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Cemetery Committee 
On March 10th members of the Board of Trustees, Board of 
Directors and Cemetery Committee visited Cypress Hills 
Cemetery to look at a possible site for a new mausoleum for 
JAUC, now that the present Thomas Hayashi vault is nearly 
full. The new mausoleum would hold 72 urns and the new 
plot is conveniently close to the present vault. 

墓地委員会 
現在の林トーマス様による墓石（御廟）がほぼ一杯に

なりましたので、3 月 10 日に管財会、理事会、墓地委

員会のメンバーがサイプレスヒルズ墓地を訪れ、日米

合同教会の新しい墓石（御廟）購入検討予定地の視察

をしました。この新たな墓石（御廟）には 72 名分の

骨壺が収まり、現在の墓石（御廟）から近いという利

便性もあります。 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fujinkai Meeting with Rev. Enomoto 
At the Fujinkai meeting held on March 17th, we had the 
great honor and pleasure of welcoming back as our guest 
speaker Rev. Megumi Enomoto, Director of the Ashram 
Center in Japan. The Bible verses given were John 5:1-9. 
Rev. Enomoto read the verses through first and then asked 
each of us to read and meditate on them on our own for 15 
minutes before giving the following message. John 5:1-9 
talks about a remarkable healing by the Lord of a man lying 
by the Pool of Bethesda who had been invalid for 38 years. 
Jesus asked the man, “Do you want to get well?” Rather 
than simply responding “Yes,” he complained of his 
predicament, that nobody helped him into the pool. The 

man’s heart was so filled with despair and loneliness that he 
had lost even hope. But when the Lord told him to get up 
and walk, he was at once healed. We all fill our hearts with 
something, sometimes with bitterness, hopelessness and 
despair. Let us take care, instead, to listen to the words that 
the Lord speaks to each one of us and fill our hearts with 
faith and hope in His love for us and in His Word. (Maki 
Nakachi) 

婦人会より 

3月17日の婦人会例会には、榎本恵牧師をお迎えしま

した。ヨハネ書5：1-9 をまずは榎本先生が読まれ、

その後各自で15分間同じ箇所を読み、瞑想し、それ

から先生のメッセージを聞きました。最後にそれぞれ

に感じたことなどを分かち合い、一年ぶりの再会を喜

び合いました。 

榎本牧師メッセージ : この箇所は、祭りのためにエル

サレムに上られた主イエスが、ベテスダの池のそばに

いた 38年間病気に悩んでいる人を癒された箇所です。

「治りたいか」の問いに「治りたい」と答えられない

彼の態度から「誰も何もしてくれない」と人に期待す

ることをあきらめ、孤独や悲しみに支配された彼の姿

が見えます。しかし、主が伴われたときにこの病人は

床をとりあげ、現実に向き合って歩めるようになりま

した。私たちも同じように主におくべき信頼や望みを

違うもので満たそうとして、それらに支配されそうに

なることがあります。しかし、わたしたちも主から語

りかけを受けているひとりひとりです。主にとってた

った一人のかけがえのない存在として愛されているこ

とに気づき、神のみことばに信頼を置き立ち上がれる

ものとなろうではありませんか。 

 
Kakehashi 2nd Visit to JAUC 

For the second year in a row, JAUC was blessed by the visit 
of 24 students with 4 chaperones from TOFU, Think of the 
Future of Okinawa, Youth for Understanding USA and 
Japan International Cooperation Center (JICE). They 
attended the worship service with an excellent sermon by 
Rev. Kurisu and joined us for Sanshoku Donburi (Tri-
colored Rice Bowl). The students gave presentations about 
all aspects of life in Okinawa including education, culture, 
sightseeing, history, martial arts, calligraphy and dance. It 

“Together, the Body of Christ; 
               Individually, Its Parts”    I Corinthians 12:27 

JAUC is a Christian community seeking to reach out, especially 
to Japanese and those who are interested in Japan in the 
greater New York City area, with the purpose of sharing faith 
in Christ and growing together in Christian discipleship 
through worship, Fellowship, study, evangelism and mission. 
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was a delightful exchange of ideas and warm hospitality and 
friendship. Many thanks to the many church members who 
cooperated to make this a memorable event, especially the 
United Methodist Women who cooked lunch.  
架け橋プロジェクトの日米合同教会への 2 度目の訪問 
日米合同教会は、外務省の架け橋プロジェクトの一環

で、Think of the Future of Okinawa (TOFU)と Youth for 
Understanding USA、 Japan International Cooperation 
Center (JICE)より 24 名の学生と 4 名の付き添いの方の

訪問の機会に、2 年連続で恵まれました。栗栖牧師の

素晴らしいお説教の後、社交室にて 3 色そぼろ丼を皆

でいただきました。学生達が、教育や文化、観光、歴

史、空手、書道、舞踊と、色々な側面の沖縄の生活に

ついて発表してくれました。とても喜ばしい、考えや

持て成し、友情の交流の時を持てました。この思い出

に残る催しは、多くの教会員と、特に昼食を用意して

くれた United Methodist Women の協力によります、感

謝します。 
Church Cleaning 

The Board of Directors and the Building & Maintenance 
Committee thank all the church members and volunteers 
who came on Saturday, April 6th to clean the church 
building from top to bottom. We especially thank Jun 
Tonegawa for mopping and waxing the Social Hall floor in 
time for the Classis of New York meeting on Tuesday, April 
23rd. Cleanliness is truly next to godliness! 
理事会と建物管理委員会は、4 月 6 日（土）に、教会

の大掃除に参加してくださった、教会員とボランティ

アの方々に、感謝します。特に利根川純兄は、4 月 23
日（火）の米国改革派教会の Classis of New York 会合

に間に合う様に、社交室のモップとワックスをかけて

くださり、感謝します。清潔とは敬神に次ぐ美徳です

ね。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday, Rev. Okada! 
岡田先生、お誕生日おめでとうございます！ 

On Sunday, April 7th, Rev. Kei Okada visited John and 
Lucienne Yoshinaga to give them Holy Communion. Sheila 

Bennett, Antoinette Jones, Peter and Gerri Yoshida joined 
the home visit to sing hymns and to hear stories of their 
fascinating life together. After the Easter service, Peter and 
Gerri delivered Easter lilies to the Yoshinagas and to 
Christina Hogan. 
4 月 7 日（日）に、岡田圭牧師は吉永ジョン兄、ルシ

エン姉を訪れ、聖餐式を行いました。シーラ・ベネッ

ト姉、アントワネット・ジョーンズ姉、吉田ピーター

兄・ジェリ姉も参加し、賛美歌を歌い、彼らの魅力的

な人生のお話を共に伺いました。イースター礼拝の後、

吉田ピーター兄・ジェリ姉は、吉永兄姉とクリスティ

ーナ・ホーガン姉に、イースターの百合を届けました。 

 
Easter Celebration Sunday and Potluck 

We sincerely thank all those who worked tirelessly for the 
Resurrection Service where we welcomed 91 people, old-
timers, newcomers and regular church members. Many 
children and families came for the afternoon Easter program 
that incorporated games and learnings from the MEBIG 
(MEmory, BIble and Games) conference that Kaori 
Kusakabe attended thanks to the RCA Classis grant. We 
thank all those who contributed delicious and healthy dishes 
for the potluck. We are grateful that Mitsuko Niizuma and 
Motomi Togashi collected names and money for the many 
Easter lilies that graced our altar and sanctuary. We will 
remember the Hallelujah Chorus by the choir and volunteers 
under the direction of Eri Miyashita as the most robust and 
uplifting rendition heard at JAUC. Kudos to Rika Marubashi 
for the visually dramatic Easter banner that went up the day 
before. We thank the many volunteers who came to help set 
up, serve and clean up so that everyone could enjoy the 
festivities and joy of our Risen Lord! 

イースターの祝いと持ち寄り昼食会 
計 91 名もの、久しぶりの方々、新しい訪問者、通常

の教会員が集ったこの復活祭の礼拝のために、惜しみ

なく仕えてくださった全ての方々に、心から感謝しま

す。多くの子供達とその家族が、RCAの助成金により

実現した日下部かおり姉の MEBIG (MEmory, BIble and 
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Games)の学びの会への参加により習得した、ゲームや

学びを織り込んだ午後の復活祭プログラムに参加しま

した。健康的でおいしい持ち寄りの食事をご持参くだ

さった全ての方に感謝します。礼拝堂を飾った、復活

祭の百合の献金を取り纏めてくださった新妻美都子姉、

富樫素美姉の貢献に感謝します。宮下恵理音楽主事の

指導のもとに、聖歌隊と奉仕の方が参加したハレルヤ

コーラスは、今まで日米合同教会で披露された中で、

最も元気があり壮快な表現であり、いつまでも心に残

るでしょう。復活祭前日に掲げられた、丸橋理加姉に

よる目を奪われる素晴らしいバナー（垂れ幕）を賞賛

します。主の復活とその祝いを皆が心から楽しめる様

に、準備、給仕、片付けの奉仕をしてくださった方々

に感謝します。 

Disability Program 

JAUC warmly welcomed Rev. Terry De Young, the 
Coordinator for Disability Concerns for the Reformed 
Church in America, as the guest preacher on Sunday, April 
28th. He preached on Jesus, “The Savior with a Disability” 
and led the afternoon program, “We Need Each Other.” 
Mana Hashimoto and Gerri Yoshida thank all those who 
participated: the seven readers—Patricia Clarke, June 
Goldberg, Chizuko Imado, Mayu Takezawa, Motomi 
Togashi,  Tsugie Watanabe, Masahiro Yoshida; Tomo 
Kimura for translating the Breaking Barriers article into 
Japanese; Maki Nakachi for taking photos; Eri Miyashita as 
accompanist; Rika Marubashi for recording the sermon and 
program; Satoshi Nakamura for help with the sound system 
and microphones; Junko Noguchi, Maki and Mayu for help 
with the reception; Takumi Fukunaga for translating and 
delivering the Japanese sermon and Jun Tonegawa for his 
assistance in making Terry’s stay comfortable and 
accessible. Our appreciation to the Classis of New York for 
grant monies to support disability ministry at JAUC; 
including home visitations to seniors and shut ins; 
registration for Mana and Gerri to attend the August 
Disability Leadership Training in Ontario. We look forward 

to the 5th annual Disability Awareness Sunday in October. 
Anyone wishing to join the Disability Ministry Team, please 
contact Mana and Gerri. 

障碍者のためのプログラム （橋本真奈姉 記） 
４月２０日（日）、日米合同教会は、米国改革派教会

の Disability Concernのコーディネーターでおられる、

テリー・デヤング牧師を来賓の牧師として、暖かく歓

迎致しました。テリー牧師は、イエス様について、

「障碍を伴われる救い主」というタイトルでお説教を

し、午後のプログラムである、「私たちは互いに必要

としています」を率いて下さいました。吉田ジェリと、

橋本真奈は、この日にご参加、ご奉仕頂いた全ての

方々に感謝を申し上げます。 
朗読には、七人の方々にご奉仕頂きました：クラーク

パトリシアさん、ゴールドバーグジューンさん、今戸

ちづ子さん、竹澤万結さん、富樫素美さん、渡辺しゅ

うじさん、吉田昌弘さん。 
木村智さんには、改革派教会の記事録、「障壁を打ち

破る-Breaking Barriers」の日本語訳をお手伝い頂きま

した。 
仲地真木さんは、写真撮影をお手伝い下さいました。 
宮下恵理さんは、ピアノ伴奏をご奉仕して下さいまし

た。 
丸橋理加さんは、お説教と午後のプログラムの録音を

ご奉仕下さいました。 
中村哲さんは、マイクや音響の設定をお手伝い下さい

ました。 
野口順子さん、仲地真木さん、竹澤万結さんには、軽

食の準備、片づけをご奉仕頂きました。 
福永拓実さんは、礼拝中の日本語訳をご奉仕下さいま

した。 
利根川純さんには、テリー牧師が滞在中、居心地よく

過ごされるよう、アシスタントとしてのご奉仕を頂き

ました。 
The Classis of New York より、授与された助成金によ

り、日米合同教会における、障碍者のためのミニスト

リーが支援されておりますことに、感謝しております。

この助成金はまた、シニアメンバーへの家庭訪問と、

今年８月にカナダのオンタリオにて行われる、

Disability Training Programへの吉田ジェリと橋本真奈

の参加費としても使われております。 
今年１０月に、「障碍を考える日曜日-Disability 
Awareness Sunday」が五周年を迎えますことに期待を

寄せております。障碍者のミニストリーに参加、奉仕

をご希望の方は、吉田、若しくは橋本までご連絡下さ

い。 
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Pulpit Supply for May and June 
May 5 (Communion Sunday): Rev. Stanley Wayne 
May 12 (Mother’s Day):  Rev. Nobuyuki Kurisu 
May 19: Rev. Kei Okada 
May 26 (Memorial Day weekend): Rev. Stanley Wayne 
June 2 (Communion Sunday): Rev. Kei Okada 
June 9:   Rev. Nobuyuki Kurisu 
June16 (Father’s Day): Rev. Stanley Wayne 
June 23 Rev. Kei Okada 
June 30: Rev. Nobuyuki Kurisu 
 
We thank the Staff/Pastor, Parish Relations Committee and 
Kaoru Kobayashi for arranging the guest preachers every 
Sunday. 

 
5 月、6 月のゲスト牧師 

5 月 5 日（聖餐日曜）スタンリー・ウェイン牧師 
5 月 12 日（母の日）栗栖信之牧師 
5 月 19 日 岡田圭牧師 
5 月 26 日（メモリアルデー週末）スタンリー・ウェイ

ン牧師 
6 月 2 日（聖餐日曜）岡田圭牧師 
6 月 9 日 栗栖信之牧師 
6 月 16 日（父の日）スタンリー・ウェイン牧師 
6 月 23 日 岡田圭牧師 
6 月 30 日 栗栖信之牧師 
 
毎週のゲスト牧師の予定を組んでくださる牧師スタッ

フ信徒関係委員会と小林かおる姉に感謝します。 
Sermons Online 

Unable to attend Sunday worship services? Now you can 
hear and see the guest preacher’s sermons on the JAUC 
website by going to www.jauc.org and clicking on the link 
New!! Check out our Videos of sermons by guest pastors. 
Thanks to Rika Marubashi, Masahiro Yoshida and Fred 
Tsutagawa for these weekly recordings. If you would like to 
help, or if you have ideas for the JAUC website, JAUC 
Facebook page or for publicity, please contact Rika. 

オンラインで聴く説教 
日曜礼拝に参加することが不可能ですか？ゲスト牧師

の説教を日米合同教会のウェブサイトから視聴するこ

とが出来るようになりました!!! インターネットで 
www.jauc.org へアクセスし、New!! Check out our 
Videos of sermons by guest pastors をクリックしてく

ださい。毎週録画してくださる、丸橋理加姉、吉田昌

弘兄、蔦川フレッド兄に感謝します。助けの手を差し

伸べたい方、日米合同教会のウェブサイト、フェイス

ブック、広報への良いアイデアがある方は、丸橋理加

姉に連絡ください。 
Pastor Calling Committee 

The Pastor Calling Committee (PCC) invites all church 
members to join in a time of prayer for the pastor search 
process on the first Sunday of every month at 10 am in the 
Social Hall. Prayers are lifted up in Japanese and English. 
This month the PCC is focusing on Isaiah 40:1-2 and they 
ask us to consider the healing and reconciliation needed by 
JAUC as we prepare to receive the new pastor God has 
chosen for us. In Isaiah 40:27-30 we ask God, for patience, 
wisdom, comfort and courage as we wait for His timing and 
deliverance. 

牧師招聘委員会 
牧師招聘委員会は、毎第一日曜日の午前 10 時に社交

室で行われる、牧師探求過程の祈り会に、すべての教

会員の方を招待します。祈りは日本語と英語で捧げら

れます。今月の牧師招聘委員会の焦点はイザヤ書 40
章 1-2 節で、神の選んだ新しい牧師を迎え入れる準備

をするうえで、日米合同教会の癒しと調和の必要性の

考慮を仰いでいます。イザヤ書 40 章 27-30 節を通し、

神のタイミングを待つうえで、忍耐、知恵、慰め、勇

気が与えられますよう仰いでいます。 
 

Haruyama Ministerial Scholarship for 2019 
The application for the Justin and Sara Haruyama 
Ministerial Scholarship for 2019 is available online at 
www.jauc.org. All seminarians must submit completed 
applications with supporting documents by Friday, May 31, 
2019.  

2019 年春山ジャスティン＆サラ奨学金 
2019 年春山ジャスティン＆サラ奨学金への申請を、ウ

ェブサイト www.jauc.org で受け付けています。すべて

の神学生は、記入済みの申請書と必要書類を 2019 年 5
月 31 日（金）までに提出してください。 

Discovery Camp 2019 
The Discovery Camp which was founded 42 years ago is a 
bilingual Japanese and English sleep away camp that will be 
held from July 21st to August 2nd at the RCA Camp 
Warwick. Sora Enomoto is the Camp Director. Children 
from grades 3-10 as of September 2019 are eligible and the 
deadline to register is June 14th. For more information go to 
www.discoverycampjapan.org  

2019 年 ディスカバリーキャンプ 
42 に年前に発足された、日本語・英語の 2 か国語によ

る宿泊サマーキャンプは、7 月 21 日から 8 月 2 日まで、

RCA のキャンプ・ワーウィックで行われます。榎本空

兄が、キャンプディレクターです。2019 年 9 月時点で
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3 年生から 10 年生までの子供が対象であり、申し込み

締め切り日は 7 月 14 日です。 
Mission Committee 

JCFN NY and VIP will sponsor a concert by Samuel Kan at 
JAUC on Friday, June 28th at 7:15 pm. On Sunday, June 30th 
at 1:30 pm Mr. Kan will perform a worship concert in the 
sanctuary. Circle these dates to attend the East Coast debut 
of this talented Christian artist and invite your friends. 

宣教委員会 
JCFN NYと VIP は、6 月 28 日（金）午後 7 時 15 分か

ら日米合同教会にてサムエル・カン兄によるコンサー

トを主催します。6 月 30 日（日）午後 1 時 30 分には、

カン氏が礼拝堂にて賛美のコンサートを開催してくだ

さいます。この有能なクリスチャン・アーティストの

東海岸デビューに、ぜひ友人を誘って参加してくださ

い。 
 

2019 Fall Ashram Retreat 
Rev. Megumi Enomoto will be leading the Ashram Retreat 
from Saturday, August 31st to Monday, September 2nd at 
Stony Point Conference Center. Sora Enomoto will be his 
assistant.  
Rev. Enomoto will lead us in quiet times of Bible 
contemplation, prayer and listening for God’s still, quiet 
voice. The cost will be $150 per person for two nights and 
six meals. A generous RCA Collegiate grant is offsetting 
many of the expenses. Sunday, July 28th is  the deadline to 
sign up. Please contact retreat coordinators, Chizuko Imado 
and Gerri Yoshida for more information or if you wish to 
volunteer to organize worship and praise, games and 
fellowship time, or arrange rooms and transportation. For 
those unable to go out of town, Rev. Enomoto will preach 
on Sunday, August 25th and lead a mini-Ashram in the 
afternoon. 

2019 年秋のアシュラム・リトリート 
榎本恵牧師によるアシュラム・リトリートが、8 月 31
日（土）から 9 月 2 日（月）にストーニー・ポイン

ト・コンファレンス・センターにて行われます。榎本

空兄がアシスタントとしてご奉仕されます。榎本牧師

は、聖書を読み、祈り、静かな黙想の時をもちながら

神の声を聞いていく時間をリードしてくださいます。

費用は一人＄150 で、2 泊 6 食が含まれています。寛

大な RCA の助成金により費用の多くが賄われています。

7 月 28 日（日）までにお申し込みください。詳細を知

りたい方、礼拝・賛美・ゲームや交わりの時の奉仕を

なさいたい方、宿泊や交通手段の調整や手配をしたい

方は、リトリート幹事の今戸ちづ子姉と吉田ジェリ姉

に連絡ください。このリトリートに参加できない方へ、

榎本牧師は 8 月 25 日（日）に礼拝でご奉仕された後、

午後に、ミニ・アシュラムを導いて下さいます。 
 

Volunteers Needed 
奉仕者を受け付けています 

The Worship Committee continues to seek volunteers to be 
Sunday helpers every Sunday. If you are interested in being 
an usher, greeter, Bible reader, liturgist, or wish to join the 
Worship Committee, please speak to Satoshi Nakamura, 
Osamu Sagae, or Tomoko Suzuki. Please contact the church 
office if you would like to donate altar flowers or if you 
would like to arrange the altar flowers. 
礼拝委員会では、引き続き毎日曜日に奉仕してくださ

る方を募集しています。案内人や受付、聖書拝読、司

式、または礼拝委員会に興味がある方は、中村哲兄、

寒河江修兄、鈴木智子姉へ連絡ください。献花やお花

のアレンジメントをされたい方は、教会オフィスへ連

絡ください。 
Even though the school year is ending, the Sunday School 
and Youth Fellowship are looking for teachers and 
volunteers to start in the Fall. Jesus said, “Let the little 
children come to Me, and do not forbid them, for such is the 
kingdom of heaven,” (Matthew 19:14) Children, teenagers 
and families are the future of JAUC, so please speak to 
Dean & Kaori Kusakabe and Sheila Bennett if you feel God 
is calling you to children’s ministry. 
学年度は終わりに近づいていますが、教会学校とユー

スフェローシップでは、この秋からの先生や奉仕して

くださる方を募集しております。しかしイエスはいわ
れた。「子どもたちを来させなさい。わたしのところ
に来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者
たちのものである。」（マタイによる福音書 19 章 14
節）子供達、青年そして家族は、日米合同教会の未来

です。子供の福音宣教への神のお召しを感じたら、日

下部ディーン兄・かおり姉、シーラ・ベネット姉に話

してください。 
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We are especially grateful for those who faithfully serve 
every week in the kitchen so that all of us can enjoy a 
delicious lunch, a time of fellowship and extend warm 
hospitality to guests and visitors. Akira Suzuki and Keiji 
Suzuki share their gifts as professional chefs along with 
Junko and Patricia Clarke, Kaoru Suzuki, Hideko Iyoda and 
many others. We thank Rika Marubashi who often buys the 
groceries. We acknowledge that every month, Tomoko 
Suzuki, Tomoyo Nishiwaki, the United Methodist Women 
and the Men’s Group are responsible for the menus. Please 
speak to these leaders if you can prepare and serve food or 
lend a hand to clean up afterwards. 

全ての方がおいしい食事を楽しめるために、交流の時

を持つために、そしてゲストや訪問者を温かく迎える

ために、毎週キッチンで奉仕してくださっている方々

に、心から感謝しています。鈴木彰さんと鈴木啓二さ

んがプロの料理人としても才能を、クラーク・順子

姉・パトリシア姉、鈴木香姉、伊与田秀子姉、その他

の多くの方と共にシェアしてくださっています。頻繁

に丸橋理加姉が買い出しに行かれていることにも感謝

します。また、鈴木智子姉、西脇智代姉、ユナイテッ

ド・メソジスト・ウーマン、メンズ・グループも、ご

奉仕に貢献されていることも評価しています。どうぞ、

昼食の準備や給仕、昼食後の片付けに手を貸せる方は、

上記の担当の方に申してください。 
 
Congratulations! 
お祝い！ 

Jeff and Tomoko 
Sugawara Ang proudly 
announce the birth of 
their second son, Kairi. 
His name is derived from 
“Kayrie” from the Greek, 

“Kyrie eleison, “Lord, have mercy.”  

アン・ジェフ兄、菅原・アン・知子姉に第 2 子、次男

のカイリ君が生まれました。その名はギリシャ語の 
“Kyrie eleison”「主よ、どうかご慈悲を」の“Kayrie” か

らきています。 
 
 

Gerri Yoshida received the Christian Service Award from 
the Classis of New York at the 10th Annual Celebration 
Dinner held by the Regional Synod of New York in 
Tarrytown on April 28th. She was recognized for her 
contributions to the Japanese American United Church, the 
Pastoral Formation & Transitions Committee; and for 
serving on the Executive Committee of the Council for 
Pacific and Asian American Ministries, the Commission on 
Race and Ethnicity and other committees for the Reformed 
Church in America.  

吉田ジェリ姉が、4 月 28 日に、ニューヨーク州テリー

タウンにて行われた、米国改革派教会ニューヨーク教

区主催の第 10 回年次祝賀会にてクリスチャン奉仕賞

を授与されました。ジェリ姉は、日米合同教会に於い

ての貢献、及び、牧師編成と準備委員会、太平洋アジ

アンアメリカン・ミニストリー評議の執行委員会、人

種・民族に関する委任、その他の米国改革派教会の各

種委員会での奉仕活動が認められました。 
 

Sympathy 
Our heartfelt prayers and 
sympathies to the family of Rev. 
Dr. Masayoshi Kawashima, 
former pastor of JAUC from 
1980 to 1988. He passed away 
on April 14th, Palm Sunday, at 
the age of 83 in Fresno, 
California. He is survived by his 
wife, Hope Kawashima and two 

daughters: Mariya Yamamoto and Becky Kawashima Wong 
and 5 grandchildren.  

おくやみ 
1980 年から 1988 年まで日米合同教会の牧師をされて

いた、カワシマ・マサヨシ牧師の家族へ、心からの祈

りと哀悼を捧げます。パーム・サンデイ（棕櫚の主

日）の 4 月 14 日に、カリフォルニア州フレスノにて、

83 歳で亡くなられました。妻カワシマ・ホープ姉、二

人のお嬢様、山本マリヤ氏、カワシマ・ワン・ベッキ

ー氏と 5 人のお孫さんがおられました。 
 
We also mourn the 
passing of Joe 
Kasuga, the 
husband of our 
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beloved Yoshiko Kasuga. He was 101 years old. Last year 
he received a congratulatory award letter from Shinnzo Abe, 
the Prime Minister of Japan for reaching his 100th birthday. 
Fujinkai members celebrated this momentous birthday at his 
home in Forest Hills. He also passed away on Palm Sunday, 
April 14th. 
親愛なる春日祥子姉の夫である、春日ジョー兄が 101
歳でお亡くなりになりました。彼は昨年、100 歳に達

したので、百歳高齢者表彰を内閣総理大臣から授与さ

れました。婦人会ではその誕生日を、フォレストヒル

ズにあるご自宅でお祝いしました。彼もまた、パー

ム・サンデイ（棕櫚の主日）の 4 月 14 日に、召天さ

れました。 

◇PRAYER REQUESTS◇ 

Please pray for the Pastor Calling Committee The health 
issues for Rev. Susumu Ando, Kumiko Baumann, Junko 
Clarke, June Goldberg, Michiko Gorman, Christina Hogan, 
Eiko Igarashi, Valerie Igarashi, Yoshiko Kasuga, Kenneth 
Kubo, Hiroshi & Yoshiko Kurihara, Sueko Nakachi, 
Nanako Oguri, Renee Frankel, the Shimojimas, Masayo 
Sonoda’s mother, Rev. Dr. Yugo Suzuki, Jin Takahashi (his 
ministry), Kiyotoshi Takahashi,  John Yoshinaga. 
Please contact the church office at infojauc@gmail.com or 
call (212) 242-9444 if you would like to request prayer 
support from the JAUC faith family. Praise reports and 
celebratory news are also welcome. Therefore, I exhort first 
of all that supplications, prayers, intercessions, and giving 
of thanks be made for all men. I Timothy 2:1 
 

祈りの依頼 
日米合同教会の信仰家族による祈りの支援を依頼した

い方は、教会オフィスへＥメール infojauc@gmail.com
または電話で(212) 242-9444 に連絡ください。賛美や

お祝いの報告も大歓迎です。そこで、まず第一に勧め
ます。願いと祈りと執り成しと感謝とをすべての人々
のためにささげなさい。テモテへの手紙 一 2 章 1
節 
 

The JAUC newsletter is the voice of our faith community so 
we would like to invite all church members to contribute 
articles about what your small group, committee, or 
fellowship has done, is doing or plans to do in the future. 
We welcome personal testimonies of how God is working in 
your life. We need translators, English to Japanese and 
Japanese to English. If you have these gifts to share, please 
contact Gerri Yoshida or the church office. 
この月報は、私たち日米合同教会の信仰共同体の声で

す。各スモールグループ、委員会、フェローシップの

歩みや働き、将来の計画やビジョンなどをぜひここで

分かち合ってください。個人の証も歓迎いたします。 
又、教会では常に日英、英日の翻訳奉仕者を募集して

います。賜物をお持ちの方は吉田ジェリ姉、教会オフ

ィスへご連絡ください。 
 

 
 
 
 
 


