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主の御名を賛美いたします。日々の伝道が守られ、導かれ多くの所で実を結んでいることを感謝致します。 
種を蒔かなければ実がなりません。２０１８年、蒔かれた種が実り、刈り取られるようにと願います。 
９月１７日(日)愛知県尾張旭にあるイエスキリスト・ロックチャーチにて伝道礼拝です。 
イエス・キリストロックチャーチ       鈴木先生ご家族と       約１００名が集い、ノンクリス 

チャンの方も沢山来てくれま 
した。賛美が満ち溢れる中、 
主の臨在に涙が出てきました。 
大胆に語る証に皆さん感動し 
てくれました。礼拝後の食事会 
も凄いもてなしです。午後から

は妻が証をし、私も２曲賛美させていただきました。集会最後のゴスペル久ワイヤーの賛美は本当に凄かった

です。私が撮影した動画が１２月３１日現在で４３５４回になりました。教会は鈴木和憲先生と竜生先生で献

身しています。更に祝福され用いられますように心からお祈り致します。ハレルヤ！！！ 
１９日(火)～３０日(土)秋田伝道に出かけます。いつもは車で秋田に向かいますが、今回は飛行機でいきます。 

秋田まで１時間。こんなに楽なんですね＾＾ 空港には秋田キリスト教会の中野渡

先生ご夫妻が迎えに来てくれました。真っ直ぐ教会に行くと思ったら、空港近くの

ダリア園に寄ります。園に着いた途端大雨。少し待ってから園内を歩きます。世界

中のダリアが咲いています。花の美しさに心癒され寄って頂いて良かったです。 
２０日(水)ＰＭ７時・秋田キリスト教会水曜祈祷会。メッセージをします。祈祷会にも２０人以上が参加します。 
花の写真を撮る中野渡先生。    水曜祈祷会で          前回は７月末のキャンプに来ている 

ので、約２ヶ月半ぶりです。 
今年に入ってからは３回目です。 
いつも変わらぬ愛を持って迎えてく 
れます。そして毎日私達の為にお祈

りしてくれます。出会いを与えて下さった主に心から感謝致します。今回の秋田の奉仕は、大館市の村岡先生

が隣町の鹿角地区に開拓したいとお祈りしている所です。この地区は昔、中田重治先生が巡回伝道してリバイ



バルが起きた所でもあります。約３万人の方が住んでいますが、今は教会も無くなりました。もう一度ここに

主の教会が建ち上がる事をお祈り致します。 
２１日(木)１４時半・十和田高校２７０名。薬物乱用防止講演会。学生たちが始まる前と後では顔が変わります。 
十和田高校              石川校長       皆真剣に聞いていて涙を流す子供もいます。

今の時代は本当に生きることが難しいので

しょうか、自ら命を絶ってしまう子が本当

に多いです。だからこそ私は麻薬撲滅と自

殺防止を必ず訴え、子供達が希望を持って

歩めるように更に主の光を伝えたいです。 
２２日(金)朝６時。大館市倫理法人会。１９名の方が集ってくれました。来ていた方の中には劇団の方もいて、 
大館倫理法人会              リバイバル祈祷会        今日のお話は一回ではもっ 

たいない、もっと多くの方 
に聞いてほしいと言いまし 
た。主の証は多くの方の心 
に感動を与えます。 

夜９時・緑の牧場教会大館チャペル・リバイバル祈祷会。主の恵みを語らせていただきます。必ずリバイバル

が来ることを信じます。祈り会が終わったら１０時半を過ぎていました。主に栄光です。 
２３日(土)１４時・緑の牧場教会・伝道集会。「生きるって」と題して集会が始まります。 
約６０名が集い、ノンクリスチャンは４０名位です。生きるって。の後に皆さんは何を考えま 
すか。生きるって大変。生きるって難しい。生きるって辛い。生きるって楽しい。色々な考え 
があります。私は生きるって出来なかった。麻薬におぼれてしまい、三度の自殺未遂。 
でもイエス様に救われ癒され、今は生きるって素晴らしいと言えるようになりました。 
２４日(日)１０時半緑の牧場教会礼拝奉仕。青森から秋田キリスト教会の浅野先生の長女が友人

妻とエリカちゃん初めてのサヤちゃん   礼拝です。          を連れて礼拝に参加してくれまし 
た。生まれて初めての礼拝に感 
動してくれました。 

                                   午後１５時鹿角市伝道集会。 
                                   鹿角市コモッセ研修室にて第一 

回目の伝道集会が始まります。 
研修室のドアーは開けっ放しにして誰でも入れるようにしました。会館に来た方も何をやっているの？そんな

ルデイさん。     感じで入ってくる方もいて５５名が集います。ノンクリスチャンは約２０名です。 
村岡先生の賛美リードで心を開きます。そしてルデイさんの賛美が会場いっぱいに広 

鹿角市コモッセ集会          がり皆さん大感動です。 
妻と一緒に証をしました。 
次回は結婚後を語ります 
と約束して集会を無事に 
終えることが出来ました。 
これから２回、３回と鹿

角に福音の種が蒔かれますように。救われる魂が起こされますように心からお祈りします。 
２５日(月)１３時半～１５時・保護司会主催講演会。約８０名が集います。主の証に皆さん感動して涙を流して

聞いてくださいました。終わった後も本当に良かったと言ってくれたり、立派な先生が来て話すより感動した

と言ってくれる方もいました・・・笑   主催者の方も人数制限をしたことを悔やんでいました。 



保護司会講演会      岩川宅        終わってからは青森県五所川原に住んでいる岩川宅に行 
きます。もう２０年のお付き合いです。秋田に行った時は 
青森まで足を延ばして礼拝をしたり、お祈りをします。 
夜は男子と女子にわかれて食事会。私はご主人の元昭さん 
と。妻はタカちゃん、ミホちゃんと食事会です。 
２６日(火)秋田刑務所所長を午後一で訪問するので朝９時 
に岩川宅に寄ってお祈りして秋田に向かいます。 

                          ３時間半かかりましたが秋田に到着。村岡先生が秋田刑務所の教誨師をしている

五十嵐所長と         佐野会長と        関係で秋田刑務所の五十嵐所長に連絡し訪問す 
ることが出来たのです。快く迎えて下さり楽し 
いひと時を過ごす事が出来ました。感謝です。 
２７日(水)佐野会長に村岡先生と訪問します。 
佐野会長は秋田で老舗の薬局を経営しています。 
素晴らしいネットワークを持っていて秋田のプ 
ロバスケットチームの会長もしています。 

緑の牧場キリスト教会村岡先生ご夫妻     秋田キリスト教会のメンバー   今回の秋田の奉仕は大館市で 
牧会している村岡先生が鹿角 
に開拓を祈り声をかけてくれ 
ました。また各方面に連絡を入 
れて普段お会いできないよう 
な方々を紹介してくれました。 

２０１８年１月２０日に秋田県ＰＴＡ会議で講師を務めることが決定しました。 
２９日(金)１９時・秋田キリスト教会金曜祈祷会。秋田最後の奉仕です。いつも助けて下さいます。感謝です。 
堀井先生ご夫妻と。    １０月１日(日)１０時半・グレイス・ハウス礼拝奉仕。堀井先生は私と同じ年です。 

６０名以上の方が礼拝に来てくださいました。また弟の卓さんは私達のホームペ 
ージを管理してくださり、ニュースレター印刷もしてくれています。陰でいつも 
支えて頂いています。13 時半からの集会は妻が証をしました。皆さん感動してく 
れました。教会が更に祝福されますように心からお祈り致します。 
４日(水)小樽へ行きます。アメリカのタコマで牧師をしている竹内先生が日本に来 
るので小樽に来て頂きました。竹内先生も私と同じ年です。集会は行き違いがあ 

竹内先生と                バスケの子供たちに      り、一人の参加でしたが、先 
生は力強く語ってくれまし 
た。来年も是非来て頂きます。 
竹内先生お待ちしていま 
す！！！ 

                                                      ７日(土)日本人学校で９時２ 
ローエルトン先生ご夫妻と      ０分バスケチーム２５名の子供たちに麻薬の怖さや証をしました。麻

薬の問題は香港でも大きな問題になっています。皆、真剣に聞いてく

れました。子供達が守られますようにお祈りします。 
８日(日)朗屏ロンウ１０時半・基督教社区教会元朗堂礼拝奉仕。 
ローエルトン先生ご夫妻は日本人の為にいつもお祈りしています。 
約４０人が集いました。大胆に語りました。主に感謝致します。 



９日(月)夜７時・子羊幼稚園にてＪＣＣ祈祷会。日本の為の祈り会です。皆さん日本の為に祈りを捧げています。 
ＪＣＣ祈祷会                         ＣＯＲ祈祷会    皆さんが捧げる祈りに大きな 

愛を感じました。感謝です。 
                                                        １０日(火)１８時半・平山先生 

宅集会。奥様のカクコさんは 
日本に帰国しているのでカレ 
ーはありません。少ない人数 
でしたが感謝でした。 

１１日(水)２０時・チャーチオンザロックＣＯＲ祈祷会。いつも愛を持って迎えてくれます。香港に来ると必ず

奉仕をさせて下さいます。私達の伝道の働きも支えてくれています。神の家族は本当に最高です。感謝です。 
女子刑務所        １２日(木)女子刑務所にＫさんを訪問します。Ｋさんとも長いお付き合いになり 

ました。別れ際に一緒にお祈りをしました。後数年で出所しますが日本での生活 
が守られますように陰ながら応援して行きたいと願っています。 
１３日(金)１３時・子羊幼稚園訪問します。子供たちの賛美に心癒されます。 

子羊幼稚園で交わり。        中国基督教播道会望福堂        夜は７時半から中国基督教播 
道会望福堂で奉仕です。 
約１００名が集います。若い 
方がとても多くて活気に溢 
れています。主の証は国を越 
えて感動してくれて涙を流

す方もいました。香港の教会も開かれています。主に感謝栄光お捧げ致します。 
子羊礼拝        １４日(土)１０時・子羊礼拝には約２０人が集いました。皆さん真剣に聞 

いてくれました。園長の富田さんご夫妻は本当に伝道熱心です。 
これからも園が守られ祝福されますように心からお祈り致します。 
１５日(日)台風２０号の為チャーチオンザック礼拝中止です。ミヤちゃん 
コニーさんと一緒に飲茶をしました。佐野さんに空港まで送って頂き日本 

富田さんご夫妻          ミヤちゃんとコニーさん        に戻ります。台風の中でした 
が無事に出発出来守られて感 
謝でした。香港伝道も本当に 
祝福されています。 
ハレルヤ・主に栄光です。 
１８日(水)愛知県豊田市の山

佐野さんと             奥にあるオアシス祈祷院へ智子先生が体調を崩しているので会いに行 
きます。私達の大事なお姉さんです。またこの山は私達にとって霊的 
な山です。智子先生を見舞って話をしている時に雨が降っているので 
すが光が差して智子先生のベランダを照らします。山が光を帯びて雨 
がキラキラと輝きました。美しい光景に主に感謝をお捧げしました。 
２１日(土)アルコール依存症の会。３時から三鷹市野崎にある森の食堂

で集会です。何と私達はすぐ近くに５年間住んでいたので懐かしかったです。この会は今回で２回目、約２０

名が集います。ある依存症の会に行った時のことです。私が薬物から解放され、生きる喜びを語りました。そ

の中の一人の方が、カウンセリングを受け薬を飲んで一生治らないと言われている。でも今日初めて完治した

人を見ました。希望が持てますと。言ってくれました。主にあってはどんな方も解放されます。今回もどんな



ことも諦めないで下さいと大胆に語りました。主の名前で祈ることが出来るのは本当に感謝です。 
依存症の会の方々と。      ご家族の方が大変な戦いの中にあります。守られ癒されますように心から 

野澤さんご夫妻          お祈り致します。 
                                  ２４日(火)野澤さんご夫妻が我が家 

に来てくれました。本当は日曜日に 
来る予定でした、台風が凄くて中止 
にしました。火曜日ですが一緒に礼 
拝が出来て感謝です。野澤さんは癌

と戦っています。新しい年は新潟で再出発です。更に癒されますようにお祈りします。 
戸塚先生と           西郷先生ご家族    ２５日(水)宮古島聖ヤコブ教会の戸塚先生が我が家 

に訪ねてくれました。３年ぶりの再会です。短い交 
わりでしたが、先生が覚えてくれて会いに来てくれ 
たことは本当に嬉しかったです。一緒にお祈り出来 
て感謝でした。 
１０月２７日(金)～１１月２１日(火)アメリカ伝道 
に出かけました。今年２回目のアメリカです。 

２７日(金)成田をアメリカン航空１０時半出発。ダラス経由でワシントンＤＣへ１７時間かかりました。空港に 
ポトマック礼拝              は西郷先生ご夫妻と、しのぶちゃんが迎えに来てくれました。 

夜は西郷先生６９才の誕生日を一緒にお祝い。 
２９日(日)１０時半ポトマック礼拝。初めての方やカリフォルニ 
アで牧会している藤井先生がニューヨークに行く途中に寄って 
くれました。礼拝も大胆に語ります。その後はバージニアで礼 
拝奉仕です。ここにも初めての方や、ノースカロライナから伝 

バージニア礼拝          道師の順子さんが来ていて、この出会いにも主に感謝致します。 
ジャイラカフェ            また来ていた方の病の癒し 

の為にもお祈りしました。 
                                     ３１日(火)夜７時半からジャ 

イラカフェで集会。オーナ 
は韓国人の方です。 
店内のコーナーで証と賛美 

を一般の方々の前で大胆に語りました。今回初めての試みですが皆さん感動してくれました。 
ジャイラカフェにて           １１月１日(水)ポトマック英語教室の方に証をします。 
                     一年ぶりでも初めて会う方が沢山います。皆さん主の証に感動して 

くれました。イエス様と出会ってほしいです。 
夜７時半ニューカペナントフェローシップチャーチ水曜特別祈祷会。 

約７０名が参加してくれました。韓国の金先生が牧会しています。 
主の証に多くの方が感動して涙を流していました。主に栄光です。 

ポトマック英語教室     ニューカペナントフェローシップチャーチ 西郷先生・金先生と 
 

 
     

 



２日(木)ワシントンＤＣからロスに移動します。直行便で５時間４０分時差３時間。アメリカは広いです。 
市川祥先生と恵子ちゃん       ツネさんと      祥先生と恵子ちゃんが迎えに来てくれました。 

ホームステイはいつもお世話になっている寿司 
職人のツネさん宅です。良い笑顔です＾＾ 

                                                        ５日(日)１０時半サンデイエゴ・パロマ教会礼拝 
奉仕・稲富先生が牧会しています。 
今日からアメリカ時間が冬時間になり１時間遅 

くなります。礼拝には新しい方も来て感謝でした。稲富先生は伝道に燃えています。若い魂が救われています。

パロマチャーチ               メッセージも大胆に語りました。主に栄光です。 
                      礼拝後ロスにある、ゴスペル・シロアム教会に移動して、３ 

時から礼拝です。賛美が満ちています。いつも思うのですが、 
ゴスペル・シロアム教会には賛美奉仕者や通訳者がとても多 
いのです。主の恵みです。新しい方もきています。メッセー 
ジは勿論大胆に語ります。あなたの若い日に、あなたの造り 

シロアム教会                主を覚えよ。悪しき日がきたり、年が寄って、「わたしにはな

ウエストコビナ井下先生んの楽しみもない」と言うようにならな 
               い前に。  伝道の書 12:1。 

シロアム教会では１１月１９日(日)パロ 
マ教会と合同で洗礼式がありました。 
主の大いなる御業を褒め称えます。 
１２日(日)９時ウエスト・コビナ教会礼 
拝奉仕。２回目です。前回は平日でした 
ので来られない方もいましたが、今回初

ウエストコビナ教会             めてお会い出来た方もいて感謝でした。２部は１０時半から 
                       ラスベガス集会           始まり妻が証をしま 

した。皆さんとても 
喜んでくれました。 

               １７日(金)稲富先生が 
ラスベガスに開拓し 
ていて一緒に行きま 

す。ロスから６時間かかります。ミッションハウスにて集会。皆さん初めての方ばかりです。主の証に感動し

サンライズ教会        てくれました。一日も早く教会が建ち上がりますようにお祈りします。 
１９日(日)１０時半サンライズ教会礼拝奉仕。今回アメリカ最後の集会

です。通訳は岩田春子先生がしてくれました。２回目の訪問になりま

す。集会も主の恵みの中で過ごす事が出来ました。２時半ころまで交

わりをしてツネさん宅に戻りました。アメリカ伝道が不思議と開かれ

ています。更に主に従い歩みます。またステイ先に訪ねてくれた、ミ 
ミヤさんと             ミツルさんと     ヤさん、ミツルさんにも本当に感謝です。 
                             ２０日(月)日本に帰国。祥先生と恵子ちゃんが 

空港に送ってくれました。何とツネさんも同 
じ飛行機で日本に帰国２１日着。この偶然も 
主に感謝致します！！！ 



２２日(水)尾久にあるリュウ先生の教会２３日に行われるジャパンミッションの祈り会に参加します。 
ジャパンミッション祈り会         ジャパンミッション             中国・香港・台 

湾・アメリカか 
ら集います。 

                                           時差の中でし 
たが主が与え 
て下さる恵み 
に感謝！ 

２３日(木)１４時・１８時と２回のメッセージの時が与えられました。２年に一度開催されていましたが、東北 
震災から中止していました。６年ぶりの再開です。数百人が集い救われる魂もあり主を心から褒め称えました。 
三者合同研修会             ２７日(月)札幌にて浄土宗北海道の教誨師・保護司・民生委員の三 

者合同研修会にてメッセージをしました。１８人のお坊さんが集 
います。会の始まりはお経から入り、私は主の祈りを唱えました。 
今回の依頼は函館の斉藤先生が紹介してくれました。私のプロフ 
ィールを見て是非お話を聞きたいとのことでした。勿論大胆にイ 
エス様を語りました。さて私は何処にいるでしょうか。全然違和 
感がありません。この出会いも主に感謝致します。 

２８日(火)１８時から小樽マリンホールで礼拝奉仕します。賛美の中で涙が溢れてきます。癌の病と闘っている

小樽マリンホールにて        森塚さんも歌志内から来てくれました。皆で癒しの為に主にお祈りし 
ます。小さな集まりですが主の臨在が本当に深いです。来年も更に共 
に祈りあいたいと思います。主に感謝です。 
１２月１日(金)埼玉から九州に向かいます。途中に名古屋に寄って３日 
の礼拝はゲリーの教会に３年ぶりに参加します。変わらない愛を持っ

ゲリー＆キャロル牧師   ジョイさん宅        て迎えてくれるゲリー牧師とは２２年のお付き合 
い               になりました。礼拝後に神戸に一泊。下関に一泊し  

て九州に５日入りました。 
５日(火)佐賀県伊万里市にあるジョイ岩永さん宅バ

イブルスタディでメッセージをします。昨年に続き

２回目です。８人中４人の方がノンクリスチャンで

す。共に交わり最後は皆さんの祝福をお祈りしまし 
た。夜はジョイさんが食事をもてなしてくれました。写真はお預けです。 
６日(水)ジョイさん宅を出て佐世保刑務所に面会に行きます。今は厳しくて面会が断られることもあります。 
私は佐世保刑務所で２回クリスマス集会をしていたこともあり、看守の方が覚えてくれて許可が出ました。 
Ｈさん今は出てきて仕事に頑張っています。主に感謝いたします。 
福岡ベタニアチャーチ       １０日(日)１１時福岡ベタニアチャーチ礼拝奉仕。初めてお会いする方も 
                   水田さん宅           います。マリア姉妹会のシスタ               

ーとは不思議なように会うので 
す。以前別の教会で奉仕した時 
も来ていてお互いにビックリで 
す。礼拝も祝されました。終わ

ってからはホームレスの方々にパンを届けました。夜は水田さん宅で食事を頂きました。楽しいひと時に感謝

します。ご主人がイエス様を信じると約束しました。主に栄光です！！！ 



１１日(月)宮崎市にある阿彦宅は毎年お世話になります。子供達も大きくなり私の頭を越えています。 
阿彦家の長男・次男        井上先生ご夫妻     １５日(金)井上先生ご夫妻と食事をご馳走にな 

りました。いつも温かく迎えて下さいます。 
夕方から芦北にある田中さん宅家庭集会です。 
田中さん宅は２年ぶりです。いつも食べきれ 
ないほどの沢山の料理でもてなして下さいま 

田中さん宅          鹿本キリスト教会         す。長男の章さんは秋田 
キリスト教会で奉仕し 
ています。 

                                                                   １６日(土)鹿本キリスト 
教会。聖書学校の生徒 

鹿児島希望教会         さんたちにメッセージしま した。他の教会からも来てくれました。 
渡辺先生家族と        皆さんとても喜んでくれました。 

１７日(日)１０時半・鹿児島希望キリスト 
教会礼拝奉仕。松本先生とは同い年です。

礼拝も祝福され、午後からの伝道会には初

めての方が２０名位来てくれました。 
友人宅にチラシが入っていてそれを見た 

木村先生と真生喜君                      方が来て、今は教会に導かれています。 
１９日(火)渡辺先生家族に会いに久留米 

               に行きます。子供達が大きくなってビッ

天ひろ 芳司さんと     クリです。夜木村先生と真生喜君と一緒 
に食事をしました。本当に子供の成長は 

堀江さんを囲んで        人吉クリスマス会早いですね！   ２０日(水)天ひろ芳司さんの所に 
行きます。いつも食べるのはカ 
ツ丼です。安くて美味しいです

よ。是非福岡に来たら天ひろを

宜しくお願いします。 
ともしび聖書チャペル・えびの聖書教会合同礼拝  ２２日～２３日東京へ堀江さんの出版記念と会社創立一 

周年記念に参加します。鹿児島空港に着いた途端、熱が 
出てきます。東京に着いてホテルで少し休み、夜のパー 
ティに出ますが体がキツクテ３０分位してホテルに戻り 
ました。朝にはすっかり良くなって主に感謝しました。 
でもパーティで食事できなかったのが残念です。 

２３日(土)熱も良くなり、東京から鹿児島空港にきて熊本県人吉に戻ります。夜は毎年恒例の人吉クリスマス会。

スパイダーマンも参加します。未信者の方が多いですが今回聖書を皆さんにプレゼントで来て感謝でした。 
２４日(日)ともしび聖書チャペル・えびの聖書教会合同クリスマス礼拝。九州最後の奉仕です。礼拝後の交わり

も祝福されて１９９９年から始まった九州伝道は１９年目になりました。私達が一番大変な時に開かれたのも

本当に感謝です。今年は２０周年になります。九州奉仕の依頼が入りました。主に感謝栄光をお捧げ致します。 
２０１８年が皆様に大いなる祝福がありますようにお祈り致します。私達も更に主に従い歩みます。感謝主 
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