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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年次総会  ◆2018年次総会◆日米合同教会(JAUC)
の 2018 年の年次総会が 1 月 28 日（日）に開催されました。
28名の出席で定足数が満たされ、総会は成立しました。ジ
ョン・チェン長老が、米国改革派教会（RCA）のニューヨ
ーク地区 (Classis of New York)	 を代表して挨拶されまし
た。新たに選出された理事は、ベネット・シーラ姉、本井

慶次郎兄、園田雅代姉で、任期中の丸橋理加姉、中村哲兄、

鈴木香姉、吉田ジェリ姉と共に奉仕されます。理事長は 2
年任期のため、引き続き吉田ジェリ姉が務められます。新

たに選出された管財委員は、寒河江修兄と利根川純兄で、

任期中の中村哲兄、鈴木香姉、吉田ピーター兄と共に奉仕

されます。鈴木香姉が管財会の委員長に選出されました。

新たな牧師スタッフ信徒関係委員会のメンバー日下部ディ

ーン兄、富樫素美姉、蔦川フレッド兄が承認され、小林か

おる姉、鈴木香姉、吉田ピーター兄に加わりました。牧師

スタッフ信徒関係委員会の委員長は、 初の委員会で選出

されます。今回理事の任期を終了された今戸ちづ子姉、鈴

木智子姉のこれまでの働きに感謝します。◆財務委員長で

ある園田姉から年次予算が説明され、会衆によって承認さ

れました。園田姉はどのようにして教会献金を増やしてい

けばよいかを教会員ひとりひとりが考えるよう提案されま

した。週に 1ドル、5ドル献金を増やすことでも JAUCの
ミニストリーやミッションに対する愛とコミットメントを

示すことができます。建物管理委員長の丸橋姉は、ガイ

ド・ワン保険会社で契約している建物の保険を維持するた

めに、2月末までに完了しなければならない電気関係の修
理箇所を写真を見せて説明されました。◆牧師招聘委員長

の丸橋姉と鈴木香姉は、JAUCの新しい牧師招聘に関して
これまでになされた働きについて説明されました。また管

財委員長の鈴木香姉が管財会からの報告をされました。◆

高橋牧師の牧会が終了した理由について、理事長の吉田姉

より、雇用主である JAUCは(元)従業員本人の許可なしに
情報を明確に伝えることができない旨、説明がありました。

米国改革派教会のニューヨーク教区 (RCA Synod of New 
York) のエギュゼクティブグ・ミニスターであるエイミ
ー・ナイランド牧師は、このニューヨークで約 124年間に
渡って日本人コミュニティーに奉仕してきた JAUCは、引
き続き現在のように多様性のある会衆と神様の JAUCへの
今後の導きの発見のために力を注ぐよう勧められました。

また、合同メソジスト教会のニューヨーク・メトロポリタ

ン地区監督のデニス・スマート・シアーズ牧師も、JAUCが
これからも一致と赦しと和解をもって、神の御国のために

仕えるよう奨励されました。◆年次報告書の作成のため、

委員会、フェローシップ、スモール・グループ、および理

事会報告書を提出して下さったすべての方々に感謝の意を

表します。また、これらの報告書を日本語と英語に翻訳し、

校正して下さったすべての方々、特に土曜日の夜遅くまで、

報告書を印刷し、製本し、配布のための準備をして下さっ

た方々に感謝します。選挙候補者の推薦のための働きをし

て下さった推薦委員会の方々にも感謝します。信徒のコミ

ュニティーと主にある家族を愛し、時間と労力を惜しまず、

誠実で、忠実に仕えてくださる多くのメンバーが JAUCに与
えられている祝福を心より感謝します 

■音楽主事辞任とゲストピアニストの日程  
2016年 11月から音楽主事を務められたズーラ･コバキーゼ
さんは、3/11/2018をもって、LAに転居し、演奏家として
の活動をを目指されます。在任中は音楽主事として、聖歌

隊を指導され大変困難な J.S. Bach の平均律クラヴィア曲集
から Fugue in C sharp minorと、お別れの礼拝では、 
Sinfonia 9 in F Minor にヨハネによる福音書 I: 1-5の言葉
をつけて捧げられ共有できました事を感謝します。クリス

マス礼拝で捧げられたヘンデル作曲のメサイアからの“For 
Unto Us a Child is Born”に参加した 16人のボランティア
ー・コーラス方々も、彼の指導に大変啓発を受け又多く学

びました。彼の才能と人柄を JAUCから失うのは大きい損
失ですが、主が常に彼を伴ってくださり、音楽家として、

大きく羽ばたかされますよう祈ります。 
◆ズラさんの辞任に伴い、スタッフ牧師信徒関係調整委員

会は、次の音楽主事の選考を開始しました。空席を補填し

て頂くゲストのピアニストは、以下の通りです。 
3/18, 3/25, 4/1 , 今井佳穂里さん, 4/8 未定。 
4/15, 4/22, 4/29 ベン・ヒーリーさん 
（理事長・吉田ジェリ姉記） 
 
■財務報告  

2017年 1月～12月収支 	  	   	  
	  

	  
一般 	   目的限定 	   合計 	  	  

収入 	   111,263	   83,121	   194,383	  	  
支出 	   -‐171,837	   -‐258,519	   -‐430,355	  	  
合計 	   -‐60,574	   -‐175,398	   -‐235,972	  	  
2018年 1月収支 	  	   	  

	  
	  

一般 	   目的限定 	   合計 	  	  
収入 	   5,810	   5,907	   11,717	  	  
支出 	   -‐7,986	   -‐5,606	   -‐13,593	  	  
合計 	   -‐2,176	   301	   -‐1,875	  	  
 
（財務責任者・園田雅代姉） 

 

 『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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�礼拝説教者� 
3/ 4岡田圭牧師、 
3/11, 3/18 洪汎善兄/ドリュー大学 神学生 3/25 栗原健博士・
宮城学院女子大学 准教授 

◇建物管理◇  

1月中旬、JAUCは教会の保険（Guide One社）の取り扱い
代理店から、JAUC保険の更新をするためには 3つのことを
改善する必要がある、という旨の通知を受けました。 ◆そ
のため、まず 2月 3日の理事会で、過大な負荷がかかった
時に自動的にオフにならない古いブレーカーシステムを取

り外し、自動的にスイッチをオフにする新しいブレーカー

パネルにアップグレードすることが承認されました。これ

はニューヨーク市の多くの建物が抱えている問題で、火災

を引き起こす危険性があると指摘されています。◆Sevan 
LLCが行うこのアップグレードにかかる費用は$ 68,800で
す。新しいパネルは、古いパネルよりも小さくなっていま

す。この作業のため、ソーシャルホールから 1階へとあが
る階段のそばにあるクローゼットの清掃が行われました。

既存のパネルはすべて取り替えられ、反対側の壁に取り付

けられます。 ◆また Total Fire Protectionによってキッチン
のコンロの上の消化システムのテストが行われ、この作業

は 2月 6日に完了しました。費用は Ansul社の費用が 550
ドル、人件費として 195ドルでした。このテストは 6ヶ月
ごとに行う必要があります。 ◆加えて電気システム全体の
検査が必要です。 この検査は 2月 5日に電気技師によって
行われました。 ◆保険を継続するためには、これらすべて
の作業と支払いが 3 月 1 日までに完了することが必要です。
保険に加入しなければ、教会は礼拝やその他の活動を行う

ことができません。 ◆電気工事を開始するため 2月 4日に
クローゼットの清掃を手伝ってくださったすべての方に感

謝します。また、礼拝堂やその他の場所に冷たい風が入る

のを防ぐため、隙間をカバーしてくださった利根川純兄に

感謝します。お蔭で教会はとても暖かいです！(丸橋理加姉
記） 

◇教会活動の報告◇  

2月 17日、第 2回ミニ・アシュラムの集会が JAUCにて
開催されました。教会内外の 24名の方々が主のみことばに
集まりました。その集まりを導いてくださった榎本恵師は

日本国内のみならず、ロスアンジェルス、ブラジル、台湾、

ニューヨークと海外でもアシュラム集会を通して日本人ク

リスチャンを励まし続けておられます。一方、昨年ノース

カロライナに移住された榎本空さんは来年のミニ・アシュ

ラムに備えて引き続き JAUC にて月次黙想会（毎月第 3水
曜日）を導いてくださっています。どうぞ、榎本師親子と

彼らのミニストリーのためにお祈りください。JAUCでは榎
本師率いるアシュラムセンターの働き、榎本空さんの働き

と博士課程の勉学のための支援献金を受け付けております。

詳細は JAUC事務所までお問い合わせください。 (園田雅代
姉記) 

2月の第 2日曜日 11日、  国際女性の会（ＵＭＷ /ユナイ
テッドメソジストウィメン）は 霊的な支援, フェローシ
ップと祈りの目的で集まり、コミュニティとどのように交

流するかを考え合いました。 その後美味しいケーキとスナ
ックで、楽しいの時間を過ごしました。神の愛を表すため、

婦人会メンバーのために 祈り、 バレンタインギフトと聖書
言葉 を準備しました。 その後 小グループに分かれてお互い
に祈りました。何方でも歓迎しています。 ので、興味のあ
る方は,第 2日曜日の 12:40時に 3階での集まりに来てくだ
さい。ご質問は、パトリシア クラーク姉、アントワネット
ジョーンズ、または infojauc@gmail.comにお問い合わせく
ださい。お待ちしています。（アントワネット･ジョーンズ

姉記） 
 

◇	 ◇教会員・友人関連◇  

鈴木有郷先生とエリザベス姉の御次女サラさんは、昨年末 12月
27日、朝の 8時ごろ 2番目の男の赤ちゃん（鈴木先生御夫妻にと
って 4番目のお孫さん）を出産なさいました。母子共に健康で
す！おめでとうございます! 

菅原知子姉は 1月 25日、男の赤ちゃん、エイジ・菅原・アン君
を出産されました。おめでとうございます！ 

SMJ ディレクターを 1977-1980年に奉仕された藤本治祥牧
師夫人スミヲ姉が１月 4日に天に召されました。藤本先生ご
夫妻は、JAUCを心にかけてくださっていました。藤本先生と
ご家族の上に主のお慰めが豊かにあります様に。 
吉田ピーター兄のご姉妹吉田グレース姉がオハイオのご自宅

で 1月 27日天に召されました。ピーター兄そしてご家族に主
の豊かなお慰めが有ます様祈ります。 

後藤彬文兄のメモリアルは、3月 24日に予定されていま
す。場所と時間はわかり次第お伝えします。 

春山サラ姉の納灰式	 4/2月曜日 11am, Cypress Hills 
Cemetery (833 Jamaica Avenue, Brooklyn, NY 11208 
(718)277-2900) サイプレスヒルズ墓地に於いて執り行
われます。 

本屋敷ジョージ兄&美紀姉より   
JAUCのみなさま、ご無沙汰しております。私たちのために、
お祈りありがとうございました。2017年 10月 5日、主は尚
(なお)深(み)と伴(はん)
涙(な)をお与えください
ました。尚深は、聖書

のナオミのように、た

とえ夫と息子たちが取

られるようなつらい中

にあっても、主が尚

（なお）、深い恵みの

うちに支えてくださっていることを知り、周りの人を祝福
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する人となれるように

（ルツ記 1:8-9）。伴涙
は、ハンナのように涙と

共に（伴って）、主に

も大切なものを献げ、主

の祝福を受ける人になる

ように（サムエル記第一

1:11）。でも、まず、私
たちがその様な人に変えられていきたいと考えておりま

す！ふたりは、すく

すくと育っており、

私たちのことを目で

追ったり、笑顔も見

せてくれます。11
月 26日には献児式
で、主に二人をお献

げする誓いをいたし

ました。これからも

お祈り宜しくお願い致します。 
◆証し  二人の娘が与えられる迄 (11/1/17)  
私たちは 2007 年に結婚しました。私は、主が許されるなら、
多くの子どもが与えられたいと願っていました。しかし、

何年経ってもその気配がなく、私の心は次第に重苦しくな

ってきました。「主よ、なぜなのですか」、私は叫び始め

ました。聖書には子どもが与えられない夫婦が何人も出て

きます。私たちも同じなのですか、と叫びました。主に叫

び続ける中で、与えられない現実を受け入れていきました。

妻は 3回妊娠しましたが、流産でした。それらは毎回、深
い悲しみを齎しました。今年 2月、妻は私にお腹のエコー
写真を差し出しました。二つの斑点が見えました。私は喜

び、同時にまた流産するのではと恐れました。しかし、こ

う考えたのです。「二人のいのちは明日消えるかもしれな

い。しかし、主は『今日』、この子たちを与えておられる。

『今日』、この子たちが生きていることを喜ぼう。」 それ
からは嬉しくて仕方がない日々が続きました。心臓が鼓動

し始め、胎動が強くなっていきました。そしてついに、出

産の時期を迎えました。しかし、陣痛がある一定以上大き

くなりません。医師は「一人が弱っている可能性があるの

で、緊急帝王切開する」と決断しました 私は別室に通され、
30分程度でお呼びします、と言われました。しかし、30分

経っても呼びに来

ません。私はだん

だん心配になって

きました。弱って

いる一人はもう死

んだかもしれない、

私は心を注ぎだし

て主に叫びました。

「主はヒゼキヤの

求めに応じて、日

時計を十度戻され

た（Ⅱ列王記 20:11）。主は時を支配しておられる。主よ、
死んでいても、時間を戻して生き返らせてください。」 一
時間以上経って、ようやく看護師が私を呼びに来ました。

私は双子が待つ部屋に向かいました。長女の顔を見て、私

は医師に「この子は、ダウン症ですか」と尋ねました。彼

は硬い表情で「ダウン症の疑いがあります」とおっしゃい

ました。私は妻が待つ病室に重い気持ちで向かいました。

妻は私を見て、何かあったんだと悟り、心配そうに、どう

だった、と尋ねました。私は「二人とも元気だったよ。只、

お姉ちゃんの顔を見て、気づいたんだけど・・・」と事情

を話し始めました。妻は聞き終わると、「良かったじゃな

い！生まれてきてくれて！」と笑顔で言いました。それで

も私の心は晴れませんでした。ダウン症の人は平均寿命が

低く、知的障害が起きる可能性が高い。私と妻が死んだら、

この子はどうなるのだろう。しかし、翌朝から、私の心は

全く新しく変えられました。神が、二人をこの世に送られ

たのだ。私がすべきことはただ一つ、神がどれほど素晴ら

しく、信頼できる方か、自分の生き方で教えることだ。私

と妻が死んでも、二人が神を信頼していれば、日々、喜ん

で生きていけるだろう。それは何と素晴らしい人生だろう

か。二人が神様に信頼して喜びに満ちて生きる日々を思う

と、私は嬉しくてたまらなくなります。  

◇地域教会ネットワーク◇  

■JCFN/VIP 集会	 ◆毎月題 2 月曜日午後 7 時 15 分から日米
合同教会社交室於いて、ゲストを招いて、大変貴重なお話を伺

えます。3/12（月）の例会では、ニューヨーク日本語教会員
の木地たかし兄が、ご自身の 新作も交えてギターの弾き

語りによって証をされます。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、お聞き逃しなく。（日本

語のみ）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、お聞き逃しなく。（日本語のみ） 

■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）に於いて毎月第 1・3 日曜午後 3 時に持た
れています。3/11, 3/18 に JAUC でメッセージを取りつい
でくださる洪汎善兄が奉仕されています。近隣の方々にお

勧めします。また情報を多くの方に広めて下さいますよう

お願いします。 
◇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

害を受けた人々の為：異なった信仰をもつ家族との間で苦

悩する方々の為；障碍者の為：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、ゴーマン美智子、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、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。 
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