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日本列島が台風・地震等多くの被害を受けています。また私の周りでは、この半年間で友人や知人６名の

方が天に帰り寂しい気持ちでいっぱいですが、御国での再会がある事に心から主に感謝致します。 

限られ、許された時間の中で多くの方に福音を伝えたい。主よ用いて下さいと祈りをお捧げします。 

６月２３日(土)～２４日(日)愛知県犬山グレイスチャーチに行きます。金井先生とは１０数年ぶりの再会。

溢愛館。チルドレンズホームもしています。 

                            ２３日土曜日はウナギをご馳走して頂き 

力が湧いてきます。２４日１０時半の礼拝 

には子供達も参加して一緒に礼拝をします。 

女の子が懐いてくれて、何か孫の世話を焼 

いている爺を体験させてもらいました。 

犬山グレイスチャーチ                 色々な事情で来ている子供達この子たちが

いつも守られますようにお祈り致します。終わってからは埼玉の我が家にもどりました。 

２６日(火)～７月６日(金)新潟・秋田・青森・秋田・新潟。我が家から新潟までは約３００キロです。 

癌と戦っている野澤さんをお見舞い。新津教会の柏田先生もお見舞いに来て初めてお会い出来ました。 

お見舞いの後は温海温泉に寄ってゆっくりさせてもらいました。 

２７日(水)秋田キリスト教会水曜祈祷会と７月１日(日)礼拝奉仕をします。水曜は天に帰った眞弓さんの 

証をしました。皆さん感動してくれました。１日(日)は朝７時と１０時半の２回の奉仕です。 

          秋田キリスト教会            主から力を頂き、御言葉を大胆に語り 

ます。御言葉には主の大きな力があり 

語れば語るほど恵みが増してきます。 

岩川さん宅  礼拝後は 

青森に向 

けて出発 

します。 

２日(月)五所川原の岩川さんを訪問してお祈りします。元気な顔を見て安心しました。 

３日(火)中野渡先生がバイブルクラスをしてくれたので、私はゆっくりさせて頂きました。感謝です。 

４日(水)私が疲れているのを心配して夜の祈祷会も中野渡先生がメッセージしてくれました。優しいです。 



５日(木)秋田厚生病院にて検査をします。お腹のできものです。結果は次回秋田に来た時、９月中旬です。 

６日(金)秋田を出発して新潟に寄り、野澤さんの所に行きお祈りをして埼玉に戻ります。 

１０日(火)～１３日(金)６月１６日に天に帰った元マフィアのボス、テディさんの葬儀に出席します。香

平山先生宅集会           港では亡くなっても直ぐに葬儀は出来ません。約１っヶ月くらい安 

置所に置かれます。多くの方が来ていました。私も昨年テディさ

んから会いたいと連絡が入り１５年ぶりの再開でした。今はテデ

ィさんを通して台湾刑務所伝道が開かれました。一つの出会いが

主の働きに導かれました。本当に感謝致します。 

香港に着いてバスでステイさせていただく富田さん宅に行きます。

夜は平山先生宅で集会。初めてお会いする方もいて感謝でした。 

子羊幼稚園お誕生日会        １１日(水)富田さんご夫妻が経営している子羊幼稚園のお誕生日

会に出ます。子供たちの賛美とお祈りに心が安らぎます。 

                                   １２日(木)１０時半からテディさんの告別式に参加します。その後

に火葬場に行きこの地上での最後のお別れです。その後はバインに

行き交わりをし、夜は中国・香港・台湾のエンジェルさん達と一緒

に食事会をしました。テディさんを通して知り合うことになった神 

テディさんの葬儀          中国・香港・台湾の方々と食事会  の家族に感謝致します。 

１３日(金)香港から日本

に帰国します。我が家に１

５時着です。少し休んで、

夜９時に埼玉から新潟に

向かいます。入院中の野澤 

さんがかなり厳しい状況になっています。いつもは休憩なしで新潟まで行くのですが、疲れていて休み休

み行ったら朝四時に着き７時間半かかってしまいました。病室にてお祈りを捧げます。 

１５日(日)野澤さん家族が全員揃って初めて礼拝を捧げます。野澤さんの大好きな詩篇２３篇をメッセー

野澤家の子供達と      ジしました。主の平安と恵みの中に無事に礼拝を終えることが出 

来ました。命は主の御手の中にあります。礼拝を終えてフェリー 

で新潟から小樽に向かいます。１６日(月)０時１６分野澤さんが 

天に帰りました。最後に家族と一緒に礼拝を捧げる事が出来て本 

当に良かったです。私の兄のような存在。入院中は時間関係なく 

薫ちゃん直ぐ来てと言って、私達も夜中だろうが車で走りました。 

今は天国でイエス様と一緒に喜んでいますね。小樽に着いてからも忙しくしています。 

小樽の小さな礼拝です。      ロスから稲富先生ご夫妻が小樽に来てくれました。１８時からは小 

さな集まりですが礼拝を捧げます。今回の小樽訪問は３回目になり 

ます。愛を持って語ってくださる先生に本当に感謝です。 

１７日(火)１８日(水)稲富先生ご夫妻と一緒に観光に行きます。積 

丹半島や洞爺湖温泉にも行き日々忙しくして

いる先生ご夫妻にゆっくりしてもらいました。

来年もぜひ来てほしいですね。小樽のメンバー 

      も              とても喜んで待っ

ています。次は何

処に行くか楽し

みですね！！！ 



１９日(木)野澤さんに頼まれていた葬儀の為、稲富先生ご夫妻とはホテルでお別れして飛行機で新潟に向

かいます。前夜式は柏田先生が式をしてくれました。アメリカの西郷先生も来てくれます。 

２０日(金)告別式にて司式をさせて頂きました。涙が出てきます。野澤さんはキャノンの支社長としてワ

野澤さんの告別式     シントン DCに勤務していたこともありました。実績からみると多くの 

               方が弔問に来ますが新潟の田舎での葬儀でしたので人数は少なかった 

ですが、主の愛溢れる式になりました。天国での再会が楽しみです。 

２１日(土))新潟から北海道に戻り真っ直ぐ帯広に向かいます。 

２２日(日)６月２日に天に帰った眞弓さんの納骨式を池田町の墓地でし 

ます。私にとっても初めての納骨式です。無事に守られ終えることが出来ました。主に感謝致します。 

眞弓さん納骨式        ２３日(月)釧路刑務所訪問。午前中に時間があったので摩周湖等を見に

三本先生ご夫妻       行きますが霧で見えませんでした。 

夕方５時半から三本先生の時間を頂

き２名の方に語ります。人数が多く

ても少なくても主の福音を語る事が

出来るのは本当に喜びです。 

イエス様は一人を救うために出かけます。私も主が行けと言う所に行きたいです。 

私・遠藤先生・陳先生  秋田キリスト教会キャンプ         ２４日(火)釧路から札幌に行き 

荷物をまとめて苫小牧へ。夜の 

フェリーで秋田に向かいます。 

２５日(水)朝７時半秋田港着。 

真っ直ぐ教会へ。静岡の遠藤先 

生が秋田に出張に来ていて教会 

にも来てくれました感謝です。 

２８日(土)～２９日(日)秋田キリスト教会。第１１回キャンプです。約３０名が集います。台風が来てい 

秋田キリスト教会      ましたが東北は守られました。メッセージは風を語りました。日曜は子

供と大人に分かれて、私が子供に陳先生が大人にメッセージをしました。

１０時に無事キャンプも終わり、教会に戻りました。 

８月１日(水)秋田キリスト教会水曜祈祷会でメッセージをしました。 

３日(金)秋田港からフェリーで苫小牧へ。フェリーの中ではビンゴゲー

モーヤンと一緒        ムがあり妻が一等の１０００円券をゲットしました。苫小牧に着いてか 

らは昨年４５年ぶりに再会した従弟モーヤンの所に行きます。 

５日(日)モーヤンと真希ちゃんを連れて苫小牧めぐみ教会礼拝に出席 

します。高石先生も喜んでくれました。午後からは札幌に向かいました。 

６日(月)～７日(火)三笠祈り学ぶ会。石垣先生とコラボで６回目になり 

苫小牧めぐみ教会       ました。夜は私がメッセージをさせて頂きました。 

                     祈り学ぶ会   ７日(火)朝７時早天礼拝。９時半から１ 

２時まで石垣先生がメッセージをしてく 

れました。第３９回になった祈り学ぶ会 

も無事に終了しました。 

８日(水)１５日(水)２９日(水)藻岩下 

キリストの教会祈祷会に参加します。少 

しメッセージをさせて貰いました。今年

もこの教会をベースに北海道各地を回っています。愛を持って迎えて下さる鈴木先生に心から感謝です！ 



午後に岩山先生ご夫妻と一緒に病院にお見舞いに行きます。その後は一緒にコーヒータイムです。 

藻岩下キリストの教会     岩山先生ご夫妻        ９日(木)１０４歳の田中むめさ 

んを訪問します。お話をしていて 

もニコニコしていて冗談を言っ 

たらとても喜んでくれました。 

１０日(金)昼間はゆっくりして 

めむ sンを訪問          ジェリーさんご夫妻       います。夕方にジェリー先生と 

食事をしてから夜８時１５分Ｉ 

ＣＦ教会でメッセージをします。 

賛美が満ちて恵みいっぱいです。 

ジェリ先生とはもう３０年近く 

なります。感謝です＾＾ 

１２日(日)１０時半グッドアワー教会礼拝奉仕。丸５年目です。賛美をしていたら涙が出てきました。 忘

グッドアワー教会 へセド６１１教会              れていた事を思い出 

                                     します。初心に帰るこ 

                                     とが一番ですね。新し 

い教会堂が決まった 

と連絡がありました。 

祝福です。更に新しい 

ことが始まります！ 

１９日(日)１０時半へセド６１１教会礼拝奉仕。２年ぶりです。子供達も大きくなりました。妻と一緒に

奉仕をします。賛美が喜びへと導いてくれます。主に感謝栄光をお捧げ致します。 

２０日(月)朝早く出て富良野に私の兄を迎えに行き、紋別まで車で走ります。今回は約１０年ぶりに兄弟 

全員が集合します。二男が言いました。何を勘違いしたのか？長男はもう８０ 

歳になるから俺も兄貴が元気な時に会いたいと。長男は６９才です。 

            でもこの一言で会うことが出来ました。あと何回会えるか分からないけど毎年 

会いたいねと約束しました。２泊３日を終えて二男を富良野まで送って札幌に 

戻ります。途中、美瑛の景色には本当に感動しました。 

２６日(日)１０時半・上芦別教会礼拝奉仕。昨年、三笠祈り学ぶ会に梶原先生が来てくれました。 

上芦別教会    梶原先生と初めてお会いした時はカナダ伝道に行った時２０００年 

梶原先生ご夫妻   ６月１６日です。 

上芦別教会も無牧で数年過ごしてい

ましたが、昨年から梶原先生ご夫妻

が来てくれました。本当に小さな田

舎町です。 

集会には約３０名が来てくれて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お祈りします。 

森塚さんと          集会後に歌志内の森塚さんの所に行きます。６月２日に奥様の眞弓さんが

天に帰り司式と納骨式を執り行うことが出来ました。一緒に交わりをして 

                   三留ご夫妻      宿泊させて頂きました。感謝です。 

                             ２７日(月)森塚家を後にして札幌に向か 

います。小樽の三留さんから連絡が入り 

休暇と聞きます。普段はトラックに乗っ 

ているので休みがいつになるのか分か 



りません。札幌に行かないで小樽に直行します。夜は一緒に食事をして泊めてもらいました。 

３０日(木)秋田の中野渡先生と札幌で合流して札幌ジンギスカンを食べに行きます。 

中野渡先生ご夫妻           竹内先生も一緒。        ここのジンギスカンは最高 

に美味しいです。ひたすら 

ラム肉だけを注文してお腹 

いっぱいになりました。 

食べ終わって帰る時、北見  

の竹内先生が来てくれて 

開拓村にて         まっさんの撮影場所         ガストでコーヒータイム。             

３１日(金)皆で開拓村に行             

きました。私は初めてです。 

ＮＨＫのまっさんで撮影され 

た所もあってとても面白かっ 

たです。竹内先生とはここで

お別れします。ちなみに竹内先生は中野渡先生の結婚式の司式をしました。 

１０月２日(日)１０時・藻岩下キリストの教会礼拝奉仕。２週間くらい前に奉仕が決まりました。 

藻岩下キリストの教会        愛を持って迎えて下さる鈴木先生は９１才、現役で頑張っていま 

河野さん             す。メッセージは希望 

                 を語りました。今回も藻 

岩下キリストの教会の 

河野さんが洗濯やお風 

呂に食事等を提供して 

くれました。感謝です。 

４日(火)台風が来ていて新潟が直撃です。新潟経由で来るタコマの竹内先生が何と成田経由に変えられて 

竹内先生ご夫妻小樽に到着      台風の中、夜１０時に小樽に着きました。奇跡です。 

                                  ５日(水)夕方まで観光に行き 

ます。小樽の半身から揚げを 

食べて積丹半島にニッカウヰ 

スキー工場等。何といっても  

島武意海岸に行こうとしたら 

雨が強くなり途中、引き返そうと思いましたが、見れなくても感謝と思い行ったら雨がウソのように晴れ

阿寒湖でカニラーメン     て海底に虹が見えました。この景色には本当に感動しました。竹内先生 

は何か持っているのです。６時半から小樽のメンバーと礼拝です。 

少ない人数でも主の恵みは凄いです。 

６日(木)午前３時８分に北海道で大地震が起きます。一斉に電気が消え 

ます。でも私達のホテルは非常灯が点いていたので明るくて怖くなかっ 

梶原先生と            たです。６時頃にコンビニに行ったら食べ物はほとんど売り切れて

いました。この日から北見に行く予定をしていたのでガソリンを限

定１０リットル入れてもらい北見へ。 

途中にガソリンも満タンに出来、食事も出来て北見に無事到着。 

９時間かかりました。勿論電気は止まっています。北見の竹内先生が

経営しているホテルですがエレベーターが動かないので７階まで階 

段です。暗い中では何もできません。妻はずっと外を見ています。１２時頃に電気が復旧します。 



思わず手を叩いていました。７日(金)主の恵みの中竹内先生ご夫妻と観光に行きます。美幌峠に阿寒湖で 

摩周湖が見えました。            北見の教会のメンバーと  はカニラーメンを食べます。

摩周湖も見れて硫黄山、原生

花園。網走の梶原先生を電撃

訪問して北見に戻りました。

夜は６時半からホテルで集

会。タコマの竹内先生がメッ 

セージをしてくれました。北見の竹内先生は出張で会えませんでしたが、また是非お交わりをしたいです。 

木村先生と          ８日(土)北見から美瑛に寄 

花畑の景色にうっとりです。 

竹内先生は何か持っています。 

９日(日)１０時半・北広島チ 

ャペルに竹内先生と行きます。 

木村先生に紹介しました。 

竹内先生が熱いメッセージを語ってくれました。礼拝後は木村先生と一緒にスープカレーを食べて帰りま 

北広島チャペル す。竹内先生をホテルに送り私達は荷物をまとめて苫小牧港に行

き７時半のフェリーで秋田に向かいました。３日のフェリーで秋

田から苫小牧に向かう時、妻がビンゴゲームで一等の１０００円 

券をゲット。私はこの秋田に向かうフェリーで一等の１０００円 

券をゲットします。私達も何かっ持っています・・・笑 

１１日(火)１０時半・秋田キリスト教会バイブルスタディでメッセ

ージをします。終わってから前回秋田に来た時の検査結果を聞く事が出来なかったので、改めて今日行き 

美鈴さんと            ましたが、来年にもう一度しっかり検査をすることになりました。 

１２日(水)秋田から新潟によって７月１６日に召された野澤さん

の遺品を頂きます。スー ツやＹシャツのサイズがぴったりです。 

それにしても凄い量になりました感謝です。夜は奥様の美鈴さんと 

一緒に食事しました。感謝です。１６日(日)我が家で礼拝後に新潟

に行き使わない家具を秋田に送りました。 

９月２０日(木)～１０月２５日(木)今年３月に続き２回目の台湾巡回伝道です。 

高橋さん達と              玉蘭荘にて          着いた日は玉蘭荘を紹介し 

てくれた高橋さんとチン先 

生、教会の方々と食事会。 

２１日(金)１０時２０分か 

ら玉蘭荘にてメッセージ約 

３０名の８０代、９０代の方が多いです。皆さん日本語が堪能です。皆さん真剣に聞いてくれました。 

夜７時は得勝の家でメッセージ。ここは刑務所から出て来た方を自立できるように応援している施設です。

得勝のメンバーと          大渓観光            今年天に召された香港のボス 

だったテディさんが作りまし 

た。ここは今回で４回目の訪 

問です。何とも言えない温か 

い雰囲気があります。 

２２日(土)お昼は得勝のメ

ンバーと餃子作り。食後に大渓に観光です。観光に行った時はあっちこっちから試食を持ってきてくれま



す。この人数の試食ですからお店も大変．またこのメンバーですから皆さん道を避けてくれます＾＾ 

得勝のメンバーも来てくれました    張先生ご夫妻と   夜１８時・石門浸信教会奉仕。約２００ 

名が集います。得勝のメンバーが特別賛 

美をしてくれました。賛美の中にもメッ 

セージの時も主の臨在が凄いです。 

２３日(日)１０時・栄美教会礼拝奉仕。 

張先生とは香港でも会い３回目です。 

約４００人が集います。限られた時間ですが主の力を頂き大胆に語る事が出来ました。 

礼拝後食事をして新幹線で台南に向かいます。台南から刑務所伝道が始まります。 

２５日(火)１４時・台南戒自分監１００人。他のチームと重なり個別面談で伝道出来ました。 

台南第二監獄        子羊工作坊         ２６日(水)１８時半・新扶子羊工作坊１０ 

                            人。前回も来たことがありました。ここも 

やり直しが出来るための施設です。これか

らイエス様を信じて歩みたいと言ってくれ

ました。感謝です。 

台南第二監獄工場                     ２７日(木)一四時・台南第二監獄工場 

１００人ここは毎回来ていて４回目です。 

礼拝堂もあり主を求めて来ています。 

招きにも手を挙げてくれました。 

安順長老教会         ２９日(土)１９時・安順長老教会青年集 

安平全備福音教会     会１００人。ここは台湾に来てから入った奉仕です。大胆に語りました。 

台南監獄心霊重建班     ３０日(日)９時半・安平全備福音教会 

１００人。林先生が愛を持って迎えて下さ 

り前回に続き２回目です。初めての方も来 

てくれました感謝です。 

１０月１日(月)１４時・台南監獄心霊重建

班約３０人。同じ刑務所を回りますが工場が違うと初めて会う方も沢山います。福音を大胆に語ると真剣 

台南戒自分監      高雄女子監獄           新市長老教会  に聞いてくれます招き 

にも応答してくれました。 

２日(火)１４時・台南戒 

自分監１００人。先週来 

た時は時間がなくてあま 

り語る事が出来ませんで 

した。今回は時間いっぱ

い語りました。途中休憩等があるのですが、ここは煙草も吸うことが出来ます。日本とは大違いです。 

高雄第二監獄         北成路教会      ３日(水)１４時・高雄女子監獄２００人。 

初めての訪問です。妻も一緒に証をしました。 

感動で涙を流す方もいます。私が麻薬でおかし 

くなり幻覚幻聴の話をすると多くの方がうな 

ずいていました。経験者だからわかるのですね。 

夜は新市長老教会祈祷会。約１００名が集います。林先生と初めてお会いします。いつも思うのですが、

初めは皆さん元０くざなので怖いと思い緊張しています。でも終わったら急にフレンドリーになります。 

また是非来てくださいと言われました。主に栄光賛美をお捧げします。 



４日(木)１４時・高雄第二監獄１５０人。集会場に集う受刑者の方、刑務官の方が主の証にとても感動し

て目には涙が浮かんでいました。招きには多くの方が手を上げます。感謝状も頂きましたが、感謝状を貰

えるような者ではありません。主の助け導きがなければ何もできません。 

６日(土)１９時半と７日(日)９時・北成路教会礼拝奉仕。２日間奉仕をさせて頂きました。元警察官のリ 

北成路教会             通訳の澤さんと        ーさんが紹介してくれました。

沈先生も昔は裏の世界に居ま

したがお母さんがクリスチャ

ンでいつもお祈りで支えてい

ました。神学校に入り首席で卒 

業して、牧会に励んでいます。新年度に教団の役員に選ばれました。 

沈先生は多くの教会に証をしてくださいと他の教会も紹介してくれると言ってくれました。ハレルヤ！ 

新幹線にて                          ランチの後に台北に新幹線で向かい 

ました。今回は澤さんが通訳の為、 

約一ヶ月一緒に回ってくれました。 

多くの犠牲を払って下さり本当に感謝 

です。通訳がなければこの働きも出来

ません。また台北や花蓮は丸山さんが紹介してくれたり通訳もしてくれました。主に感謝捧げます。 

台湾伝道の記事が多量になってしまいましたので次回５６号に掲載したいと思います。続く！！！ 

報 告   新しい車が与えられました。お祈りありがとうございました。 

今乗っている車は５年前に埼玉に引っ越しをしてから、台湾のＭさんから 

捧げられた献金で買うことが出来ました。１９９８年車の車ですが日本中 

に福音を伝えて走りました。修理をしながら頑張って走ってくれました。 

私達も車を買い換える為に貯金していましたが、今年の夏は想像以上に出 

費があり、気が付いたらほとんど無くなっていました。私の友人が夏に天

に帰り、奥さんが大きな車はいらない、小さな車にすると言いました。私達は値段を聞くと約７０万円。 

台湾伝道に行き初めての謝礼が２０００ドルを頂きました。日本円にして約７千円です。次の日にテディさん

が作った得勝の家、刑務所から出た方が自立できる施設です。そこに初穂献金として捧げました。台南に行っ

て友人に車の話をします。ＣＤや謝礼等を合わせたら台南で１００倍の２０万ドルになっていました。そして

最終確認で車の値段を聞いたら１２０万円と言われ、もう駄目だと一瞬諦めました。その時、主が必要なら与

えて下さる。違ったら別の車を用意して下さる。心に平安が戻ります。台北・桃園・花蓮に行った時も皆さん

捧げてくれました。捧げる事が大変な方、多くの方が見たこともない私達に車の為にと献金してくださいまし

た。。台湾伝道を終えて日本に帰る時には１１０万円になっていました。足りないお金も不思議なように用意

されていて買うことが出来ました。５年間ずっと一緒に走ってくれたデミオは仙台の家族に使ってもらう為に

届けました。何も出来ない私達夫婦にイエス様の大きな愛に感謝しかありません。この証を書いていて涙が出

てきます。これからも福音の為に走って行きます。捧げて下さった方々と一緒に福音の種まきに出かけます。

またお祈りを捧げて下さった皆様に心から感謝致します。本当にありがとうございました。 

１１月１６日(金)～２６日(月)香港伝道 

１１月２８日(水)～１２月２７日(木)九州伝道。対島キリスト福音教会・有明バイブルチャーチ・鹿本教会・

延岡グレイスチャーチ・宮崎刑務所・各家庭集会等。 

伝道の旅が祝され守られますように、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     
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