４日(月)１０時・アコ・キムさん宅集会。昨年に続き呼んでいただきました。新しい方が３人来てくれました。 

アコ・キムさん宅              皆さん主の証に喜んでくれました。料理もいっぱいで感謝でした。 

２７日(木)１１時・ＪＡＣＣあけみさん宅集会。ロスに引っ越しするので、こ 

の所では最後の集会になります。次回は何処になるのか楽しみです。 

新しい所でも祝福がありますようにお祈りいたします。 

２８日(金)１９時・翔先生宅第一回目集会。翔先生と恵子ちゃんがカマリロに引っ越しをしてから初めての集会。 

あけみさん宅               翔先生宅          １０人が集います。御言葉の分かち合いに感謝し 

ました。新しい家が更に用いられ祝福されますよ 

うに心からお祈りいたします。私達もホームステ 

イさせて頂いています。感謝です。 

                                       ３０日(日)９時・フェイス教会、平田ベッキー先生

ベッキー先生                          の通訳で妻が証をしました。皆さん感動してくれました。 

                                       １１時・ウエストＬＡ教会礼拝奉仕。 

末期ガンの方が不思議なようにアメリカに戻ることが出 

来、礼拝に参加してくれました。主に癒しをお祈りしまし 

た。朝から続く各教会と夜の家庭集会はベッキー先生が 

重田さん宅集会             稲富先生宅            牧会しています。                 

                                               １８時半・重田さん宅集会。昨年は集

会後に大きな事故がありましたが今

回は守られ大丈夫でした。 



集会には、ご主人も参加して感謝でした。宿泊させて頂きました。 

５月１日(月)稲富先生宅で夕食を頂きました。  ２日(火)パーム・スプリングスに稲富先生とヒロキ君の４人で行

パーム・スプリングス      シロアム教会祈祷会      きました。素晴らしい景色に感動です！ 

３日(水)夜シロアム教会バイブルクラス。この奉仕 

は急遽決まり、祈りを語りました。感謝 

６日(土)１７時・サルドバック教会・月一度の日英合 

同集会ですが沢山の方が来てくれました。 

ミヤさん・サルドバック教会の賛美チーム この集会はミヤさんが紹介してくれて、ミヤさんが通訳をしてくれまし 

た。賛美が凄かったです＾＾ 

７日(日)９時半・オレンジ郡ホーリネス教会礼拝奉仕。 

榊原先生とは日本でジェリコの時にお会いしていました。 

午後は妻が、２階の集会場で証をします。感謝です。 

８日(月)ラスベガスの尚子さんが末期がんで戦っています。お会いすることが出来お祈りしました。来年は一緒 

ホーリネス教会                 右から２番目尚子さん。     にラスベガスを案内してくれると言い 

ました。主の大いなる祝福と癒しを信 

じます。アーメン！！！ 

９日(火)ラスベガスからロスに戻りサ 

ルドバック教会に行きます。ミヤさん 

ダニー牧師と       サンタバーバラ、べサニー教会   の紹介でダニー牧師と会います。ダニーは終身刑を 

受けていましたが主の奇跡の中で助け出され今 

はサルドバック教会の牧師として頑張っています。 

３２年間刑務所に入っていました。ダニーの証はホー 

ムページで紹介します。 

１２日(金)サンタバーバラ・べサニー教会。 

日米合同教会     アナハイム教会                        この教会は２３年前に来たことがあります。 

                                          沢山の方が来て感動で涙を流す方もいま 

す。２３年経っても主の証は変わることが 

ありません感謝です。アーメン 

１３日(土)１０時・ロス日米合同教会. 

昨年に続きお年寄りの会でメッセージをしま 

ヴェンチャー教会  す。その前に皆で太極拳で体操です。体固い＾＾ 

             １５時・アナハイム教会バイリンガル。今回は英語部の方も聞きたいとの

ことで通訳を入れてしました。沢山の方が来てくれて本当に感謝でした。

今日は妻の誕生日でしたので、ケーキを用意してくれました。こんな大

きなケーキは初めてです。妻に変わって私の目に涙でした。 

夜６時からは恵子ちゃんと３人で妻の誕生日をお祝いしました。 

ヴェンチャー・チャーチ               １４日(日)１１時・ゴスペルヴェンチャーインターナショナルチャーチ 

礼拝奉仕。前原先生は手術をしたばかりで痛みがありましたが、 

昨年よりお元気になっていてよかったです。昼食後に妻が証をし  

ました。集会後に一人の女性が近寄ってきます。私の事を覚え 

ていますか。どこかでお会いしたような感じですが分かりません。彼女は言いました。「２３年前、一緒にバラバの

メンバーとワゴン車で伝道しました。」何と１８歳だった幸子ちゃんです。本当に嬉しかったです。 

１５日(月)～１７日(水)ヨセミテ国立公園に２泊３日で翔先生夫妻・久家さん夫妻の６人で行きます。ロスから約６

時間。着いた日は雨が降っていて遅くなったので何処にも行きません。次の日は雨も上がっていて良い天気。 



早めに出て色々なスポットを回りま 

す。素晴らしい自然に驚くばかりです。 

帰る日は一番の見所のグレイシャー 

ポイントが着いた日から通行止めに 

なっていました。この日も諦めて帰ろう

としたら１２時から開くと聞いたので、また戻りゲートの前に陣取ります。妻たちが

トイレに入った途端１１時５０分にゲートが開きます。トイレに向かって「ゲートが開

いた」と言ったら妻たちが慌てて出てきました・・・笑 両サイドにはまだ雪が残って

います。グレイシャーポイントは圧巻でした。神の創造の世界に何て人間は小さい 

のだろうか。実はこのゲートが開いたのも奇跡でした。アメリカのメモリアルデーにゲートが開くのです。私達が

帰った後にゲートが閉じられたと聞きました。主のプレゼントですね！ 

マミさん宅        １８日(木)１０時・マミさん宅集会。カマリロから３時間です。朝７時に翔先 

生が送ってくれます。サルドバック教会のスモールグループです。ここに 

も新しい方が来てくれました。福音を初めて聞く方もいます。主の証に皆 

さん感動してくれました。主に栄光です。 

集会後に恵子ちゃんのお母さんの所に戻ります。ハレルヤずっと響いて

第１回賛美集会                            いた曲が完成しました。ヨセミテ公園を見てイメー 

         ジが出来たのです。その名も「神の川」詩篇６５篇９ 

節からです。是非聞いてみてください。２０時・アン 

カー教会にて第１回超教派賛美集会。前田さんが 

ロスを賛美で満たしたいと思い初めての試みです。

多くの方が集まり、私も新曲を歌い、メッセージは主が開いた門は誰も閉じることが出来ません大胆に語ります。 

デニス・ショウコさんと幸子さん親子嬉しいことがまたあります。幸子ちゃんが息子を連れて来てくれた。それと同じく

２３年前にバラバでロスに来た時一緒に伝道してホームステイ先のショウコさ

んとデニスさんが集会に来てくれました。感動の再会に心から主に感謝です。 

１９日(金)１０時半・テメキュラブレッドオブライフ。昨年来た時、初めて教会に

来た、ヨウコさんがイエス様を信じ、１ヵ月後に洗礼を受けました。今日がヨウコさんはテメキュラでの最後の礼拝

テメキュラブレッドオブライフ                    にお会いできることを本当に感謝致します。ヨウコさ 

んはフロリダに転勤します。主のお守りが豊かにあ 

りますようにお祈りします。 

２０日(土)１０時・リバーサイド礼拝。昨日のテメキュ 

ラからも来ています。言われました。「昨日と違うメ 

 メキシコ料理で              ッセージをお願いします。もちろん違うメッセージを語らせて頂きました。 

本当に元気の良い先輩たちです。夕食は寺島先生と金成さんがメキシ 

コ料理をご馳走してくれました。ここのスタッフの方がサービスが凄くて大

丈夫かなと思いました、先生たちも何度か来ているけどこんなサービス

は初めてと言います。帰りにはこの店の帽子までプレゼントしてくれて、 

プレゼントされた帽子              マネージャーまで挨拶に来てくれました。夕食後に外に出たらこれまた

雲がなくサンセットが素晴らしかったです。あまりに色々なことがあり皆が口を揃え

て不思議です。奇跡です。主のなさることは時にかなって美しいです。 

２１日(日)１１時・ローリングヒルズ・カバナント教会。寺島先生は昨年お会いしてい 

ます。初めての人や、秋田の知人から紹介されて来た方もいて感謝でした。 

夜は恵子さんのお母さんがステーキを食べに連れて行ってくれました。 

２３日(火) １０時・鯨岡さん宅集会。証を聞いた方が多いのでメッセージをしました。皆さん喜んでくれました。 



カバナント教会 ステーキです。          集会後の食事も美味しく頂きました。 

                            夜は７時からトシさん宅集会。昨年に続き２回目です。恵 

子ちゃんが通訳をし、証メッセージに涙を流す方もいまし 

た。この集会もロスに来てから決まりました。渡辺先生が 

英語部。翔先生が日本語部で牧会している教会のメンバ

鯨岡さん宅集会                   トシさん宅集会       ーの方々です。 

２４日(水)１０時・ウエストコビナ教会 

井下先生。朝は渋滞するので恵子ち 

ゃんの運転でカマリロを朝７時に出ま 

す。早く出たのが渋滞に巻き込まれな

くて１時間半で着きます。時間があるのでアメリカンのレストランで朝食を頂きます。何と朝からステーキもありま

す。これが普通だそうです。それにしても量が多くてビックリです。 

ウエストコビナ教会        集会も祝福されました。ロスでの奉仕はこの集会で終わりです。 

ロスで蒔かれた種が豊かに実りますように心からお祈り致します。 

今回も多くの所からリピートがありました。師匠のアーサー先生が 

よく言っていました。一回は呼ばれるが伝道者はリピートがあって 

こそ本物だと。自分を語る者ではなく、福音を語る者でありたいで 

す。また来年も奉仕依頼がありました。本当に感謝です。 

小さな者を使って下さる主に栄光をお捧げ致します。 

２５日(木)翔先生宅を後にして恵子ちゃんが空港まで送ってくれます。途中ショウコさんと会って一緒に

翔先生ご夫妻と   恵子ちゃん・ショウコさん 朝食を頂きました。感謝です。 

ロス発サンフランシスコ行きユナイテッド航空で行く 

のですが、何と２時間遅れで出発します。サンフランシ 

スコには小川さんが迎えに来てくれます。手荷物を待っ

ていたらギターが出てきません。何と次の便で来ることになりました。邪魔が入る分、祝福が大きいの 

小川さん     ですね。夕食は小川さんが韓国料理をご馳走してくれました。 

２年ぶりのサンフランシスコは栗山先生が声をかけてくれました。翔先生や小川さ 

んも紹介してくれて他の教会も開かれました。 

         ２６日(金)１８時・サンノゼ・ウエスレー合同メソジスト教会。伝道集会には沢山の 

方が来てくれました。洗礼を受ける約束をした方もいて主を褒め称えます。驚いた

事がありました。山本先生ご夫妻は私達の知り合いを知っていたり、妻の同級生とは同じ職場で働いた 

ウエスレー合同教会      メンロ・チャーチ 事等、話に花が咲きました。 

。                                              集会後に山本さん宅にホームステ 

イさせて頂きます。山本さんは日 

本に行っていたのですが、私達が 

来ることを聞いて自分の家を提供 

するためにアメリカに戻ってくれ

ました。大きな愛に感謝致します。 

２７日(土)１０時・メンロチャーチ・バイブル１０１。この集会はだれでも参加出来てもちろんノンクリ

ペニンスラ・ホープ・チャーチ      スチャンでも大丈夫です。１５名が集い、ここでも洗礼の 

                     約束をしてくれる方がありました。感謝主 

                    ２８日(日)１０時・ペニンスラ・ホープ・チャーチ 

                     榊原先生が牧会していましたが、ロスに移動になったの 

で今は無牧です。礼拝には９年前にプリンストンに行った



時、栗栖先生と一緒に訪問した糸井さんが出席していて再会に感謝しました。礼拝も主の勝利です！ 

小川さん ２９日(月)朝に山本さん宅に雅子さんが訪ねてくれました。サンノゼからサン 

フランシスコには小川さんと山本さんが送ってくれました。サンフランシスコ

に着いたら寒くてビックリです。パーカー等、持ってきてよかったです。 

３１日(水)１１時・フェアーフィールド５５周年特別集会。約１時間半かかる

ので朝８時半に出発します。ここは初めて来ます。記念すべき特別集会でメッ 

左・雅子さん・山本さん  セージをさせて頂き感謝でした。また沢山の方が来てくれました。 

フェアーフィールド集会         19 街日系人バプテスト教会  これからも更に祝福された年

月を送ることが出来ますよう

にお祈り致します。 

                                 夜７時・１９街日系人バプテ

スト教会・祈祷会メッセージ 

栗山先生が愛を持ってメッセージの時間を譲ってくれました。感謝致します。 

マックファミリー       ６月１日(木)小樽で宣教師をしていたウンジカー先生の長女マリサと 

会い食事をします。ご主人のマックとナミちゃんも一緒です。本当に 

短い時間でしたが会えて良かったです。 

夜７時・イーストベイ教会。ここも２３年前に来たことがあります。 

イーストベイ教会      宮本さん宅集会         中浜先生は、１８年前に来た 

時、その集会で救われて、今、 

牧師をしています。集会も自 

由に語る事が出来感謝でした。 

２日(金)１８時・宮本さん宅家 

庭集会。教会の集会も恵まれ

ますが、家庭集会は近くに感じるのか、楽しく出来るのが良いですね。 

マリーナ礼拝          ３日(土)１１時・マリーナ特別集会。サンフランシスコから約２００

栗山先生ご夫妻      キロで２時間。ここは２年前にも来 

ました。月１回の礼拝ですが、いつ 

もの倍の人数が集まりました。初め 

ての方も来て本当に感謝です。 

大胆に福音を語る事が出来ました。 

４日(日) １１時・１９街日系人バプテスト教会。ペンテコステ記念礼拝。私は２７年前の６月３日、ペンテコステに

春子さん・栗山先生と  洗礼を受けました。今は牧師・伝道者として主の福音を語る事が出来本当に感謝。 

 今回の２ヶ月のアメリカ伝道はこの礼拝が最後。主から力を頂き大胆に語りました。 

５日(月)春子さん宅を後にして栗山先生ご夫妻に空港まで送って頂きました。 

今回のアメリカは懐かしい方と再会が多く、また救われる方も起され本当に恵み 

の時でした。来年も奉仕が決まり、他の州も入ってきました。主に栄光です。 

奉仕予定  ６月１６日(金)～２０日(火)ベトナム  ２１日(水)～７月４日(火)台湾刑務所伝道 

７月５日(水)～１８日・九州伝道  ２０日(木)～８月３日(木)秋田  ４日(金)～９月５日(火)北海道 

全てが守られ必要が満たされますように、お祈りお願いいたします。栄光在主 
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