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Pastor Calling Committee Congregational Meeting 
On June 2nd, the Pastor Calling Committee held a 
congregational meeting to present the progress of the pastor 
search process. JAUC has been without a pastor since 
January 2018. Rev. Amy Nyland, Executive Minister of the 
Regional Synod of New York, presented the RCA’s pastor 
search process which the PCC has been using. A church 
profile and job description written in English and Japanese 
were posted with denominational affiliates in the United 
States and Japan. Five candidates applied by the March 15th 
deadline. The committee discerned that three candidates 
were not suitable for JAUC, and two candidates withdrew 
their applications.  The PCC will re-open the pastor search 
process to new candidates the end of June or the beginning 
of July. Dean Kusakabe, PCC Chairperson, asks us to 
meditate on Isaiah 40:27-31 “But those who wait upon the 
Lord shall renew their strength; they shall mount up like 
eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and 
not be faint. (vs. 31)” God is calling JAUC to a time of self-
reflection to prepare our hearts, minds and spirit to receive 
the new pastor God has already chosen for us. Rev. Shari 
Brink, the RCA supervisor from the Classis of New York, 
read from Hebrews 11:1-3“Now faith is the substance of 
things hoped for, the evidence of things not seen.” We 
cannot see this new pastor right now. It is not a short, direct 
path but a winding journey that is taking a long time. 
However, we have faith, hope and belief to wait until God 
reveals his plan and purpose to us. The Pastor Calling 
Committee holds a bilingual prayer meeting on the first 
Sunday of every month at 10 am in the Social Hall where 
we pray in unity for the pastor search process. The members 
of the Pastor Calling Committee: Takumi Fukunaga, Mana 
Hashimoto, Kaoru Kobayashi, Dean Kusakabe, Rika 
Marubashi, Osamu Sagae and Kaoru Suzuki are available 
for questions and prayers. 

牧師招聘委員会 信徒ミーティング 
6月2日に牧師招聘委員会（PCC）は牧師招聘の進捗状況

を会衆に説明するべく、信徒ミーティングをひらきまし

た。JAUCは2018年1月より無牧教会となっています。

米国改革派教会（RCA）ニューヨーク教区の上席牧師エ

イミー・ナイランド牧師が、PCCが採用しているRCAの

牧師招聘プロセスについて説明しました。これまで、日

英両語で記載された職務記述書が、日米両国のRCA関連

団体に掲示されてきました。3月15日の締め切り期日ま

でに5名の応募がありました。PCCは3名の方はJAUCに

ふさわしい牧師ではないとの結論を得ました。2名の方

は、その後応募をご辞退されました。PCCは、6月下旬

もしくは7月上旬に牧師の募集を再開することとなりま

す。PCCのディーン日下部委員長はイザヤ書40:27-31

「しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように

翼をかって上ることができる。走ってもたゆまず、歩い

ても疲れない。」を分かち合い、主がすでに私たちJAUC

にご準備してくださっている牧師を受け入れるにあたり、

私たちが引き続き心と知性と霊とを整えていくことがで

きるよう励まされました。RCAのJAUCのスーパーバイザ

ーであるシャリ・ブリンク牧師はヘブル人への手紙

11:1-3を分かち合いました。「信仰は望んでいる事がら

を保証し、目に見えないものを確信させるものです。」

私たちはいまだ牧師が与えられていません。牧師招聘は

安易な道ではなく険しく先の見えない行程です。しかし

私たちは信仰と希望と信念を持ち、忍耐強く、主のみ計

画を待ち望みたいと思います。PCCは毎月第１日曜日午

前10時より地下社交室で日英バイリンガルの牧師招聘

のための祈り会の時を持っています。ご質問や祈祷課題

のある方はPCC委員の福永拓実兄、橋本真奈姉、小林か

おる姉、ディーン日下部兄、丸橋理加姉、寒河江修兄、

鈴木香姉までご連絡ください。 

 
June and July Pulpit Supply 

June 2  Rev. Kei Okada 
June 9  Rev. Nobuyuki Kurisu 
June 16  Rev. Stanley Wayne 
June 23  Mr. Peter Yoshida 
June 30  Rev. Kei Okada 
July 7  Rev. Stanley Wayne 
July 14  Rev. Kei Okada 
July 21  Rev. Hisashi Tateishi 
July 28  Rev. Kei Okada 
 

6 月-7月のゲスト説教者 
6 月 2 日   岡田圭牧師 
6 月 9 日   栗栖信之牧師 
6 月 16 日    スタンリー・ウェイン牧師 
6 月 23 日    ピーター吉田兄 
6 月 30 日    岡田圭牧師 
7 月 7 日   スタンリー・ウェイン牧師 
7 月 14 日    岡田圭牧師 
7 月 21 日    立石尚志牧師 
7 月 28 日    岡田圭牧師 
 

“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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Many thanks to the Staff/Pastor Parish Relations Committee 
and Kaoru Kobayashi for arranging the guest preachers 
every Sunday. 
毎週ゲスト説教者の予定を組んでくださる牧師スタッフ

信徒関係委員会、小林かおる姉に感謝いたします。 
 

Sermons Online 
Unable to attend Sunday worship services? Now you can 
see and hear the guest preacher’s sermons on the JAUC 
website by going to www.jauc.org and clicking on the link 
to view videos of sermons by guest pastors. Thanks to Rika 
Marubashi and Masahiro Yoshida 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、ゲスト説教者のメッセー

ジ動画のリンク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、吉田昌弘兄に感謝いたします。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。 

Memorial Day Services 
On May 26th, the following people were honored with a 
white carnation: 
John Momii (Peter Yoshida’s uncle) 7/7/2018 at 93 
George Taizo Mukai 8/11/2018 at 98 
Hozue Higuchi (Fujinkai member) 10/14/2018 
Teruo Inoue (Sayoko Yoshida’s brother) 11/3/2018 at 86 
Rev. Masayoshi Kawashima (former JAUC pastor) 
4/14/2019 at 83 
Joe Kasuga (Yoshiko Kasuga’s husband) 4/14/2019 at 101 

メモリアルデーの礼拝 

5月26日のメモリアルデー礼拝にて、以下の方を偲びま

した。 

ジョン・モミイ氏（ピーター吉田兄の叔父上）7/7/2018

召天 享年93 

ジョージ・タイゾウ・向井兄8/11/2018召天 享年98 

樋口乙枝姉（婦人会メンバー）10/14/2018召天  

井上照雄氏（吉田小夜子姉 お兄様）11/3/2018召天  

享年86 

カワシマ・マサヨシ元JAUC牧師4/14/2019召天 享年83 

ジョー春日兄(春日祥子姉夫君)4/14/2019召天 享年101 

  
Several JAUC members attended 
the annual Memorial Day services held at Mount Olivet and 
Cypress Hills Cemeteries in Brooklyn on Monday, May 27th. 
Rev. Stanley Wayne officiated on behalf of JAUC and the 
Christian community. 
翌 5月 27日（月）には、数名の JAUCメンバーがマウン

ト・オリヴェット墓地とブルックリンのサイプレスヒル

ズ墓地で行われた墓参会に参加しました。JAUCと日系ク

リスチャンコミュニティーを代表して、スタンリー・ウ

ェイン牧師がメモリアルを司式されました。 

 
 

United Methodist Women 
In February the United Methodist Women and the Fujinkai 
joined together for a Valentine’s tea party that deepened the 
friendship among these women of JAUC. Now that 
invitation is extended to all mothers of Sunday school and 
youth on June 9th for a time of getting to know one another, 
sharing stories, a short yoga class and hand massage. On 
Saturday, July 13th, the UMW will have a day of self-care at 
the spa. In August UMW plans to visit seniors and shut ins. 
UMW will join in celebrating the 5th annual Disability 

Awareness 
Sunday and 
help with the 
Thanksgiving 
dinner, 
Christmas 

http://www.jauc.org/
http://www.jauc.org/
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program and potluck, as well as Christmas caroling to the 
homebound. 

合同メソジスト教会女性会 

2月、合同メソジスト教会女性会（UMW）とJAUC婦人会

は女性のフェローシップ構築を目指し、バレンタインテ

ィーパーティーを開催しました。UMWの招待は日曜学校

のお母さん方、ユースの若者たちにも開かれ、6月9日

には分かち合い、ヨガクラス、ハンドマッサージなどの

楽しい時間を持ちました。7月13日（土）にはスパで癒

しの時間を過ごす企画を立てています。8月には在宅を

余儀なくされているご高齢者の方や療養中の方を訪問す

る計画を立てています。今後UMWは、第5回「障碍を考

える日曜日」、サンクスギビングディナー、クリスマス

プログラムとポットラック、クリスマスキャロルの訪問

などの活動に参加していく予定にしています。 
 

 
 

Gratitude from the RCA 
To members of the JAUC Board of Directors, 
 
It's difficult to express the depth of my appreciation for the 
hospitality I experienced from many who are part of the 
Japanese American United Church. Thank you so much for 
the use of your apartment during my April 22-May 1 stay in 
New York City. 
 
When Gerri Yoshida and Mana Hashimoto approached me 
about coming to JAUC to preach and lead a workshop on 
welcoming people with disabilities, I was delighted to say, 
"Yes, I'd love to do that." However, I had no idea that a 
wonderful apartment would become part of the invitation! 
 
With the apartment's inviting and comfortable 
accommodations, plus its proximity to so many 
conveniences and public transportation, it provided an ideal 
setting for me also to make a number of ministry-related 
connections with RCA churches, pastors, and other 
denominational leaders. Thank you! In addition, the warm 
welcome provided by so many—particularly Junko, Jun, 

and Gerri on the day I arrived—was an extra personal touch 
for which I'm grateful.  
 
In a few days you'll be receiving a check in the mail that is 
represents a measure of the RCA's appreciation for JAUC's 
wonderful accommodations. Thank you for your generous 
offer of staying in this inviting, hospitable space.  
 
I pray that God will direct your steps as JAUC continues its 
unique mission in New York City, including the search to 
discern God's will for your next pastor. As for your church's 
welcome and ministry with people with disabilities, I am so 
thankful for and impressed by the leadership that Mana and 
Gerri are providing. I remain eager to support them and 
JAUC now and in the future. 
 
Peace in Christ, 
 
Terry A. DeYoung 
Coordinator for Disability Concerns 
 

RCA よりお礼のご挨拶 
JAUC 理事会の皆様へ 
4 月 22 日から 5月 1 日までの私のニューヨーク滞在に際

し、教会アパートメントの宿泊のご招待と温かいおもて

なしをいただき、JAUC の皆様に心より感謝申し上げま

す。 
 
吉田ジェリ姉と橋本真奈姉にぜひ一度 JAUC に来ていた

だき、日曜の説教と障碍者と教会について考える午後の

ワークショップをリードしてほしい、とお話をいただい

たとき、「喜んで参ります。」と答えましたが、その時

には、このようにすてきなお部屋が与えられるとは思っ

てもいませんでした。 
 
アパートメントの快適さはもちろんのこと、非常に利便

性の高い地にあり、交通の便もよく、おかげで数々のミ

ニストリー、RCAの教会や牧師、他教会のリーダーら訪

問などの機会を得ることもできました。ありがとうござ

いました！ 
たくさんの方々から温かい歓迎を受け感謝しております

が、とくに到着当日の野口順子さん、利根川純さん、ジ

ェリ吉田さんの心温まるお心遣いに謝意を表します。 
 
数日以内に、感謝献金のチェックが届くかと思います。

これは JAUC の素敵なおもてなしへの RCAからのお礼で

す。 
 
ニューヨークの地で JAUC が引き続きユニークな神様の

ミッションを遂行していくことができますように、牧師
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招聘の道が開かれますように、その歩みを主が導いてく

ださいますように、お祈りしております。 
JAUC の障碍者に対する受容とそのミニストリーの歩み

を知り、橋本真奈姉とジェリ吉田姉のリーダーシップに

感謝と敬意を表します。これからも、精一杯、二人のリ

ーダーと JAUC をサポートしてまいりたいと思っており

ます。 
 
主にある平安が皆さまにありますように。 
 
テリー・デヤング 
Disability Concerns コーディネーター 

 
2019 Discovery Camp Fundraising Concert 

On Sunday, May 5th, the Biwanko Taiko Performance Team 
organized by Yuko Okada and under the direction of Yoko 
Nakahashi held a fundraising concert at the Presbyterian 
Church in Leonia. Children and performers of all ages 
presented folksongs of Suwa Taiko. Afterwards audience 
members were invited to play the traditional Japanese drums. 
42 years ago, Rev. Justin Haruyama of JAUC started this 
summer camp program which is now also supported by the 
Special Ministry to Japanese (SMJ), Union Japanese Church 
of Westchester, Regional Synod of New York, the United 
Methodist Church and the Presbyterian Church. This 
fundraiser underwrites a scholarship fund for local children 
to attend the two-week bilingual Discovery Camp. Please 
make your tax-deductible donation to the Japanese 
American United Church, Memo: Discovery Camp. Thank 
you for your prayers and financial support. 

 
ディスカバリーキャンプファンドレイジングコンサート 

5月5日（日）おかだゆうこ氏企画、ディレクター中橋

陽子氏による美和鼓太鼓パフォーマンスチームの‘お楽

しみ’ファンドレイジングコンサートがレオニア長老派

教会において行われました。年齢も多岐にわたるパフォ

ーマーが諏訪太鼓の民謡を披露しました。観客参加型で

最後に観客が太鼓を叩ける機会もありました。42年前、

ジャスティン春山牧師により始められたこのサマーキャ

ンプは、現在 Special Ministry to Japanese (SMJ)、ウェスト

チェスターのユニオン日本語教会、米国改革派教会ニュ

ーヨーク教区、合同メソジスト教会、長老派教会により

サポートされています。このファンドレージングコンサ

ートは2週間のバイリンガルのディスカバリーキャンプ

に現地の子供たちが参加しやすいよう支えるものです。

免税となるキャンプ奨学金のための献金のチェックは

Japanese American United Church宛てとし、メモ欄に

Discovery Campとお書きください。皆さまのお祈りと経

済的なサポートを感謝いたします。 
 

Discovery Camp 2019 
The bilingual Discovery Camp 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6月14日です。 

詳細はwww.discoverycampjapan.orgまで。 
 

Haruyama Ministerial Scholarship for 2019 
The Justin and Sara Haruyama Ministerial Scholarship 
Committee will meet on June 13th to decide the recipients of 
the 2019 grants.  Stephen Haruyama, Chizuko Imado, Rev. 
Akio Iyoda, Emy Kamihara, Rev. Mel Kawakami, Gerri 
Yoshida are members. Please pray for the seminarians 
answering God’s call to serve His church and His kingdom 
mission work.  

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。 

春山ジャスティン＆サラ奨学金委員会の会合が 6 月 13

日に行われ、2019 年の奨学金授与者が選考されます。

スティーブン春山兄、今戸ちづ子姉、伊与田昭夫牧師、

エミー・カミハラ姉、メル・カワカミ牧師、ジェリ吉田

姉が委員会メンバーです。み国建設のため、主の召命を

受けた神学生たちの歩みをお祈りにおぼえてください。 
 

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. 

http://www.discoverycampjapan.org/
http://www.discoverycampjapan.org/
http://www.jauc.org/
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Please see flyer on JAUC homepage for more information. 
https://www.jauc.org/ 

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。コンサ

ートの詳細はJAUCのホームページ https://www.jauc.org/
をご覧ください。 
 

2019 Fall Ashram Retreat 
Rev. Megumi Enomoto will lead the Ashram Retreat from 
Saturday, August 31st to Monday, September 2nd at Stony 
Point Conference Center. Sora Enomoto will be his assistant. 
Ashram is an interdenominational prayer life movement. 
"But when you pray, go into your room, close the door and 
pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who 
sees what is done in secret, will reward you." (Matthew 6: 6) 
When you start the day exchanging words with God in the 
silence of morning prayer, there is guidance by the Word of 
God that you hear with your heart. This simultaneously 
realizes personal faith that leads to the true form of 
Koinonia, Christian fellowship and communion with God. It 
is a retreat time for those who are busy every day.  
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 at JAUC 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。アシュラムとは、祈

りの生活を提唱するキリスト教超教派の運動です。「あ

なたは、祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。

そして、戸をしめて、隠れた所におられるあなたの父に

祈りなさい。そうすれば、隠れた所で見ておられるあな

たの父が、あなたに報いてくださいます。」（マタイに

よる福音書6:6）アシュラムは、朝の静寂の中で心静か

に神と言葉を交わすように祈るとき、心で聴く神のみ言

葉により導きがある、とします。同時にそれは個人の信

仰の問題だけでなく、教会の真の姿である「コイノニ

ア」-クリスチャン同士の交わり、神様との霊交を実現

する、とします。この静寂の中での祈りの時間は日々忙

しさに追われる人にこそ必要なこころのリトリートタイ

ムです。 

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。 

 
Board of Managers Meeting 

There will be a Board of Managers meeting from 1-2 pm on 
Sunday, June 23rd, to discuss the 2020 RCA Classis of New 
York and Collegiate grant applications which are due 
August 31. All groups wishing to apply for grant money to 
fund projects for the growth and outreach of JAUC next 
year are asked to send at least one representative. 

役員会 

6月23日（日）1-2時、役員会を行い、8月31日が締切

りとなるRCAニューヨーク教区の2020年助成金申請に

ついて話し合いの時間を持ちます。JAUCの成長とアウト

リーチ活動のための諸プロジェクトへの来年の助成金を

希望されるグループや委員会は、1名以上の代表者参加

をお願い致します。 
 

 
Volunteers Needed 

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 

https://www.jauc.org/
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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. 

奉仕者を受け付けています 

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。 

 

Summer Plans 
 

There will be no Sunday school or youth fellowship during 
July and August. Classes will resume after Labor Day in 
September. Many blessings to families on vacation and safe 
travels! 
7月と8月の間は日曜学校とユースフェローシップはお

休みとなります。9月のレイバーデー明けに再開いたし

ます。よい夏休みをお過ごしください！旅をされる方の

安全をお祈りしています。 

There will be no lunch service during August to give our 
hard-working volunteers a much-needed vacation. Please 
bring your own food for fellowship time after the worship 
service. Coffee and tea will be provided. 
8月はキッチン奉仕者の夏休みとして、ランチのサービ

スはありません。礼拝後のフェローシップのために、各

自でランチを持ち寄ってください。お茶のサービスは行

います。 
While you are making plans for vacation and travel this 
summer, please remember to honor your regular pledges and 
offerings to JAUC. The church’s expenses continue while 

you are away, so we greatly appreciate your faithful 
generosity. Safe and secure online donations can be made at 
https://www.jauc.org/donate2 
夏になり、旅行や帰省などをご計画される方も多いと思

いますが、どうかJAUCへの約束献金をおぼえてお捧げ

ください。教会の設備・維持費は夏の間も発生いたしま

す。堅実なサポートを感謝いたします。安全で確実なオ

ンラインによる献金は https://www.jauc.org/donate2 まで。 
 

◇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。 
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