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４月２９日台湾伝道から帰りました。日本はゴールデンウイークに入っています。実はアメリカの航空チケットをファ 

斉藤歯科です。         イナルしていました。私のミスで日にちを一ヶ月間違っていました。気付いたのが台 

湾伝道中。日本に連絡を入れたら連休中。連休明けの５月７日までどうする事も出 

来ません。チケットの取り直しになると、いくらかかるかわかりません。お祈りするし 

かありません。連休明けにいつも頼んでいるシオントラベルから連絡が入り、チケッ 

トの取り直しが出来ました。ただ、１ヶ月伸びたのと手数料で５万円かかります。 

新宿です。                  韓国料理です。    この位で済んで本当に感謝です。 

１０日（金）友人のＫさんが泊まりに来ます。Ｋさん 

が私達の事をお祈りしている方から献金を預かって 

いると言って持ってきてくれました。まだお会いした 

ことはありません。そしてＫさんも献金してくれまし 

た。何とアメリカの取り直しの手数料分の５万円が入っていました。私の失敗も主の憐

れみと多くの方の支えで伝道が出来ています。本当に必要は全て主が備えて下さいます。感謝でいっぱいです。 

１１日は長期伝道に出かけるので斉藤歯科医院に行き直してもらいます。もう２０年お世話になっています。今は

息子さんと一緒に仕事をしています。夜は新宿で友人と一緒に食事会です。 

１２日(日)我が家の礼拝には初めての谷口さんが来ました。主に感謝です。１３日は妻の誕生日で、かくこさんと

恵ちゃんと韓国料理を食べました。何故かこのメンバーは韓国料理になります。 

１４日は数年ぶりに金内科クリニックに行き診察をして頂き薬を頂きました。もう信じられない位バタバタです。 

アメリカ伝道に出発       竹内先生と           １５日（水）～６月２８日(金)アメリカ伝道に出発。 

１５日（水）成田から８時間半かかりシアトルに到着。 

時間は１５日朝９時です。竹内先生が空港には迎え 

に来てくれました。教会で少し休み夜はオリンピアの 

ミヤさん宅    ミヤさん宅集会。この家庭集会も毎回新しい方が来てくれます。感謝です。 

時差も何のその大胆に語りました。集会が終わって帰ったら夜１１時になっ 

ていました。アメリカ伝道に最初に来たのは１９９４年。あれから２５年が経ち 

西海岸は続けて５年目になります。今回のシアトル・タコマは２１日まで１週 

間の滞在です。主の福音の種を沢山蒔きます！！！    



１６日（木）ブレマートン集会１０時。新しい方が一人来てくれました。イザヤ書からメッセージを語りました。 

ブレマートン                                ブレマートンも毎回来ています。集会後の食事も 

美味しかったです。 

                                             １７日（金）タコマ集会１８時半。教会の施設にて。 

教会員の方のご両親が来ていて福音を伝える 

タコマ集会      ことも出来、ご両親も感動して聞いてくれました。 

1８日（土）タコマキリスト教会伝道集会。１０時半から始まります。新しい方が来てくれます。 

タコマキリスト教会          礼拝堂の中         賛美が満ち喜びに溢れます。妻と一緒に大胆に語り、

皆と心から主を褒め称えました。 

１９日（日）タコマキリスト教会とベルビュウーで礼拝 

奉仕をします。タコマは昨日と同じ教会です。本当に

賛美に喜びを感じます。主を喜ぶことは本当に力ですね。昼食後にベルビューに行きます。 

タコマキリスト教会               ベルビュー礼拝             ベルビューのメンバーも愛を持っ 

て迎えてくれます。継続は力です。  

そして必ずベルビューに来ると一

緒に写真撮る方がいます。 

２メートル１０センチの兄弟です。 

私は小さいですが兄弟が大きすぎます。毎年会うのが楽しみです＾＾ 

２０日（月）ランチはヨウコさんのお店で照り焼きチキンを頂きます。 

行列が出来る繁盛店です。お店の中は御言葉で溢れています！ 

ヨウコさんと         夜はベルビューのユキコさん宅で家庭集会。今回も新しい方が２人来 

てくれました。福音の種蒔きです。種を蒔かなければ実は出来ません。ハレルヤ！！！ 

２１日（火）夜はタコマ最後の奉仕ミツコさん宅集会。タコマに来てから一週間。時差の中にあって 

も主を語れることは喜びです。集会後には大きくなったケイ君がコスチュームを着て写真を撮りま 

ユキコさん宅        した。私達の必要を覚えて沢山の方が捧げて下さいました。心から感謝致します。 

孫のようなケイ 

君はちょうど歯 

が抜けていて 

可愛いです＾＾ 

ミツコさん宅                ケイ君と              再会が楽しみ。 

２２日（水）竹内先生に送ってもらいシアトル空港へ。シアトルから飛行機で３時間ロスに移動します。 

祥先生。     ロスには祥先生が迎えに来てくれました。小腹が空いたのでハンバーガーを頂きます。 

そう言えばアメリカに来てから初めてのハンバーガーでした。 

タコマで頂いた料理は韓国料理・ベトナム料理・日本料理・タイ 

料理・アメリカンステーキでした・・・笑 

２３日（木）アンカーサウスベイ教会で ALL Generations Worship 

Night 集会。２年前の第一回目のメッセンジャーとして語らせて 

アンカーサウスベイ教会    いただきました。あれから丸２年が経ち、３年目に向かう大事な

時にまた語る事が出来ました。集会も新しい方が来て共に喜び主を褒め称えます。皆さん感動してくれました。 

２６日（日）９時半・オレンジカウンテイ郡キリスト教会礼拝奉仕。２年ぶりです。 

今回のメッセージテーマは「イエス様の目線」。 

大胆に語ります。皆さん感動してくれました。礼拝後

の２部は康子ちゃんの通訳で妻が語りました。 

榊原先生ご夫妻       康子ちゃんの通訳         前回お会い出来なかった榊原先生の奥様にも 



お会い出来て感謝でした。礼拝後にマサさんの友人が洗礼を受けるのでロングビーチに行きました。 

洗礼式              バーベキュウーに行きました。    沖縄出身の夢ちゃんです。洗礼式は本当に感 

動します。これからの歩みを祝福します。 

２７日（月）榊原先生の教会バーベキューに参 

加します。ずうっと天気が悪く寒かったロスでし

たが素晴らしい天気に恵まれました。思いっきり日に焼けます。もちろん後から大変でした＾＾ 

マミさん宅                      パロマ礼拝                     ３０日（木）マミさん宅で 

２年ぶりの集会。初め 

て会う方が４人です。 

その内一人の方がノン 

クリスチャンです。 

６月２日（日）１０時サンディエゴのパロマ教会とロスの１５時シロアム教会礼拝奉仕。稲富先生が牧会していま 

稲富先生ご夫妻と                         キム明子さん宅集会  す。ここも毎年奉仕をさせて頂いて

います。若者が多く賛美が恵まれ

ます。語る言葉も毎回主の力を頂

きます。 主の祝いっぱいです。 

                                                 ３日（月）２年ぶりにキム・アコさん 

宅集会です。前日から泊めて頂きました。１４名中半分の方は初めてお会いします。皆さん感動してくれました。 

４日（火）小坂忠先生と会う。３日から忠先生がロスに来ました。しばらくお会い出来ていなかったのでうれしかった

忠先生と                           です。忠先生と初めて会ってから３０年になります。 

その頃、私はまだ現役でした・・・笑 

写真は私が洗礼を受けて１年目の時です。若いです＾＾ 

夕食は祥先生・恵子ちゃん達と食事会。なまら最高です。 

６日（木）ベッキー先生。バイブルクラスで奉仕をさせて頂く。 

8８日（土）マンザナ日系収容所にマサさんが連れて行ってくれ 

祥先生家族と食事会                 ました。ここはロスから約３５０キロ離れていま 

                                       す。広い大地に収容所跡があります。 

マンザナには１万人が収容され、１３５人が亡く 

なりました。戦争の中で敵国日本に対する思い 

もあると思います。一つ一つが衝撃でした。 

フェイス教会バイブルクラス   慰霊塔     フェイス教会              このようなことは２度と繰り返し 

てほしくないです。 

９日（日）９時フェイス教会礼拝 

奉仕。ペンテコステ礼拝。 

私が洗礼を受けたのがペンテ 

コステです。２９年目になります。ベッキー先生の通訳です。 

ＷＬＡ教会   メッセージ時間は１５分です。短い時間でも大胆に語りました。主に感謝致します。終わってからは 

ＷＬＡ合同メソジスト教会に行き奉仕をします。ベッキー先生が兼牧しています。 

重田さんご夫妻と    メッセージにも皆さん感動してくれました。夜は重田さん宅で家庭集会。 

重田さん宅           ここも毎年来て４年目になりま 

     す。重田さんは新撰組と言う日本 

料理店を経営しています。従業員 

は約５００人です。ご主人が早く救 

われますようにお祈りしています。 



１３日（木）真理子さんエドウイン韓国料理。今回、真理子さんと初めてお会いしました。私達がホームステイしてい

るツネさんの所から近いです。ご主人のエドウインさんは韓国の方です。 

今回アメリカに来て一番食べている料理が韓国料理です。日本で食べるより美 

味しく感じているのは私だけでしょうか。 

１５日（土）ＳＲＳ集会。場所はルーテル教会韓国の先生。超教派で約３０名が 

真理子さんとエドウイン  集います。稲富先生が中心となって主に捧げています。賛美が満ち溢れるのは

ＳＲＳ集会                          本当に恵みです。メッセージはイザヤ書から語らせて 

いただきました。主に感謝致します！！！ 

１６日（日）クロスウエイ教会１０時礼拝奉仕。 

２年ぶりの奉仕です。前回は仁先生が帰国していてお 

会いできませんでしたが今回は会うことが出来て感謝 

でした。仁先生はお話が大好きでずうっと色々な話を

仁先生家族        してくれました。礼拝もとても恵まれました。ハレルヤです。 

祥先生・恵子ちゃんと       １７日（月）祥先生と恵子ちゃん地中海料理。 

２３日(日)オレンジカウンテイ郡キリスト教会。 

今回ロスに来て一番最初に礼拝奉仕をした榊

原先生の教会で１ヶ月の伝道報告とオリジナ

ルの主イエスキリストを一緒に賛美し、わかち 

オレンジカウンティ教会  あいをしました。次回も来れたら感謝です＾＾ 

ロス最後の奉仕は１３時半石飛先生が牧会しているオレンジコースト教会で伝道 

集会です。２５年前に初めてアメリカに来た時に来たことがあります。 

アメリカ人、ブラジル人、台湾人等沢山の方が来てくれました。石飛先生の通訳で

石飛先生家族と        石飛先生の通訳です   す。国は違っても主の証に皆さん感動してくれ 

ました。石飛先生は英語部の方と日本語部の 

方で牧会しています。石飛先生の所は子供が 

生まれたばかりで幸せいっぱいです。これか 

らの歩みを心から祝福します。 

２４日(月)～２７日(木)ロサンゼルスからポートランドに行きＪＣＰＮカンファレンスに初めて参加します。 

２５日の朝は綺麗な虹が広がりました。 

私が最初にカナダ・アメリカ伝道に行ったのが１９９４年１１月。アーサーホーランド

先生とバラバのメンバー。この頃はまだ、バラバの名前はありませんでした。カナダ

のバンクーバーからサンディエゴまで一ヶ月かけて南下します。一番感動だったの 

がポートランド横井先生の教会での集会でした。ＰＭ６時賛美が流れる。イスは１０７用意されたが足りなくなる。

教会では１００人を超える目標の祈りが捧げられていた。各教会から、離れていた方、そして近隣の方、約１３０人

が主によって導かれました。メッセージもアーサー先生が力強く語ります。時間が経つのも忘れます。 

最後に招きをします。イエスキリストを信じ受け入れた方が約２０人。献身者を含めほとんどの方が前に出ます。 

一人一人に祈ります。九時半から始まった祈りは１１時半までかかりました。５０人以上が帰ろうともしない。 

１２時に集会が終わりました。６時間の恵みの集会でした。一人の男性が最後に証をしました。私は今日イエス様

を信じる。何とその方の奥様、息子さんが救いの為にずっと祈っていました。その方の息子さんはお父さんの告白

に感動して失神しました。この記念なる日は何と結婚記念日でもあったのです。これからはクリスチャンの先輩で 

  ＪIBC 教会         ある妻の背中を見ながらイエスキリストを学んでいくと言いました。主に栄光で 

す。何故ここまで詳しく書けたかと言うと、私はいつも日記を書いています。そこ 

から抜粋しました。あの時はＪＣＰＮまだ２つの教会でしたが２５年経った今は全 

米に１６の教会が建てられました。ハレルヤです。 



カンファレンスも多くの恵みの時でした。賛美に恵まれ分科会も祝福でした。また沢山の牧師先生にもお会いする

賛美が満ちています           横井先生ご夫妻            ことが出来ました。来年のアメリカ伝道 

も更に広がっていることを主に感謝致し 

ます。１ヶ月半のアメリカ伝道は全てが 

守られ無事に終えることが出来ました。 

全ての栄光を主にお捧げ致します。 

２８日(金)ポートランドから横井先生が空港まで送ってくださり日本に向かいました。 

今回のアメリカはレンタカーで運転する予定でしたが、マサさんが時間を割いて私達の為に運転をしてくれました。

マサさんと                  ツネさんを囲んで          そしてロスでは毎回ホームステイさせて 

頂いているツネさんにも本当に感謝で 

す。主イエスキリストの恵みと祝福がアメ 

リカに住む方々の上に豊かにありますよ 

うに心からお祈り致します。アーメン。 

２９日に日本についてもうフラフラでした。３０日(日)我が家の礼拝は妻と二人でしました。 

７月８日(月)～１０日(水)北海道小樽へ行きます。ロスから稲富先生家族を迎えます。 

９日(火)１４時マリンホールで小樽礼拝です。稲富先生メッセージをしてくれます。その前に小樽と言えば三幸です。

美味しいランチを頂きました。礼拝には

我が家の礼拝に参加している伊藤さん

がバイクで北海道に来ていて一緒に参

加してくれました。礼拝もとても恵まれま 

三幸で食事                  小樽礼拝              した。稲富先生は毎年小樽を覚えて来て 

くれます。本当に感謝です。１０日(水)北海道から埼玉に帰ります。 

１５日(月)千葉にて昨年天に帰った私の兄のような存在の野澤さんの納骨式をします。樹木葬です。私も初めて 

樹木葬です。               野澤家です               の体験でしたが無事に終えることが出来

ました。昨年７月１５日に新潟の病院で

家族が集まり末期癌で戦っている野澤

さんと一緒に礼拝を捧げました。御言

葉に応答して大きな声でアーメンと力 

強く言いました。日が明けて１２時１８分に天に帰りました。あれからあっと言う間に１年が経ちました。 

野澤さんとの約束が出来て本当に良かった。全ての事を導いて下さる主に心から感謝致します。 

７月１７日(水)～９月１０日(火)九州・四国・秋田・北海道伝道旅行スタートしました。 

１７日(水)夜中の２時に埼玉の我が家を出ます。高速料金が４時まで入ると３割引きです。 

アメリカの森先生から連絡が入ります。教会員のお婆ちゃんが入院しているので福音を伝えてほしい。 

淡路島にて        淡路島に知り合いの先生はいませんか？私は解りませんと返事をしました、 

その時に私達は九州に向かうので途中寄っても良いですよと言いました。 

連絡を取っている中でお婆ちゃんの意識が無くなっていて何時亡くなるか 

もしれないと聞きました。いつもはゆっくりと時間をかけて車で走るのですが 

間に合わなかったらと思い高速で寝ないで走りました。お昼前に淡路島の病 

院に着いてお婆ちゃんの所に行ったら家族の方が誰もいません。森先生に電話をしてお孫さんは、と聞いたらアメ

リカに戻っています。私は何をしたら良いのですかと聞きました。お祈りしてくださいと言われます。解りましたと言

って病室に戻り、お孫さんがメールでお婆ちゃんが聖書を読みたいと聞いていたので詩篇２３篇を読みました。 

お婆ちゃんに意識が無いけど心では聞こえているね。私が来たのはイエス様が導いてくれたんだよ。お婆ちゃん

私は牧師です。洗礼を授けるから受け取ってね。最後にまた会おうね。お婆ちゃんはイエス様の手の中にあるよ



安心してね。そしてお祈りをしました。お婆ちゃんの息使いがアーメンと言っているように聞こえました。お婆ちゃん

の目には涙が浮かんでいました。２週間後お婆ちゃんは天に帰りました。 

勿論救いはイエス様がしてくださいます。でも主が導いて下さらなければ何処にも行けません。主に栄光です。 

１９日(金)長崎県対馬地方には大雨が来ています。午後のジェットフェリーでしたが、急遽午前の便に変えます。 

福岡から対馬に向けて１０時半出航。守られ１２時４０分に対馬港に着きました。 

２０日(土)台風が近づいていて凄い大雨です。１４時から集会ですが、対馬は避難 

勧告が出てレベル５です。１５０人のホールに来てくれた方は１０人です。この中でノ 

ンクリスチャンは２人。その内の一人はＴＶ局の方。ローカルＴＶですが集会の模様

立石先生と              立石先生ご夫妻          を撮ってくれました。人数は少なかったですが 

ＴＶは多くの方が見ます。 

大雨は凄く川が氾濫しそうになっています。 

教会は高台あるので守られました。 

２１日(日)１０時半。対馬キリスト福音教会。 

千・呉さんご夫妻のお店です。 礼拝は立石先生がメッセージで妻が証をしました。１４時から伝道集会では島の

北東部から２時間かけて来てくれたご夫妻等、１３人が集いました。その中で４

人の方がノンクリスチャンです。対馬も２０１６年から来て４年目になりました。福

音の種が豊かに実を結びますように心からお祈り致します。今回の対馬では韓

国の千さん呉さんご夫妻が料理でもてなしてくれました。感謝です。 

２２日(月)台風も去り１３時半のジェットフェリーで対馬を後にしました。福岡に１５時半着で真っ直ぐ長崎に向かい 

長崎教会にて            ます。北海道の江別から長崎に移った竹井先生を訪問します。 

竹井先生と                 長崎教会に行ったら唐津教会で伝道者

をしていた福田先生が牧師で就任して

いました。教会には竹井先生、門田先

生、１３人が来てくれて証をしました。 

夜は皆でチャンポンを食べ     ２３日(火)長崎教会から竹井先生の赴任 

した滑石教会に行き竹井先生とお祈りして福岡に向かいます福岡は絶対に外せない所があります。「天ひろ」です。

芳司さんご夫妻と                     井上先生ご夫妻と  ここのカツ丼が大好きなのです。芳司さ 

んご夫妻も最高です。お腹いっぱいに  

なった所で熊本県人吉に向かいます。 

２４日(水)人吉の井上先生ご夫妻とラン 

チを頂きました。美味しかったです。 

２５日(木)１１時。多良木聖書教会で集会。何と２０年ぶりに来ました。初めて会う方等２０名が来てくれました。 

多良木聖書教会               坂本さん宅                 大胆に語ります。タイのチェンライ 

から来ていた日本人の方が私達 

の友人を知っていて喜んでいまし 

た。洗礼を受ける方が起こされま 

した多良木を後にして昨年人吉 

のキャンプ場にある教会のクリス マス会に来てくれた坂本さんご夫妻 

玉名にて                 懇親会                家庭に行き証をします。初めてお会いする方 

もいて本当に感謝でした。 

                                                    ２６日(金)熊本県玉名市にある厚生施設、保 

護司会等が協賛の「社会を明るくする運動」 

の講演会に招かれました。 

毎年夏に行われ６９回目になります。 



実は今回の九州伝道はこの依頼から始まりました。昨年１２月に九州に来た時 に熊本の教会で奉仕をした時に

来てくれた方が連絡をくれました。講演会の頼の中で私が九州にいると思い話をしていく中で埼玉に住んでいると

言ったら、経費がないのでと言われ断られそうになりました。私はこの時、台湾にいたのですが経費の事は心配し

ないでください。台湾の刑務所伝道はボランテイアで旅費も実費で来ています。大丈夫ですよと言いました。そし

てこの講演会が決まり九州に来ることが出来ました。対島の立石先生、熊本の松崎先生、四国の川口先生、宇賀

先生が声をかけてくれました。主の導きの中で妻も一緒に来ることが出来ました。 

講演会には約１５０名が集い、ほとんどがノンクリスチャンです。イエス様の恵みを余すところなく語りました。涙を

流す方もいて主の証に感動してくれました。断っていたら福音を伝える事が出来なかったです。主はいつも全ての

必要を与えて下さいます。主に感謝栄光をお捧げ致します。 

２７日(土)６時。玉名倫理法人会に参加します。少し紹介をさせて頂きました。ＣＤも買ってくれました＾＾ 

                                                    朝食後に大分県佐賀関に向かいフェリーで愛媛 

県に渡ります。１５時から真光三島教会で伝道 

集会です。何と集会２０分前に到着です。 

教会は歴史ある教会です。宇賀先生とは初めて 

宇賀先生ご夫妻と      川口先生                お会いしました。集会にも沢山の方が来てくれま

した。先生も喜んでくれて教団の先生を紹介してくれると言いました。主の地境が拡がっています。感謝です。 

２８日(日)１０時半・四国中央ゴスペルチャーチ。礼拝奉仕と伝道集会。昨年の１２月も九州の帰りに来ました。 

川口先生家族です。      川口先生家族と・幸子さん       伝道集会には初めての方も多く約９０名が集 

いました。川口先生のサックスフォーンの音 

色がとても美しくて感動です。 

福音の種は蒔かれました。集会に来てくれ 

た方が救われるようにお祈り致します。 

２９日(月)川口先生と長田幸子さん達に見送られ、愛媛県四国中央を出て香川県 

池田さんご夫妻とお姉さん  丸亀市に行きます。池田さんご夫妻に会います。池田さんは私が学校を首になり大 

変な時に、お会いしたことがないのにお米を送ってくれました感謝です。主の恵み

の中で池田さんを初め多くの方に助けて頂いています。池田さんご夫妻が美味しい

うどん屋さんに連れて行ってくれました。それから喫茶店で交わりをして四国を後に

します。瀬戸大橋を渡り倉敷に行き宿泊します。 

３０日(火)倉敷から鳥取に行きました。鳥取は私も妻も初めての所です。砂丘を見て 

倉敷               鳥取砂丘            島巡りです            感動です。鳥取で日本全 

国制覇しました。 

                                                             いつもは奉仕を終えてま 

っすぐ帰るのですが今回

は小旅行を楽しみました。３１日(水)島巡りの観光船に乗ります。天気が良くて最高です。鳥取を後にして金沢にし

新会堂建設中          子供たちに語ります           向かいます。６００キロです。さすがの長旅で 

                               疲れました＾＾金沢ではゆっくりと休みました。 

８月１日(木)朝に金沢独立教会を尋ねます。

岡田先生はビックリしています。独立教会は新会堂を建設中なので一日も早く見に来かったのです。岡田先生も

せっかく来てくれたので子供たちに話して下さいと言われます。何時でも何処でも語ります献堂式に来ますと約束

岡田先生ご家族と          して金沢から秋田に向かいます。９時半に出て夕方の６時半着。約６００キロの 

道のりでした。秋田の奉仕は毎年恒例の秋田キリスト教会キャンプです。 

勿論キャンプだけでは終わりません。いつものようにゆっくり休みなさいと言っ

た後に祈祷会、日曜礼拝は３回のメッセージが用意されています。 

断る事は出来ません。感謝します。感謝します。感謝しますと言います＾＾ 



８月３日(土)秋田キリスト教会第１２回目ポンポコ山にてキャンプ。初めての方も５人位で約４０人が集います。 

秋田キリスト教会第１２回キャンプ         チジミ美味しかった   バーベキューに、ゲーム、賛美とメッセ 

ージ、花火等をして楽しい時間を過ごし 

ました。 

４日(日)７時に食事して、９時から３つに分かれて礼拝です。 

私達夫婦は新しく来た方に証メッセージをしました。感動してく

れました。主の福音はいつも前進しています。１０時にキャンプ 

を終えて解解散です。夜７時の礼拝は中野渡先生がしました。 

５日(月)東北はお祭りシーズン。秋田は竿灯祭りです。久しぶりに観光に出かけま 

した。それにしても暑い気温は３５度以上あります。 

６日(火)１０時。秋田キリスト教会バイブルクラス。中国の伝道者パウロ師の証を交 

えてメッセージしました。皆さんとても感動してくれました。 

８日(木)キャンプに初めて参加してくれたＦさんが教会に来てくれました。色々な話が出来て感謝です。 

秋田キリスト教会                    中野渡先生ご夫妻   ９日(金)祈祷会で光の道と題して主の力を 

頂き語ります。初めて歌う賛美は音程を間 

違えてしまい最悪でした；＾＾ 

１０日(日)秋田キリスト教会７時・１０時半・

夜７時礼拝奉仕です。今日の礼拝は召天 

召天者記念礼拝にて    者記念礼拝です。礼拝は天使のようなコーラス賛美があり感動しました。メッセージは

証を交えながら語りました。皆さん感動してくれました。昨年は私の友人６人が天に

帰りました。再会の日を楽しみにしています。 

                  １１日(月)秋田から往復約４００キロの青森県五所川原に向かいます。岩川さんが夏 

岩川宅にて             バテで元気がなかったので尋ねます。日本全国が異常気象でしょうか暑い日が 

続いています。岩川さんとは２時間くらいの交わりでしたがお祈りをして帰る頃に 

は元気になっていました。貴子ちゃんにも会えて良かったです。 

                    秋田に来て約２週間。この時期はお盆なので中野渡先生ご夫妻の親戚が来てい

て教会の宿泊施設がいっぱいで私達はホテル泊でした。私達が帰る頃は先生 

私との写真           妻との写真                も疲れ切っていました。秋田での全ての行程を 

終えて秋田からフェリーで北海道に渡ります。 

先生とお別れの写真を撮ったら私の時は怖い 

顔をして妻とはこれ以上にない笑顔でした。 

九州から始まった伝道旅行も北海道が最後で 

す。北海道の報告は今回のニュースレターに 

秋田から苫小牧港に向けて出港  は入れ切れないので次回の５９号に続きます。楽しみにしてください。 

                      予 定 

                      ９月１３日～１１月５日 台湾伝道旅行 

                      １２月４日～１０日 台湾高雄超教派集会 

１２月１３日～２６日 香港 

日々の伝道を通して福音の種を蒔いて行く働きをさせて頂いています。全ての必要も主が与えて下さいます。 

自分の手にすることは少ないですが束を置いていく働きが出来ることは喜びです。九州の方でも救いが起きてい

ます。これからも更に主が行けと言う所に遣わされたいです。宜しくお願い致します。感謝主 
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