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◇理事長からの報告◇  (((吉田ジェリ 
 
 

 
◇理事会からの報告◇  

◆2018年の年頭から JAUCは新たな移行期に入りました。高橋
和寿牧師は、2017年 12月 31日をもって 4年半の牧会を終えら
れました。理事会は、高橋先生のリーダーシップとケアに感謝

の意を表したいと思います。先生にこのニューヨーク市地区で

の次の任命があり、ご家族ともに祝されますよう願います。◆

理事会は、1 月の礼拝説教者の準備しています。１月の礼拝説
教・聖餐式を引き受けて下さった岡田圭先生と西川晃充先生に

心より感謝を申し上げます。◆牧師招聘委員会（PCC）のメン
バー福永拓実兄、橋本真奈姉、小林かおる姉、日下部ディーン

兄、丸橋理加姉、寒河江修兄、鈴木香姉は、合同メソジスト教

会（UMC）に提出する教会のプロフィールを完成させ、メト
ロポリタン地区監督のデニス・スマート・シアーズ牧師に提出

しました。その情報に基づいて、ニューヨーク教区の教区長/
ビショップが日米合同教会の牧師候補者を選出し紹介される予

定です。 PCC は、候補者が日米合同教会の牧師に適任である
かを話し合い、米国改革派教会（RCA）の牧師招聘プロセスに
移るかどうかを検討する予定です。◆RCA には日本語・英語
のバイリンガルの牧師はほとんどいませんが、米国長老教会

（PCUSA）、United Church of Christ（UCC）、米国福音ルーテル
教会（ELCA）との合意があり、これらの教派の牧師は RCAの
教会で奉仕することが可能です。 UMC と RCA は共に、日本
キリスト教団とも同様の合意をしています。◆現在この重要な

牧師招聘のための奉仕をしている理事会と牧師招聘委員会のた

めにどうぞお祈りください。それから年次総会ために、推薦委

員会の奉仕をされている今戸ちづ子姉、園田雅代姉、鈴木智子

姉のためにもお祈りください。この３人の推薦委員は３年の理

事の任期を今月の年次総会をもって終了する予定です。また皆

さんの中でも理事会、管財会、スタッフ牧師信徒関係委員会な

どの働きに参加するように神様の呼びかけがあるかどうかも祈

り、導きを求めて下さい。◆ニュースレターの「牧師のメッセ

ージ」に代わって、理事会からの報告を掲載します。 12 月 17
日の理事会の議事は次のとおりです：牧師招聘委員会の牧師招

聘プロセスの進捗状況確認、1 月礼拝説教者・聖餐式について
確認、教会アパートの修理完了箇所の確認と屋根の改修の 終

支払い金額の承認、トレジャラー園田雅代姉より 2017 年の予
算と収支について説明、1月 28日の年次総会の準備について、 

SPPRCよりオフィスマネジャー野口長谷川順子姉との面談につ
いて報告、宣教委員長の今戸ちづ子姉より 2017 年ミッショ
ン・ミニストリーの支援報告。高橋牧師からは 後の牧会報告

があり、理事会役員の奉仕とサポートに感謝の意を表されまし

た。次回の理事会は 1月 7日（日）に開催され、2018年の教会
予算案を作成し、その後牧師招聘委員会との話し合いを持ちま

す。◆日米合同教会は、2018年に多くの課題とチャンスに直面
します。II コリント 5 章 17 節の御言葉を心にとめ、行動しま
しょう。「だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく

創造された者なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生

じた。」(新共同訳) 
■年次総会召集通知日米合同教会は、2018 年 1 月 28 日
（日）午後 1 時 30 分より、社交室で年次総会を開催します。 
すべての教会員は召集され、出席することが奨励されます。 
年次総会の目的は、役員選出と年次予算の承認です。◆年

次報告書は、総会の前の週 1 月 21 日（日）に配布されます。 
事前に年次報告書を読み、総会に持参してください。 理事
会、委員会、スモールグループ、婦人会のリーダーは、1月
9日（火）までに日本語・英語の報告書を提出してください。
2018 年の予算請求は 1 月 7 日（日）までに、トレジャラー
にご提出下さい。 1月 20日（土）に年次報告書を印刷しま
すので、お手伝いをお願いします。 
■数多くの祝福への感謝  
クリスマス・ホスピタリティチームは、12月 24日のクリス
マスイブ礼拝後のポットラックランチの為にお料理をもっ

てきてくださった総ての方に感謝します。おいしい前菜、

肉料理、キャセロール、寿司、パスタ、サラダなどの沢山

の食物に恵まれました。クッキー、ケーキ、キャンディー、

パイ、その他のデザートも有難うございました。また社交

室、会堂のクリスマスツリーの飾りつけにかかわってくだ

さった総ての方に感謝します。◆祭壇を飾るために赤いポ

インセチアを購入してささげて下さった方々に感謝します。

◆新しく結成されたユナイテッド・メソジスト・ウィメン

ズ( UMF)  のメンバーの方々が、ポットラックのテーブルを
飾る金と銀の折り鶴を折って下さいました。◆クリスマス

イブ礼拝で「For Unto Us a Child Is Born」を賛美するた
め、16 名のメンバーが集まり、ズーラ・コバキーゼ音楽主
事の指導のもと練習を重ねました。礼拝で、声高らかに主

を賛美できたことは大いなる祝福でした。◆日下部ケイト

さんとシャンティ・ナカマル・チャウドゥリーさんは、高

橋牧師から洗礼を受けられました。洗礼式のバックグラウ

ンドの流水の音は私たちを聖めてくださる聖霊の力を思い

起こさせてくれました。◆セキュリティチームの兄弟が安

全の確保のためにセキュリテイーの奉仕をして下さり、多

くの方が、食べ物や飾りの片付け、ごみ出しなどに協力し

てくださったことに感謝します。◆何よりも私たちは、日

米合同教会を選びクリスマスをともに過ごしてくださった

多くのゲストや訪問者の方々に本当に恵まれました。『ク

 『教会はキリストの体、一人一人はその部分』 

コリントの信徒への第一の手紙 12 章 27 節  
日米合同教会は、特にニューヨーク市近郊に住む日本人並び

に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣教

の業を通してキリストの福音をのべ伝え、キリスト者として共に

信仰を深めていくことを目的とする信仰共同体です。	  
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リスマスキャロル』のタイニー・ティムの言葉に声を合わ

せましょう。「神様が私たちひとりひとりを祝してくださ

いますように」（吉田ジェリ姉記） 
� 礼拝説教者� 	  

1月７日	 岡田圭牧師	  
1月 14日	  西川晃充牧師	  
1月 21日	  西川晃充牧師	  
1月 28日	 岡田圭牧師	  

◇建物管理◇  
■Sevan LLC のアルフレッド・ナザリ氏は 近次の作業を

完了しました。◆屋根を

取り外し、12 年保証付き
の新しい粒状ポリグラス

素材のもの

に 交 換 。 
（12 年後、
この新しい

屋根を防水加 工し、さら

に 10 年ほど 耐久性を延

ばすという選択が可）既存のパラペットの上のアルミパネ

ルをはずし、フラッシングを取り付けた後、防水措置をし

て既存のコーピングを再設置、＄38,500。◆２階テラスか

ら上の東側の壁全体の修理。屋根のパラペット、8つのスチ
ールウインドウの上の横木の交換、防水措置、水抜き穴設

置を含む、＄21,000。◆SR	   Harwood 社にファイリングのた

めの図面作成を依頼、$ 6,000。これらの合計で$65,500。古
い屋根からの水漏れは、建物の様々な部分に損害を与えま

した。◆ 上階のアパートは更なる修理が必要で、それら

の修理を久保ケリーさんの知人リッチー・ブロディさんに

依頼しました。◆アパートのメイン・ベッドルーム：すべ

ての天井タイルを取り外して、Sure	   loc の防水・抗菌に取替

え。天井を塗装し、新しい断熱材を取り付け。◆アパート

の台所：エアコンを取り付けている壁を修理し塗装。◆

窓：新しい素材で 3 つのウィンドウを修理。◆会堂中二階
の天井の修理。	 $	   200、これらの合計$	   7,700◆ブロディさ

んは、後日、水害のためダメージを受け穴が開いてしまっ

たフロンドアのそばの壁の修理をしてくださる予定です。

（請求なし/無料）（丸橋理加姉記） 
◇教会活動の報告◇  

■2 月 17 日（土）再び榎本恵師をお迎えして
JAUC にてミニアシュラム  を開催いたします。
今回のテーマは「真ん中に立たせて」マルコ ９
章３６節です。しばし日常を離れ、心を静かに聖

書に向かい、祈る時をもちましょう。アシュラム

はメソジスト教会宣教師によってはじめられたキ

リスト教霊性運動です。要予約 2 月 10 日締切。参加費$10、
自由献金歓迎。 

■クリスマス・イザベラホーム訪問	 （富樫素美姉記―

婦人会長）＜わたしの恵はあなたに充分である。力は弱

さの中でこそ完全に現れるからである。－Ⅱコリント

12：9＞	 ◆12 月 10 日雪上がりの日曜礼拝後、イザベラホ
ームへ平均年齢 77 歳 5 人が訪問致しました。主イェス様の
大いなる恵みを受けたひと時を感謝します。◆今回は松隈

美智枝姉お一人の訪問ではなく、近頃 103 歳で亡くなられ
た日本女性の方を偲びたいとの事で、私共合わせて 15 人の
方が参加しました。クリスチャンは松隈姉だけでしたが、

クリスマスキャロル・讃美歌を共に歌い、クリスマスは主

の御降誕を祝う日なので、クリスチャンはこの日天の神様

に感謝のお祈りをしに教会に行きます、と始まり天のお父

様からのラブレター（聖書からのみ言葉）を皆で朗読しま

した。◆本当に皆様が喜んで下さり、涙された方もありま

した。聖書からのメッセージをくださいといわれた方 3 名
に差し上げました。教会に行ってみたいという声もあり、

とても皆様が喜びに満ち溢れたご様子でした。そして松隈

姉のお誕生日が 12/ 5 でしたので、皆でお祝いが出来ました。
本当に主に感謝致します。 

◇地域教会ネットワーク◇  
■JCFN/VIP 集会	 ◆1 月 8 日（月）午後 7 時 15 分から日
米合同教会社交室於いて、田辺尚玄兄のお話から、キリス

ト教系カルト、異端について学びます。教会右側のインタ

ーフォンを押してお入りください。皆さんの御参加をお待

ちしています。 
■レオニア礼拝	 ◆SMJ（Special Ministry to Japanese）に
よる日本語礼拝が、NJ 州レオニアの長老派教会（181 Fort 
Lee Road, Leonia）で毎月第 1・3日曜午後 3時に持たれてい
ます。 

◇祈りのリクエスト◇  
主の恵みと聖霊の導きを祈りましょう：銃による暴力に終

わりを；ハリケーン、地震、洪水、山火事等自然災害の被

害を受けた人々も為：異なった信仰をもつ家族との間で苦

悩する方々の為；障碍者に：就職	 又仕事に悩む方々：全

ての人に完備した医療看護を：教会建物管理の為に、教会

の新しい出発の為に：健康を憂慮する兄弟姉妹の為に：ク

ラーク順子、デニス・ガースキ、ゴーマン美智子、ダリ

ル・ホリデイ、グレース・フーバー、井上照夫、

石井英子、石原ポール＆久恵、春日ジョー＆佳子、

久保ケリー、久保ケニース、栗原宏＆佳子、向井

ジョージ、小栗ななこ、下嶋家の方々、鈴木有郷

先生、高橋清壽、吉永ジョン＆ルシアン。 
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