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私達にはいつも主にある希望があります。主の御手はいつも私達を守り包んでくださいます。多くの方が

行き場所が分からなくて迷っています。その方々に光を知らせ、道を教え、主と共に生きる事の素晴らしさ

を伝えます。「希望は決して失望に終わることはありません。そこに聖霊なる神の愛があるからです。」聖書 

４月１日(日)秋田キリスト教会礼拝奉仕。主の恵みに感謝致します。洗礼式を執り行いました。 

  ４名が洗礼を受けました。                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                 

 ギフト君・ペルーシャちゃん・シャロ 

ンローズ・ヨウさん。新しい命が与え 

られました。主に栄光です。 

今回の秋田はこの日の為に来させていただきました。６日(金)アメリカ伝道が始まるので、月曜日は埼玉に

戻り、ニュースレター作り。５日に出来上がり６日の朝に発送することが出来ました。ハレルヤです！！！ 

４月６日(金)～５月２８日(月)アメリカ伝道に出かけます。 

６日(金)成田発１８時５分ですが、強風のため２時間遅れて出発です。ロス経由でシアトル・タコマに行く

予定ですが、乗り換えが２時間しかありません。もうこの時点で乗り換えは無理です。ロスに１３時過ぎに

着いて乗り換えの準備をしますが間に合いません。英語が出来ませんが心の中は平安です。なぜなら知り合

いの牧師二人がアメリカで時間が遅れてしまい、乗り換えが出来ませんでした。二人とも英語は話せません。 

一人は頭を抱えてもうだめだ。もう一人はチケットを持ってカウンターに行きひと言。「タイムチェンジ」 

ＯＫが出て乗り換えで行けました。その事が頭に浮かんで大丈夫と確信を持っていました。 

カウンターに行き別の航空会社のチケットを発券してもらいました。そのチケットを持って別会社のカウン

ターに行きチケットを見せます。女性のスタッフの方がチケットをずっと見ています。そして私達のパスポ

ートを持って裏に行きました。しばらくして戻り言われました。このチケットでは乗れません。よく見たら

妻の名前の搭乗券が２枚。何と発券ミスで私の名前がなかったのです。 

もう一度カウンターに戻りカタコトの英語で説明します。やっとのことで無事発券できました。先ほどのカ

ウンターに行ったら、対応してくれていた女性がグーサインをしてニコニコして送ってくれました。 



無事にロスからシアトル・タコマに到着しました。タコマの竹内先生が空港に迎えに来てくれました。 

７日(土)９時からメンズ・モーニングです。モーニングですから食事会もあります。深い交わりに感謝し、 

メンズ・モーニング        モーニングの食事はステーキ  食事は朝からステーキです。 

これが最高に美味しかったです。 

気が付けば１時まで信仰の話で持 

ち上がりました。 

８日(日)１０時半タコマ日本人教

会礼拝奉仕。１５時ベルビュウ礼拝奉仕。タコマ教会は竹内先生の奥様リサさんが通訳をしてれました。 

タコマ日本人教会                      ベルビュウ礼拝  賛美が満ち、祈りが 

満ちる礼拝に妻も 

証をし、メッセ 

ージも大胆に語る 

事が出来ました。 

感謝です！ 

昼食の後はベルビューに向かいます。１５時から礼拝も賛美が満ちてとても恵みの時でした。 

ユキコさん宅                     ９日(月)１７時ユキコさん宅家庭集 

会。美味しい食事会から始まり楽し 

ミツコさん宅     いひと時に感謝です。 

１０日(火)夕方からミツコさん宅 

家庭集会もこれまた美味しい食事

会から始まります。初めてお会いするご夫妻もいて感謝でした。 

１１日(水)朝９時に出てブレマートン水曜礼拝。ここも毎年来させて頂いています。今回は新しい方が３名

ブレマートン礼拝         幸枝さん宅         来てくれました。 

夜はオリンピアにある幸枝さん宅で集 

会。幸枝さんは秋田県出身です。以前実 

家の方で集会をさせて頂いたこともあ 

りました。子供達も大きくなりました。 

新しい方も一人来てくれました。   

１３日(金)１０時半からピュアラップでエド・モモコさん宅集会に、新しい方が何と５人も来てくれまし 

モモコさん宅    アンリー・ユミコさん宅      た。主に栄光です。 

夕方５時からリンウッドにあ 

るアンリーユミコさん宅集会。 

ご主人のアンリーさんは２メ  

ートル１０センチあります。 

                 今回も一緒に写真を撮りました。私は小さいのでその差が凄いです。 

１４日(土)タコマ日本人教会伝道集会。竹内先生の教会です。集会に新しい方も来てくれて本当に感謝です。 

タコマ日本人教会          ＩＣＦ集会             国際結婚している方が多い 

ので、普段は御主人が礼拝

に中々参加しません。今回

は元００ザに興味を持ち来

てくれました。感謝です。 

夜はリンウッドでＩＣＦ集 

会、金田先生の賛美リードで始まり、留学生に福音を語ります。学生達も真剣に聞いてくれました。 



１５日(日)リンウッド日本人教会奉仕。９時サンデースクールで御言葉の分かち合い。１１時礼拝奉仕 

リンウッド日本人教会              夕食会               金田先生の教 

会は２年ぶり 

です。 

昨日のＩＣＦ 

の集会に来て 

いた学生も沢山礼拝に参加してくれました。 

主の証に感動して涙を流す方もいました。 

主の恵みは本当に素晴らしいです。夕食は竹内先生,金田先生、ベルビュウーの教会の方々と中華でした。 

１６日(月)オフでシアトルマリナーズの試合を竹内先生ご夫妻と見に行きました。海が近いせいか凄く寒く 

  寒かったです。      竹内先生ご夫妻           金田先生ご夫妻 

 

 

 

 

ホカロンをしていても震えました。妻は初めての野球観戦がメジャーリーグ何と贅沢でしょうか。 

ミツコさん宅 ブレマートン        １７日(火)夜ミツコさん宅集会。先週に続い 

て２回目です。人数は少なかったですが主の 

臨在の中、とても恵まれた時でした。 

１８日(水)ブレマートンも先週に続き水曜 

礼拝奉仕。主の深い愛。中国の小さなキリス

ト君の証をしました。皆さん感動していました。機会があったら皆さんにも証したいです。 

アヤさん宅        夜オリンピアのアヤさん宅集会。新しい方が２人来ました。 

アヤさんの所に来ると昨年も結婚お 

めでとうと言ってケーキを用意して 

くれました。私達は１月１２日なん 

ですが有り難く頂いています。 

勿論集会もとても恵まれました。 

また、アヤさんが作ってくれたソーキそば最高でした。シアトルタコマの奉仕も祝福の内に終わりました。

１９日(木)シアトルから５時間かけてノースカロライナへ時差は３時間。シャーロットの高見先生ご夫妻が

高見先生ご夫妻         迎えてくれました。宿泊はケリーさん宅です。今回のノースカロライナ 

 は昨年１１月に西郷先生が牧会しているバージニアの教会に順子さんが 

礼拝に来ました。証を聞いて感動して下さり、是非ノースカロライナに来 

てくださいと言ってくれました。私達も喜んで行きますと言います。 

口約束でしたが、主が道を開いてくださり実現する事が出来ました。 

２０日(金)１０時半ケリーさん宅集会。４人がノンクリスチャンです。主の恵みです。皆さん喜んでくれて、 

ケリーさん宅集会       一人の方は聖書を読みたいと言いました。 

山手学院の生徒     １４時から、シャー 

ロットクリスチャン 

スクールに日本から 

３年に一度の山手学 

院の交換留学生４０

名が来ていて、学生は２週間のプログラムで来ています。主の証が出来た事は本当に感謝でした。 



２１日(土)オフでしたので高見先生ご夫妻とビリーグラハムミュージアムを見学。凄い人だったので少しだ 

見学。その後はジョン万次郎氏のひ孫、牧子さんを訪問。色々なことを教えてくれて 

ユーモアーたっぷりの会話です。楽しいひと時に本当に感謝でした。 

ビリーグラハムミュージアム   ２２日(日)１４時カーメル教会、シャーロット日本人 

教会で礼拝奉仕。１６０名が集います。９割がノンク 

リスチャンです。福音を大胆に語りました。皆さん感

牧子さんと                   動してくれました。礼拝はオーケストラにフラダンス 

等とても素晴らしかったです。多くの方が救われるよ

うに心からお祈り致します。アーメン！！！ 

シャーロット日本人教会    テリーさん・順子さん     ２３日(月)シャーロットから１時間半 

ウインストンセーラムに移動します。 

昨年バージニアでお会いした。テリー 

さん・順子さん宅にホームステイです。 

２４日(火)１０時ノースバプテスト

チャーチ集会。夜も同じ教会で奉仕です。この教会は日本に長い間、日本に宣教師を送っていました。 

ノースバプテストチャーチ                   二回の集会は順子さんが通訳。 

アメリカ人の方も多く来てくれま 

した。感動して涙を流してハグを 

してくれました。主の証は本当に 

夜のノースバプテスト教会     素晴らしいですね！ 

２６日(木)ウインストンセーラムから３０分グラハムに移動。１８時半・由子モアさん宅集会。 

由子モーアさん宅             天野さん宅       人数は少なかったですが、とても 

恵まれた。宿泊もしました。 

２７日(金)１０時ダーラムにあ 

る天野さん宅集会。天野さんはノ 

ンクリスチャンです。最後は色々

な質問もありました。この出会いも必然です。偶然はあり得ません。救われますようにアーメンです。 

２８日(土)１１時ラーレー日本語バプテスト教会集会。約５０名が参加して１時間半かけて来てくれた大先

ラーレー日本語バプテスト教会                          輩の叔母様方や遠 

くはバージニアか 

ら３時間かけて来 

てくれました。 

本当に感謝です。 

日曜礼拝             ルリさんが私の早

口に同時通訳を土、日してくれました＾＾土日の集会には新しい方も来てくれて皆さん主の証に感動して涙

を流しています。初めての地で主が用いて下さること本当に感謝致します。 

２９日(日)ラーレー日本語バプテスト教会礼拝奉仕。」１０時からのバイブルクラスにも参加させて頂きま

した。信徒の方が一生懸命リードして御言葉を分かち合っています。ハレルヤです！ 

桂子さん宅集会  ３０日(月)１０時半・桂子さん宅集会。この集会がノースカロライナで 

の奉仕が最後になりました。初めての方も来てくれました。 

妻が中心になって証をします。最近よく言われるのが、奥さんの証は本 

当に良いです。私もそう思います。 

５月１日(月)ヨシコさん宅でうどんを頂き、黒田さん宅に寄ってラーレ



ラーレーの教会の方々    ー空港へ。ラーレー日本語教会の方が見送りに来てくれました。 

１６時５５分にてロスに向かいました。ロスには１９時１５分着です。 

空港には祥先生と恵子ちゃんが迎えに来てくれました。 

タコマで時差が取れた頃にノースカロライナに行き、また時差が慣れた頃 

にロスに来ました。時差はいつ治るでしょうか＾＾ 

５日(土)１１時からベッキー先生の教会でシニア会で証をしました。約２５名が集います。。 

シニア会   一般の方や普段教会に来れない方々との食事と交わり会です。 

夜１７時からアーバインにあるサドルバック教会でＪＡＰＡＮ・フェロ 

                ーシップナイト。昨年に続き２回目です。約７０名が参加で９割の方が

初めてお会いします。皆さん感動してくれました。また新しい出会いが 

あり、次回に繋がっていければと思います。主に感謝致します。 

ＪＡＰＡＮフェローシップ    ６日(日)フェイス教会にて日米合同礼拝です。８時・１０時半の２回の

フェイス教会          ２回の礼拝には約４００人が来てく 

                           れました。福音の証は多くの方の心に 

届きました。私も感動と感謝が溢れ 

ます。皆さん涙の恵みでした。 

夜は重田さん宅で家庭集会です。 

重田さんはロスで新撰組のお店を展開しています。今回で３回目になりました。主に栄光です。 

重田さん宅                     １１日(金)エンジェルス戦を祥先生 

達と見に行きました。 

シアトルに続いて２戦目です。ロスな 

のに寒くて霧雨の中、震えて観戦しま 

した。大谷選手も見れて良かったです。アメリカに初めて来てから

２４年が経ちますがメジャーリーグは今年初めてです。また是非見に来たいです(暖かい時に＾＾) 

１３日(日)シロアム教会とパロマ教会合同礼拝。礼拝ではメッセージを語らせて頂きました。 

シロアム教会・パロマ教会合同礼拝              礼拝後の洗礼式は３人が与えられ、 

稲富先生の司式の元に執り行いま 

す。私も一緒に介添えをさせて 

きました。新しい命が命の書に書

かれましたハレルヤ！この場所は

温泉なので気持ち良かったです。 

１５日(火)～２１日(月)ロスからコロラド・デンバーへ行きます。ノースカロライナで伝道している時、祥 

祥先生とカズさん        先生から連絡が入り、「コロラドスプリングスに教会員のカズコさんが

ロスから引っ越しをして住んでいるので会いに行きませんか」と誘いが

ありました。「喜んで行きます」と返事をして決まりました。 

１５日(火)コロラドスプリングスの和子さんに会います。ステーキをご 

馳走になりました。美味です＾＾ 

１６日(水)１０時・ホームステイ先のジュンコさん宅での集会は２年ぶりです。 

ジュンコさん宅          ガーデン・ゴッズ             森先生も駆けつけてくれて 

                                                                 新しい方も来てくれた。１時 

頃まで交わりを持ちました。 

終わってから祥先生と一緒に 

ガーデン・ゴッズに行きます。 



ガーデン・ゴッズの景色に妻と祥先生は感動しまくりでした。主の偉大な創造の業ですね！ 

１７日(木)１０時・ジョンテイーさん・ユウコさん宅集会。初めてお会いする方が沢山います。 

白い服がエツコさん 共通の友人もいて盛り上がりました。 

祥先生はこの集会の後にロスに戻り  

ます。私達のコロラドのスケジュール

は、ほとんど聞いていません。 

ジョンテイーさん・ユウコさん宅                それと、カズコさんに会いに来たので

すが今日ロスに遊びに行きました。ロスの教会のメンバーを驚かそうとして内緒にしていたのです＾＾ 

１８日(金)オフでしたがアンドリュウー・ウオーマック牧師の神学校で学

んでいるエツコさんが会いに来てくれました。この出会いも不思議です。  

ペンシルバニアのミヨさんを紹介しました。 

１９日(土)１０時ジュンコさん宅集会・森先生の長女、賛美ちゃんがリード 

ジュンコさん宅        します。初めて会う方がいて感謝。集会も恵まれました。 

２０日(日)１０時半・日本ホープ・マウンテン・チャーチ礼拝奉仕。２年ぶりです。新しい方も来てくれま     

した。通訳は賛美ちゃん。礼拝もとても恵まれ主の証に感動 

    田島さん家族  してくれました。 

コロラド最後の夜は田島 

さん宅にホームステイで 

す。ご主人の寿太郎がステ

日本ホープマウンテンチャーチ                    ーキを焼いてくれました。 

もうこれが最高に美味しかったです。２１日(月)寿太郎さんがデンバー郊外の景色を見に連れて行ってくれ

ました。この景色も素晴らしいです。今度はゆっくりと見学したいです。来年のコロラドの奉仕も決まりま

した。主に感謝です。寿太郎さんに空港まで送って頂き、ロスに飛びました。 

ミッションバレー集会  ２２日(火)ミッションバレー日本人教会奉仕。祥先生が新しくお手伝いを

します。私達も初めてお会いします。主の証に感動してくれました。 

久家さん宅            夜は久家さん宅食事会です。い

つもながら美味しい食事をご馳

走になっています。クミコさん

の手料理。本当に感謝です。 

２３日(水)フランクイン・グラハム集会の案内が祥先生の教会に招待状が届いているので行ってきました。

Ｔシャツを頂きました。     ホテル内の決起集会には料理も出ると 

のことで行きましたが、野菜ステックと 

飲み物です。野外会場には沢山の人が集 

っています。賛美リーダーはアメリカで 

名前を忘れましたが有名な方です。 

フランクイン氏がインタビュうーを受けていたので写真を撮ろうとしたらスタッフの方が撮ってあげると

言ってパチリ。最高です。会場内にいたらＴシャツまで頂きました。恵子ちゃんひと言「私達アジア人のノ

ンクリスチャンに見られたかも、だからＴシャツくれたんだ。」＾＾ 

バイブルクラス         ２４日(木)祥先生宅でバイブルクラス。ヨハネ１７章を分かち合います。

「一つとなる。」この御言葉が深く入ります。私達はイエス様を信じた 

  だけで一つとさせて下さる。何と大きな愛と恵みでしょうか 

聖書の力は本当に素晴らしいです。毎回感動。聖書通読は５月２５日

で８回を終了。２０１３年１月２２日通算、８３回になりました。 



２５日(金) 祥先生宅でコロラドのカズコさん歓迎食事会。まさかロスで食事会があるとはビックリでした。 

食事会               リバーサイド教会        ２６日(土)リバーサイド礼拝 

奉仕。約２０名が集います。 

ここの礼拝もとても恵まれま 

す。御言葉は「世に勝つ者は 

だれかイエスを神の子と信 

マサさんと    じる者ではないか」大胆に語らせていただきました。 

          大倉先生ご夫妻と。     礼拝後は皆でバイキングを食べに行きました。 

食後はマサさんと一緒に明日の礼拝奉仕があるサン 

ディエゴに行きました。タコスが美味しい！！！ 

２７日(日)１０時半・サンディエゴ日本人教会礼拝奉 

仕。今日はアメリカのメモリアルデー。素晴らしい天 

気の中、日米合同で礼拝です。２００人以上が集います。大倉先生。英語部の本田先生は初めてお会いしま

祥先生・恵子ちゃん・お母さん す。大倉先生は何か他人のような感じがしません。礼拝は本田先生の通訳 

の中、思いっきり語る事が出来ました。礼拝後のバーベキュウーはさす

がにアメリカン。ハンバーガー等盛りだくさん。食事会の後は妻が証を

します。先生並びに皆さんがとても喜んでくれました。主に栄光です。 

ロスに戻り、夕食は祥先生、恵子ちゃん、お母さん、雅マサさんの５人で

お母さんから韓国料理をご馳走になりました。全ての行程を終えて２８日ロスから羽田に向かいました。 

２９日(火)１４時半に羽田に到着して、我が家に着いたら１７時を回っていました。 

３０日(水)１２時半の飛行機で北海道へ。末期ガンと戦っている眞弓さんの状態がかなり悪くなっているの

で。小樽の昭枝さんと千歳空港で待ち合わせをしレンタカーで砂川病院に行きます。羽田にいる時に眞弓さ

んから電話があり、「もう待てない」私は「直ぐ行くから待ってて」と叫びました。 

痛みもかなりあり、麻酔を打つともう話せなくなるので私達が行くまで待っていてくれたのです。 

２２日に眞弓さんは入院しました。２２日の朝に聖書を読んでいたらルカ福音書の１０章９節が示されまし

た。その町にいる病人をいやしてやり・・・。２４日に眞弓さんのご主人から電話が入ります。「いつ日本

に戻りますか」２９日で３０日に行くと言いました。ご主人は持たないかもしれないと言います。 

私は御言葉の約束を信じてお祈りしました。眞弓さんが私天国に行けるかな。私達は勿論だよと言います。

眞弓さんの顔が笑顔になっていくのです。その顔を見ているご主人がこんな笑顔見た事がない。私達は肉体

の癒しを求めてお祈りしますが、主の癒しは心の癒しなのです。不安な人に平安を心に安らぎがあってこそ

本当の癒しになるのです。奉仕があるので１日一度埼玉に戻りました。２日の夕方６時頃に眞弓さんは天国

に帰って行きました。ステージ４の末期ガンと診断を受けて１０年。私達をいつも陰で支えてくれました。

３日(日)１０時半・垂穂キリスト教会礼拝奉仕。垂穂キリスト教会は私達が結婚した年に奉仕をさせて頂き 

垂穂キリスト教会    ルイ先生ご夫妻         ました。あれから２１年です。

また、他の奉仕で来ていたので

約１０年ぶりです。牧師のルイ

先生も立派になって、結婚して

子供もいます。礼拝も初めての 

方が来てくれて本当に感謝。主の証に皆さん感動してくれました。 

４日(月)眞弓さんに葬儀を頼まれていたので北海道に行きます。５日、

６日と司式を初めてさせて頂きました。涙が出るのを我慢しました。 

                                 会場の責任者の方もキリスト教の葬儀に心から感動してくれて涙を流 

しています。式を通して主の栄光が現れますようにお祈りします。  



７日(木)小樽で眞弓さんの追悼礼拝をします。私が教会に行き始めた頃を知っている眞弓さん。お姉さんの

小樽にて           ようです。私が牧師になった時は本当に喜んでくれました。 

葉子さんと          ８日(金)埼玉に戻ったら夜の９時近 

くなっていました。感謝です。 

９日(土)タコマの葉子さんが埼玉に 

来るので迎えに出ます。甥子さんの 

相談を受けていました。 

食事をして我が家に戻ったら夜の

９時半です。１２時半頃に寝ようとしたら、新潟の友人、癌で戦っている野澤さんから連絡が入ります。 

野澤さんご夫妻       尿が出なくなっていて危険な状態だと。私達は直ぐ新潟に向かいました。 

一緒にお祈りします。そして９時過ぎに尿管に管を通す手術をします。 

主に感謝致します。スムーズに出来て７分の手術でした。これには驚きです。 

尿も出て来たので私達は埼玉に戻りました。 

自分の中で思いがあります。昔、薬物で狂った時、夜中に知り合いの社長が夜  

中に飛んできて家まで連れて行ってくれました。本当に嬉しかった。 

あの時やっておけば良かった。こうしておけば良かった。悔いは残したくないです。今できることを精一杯

頑張ります。勿論体が疲れることはありますが、主の御手の中にあり眠れるときに寝かさせて頂いてます。 

１４日(木)１９時・財団法人浩志会勉強会にて奉仕。警視庁のＩさんから連絡があり、証をしに行きます。 

会員は約１５０名で各２０人位で勉強会を開いています。 

普段お会いできない方ばかり。検察庁検事・防衛省・厚生省・大企 

業の官民、中堅幹部の方々です。ほとんどの方が恵まれた環境の中 

で過ごしています。失敗の無い人生を歩んでいます。 

皆さん主の証に感動して涙を流す方もいます。薬物から生還した話 

浩志会の方々です。         は聞いたことがないとか、質疑応答の時もありとても恵みの時でし

た。日本を担っていく方達と何かできれば本当に感謝です。感想文はホームページで紹介します。 

主のご計画は私には分かりません。でも最後の最後まで主にお従いしたいと願っています。 

今年に入ってから私達の大事な方が天に帰りました。２月６日は祈祷院の智子先生。６月２日は森塚眞弓さ

ん。そして香港のボスだったテディ(洪)さんが６月１６日です。この地上ではもうお会いすることは出来ま

せんが、本当の故郷、天国で再会できるのを楽しみにしています。全ての働きを主にお捧げ致します。 

右の写真はロスに来るといつもホームステイをさせてくれるツネさん。 

２メートル１０センチのアンリーさん。 

沢山の方に本当にお世話になりました。 

心から感謝致します。 

奉仕予定 

６月２４日(日)愛知県にある溢愛館にて奉仕 

２６日(火)～７月５日(金)新潟・秋田。 

７月１０日(火)～１３日(金)香港・テディさんの葬儀に出かけます。 

７月１５日～９月１２日北海道伝道(７月２５日～８月２日秋田) 

９月２０日(木)～１０月２５日(木)台湾刑務所伝道 

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  

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/

