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■理事会報告 

2月24日の理事会において、2019年の副理事長に中村

哲兄、秘書にシーラ・ベネット姉が選出されました。園

田雅代姉は引き続き財務委員長として奉仕されます。献

身的に主とその教会である日米合同教会に仕えてくださ

るすべての理事の方々に感謝の意を表します。♦3月31

日1～2pmに理事会と役員会の合同ミーティングがもた

れます。4月2１日のイースター礼拝とポットラックラ

ンチについての話し合いの時間を持ちます。イースター

及びその他の今後の教会イベント立案と企画のため、理

事会、各委員会、フェローシップやスモールグループか

らそれぞれ代表者が参加することが奨励されています。 

 
■牧師招聘委員会 

牧師招聘委員会（PCC）は、毎月第1日曜10amから地下

社交室において牧師招聘のための祈り会を持っています。

2月3日には 15名の参加者が与えられ、共に賛美を歌い、

感謝の祈りが捧げられました。毎週日曜、聖日礼拝直後

には礼拝堂前方にて小さな集まりが新牧師のため、また

PCCの導きのために、お祈りを捧げています。次のPCC

の祈り会は3月3日です。♦2月17日、PCCは牧師招聘

の現状説明と質疑応答のための連絡会を持ちました。会

衆は中立的な場所での牧師説教の機会についてや牧師招

聘の段取りなどについて質疑応答の機会を得ました。現

段階で返答が不可能だった質問に対しては、PCCが後に

議題として検討するよう持ち帰りとし、後の連絡会の時

に返答できるようにしたいと思います。2019年のPCC委

員長にはディーン日下部兄が選出されました。その他の

PCC委員は、福永拓実兄、橋本真奈姉、小林かおる姉、

丸橋理加姉、寒河江修兄、鈴木香姉です。ご質問やご意

見がある方は委員までお気軽にお問合せください。♦応

募締切りは3月15日となっています。推薦されたい牧

師をお知り合いの方は、PCCの委員までご連絡ください。

求人の詳細はホームページwww.jauc.orgに掲載されて

います。 

 

3月と4月の説教者予定 

3月3日 岡田圭牧師 

3月10日 スタンリー・ウェイン牧師 

3月17日 榎本恵牧師 

3月24日 栗栖信之牧師 

3月31日 栗栖信之牧師 

 

4月7日 岡田圭牧師 

4月14日 栗栖信之牧師 

4月 21日 イースター礼拝/ポットラックランチ：スタ

ンリー・ウェイン牧師 

4月 28日 テリー・デ・ヤング牧師（RCA障碍者ケアコ

ーディネーター） 
 

■ 礼拝委員会からのお願い 

礼拝委員会では新たに２～３名の奉仕者を求めています。

礼拝委員の仕事は日曜礼拝が滞りなくスムーズに進行さ

れるようサポートをすることで、具体的な仕事内容とし

ては、礼拝前の礼拝堂の準備、ろうそくの交換、聖壇や

説教壇の掛け布の準備、マイクの音量調節、プロジェク

ターとスクリーンの準備、毎月第１日曜に持たれる聖餐

式のパンとぶどうジュースの準備、礼拝後の献花の片づ

け、毎週の日曜礼拝奉仕者の調整と確保などがあります。

礼拝委員会としては３か月間のトレーニングの時間を設

け、質問にも答えます。奉仕を希望される方は、中村哲

兄、寒河江修兄、鈴木智子姉までお知らせください。 

 

■ メサイア ハレルヤコーラス 

3月17日より、4月21日のイースター礼拝で賛美する

ハレルヤコーラスの練習が始まります。宮下恵理音楽デ

ィレクターとクワイアはボランティア賛美者を募集して

います。とくに男性の歌声が必要です。練習は毎週日曜

日10amと1pmの礼拝前後に行います。 

 

■ 盲導犬について （橋本真奈姉 記） 
介助犬についての基本的な知識と、介助犬についての

米国障碍者法について分かち合わせて頂きたいと思い

ます。日米合同教会のコミュニティーの中で、介助犬

についての気づきを高められますよう、少しでもお役

に立てることが出来ましたならば幸いです。盲導犬/
介助犬はペットではありません。介助犬がリーシュや

ハーネスをつけている時は、働いていることを意味し

ます。もし働いている介助犬を目にされましたら、頭

をなでてあげたり、遊ぼうとしたり、食べ物をあげよ

うとするなど、犬の注意をひこうとするような行為は

控えて下さい。なぜなら、そのような行為は働いてい

る犬の妨げとなり、結果的に犬と、その飼い主の命の

危険を及ぼす可能性があるからです。♦米国障碍者法に

よると、介助犬を連れている方に対してのいかなる差別

的行動は禁じられています。病院やレストラン、また教

会も含めて、全ての公共の場で、介助犬とその飼い主を

 『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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拒否することは法律に反しています。また、電車、タク

シー、バスなどの公共機関の乗車を拒否することも法律

違反です。♦私は、日米合同教会の会衆の皆様が、私の

視覚障害に対して深いご理解を示して下さり、支援して

下さり、主の聖なる宮である教会生活が送れること、ク

リスチャンライフを通して、様々な困難を乗り越えて来

れました恵みに心から感謝しております。ランドンを日

米合同教会のコミュニティーの一部として受け入れて下

さることを願っております。皆様の中に、教会に犬を連

れてくることに対して、様々なご意見がおありになられ

ることも承知しております。どうぞ、盲導犬/介助犬は

ペットではなく、人を助けるためにトレーニングを受け

ている事をご理解ください。また、お子様や、ご家族、

ご友人の方々と、介助犬についてのこのような情報を分

かち合っていただけましたら幸いです。ご質問、ご不明

な点などございましたら、JAUCのDisability Advocate

である、吉田ジェリ姉、若しくは私、橋本真奈にお問い

合わせ下さいませ。主の平安」 
 
■感謝の報告 

JAUCにRCA Collegiate Corporationより5000ドルの助

成金が与えられました。この助成金は新しく就任される

牧師とのリーダーシップ修養会の宿泊旅行代に充てられ

る予定です。3月17日、日本のアシュラムセンター榎本

恵主幹牧師渡米の折には、合同で修養会の詳細打ち合わ

せをする予定です。さらにRCA Classis of New York 

(RCAニューヨーク教区)より2019年の助成金として

3000ドルが与えられました。これは教会の成長と活性化

のため、新たな宣教の働きと既存のミニストリー強化の

ために与えられたものです。今後理事会はこの助成金を

日曜学校のMEBIG (Memorization Bible Games)プログラ

ム、United Methodist Women、ウェブ/広報、

Disability Ministry and Advocacy (障碍者ミニストリ

ー)の働き、リーダーシップ育成などのために有意義に

使っていけますように検討していく予定です。 

■墓地委員会 
3月10日（日）墓地委員会委員長の本井慶次郎兄は、サ

イプレスヒルズ墓地の新たな区画購入検討のため、理事

と管財委員のために視察の機会を設けています。当日は

1:30にJAUCを出発いたします。同行を希望される方は

本井兄までご連絡ください。 

■United Methodist Women (UMW)と婦人会との合同バレ

ンタインデーティーパーティー 

2月10日、UMWと婦人会の初めての合同ティーパーティ

ーが開催されました。自己紹介のあと、賛美や好きな聖

句のシェアをするなど、お茶とお菓子を楽しみながらお

互いを知り合う楽しいフェローシップの時間を過ごしま

した。簡単な手話を紹介した参加者もいました。婦人会

からは10名、UMWからは8名参加しました。次回の合同

フェローシップの時をまた楽しみにしたいと思います。 

■  Regional Synod of New York (RCA ニューヨーク教

区)ワークショップ 
2月2日、シーラ・ベネット姉、丸橋理加姉、吉田ジェ

リ姉はタリータウンのRCA Synod of New Yorkにて

“Boundary Awareness Training (境界の大切さへの気

づき)”のワークショップに参加しました。教会員、牧

師、教会リーダーたちとの関係においても、健全な境界

（boundry）を意識していくことがお互いの信頼関係を

高め相互への敬意を保持することになるということを学

びました。RCAの牧師や長老の方々との話のなかで、教

会生活で浮上する諸問題などに対処するために役立つ洞

察が与えられました。♦3月2日（土）、丸橋理加姉と吉

田ジェリ姉は“Write the Vision”ワークショップに参

加し、コミュニケーションツールとして、また教会のビ

ジョンを示しプログラムを紹介するなど、宣教のツール

としてどのようにソーシャルネットワークサービス

（SNS）などのテクノロジーを教会が利用していくこと

ができるか、ということを学びました。参加者は、プリ

ンストン神学校の神学生ジェフ・チュウ氏より、SNSで

発信したい教会のミッションとメッセージは具体的に何

になるか？などの質問をされ、考える機会が与えられま

した。同時に、SNSの落とし穴や注意点などについても

学ぶことができました。 

 

■ 日曜礼拝説教のオンライン配信 
1岡田圭牧師、スタンリー・ウェイン牧師、栗栖信之牧

師による説教メッセージがJAUCのホームぺージ

www.jauc.orgで視聴することができます。ただし日米合

同教会は、個人の安全とプライバシーの保護のため、本

人の了承を得ずに動画や静止画を撮ること、音声を録音

すること、それをインターネットやSNS上に掲載するこ
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とは固く禁止していますのでご注意ください。 

 

■ 2019 年ディスカバリーキャンプ 
今年のディスカバリーキャンプの案内が出来上がりま

した。昨年に引き続き RCA の Camp Warwick に於いて、

7 月 21 日（日）から 8 月 2 日（金）の日程となってい

ます。今年のキャンプディレクターは榎本空兄です。

お問合せとお申込みは、smjleonia@gmail.com または

infojauc@gmail.com まで。ぜひご友人、知人にもご紹

介ください。昨年の様子は Facebook の Discovery Camp 
Japan のページでご覧いただけます。 

 

■ 婦人会より 
婦人会ではワールドビジョンを通してタンザニアの少

女ザムザムちゃんをサポートしてきました。 
サポートを開始したとき 5 歳だった彼女も 14 歳にな

り、この 9 年間彼女をサポートできたことを主に感謝

し、賛美したいと思います。しかし、残念ながら婦人

会メンバーも高齢化し、会員も減少したことから引き

続きサポートすることが難しくなりました。感謝なこ

とに 18 歳までサポートしたいというボランティアの

方々がいらっしゃるので、その方々がサポートを引き

継ぎます。今後この件に関しては、今戸ちづ子姉にお

問い合わせ下さい。 
 
■ 2019 年献花カレンダー 
献花をご希望される方は、地下社交室掲示板の献花カレ

ンダーにサインアップをお願い致します。献花はメモリ

アルとして、また記念日やお誕生日のお祝いなどとして

捧げることができます。献花代金の目安は35ドルです

が、ご希望に応じて対応いたします。生花の購入、アレ

ンジメントの奉仕も受付けいたします。ご質問やお問合

せは教会オフィスか、鈴木香姉までお願いいたします。 
 
 

■ 2019 年春山ジャスティン・サラ奨学金の申請 

2019年の春山ジャスティン・サラ奨学金の申請申し込みが

開始されました。詳細はJAUCのホームページ

http://www.jauc.org/haruyama/をご参照ください。応募締

め切りは5月31日です。 
 
■ 今後の予定 

昨年JAUCは、外務省の日米学生交流「架け橋プロジェク

ト」により “Youth for Understanding USA” の文化交流

代表として来米した沖縄の高校・大学生の訪問を受ける恵

みを得ました。昨年に引き続きまた今年もご要望をいただ

き、3月24日（日）にJAUCを再訪予定です。当日学生たち

は共に日曜礼拝に参加し、後に社交室に移動してカレーラ

イスの昼食をいただく予定です。昼食後にはダンス、格闘

技デモンストレーションなどを通した文化交流とフェロー

シップの時間を持つ予定です。仕事や学業のためアメリカ

に住む日本人、日系人の方々との交流を希望され、学びの

時を持とうとされている学生たちをぜひ皆で歓迎いたしま

しょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

月28日（日）、RCAの障碍者ケアのコーディネーター、テ

リー・デ・ヤング牧師が聖日礼拝のゲスト説教者として奉

仕されます。同日午後には、障碍者ミニストリーのワーク

ショップをリードしてくださいます。4月23日にはJAUCで

行われるClassis of New Yorkのミーティングにおいてプ

レゼンテーションをしてくださいます。デ・ヤング牧師は

その間JAUCのアパートメントに滞在されます。 
◇祈りのリクエスト◇ 

2011 年の東北大地震とそれによって発生した大津波の被災者及び

精神的肉体的経済的その他で苦しんでいられる方々の為、又その

復旧の上に、福島原発の爆発にもかかわらす生活を続けなければ

ならない方々の為に。牧師招聘委員会の方々の為に。特に重要な

段階を迎えている応募締切 3 月 15 日後の委員会の方々への神様の

導きを。健康上で苦しんでいられる以下の方々の為に。安藤進牧

師、バウマン久美子、クラーク順子、ジューン･ゴールドバーグ、

ゴーマン美智子、五十嵐えい子、ヴァレリー五十嵐、春日ジョウ

＆祥子、久保ケネス、栗原ひろし&佳子、中地末子、小栗なな子、

下嶋ファミリー、園田雅代母上、鈴木有郷牧師、高橋清、吉永ジ

ョン、そして高橋仁の日本での宣教の上に。（敬称略） 


