
2018年 7月理事会報告 
 
理事会と管財委員会は JAUC の建物の将来について審議するために、2 回の合同会議の場を持ちました。ニューヨ
ーク市内の多くの教会同様、JAUC は、教会員数の減少および、安全基準と保険規約順守のための建物の絶え間な
い補修保善工事の必要性に直面しています。6月 4日にはジョーゼフ・ホランド牧師が建築士リリアン・トラン氏と
共に JAUCを訪問され、信仰の家である教会建物の不動産開発の可能性についてプレゼンテーションをされました。
7月 29日には、レベルグループのラリー・リンク社長、および、マイケル・グリーンバーグ CEOが来訪され、JAUC
の不動産の最大限の活用法について彼らの案を提示されました。理事会と管財委員会は、すべての選択肢を模索、

検討し、JAUCの将来のビジョン、伝道活動、奉仕活動について熟考したのち、教会員、および外部理事に対して、
議案書を提出していく考えです。 
 
牧師招聘委員会（PCC）は、6月 27日、RCA(米国改革派教会)ニューヨーク地区シノッドのエイミー・ナイランド
上級牧師と会い、教会プロファイルの記入方法について学びました。この教会プロファイルは、RCAおよび Formula 
of Agreementに属する教団である USA長老教会、米国ユナイテッドチャーチオブクライスト、アメリカ福音ルー
テル教会、日本ユナイテッドチャーチオブクライストの諸教団に告示されることになります。PCC は新牧師の職務
記述書を今夏の終わりまでに作成し、出願受付を秋に開始する予定です。 
 
牧師スタッフ信徒関係委員会（S/PPRC）は、年初よりゲスト説教者とピアニストの招聘に際し、素晴らしい働きを
してくださっています。献身的で誠実なご奉仕に心から感謝したいと思います。新しい音楽主事の募集が始まり、

職務記述書が近隣の音楽学校や神学校に提示されています。音楽主事に推薦したいお知り合いがいる方は、S/PPRC
のメンバー、蔦川フレッド兄（委員長）、橋本真奈姉、小林かおる姉、鈴木香姉、冨樫素美姉、吉田ピーター兄まで

ご連絡ください。音楽主事の職務記述書は JAUCのホームぺージ www.jauc.orgに掲示されています。 
 
財務担当園田雅代姉は、2018年 6月末現在の財務結果を下記の通り報告いたします。 
 
斉藤フジオ兄からの寛大な遺贈、また教会員の誠実なる献金に感謝いたします。夏の間も教会の必要諸経費を支え

るため、どうぞ滞りない約束献金をよろしくお願いいたします。愛する JAUC を経済的に支援、サポートしてくだ
さっているすべての方々に感謝の意を表します。 
 
理事会は教会の保険会社を Guide One社から InterCity Agency社に変更することを承認しました。このことによっ
て、コストの低下と同時にカバレージの強化が実現します。新しい保険契約は子供やユースをケアする奉仕者に対

して、新たな必要条件を課しています。 
 
新しく発足された教会墓地委員会は、サイプレスヒルズセメテリーにある JAUC 共同墓地への納骨代金支払いの照
合作業を行なっています。現在、墓石にまだ 5 名分の名前を刻むことができます。詳細は教会墓地委員会の本井慶
次郎兄（委員長）、バウマン久美子姉、内海久恵姉、吉田小夜子姉にお聞きください。 
 
建物管理委員会の丸橋理加委員長は、4階アパートメントの雨漏り対策として、教会屋根のさらなる補修工事が必要
となるとの報告をまとめました。また、古い配線を交換するための電気工事を今夏行う予定としています。 
 



再確認事項として、JAUC の理事会、各種委員会、クワイアを含むすべてのスモールグループは、グループで共同
して活動、奉仕していくことが求められています。各リーダーはグループ内コンセンサスの模索、構築を目指し、

グループメンバーの代弁者となることが期待されています。また、そのために健全かつ明確な責任範囲を持ってい

なければなりません。各リーダーはグループ内において一年ごとに選出されることが奨励されます。 
 
9月 1日から 3日までオナーズヘイブンで行われる東海岸日本語教会合同ファミリーキャンプに、JAUCから 15名
の教会員が参加予定です。9 月 27 日から 29 日まで、橋本真奈姉と吉田ジェリ姉がミシガン州グランドラピッズに
あるカルバンカレッジにて開催される RCA Disability Leadership Training（障碍者リーダーシップ研修）に参加
されます。11 月 18 日日曜日に、JAUC の 125 周年記念の感謝祭ファンドレイザー祝会をとりおこなうことを理事
会が承認しました。 
 
牧師招聘委員会は、毎月第 3 火曜日の 7～8pm に月例祈祷会の時間を持っています。新牧師招聘の導きについて、
教会や個人的な祈祷課題について共に祈る時間ですので、どうぞご参加ください。どなたでも歓迎いたします。ス

カイプでの参加も可能です。参加ご希望の方は PCC委員長丸橋理加姉までご連絡ください。 
 
8月の月間は日曜学校、各種フェローシップ、昼食奉仕はお休みいたします。これらの活動は 9月に再開します。 
 
8月 1日、私たちの愛する教会員向井ジョージ兄が、お住まいだったニューヨーク州オクスフォードにあるニューヨ
ーク州退役軍人のホームにて、主に召されました。98歳でした。向井兄は、第二次世界大戦中は 442連隊戦闘団隊
員としてヨーロッパ戦線にて敢闘、戦後はニューヨーク市に移住され、アートスチューデンツリーグ美術学校に学

ばれ、JAUC の教会員となられました。メモリアルサービスが 9 月 9 日日曜日 1:30pm から、岡田圭牧師司式のも
と執り行われます。主の豊かな慰めが向井兄のご家族、とくに姪のマーガレット向井姉の上にありますように。 
 

JULY 2018 BOARD OF DIRECTORS REPORT 

The Board of Directors and the Board of Trustees had two joint meetings to discuss the future 
development of the JAUC building. Like many inner-city mainline churches, JAUC faces declining 
membership and an aging facility which necessitates constant repairs and renovations to meet 
safety and insurance codes. On June 4th Rev. Joseph Holland and his architect, Li Lian Tran, made 
a presentation for faith based real estate development. On July 29, Larry Link president of the 
Level Group, and Michael Greenberg, the CEO, presented their ideas to maximize the value of the 
JAUC property. The BoD and BoT will look at all options and discuss JAUC’s future vision, 
mission and ministry before making a proposal to present to the church members and 
denominational trustees for a vote. 

The Pastor Calling Committee met with Rev. Amy Nyland, the RCA Executive Minister of the 
Regional Synod of New York, on June 27th to learn how to fill out the Church Profile form that 
will be posted with the RCA and its Formula of Agreement partners: Presbyterian Church USA, 
United Church of Christ, Evangelical Lutheran Church in America and the United Church of Christ 



in Japan. The PCC will have a job description for the new pastor ready by the end of summer and 
will start accepting applications in the Fall. 

The Staff/Pastor Parish Relations Committee has been doing an excellent job of lining up guest 
preachers and pianists since the beginning of the year. They deserve our appreciation for their 
faithful, devoted service. A job description for a new Music Director has been posted at local music 
schools and seminaries. If you know of anyone qualified to apply please speak to a member of the 
S/PPRC: Fred Tsutagawa (chairperson), Mana Hashimoto, Kaoru Kobayashi, Kaoru Suzuki, 
Motomi Togashi, and Peter Yoshida. The Music Director job description is posted on the JAUC 
website www.jauc.org 

Masayo Sonoda, Treasurer, reports the following results to the end of June 2018. 

FINANCIAL RESULT 財務結果 

YEAR-TO-JUNE 2018 2018年初来 6月末 

$24,512 $24,512 

GENERAL RESTRICT TOTAL 一般 目的限定 合計 

INCOME 130,388 21,131 151,519 収入 130,388 21,131 151,519 

EXPENSE -48,115 -78,892 -127,007 支出 -48,115 -78,892 -127,007 

TOTAL 82,274 -57,761 24,512 合計 82,274 -57,761 24,512 

We are grateful for the generous bequest left by Fujio Saito and for the faithful giving of church 
members. We ask that everyone keep their 2018 pledges up to date during the summer months to 
help with the timely payment of our bills. Thank you to all who made a financial commitment to 
support our beloved JAUC. 

The Board of Directors approved changing the church insurance from Guide One to the InterCity 
Agency to obtain better coverage at lower premiums. 

The newly formed Cemetery Committee has been researching records to reconcile payments made 
for the internment of cremains at the JAUC vault at Cypress Hills Cemetery. At present there is 
room for five more people to have their names engraved on the gravestone. For more information, 
please speak to Keijiro Motoi, chairperson, or Cemetery Committee members: Kumiko Baumann, 
Hisaye Utsumi, Yoshiko Watanabe, Sayoko Yoshida. 



Rika Marubashi, Chairperson of the Building and Maintenance Committee, reports that further 
repairs will be made to the roof to stop the leaking in the apartment. Also electrical repairs need to 
be made this summer to replace old wiring. 

To confirm, all small groups, including the Board of Directors of JAUC, various committees and 
choirs, are required to work together as a group. Each leader is expected to become a spokesperson 
for the group members with the aim of seeking and building consensus within the group. Each 
leader is to be elected every year by the group. 

15 people from JAUC will be attending the East Coast Christian Family Camp at Honors Haven 
September 1-3. Mana Hashimoto and Gerri Yoshida will be attending the RCA Disability 
Leadership Training at Calvin College, Grand Rapids, Michigan from September 27-29. The Board 
of Directors has approved a Thanksgiving fundraiser celebration for the 125th anniversary of JAUC 
on Sunday, November 18th. 

The Pastor Calling Committee is hosting monthly prayer meetings on the third Tuesday from 7 to 8 
pm. Please join to pray about the pastor search process, church issues, and for personal concerns. 
Everyone is welcome. You may join by Skype. Please contact Rika Marubashi, PCC chairperson, if 
you wish to participate. 

There is no Sunday school, fellowship or lunch provided during August. These programs will 
resume in September. 

Our beloved church member, George Mukai passed away at the age of 98 on August 1st at the NY 
State Veterans Home in Oxford, NY, where he resided for the last few years. After serving with the 
WWII 442nd in Europe, he moved to NYC where he studied at the Art Students League and 
became an active member of JAUC. His memorial service will be held on Sunday, September 9 at 
1:30 pm, officiated by Rev. Kei Okada. Our deepest sympathies go out to his family, especially his 
niece, Margret Mukai. 

 


