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◇Guest Pastor Nobu Kurisu’s Message◇      

“Go"	 Acts of the Apostles 9: 10-20 
Acts chapter 9 is known as the "conversion of Saul aka Paul". 

Saul, who persecuted Christians to attempt to get rid of the 
faith in Jesus Christ, was transformed dramatically into the first 
missionary and the powerful messenger of the gospel. But 
today, I would like to focus on another person, not Saul. 

The central character of today's verse is "Ananias", who is not 
known as much compared to Saul. The Bible does not tell 
much about this person, and we can find something about him 
only in Acts 9 and 22. Ananias is described as a "disciple of 
Christ who lives in Damascus", "a devout believer who values 
the law", "someone who has a good reputation among the 
Jews". In addition, his name "Ananias" is the Greek word form 
of "Hananiah" meaning "the Lord is merciful". Those are the 
only information we can find about him. However, through the 
conversation between God and Ananias, we will see how we 
are called to walk through life as children of God and disciples 
of Christ who bless others. 
 
  First, the Lord spoke to Ananias in vision. Then Ananias 
answers. "Lord, here I am." (Verse 10) 
Do you remember a prophet called Samuel in the Old 
Testament? When he was a young boy, he heard the voice of 
the Lord every night, but he did not understand it was Lord’s, 
and thought it was the voice of his master Eli. He went to Eli’s 
room twice, asking "Master, did you call me?" But Eli told 
Samuel that he did not call him and said to him, "When you are 
called next time, say this: My Lord, your servant is listening." 
When Samuel was called the third time, he answered, "My 
Lord, please speak to me. Your servant is listening." From then 
on, Samuel began to be used as a prophet for the Lord. 
  Everyone who walks with God in the Bible and through 
history has an "attitude of a servant". That is, having the mind 
of a servant who says "I am here to serve you. I am listening to 
answer you." Ananias had that attitude. He served the Lord in 
his daily life. 

By the way, does God speak only to certain people? Does he 
only reveal his will to those who have special gifts and talents 
or those who have been theologically trained? That is not true. 
God is speaking at anytime, anywhere, and to anyone. Today, 
at this moment, God is speaking by His spirit through the word, 
through the creation, and through ordinary and extraordinary 
things that are happening in our daily living. But God’s voice 
can only be heard by the ears of his servants who are ready to 
listen and serve like Ananias. It is not surprising at all that he 
heard the voice of the Lord and was sent by Him to touch 
Saul’s life. Now, let us pray daily, "My Lord, I am here to 
serve you. Please speak to me.” with the heart of a servant.  

In verses 11 and 12, Lord Jesus said something shocking. 
“Ananias, go and bless Saul.” “What, Lord? No way!” may 
have been Ananias’ first reaction. Serving the Lord and 
listening to His voice may be a risky lifestyle. Then, to our 
surprise, Ananias is opposing the Lord clearly. What he says 
here is this. “Lord, why do I have to go to the house where that 
man is staying? Why should I pray for Saul? Why do I have to 
heal his eyes? He is our enemy! You know he is the leader of 
the persecutors who has tormented your disciples! He came 
this town to capture us to disgrace your name! Why… I do not 
understand what you are thinking…” Ananias could not accept 
what he heard from the Lord, and he may have been struggling 
deep inside. 
  Were Ananias’ opinions wrong? No, it was all facts and true. 
Has his mind been wrong? No, Ananias loved the Lord and his 
fellow disciples so much that he felt the strong need to oppose 
the Lord's words. 
  Let’s stop here and think about this. In relationships, we often 
end up being "good children who listen but don’t do". What 
that means is that we may pretend as a "good child" on the 
surface, but inside we may be filled with "lies, doubts, 
criticisms, and even hatred". Such relationships are seen 
everywhere between parents and children, teachers and 
students, supervisors and subordinates, husbands and wives, 
friends, and us and God. What is flowing underneath is the 
mentality such as "well, he wouldn't listen to me anyway”, “she 
will never change", "there is no value to have a conversation 
with that person", which results in a loveless, giving up, broken 
relationships. We eventually stop trying to build up 
relationships with honesty and open hearts in love and truth. 
  In Ananias, we do not see such a hardened heart against the 
Lord. He has an attitude of a humble servant who obeys, but at 
the same time, he is not afraid of telling the Lord about the 
things he cannot agree with. Ananias was a man who seriously 
wrestled with the Lord. He was totally honest and open, 
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knowing that he had a solid relationship with the Lord based on 
love and trust.  
  If we come to the Lord and talk to Him openly and truthfully 
without holding back like Ananias, our relationship with Him 
will become much deeper and stronger because it is based on 
love and trust, not fear and doubt. What a blessing! 
 
  As the result of wrestling, what did Ananias hear from the 
Lord? He heard simple, straightforward "Go". Lord said it with 
authority as the Creator God. “Whatever you feel, I am the 
Lord. Do as I say.” 
It is time for us to know who our Lord really is when the 
thought of human and the thought of the Lord are far apart. 
God’s amazing love that loves even the worst enemy was about 
to be poured upon Saul through Ananias. 
  Lord said to Ananias. "Saul carries my name in front of the 
Gentiles, the kings, the descendants of Israel, my choice." It 
means that Saul was a chosen vessel to tell the Lord's holy 
name to those who opposed God. Saul who once disgraced the 
name of Christ was given a new mission by Christ Himself.  
"I will show him how much he has to suffer for my name." 
Saul has persecuted Christ’s disciples and made them suffer for 
the name of the Lord. But here the Lord Jesus is saying from 
now on Saul will be suffering for His name. Jesus who said "I 
will give up my life for my friends. There is no greater love 
than this" indeed demonstrated that love on the cross. Jesus 
gave his life not only for Ananias but also for Saul. And now 
He is inviting Saul into a loving relationship with him by 
suffering for His name. 
  The thought of the Lord is much higher than ours. The love of 
the Lord is totally different from what we think is right or want 
as ideal. Even a faithful disciple like Ananias, a humble man of 
God, who daily serves the Lord had a long way to go really 
know the Lord. This whole conversation between the Lord 
Jesus and Ananias must have been a very difficult and 
fulfilling experience for Ananias. Our God loves knows His 
children and trains them so they can become His vessels to 
reach out to others. That is to send each one of us as the vessels 
of God's love.  
  Ananias, who heard the Lord saying “Go”, immediately went 
out. He went to a street called “Straight” to tell Saul that Jesus 
Christ is the straight way to God the Father. 
  The first thing Ananias said was 'Brother Saul'. That’s a 
miracle! God's love filled Ananias’ heart and overflew, calling 
Saul "Brother in Christ. Then he put his hands on Saul and said, 
"The Lord Jesus sent me". Ananias did not come to Saul 
because of his own idea or efforts. The Lord Jesus, who Saul 
hated and persecuted yet died on the Cross and rose from the 

dead, sent Ananias to save Saul and to fill him with the Holy 
Spirit. Lord Jesus loved Saul and chose him as God’s vessel. 
And behind Saul’s salvation, there was Ananias the vessel of 
the Lord who completely obeyed His will. 
  What happened to Saul as the result?  "Something like scales" 
fell from Saul's eyes and he was able to see again. I don’t know 
what actually came out of Saul's eyes, but what’s really 
important is that "Saul was able to see again". His mind was 
changed, he could see what he was doing to the disciples and 
what Jesus came to the world for. He could see that Jesus is 
alive and that He has sent Ananias to Saul so he could see 
again. The fact that Ananias who had been an enemy came to 
bless him was truly a “scales out of eyes” experience to Saul! 

Saul was baptized in the name of Jesus which was an act of 
confessing Jesus as Christ and expressing his determination to 
obey Him. Then as a testimony that Saul was added to the body 
of Christ, he joined the disciples in Damascus and stayed 
together as a family of God. From there Saul was sent to the 
synagogue and began to preach the gospel to the Jews with 
whom he used to persecute the disciples. People who saw this 
dramatic change in Saul were shocked and challenged, and 
they started persecuting him. However, Saul was not moved 
and kept preaching the gospel of Christ to the world. This was 
the birth of the great missionary Paul and the beginning of the 
world mission. And again, this started with Ananias.  

What will happen when one person serves the Lord, wrestles 
seriously with the Lord, completely obeys as the Lord's vessel. 
What kind of blessing will be poured? How many people will 
meet God? Perhaps the "one person" maybe you. No, it must 
be you. 
 

行きなさい	 	  
「使徒の働き９：１０－２０」 	  

	  
使徒の働き 9章は、「サウロの回心」として知られ

ている箇所です。キリストの弟子たちを迫害して苦し

め、イエス・キリストの名を無きものとしようとして

いたサウロという青年が、復活の主イエスと幻の中で

出会い、劇的に心と生き様が変えられ、歴史上最初の

宣教師パウロとなりました。	  
しかし本日の中心人物はパウロではなく、「アナニ

ヤ」という人です。実は、このアナニヤについて聖書

は多くを語っておらず、今日の箇所と使徒 22章 12節
にしか出てきません。「ダマスコに住むキリストの弟

子」「律法を重んじる敬虔な人」「ダマスコに住むユ

ダヤ人から評判の良い人」であり、名前の意味は「主

は恵み深い」というくらいしか、アナニヤについての

情報はありません。そこで、この箇所に流れているア
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ナニヤと主イエス・キリストとの会話を通して、神様

が人々を祝福するために用いられる器とは、どのよう

な人なのかを見ていきたいと思います。	  
	  
まず主が幻の中でアナニヤに語りかけられました。

するとアナニヤは答えます。「主よ。ここにおりま

す。」（10節）旧約聖書に出てくるサムエルという予
言者をご存知ですか？まだ少年のころ、サムエルは毎

晩主の声を聞いていたのですが、それが「主」とはわ

からず、仕えていた師匠エリの声だと思いました。

「私をお呼びですか？」と二回もエリのところに行く

のですが、違うと言われます。サムエルは三回目に呼

ばれた時、主に向かって答えました。「主よ、お語り

下さい。しもべはきいております。」その時からサム

エルは、偉大な主の預言者として用いられ始めました。	  
聖書の中で、また歴史を通して神様と共に歩み、

人々を祝福するために用いられている人たちはみな、

「仕えるしもべの姿勢」を持っています。それは「主

よ、私はここにいます。あなたの声を聞いています。」

という姿勢です。まさにアナニヤは主に仕えるしもべ

として、突然主に呼ばれた時、「主よ、ここにおりま

す」と答えることができたのです。	  
神様は「ある特定の人たち」、たとえば、特別な霊

的賜物のある人や神学的な訓練を受けた人だけに御心

を表しておられるのではありません。神様はいつでも、

どこででも、どんな人にでも語っておられます。今日

も神様は、今この瞬間も、ご自身の御霊によって、聖

書を通して、自然を通して、日常生活の普通の出来事

や特別な出来事を通して語っておられます。しかし同

時に、主の声を聞くことができるのは、「主よ、私は

ここにいます。聞いております。お語り下さい。」と

いう、しもべ達の耳なのです。私たちも日ごろから、

主に仕えるしもべの姿勢をもって歩んでいきたいと思

います。	  
	  
ここで主は 11節と 12節で、とてもショッキングな

事を言われます。「アナニヤ、サウロの所に行って彼

を祝福しなさい。」きっとアナニヤは自分の耳を疑い、

「ええっ？まさか？！」と驚き呆れたのではないでし

ょうか。実際に主の御声を聞きながら仕えることは、

決して楽で平坦な道のりではなく、むしろ驚きと危険

に満ちているのです。そして驚くべきことに、アナニ

ヤは主に向かってハッキリと反発しました。「あのサ

ウロが泊っている家に、なぜ私が行かなくてはいけな

いのですか？あんな奴になぜ私が手を置いて祈らなく

てはいけないのですか？彼の目をなぜ癒さなくてはい

けないのですか？あいつは私たちの敵です！主の弟子

たちを苦しめてきた迫害者たちのリーダーです！この

ダマスコに来たのも私たちを捕らえるために来たので

す！なぜですか？！主の考えておられることはわかり

ません！」アナニヤは全く納得できずに、もがき苦し

んだに違いありません。	  
アナニヤが言っていることは間違っていたでしょう

か？いいえ、サウロに関しては全て事実であり、正し

いことでした。彼の心と動機は間違っていたでしょう

か？いいえ、アナニヤは心から主を愛し仕え、仲間の

弟子たちを愛していました。だから必死になって主に

対して反発したのです。それはアナニヤが主の前に、

正直に自分の心を注ぎ出した結果に過ぎないのです。	  
私たちはしばしば、「表面的に聞き分けの良い子供」

になってはいないでしょうか。どういうことかという

と、表向きには親や先生に従順に従っているように見

えるけれど、内側には「嘘、疑い、批判」が巣食って

いる者の姿です。その根底に流れているのは、「どう

せ言っても仕方ない」「この人には本気で向かい合う

価値はない」という、愛が冷めた、どこか人を見下し

た、関係作りをあきらめた、そんな態度です。私たち

は神様に対して、そんな子供になっていないでしょう

か。	  
アナニヤの中には、そのような姿はありません。彼

は本気で主と格闘する人でした。誠実に愛と真を尽く

して向かい合いました。主との関係が「愛と信頼に基

づいていた」ので、心から正直にオープンでいられた

のです。私たちも、神様の前で誤魔化したりフリをし

たりしないで、愛と信頼に基づいて本音で向かい合う

ことができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。	  
	  
真剣な格闘の結果、アナニヤが神様から聞いた最終

的な声は、「行きなさい」でした。それはまさに創造

主、また権威者なる神様の言葉でした。「アナニヤよ。

あなたがどう感じようとも、わたしが主である。わた

しが示すことを行いなさい。」と言われたのです。そ

してこのように、人の思いと主の思いがかけ離れてい

る時こそ、主が本当にどなたであるのかを知る時です。

人間の思いと愛をはるかに超えた、最大の敵をも愛す

る、驚くべき「神の愛」が、主イエス・キリストから

アナニヤを通して、迫害者サウロに注がれようとして

いたのです。	  
「あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イスラ

エルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器です。」(15
節)	 サウロは、主に逆らっている人々のところに、主
の御名を伝えに行くために選ばれた器なのです。かつ

ては自らがキリストの名を汚していたサウロでしたが、

今やキリストの御名を宣べ伝える器として、新しい使

命を神様から授かろうとしていました。	  
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「彼がわたしの名のために、どんなに苦しまなけれ

ばならないかを、わたしは彼に示すつもりです。」(16
節)	 それまでサウロは、主の名を信じる者たちを苦し
めていました。しかしこれからは、サウロこそが主の

ために苦しむ者となる、と言われます。「誰かのため

に苦しむ」こと、それ以上に愛を表す姿・行為はあり

ません。イエス様は、「愛する友のために命を捨てる。

これよりも大きな愛はない。」(ヨハネ 15:13)と言われ、
その愛を十字架の上で実践されました。主の愛に捕ら

えられた弟子たちは、主のために苦しむことにより主

を愛しました。そしてサウロもまた、主イエス様のた

めに苦しむようにと、主との愛の関係の中に招かれた

のです。	  
主の思いは私たちの思いよりも遥かに高いのです。

主の愛は、私たちが思っているものとも、理想として

掲げているようなものとも、全く違うものなのです。

アナニヤのような信仰者でも、主に仕える人であって

も、主の前では「まだまだ」なのです。主との会話は、

アナニヤにとっては大変厳しいものであったと同時に、

内から満たされる体験だったことでしょう。主はご自

分の弟子たちを一人ひとり知り、愛によって訓練して

おられます。それは、もう一人の誰かを救うために、

祝福の器として遣わすためなのです。	  
	  
「行きなさい」という声を聴いたアナニヤは、すぐ

に出かけて行きました。幻で言われた「まっすぐ」と

いう通りの、ユダという人の家に行きました。まさに、

神への真っ直ぐな道であるイエス・キリストを伝える

ために。	  
アナニヤはサウロに出会い、最初に「兄弟サウロ」

と呼びかけました。これは奇跡です。主の愛がアナニ

ヤの心を満たし、あふれ出て、さっきまで敵であった

男を「兄弟」と呼ばせたのです。そしてサウロの上に

手を置いて言いました。「主イエスが私を遣わされま

した。」アナニヤは自分の思いで来たのではありませ

ん。サウロが心から憎み、迫害していたイエスは、十

字架に死んでよみがえり、今も生きておられ、サウロ

を救うためにアナニヤを遣わされたのです。「私たち

と同じように、サウロ、あなたも主イエス様から愛さ

れているのです！」	  
アナニヤが御心に従う主の器として遣わされ、用い

られた時、サウロに何が起こったでしょうか？	  
① サウロの目から「うろこのようなもの」が落ち、
見えるようになりました。実際に何が落ちたの

か分かりませんが、大切なことは「見えるよう

になった」ことです。サウロの心が変えられ、

自分が何をしていたのかが分かりました。罪を

赦し救うためにイエス・キリストは十字架にか

かり、今も生きておられ、会いに来てくださり、

アナニヤを遣わしてくださったことが見えるよ

うになったのです！かつては迫害の対象であり

敵であったアナニヤが、キリストの愛を伝える

ために危険を冒してまで来て、手を置いて祈っ

てくれた。これはまさに「目からウロコ」で

す！	  
② サウロはすぐ、イエスの名によるバプテスマを
受けました。それは、「イエスをキリストと告

白し、弟子として従う」という新たな決心を表

す行為でした。更に「キリストのからだなる教

会に加えられた」証として、ダマスコの弟子た

ちと一緒に過ごし、主への信仰を強められまし

た。	  
③ サウロは遣わされてユダヤ教の会堂に行き、か
つての仲間たちに向かって「イエスは神の子キ

リストだ！」と宣べ伝え始めました。サウロの

劇的な変化に人々は驚き、やがて迫害が起こり

ました。しかし彼は益々主の愛と力に満たされ、

キリストの福音を携えて世界に遣わされていき

ました。ここに宣教師パウロの誕生と世界宣教

の始まりがあるのですが、その全ての背後には、

アナニヤの存在があったのです。	  
	  
ひとりの人が主の器として遣わされ、用いられる時、

誰かの人生に素晴らしいことが起こります。そして更

に多くの人々に、大きな祝福が注がれていきます。そ

の「ひとりの人」は、どこにいるのでしょうか？全て

のクリスチャンに神様の声がかかっているなら、その

人は、あなたなのです。	  
でも、主の声を聞くためには「しもべの耳」が必要

です。また、主と真剣に格闘しながら、自我が砕かれ

ていくプロセスを通らされます。そして、「行きなさ

い」と言われたらすぐに従うほどに、主の愛に満たさ

れた器が、その人なのです。	  
 

◇Church Activities & Schedules◇  

■ August Board of Director’s Report   
On August 26th the Pastor Calling Committee (PCC) and the 
Board of Directors met with Rev. Dr. Michael Edwards, the 
Stated Clerk of the Classis of New York, who is the RCA 
supervisor for JAUC while we are without a minister. The PCC 
met on August 27th to finalize the pastor job description that 
they will post in September. They will receive applications 
until mid-October and then decide who to call in for an 
interview. Viable candidates will be asked to preach at a 
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neutral location before being presented to the Board of 
Directors. Once approved the candidate will be introduced to 
the congregation. Rev. Edwards recommended that the church 
members be invited to pray for the pastor search process and 
for the discernment of the PCC. 

The Board of Directors is very thankful for all church 
members who are faithfully fulfilling their pledge 
commitments, especially during the summer months. 

Building and Maintenance Committee reported that Lema & 
Sons will begin work on repairing and waterproofing the roof 
to prevent water damage in the fourth-floor apartment.  

The Staff/Pastor Parish Relations Committee reported the 
pulpit supply and guest pianists lined up for September and 
October. October 14th will be Disability Awareness Sunday. 
Mana Hashimoto and Gerri Yoshida will give a testimony of 
their experiences at the RCA Disability Leadership Training 
Conference in Grand Rapids, Michigan. The S/PPRC is also 
handling salary issues for our office staff and custodian, as well 
as exploring the feasibility of an interim pastor and plans for 
growth at JAUC. 

The Mission Committee reported on the successful 
completion of the Discovery Camp at the RCA Warwick 
Conference Center, NY with 14 campers, 2 junior counselors 
and 5 counselors, including Chizuko Imado (camp director) 
Sean Jang (counselor) and Hana Jang (junior counselor). There 
will be a camp reunion and celebration on Saturday, October 
6th.  

The Justin and Sara Haruyama Ministerial Scholarship 
Committee met on June 14th at JAUC. Rev. Mel Kawakami is 
the new chairperson, Emy Kamihara is the secretary. Rev. 
Akiyo Iyoda, Chizuko Imado and Gerri Yoshida are also 
members. Due to generous donations in memory of Sara 
Haruyama, the Committee was able to award $7500 to six 
seminarians. Three are pursuing a Masters in Divinity, 
including Stuart Haruyama, the grandson of Justin Haruyama. 
The others are pursuing Masters in Church Ministry and 
Leadership, Church Music, and Theology.  

The Special Ministry to the Japanese (SMJ) will hold two 
educational seminars in Japanese on how various Christian 
theologies have shaped the formation of America and how it 
continues to do so to the present day. Please encourage your 
Japanese friends to attend on Thursday, October 25 and 
November 8 from 7-9 pm at JAUC. 

Rev. Edwards encouraged JAUC to apply for the 2019 Classis 
and Collegiate grants to revitalize existing ministries and to 
fund new programs for reaching out to our community of 
Japanese people in New York City. One proposal is to fund an 
Ashram retreat lead by Rev. Megumi Enonomoto with Sora 
Enomoto as the English translator. This would take place in the 
fall of 2019 and be an opportunity for spiritual reflection and 
renewal for church leaders and members. Other ideas include 
an Open House to invite new people to JAUC or events like a 
Praise and Paint workshop. 

The Cemetery Committee discussed the fees for funeral and 
memorial services for members and non-members. These fees 
are for the pastor, pianist, use of the sanctuary/social hall/ 
kitchen and for the printing of programs. The family is 
responsible for purchasing flowers and making arrangements 
for the reception. Please speak to the Cemetery Committee if 
you have any questions. 

18-20 JAUC members attended the East Coast Family Camp 
from September 1-3 at Honors Haven. The church is provided 
bus transportation and contributed to the scholarship fund.  

Regular lunches resumed on September 2nd. The Sunday 
school and Youth fellowship began on September 9th. To be 
in compliance with new insurance regulations, the Church 
school teachers and volunteers are watching child safety videos 
via an online streaming service. From this they will develop a 
safe sanctuary policy to protect our students.  

There will a Board of Managers meeting at 1:30 pm on 
Sunday, September 23rd to discuss plans for the 125th 
anniversary celebration of JAUC which will be held on 
Thanksgiving Sunday, November 18th. All committees, 
fellowships and small groups should send one or two 
representatives to be on the planning team. We would like to 
use this opportunity to raise funds to support the ongoing 
activities and ministries of JAUC. 

The following paragraph was missing from the July Board of 
Directors Report:  

As a general statement, any JAUC board, commission, 
committee or any other group, including the choir is expected 
to work together as a group and the leader is expected to build 
and represent consensus for group decision-making and to 
maintain clear, healthy boundaries of his/her responsibility. It 
is recommended that a leader be elected or confirmed by the 
group every year. 
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Also, Yoshiko Watanabe was incorrectly listed as a member of 
the Cemetery Committee.  

The Committee on Aging Issues at the Japanese American 
Association is asking JAUC members who are Japanese and 
Japanese Americans over the age 40 to participate in a survey 
concerning aging issues. They would like to understand the 
conditions seniors face so they can take appropriate measures 
to meet their future needs such as medical issues and home 
care. Surveys are available in Japanese or English and are due 
October 7th. 
 
2018年 8月理事会報告 	  

牧師招聘委員会（PCC）と理事会は、8月 26日、無
牧の期間 JAUCの顧問を務められている RCA（米国改
革派教会）Classis	  of	  New	  York（ニューヨーク地区）	  の
Stated	  Clerk（書記官）マイケル・エドワーズ牧師と面
会しました。PCCは 9月に告示予定としている牧師の
職務記述書を完成させるべく、8月 27日にも会合を持
ちました。牧師招聘の今後の経緯としては、10月中旬
まで職務応募申請を受け付けた後、面談の二次選考を

行い、候補者は第三者的な場所で説教の機会を持った

後に理事会メンバーへ紹介されるという流れになりま

す。そして理事会で承認されたのちに会衆へと紹介さ

れることになります。エドワーズ牧師は、牧師招聘プ

ロセスのため、また PCCの判断力について、教会員の
祈りのサポートを奨励されました。	  

理事会は、夏の間も誠実に約束献金などでサポートし

てくださっているすべての教会員に対し、感謝の意を

表します。	  

建物管理委員会は、Lema	  &	  Sons社が水漏れ対策のた
めの 4階アパートメント天井及び屋上の補修工事を開
始すると報告しました。	  

牧師スタッフ信徒関係委員会（S/PPRC）は、9月と
10月の日曜礼拝ゲスト説教者とピアニストのリストを
報告しました。10月 14日（日）は障碍者に対する意
識向上の日曜日とされています。ミシガン州グランド

ラピッズで開催される RCA	  Disability	  Leadership	  Training	  
Conference（障碍者リーダーシップ研修）において、
橋本真奈姉と吉田ジェリ姉がご自身の証をされる予定

です。S/PPRCはオフィススタッフ、管理人の給与を管

理すると同時に、臨時牧師採用の可能性などを含む、

JAUCの今後について模索しています。	  

宣教委員会はニューヨーク州にある RCA	  Warwick	  
Conference	  Centerにて行われたディスカバリーキャン
プが祝福のうちに終了したことを報告しました。今年

は、14名のキャンパー、そして今戸ちづ子姉（キャン
プディレクター）、ショーン・ジャング兄（カウンセ

ラー）、ハナ・ジャング姉（ジュニアカウンセラー）

を含む 5名のカウンセラー、2名のジュニアカウンセ
ラーが与えられました。10月 6日（土）にはキャンプ
の同窓会が持たれる予定です。	  

春山ジャスティン＆サラ奨学金委員会の会合が 6
月 4日に JAUCにて持たれました。メル・カワカミ牧
師が新委員長に任命され、エミー・カミハラ氏が秘書

として奉仕します。伊与田昭夫牧師、今戸ちづ子姉、

吉田ジェリ姉も委員会メンバーです。春山サラ姉のメ

モリアルに際しての寛大な寄付により、今年は 6名の
神学生に総額＄7500 の奨学金が授与可能となりました。
故ジャスティン春山牧師のお孫さんであるスチュアー

ト春山氏を含む 3名の奨学生が神学の修士課程で学ば
れることになります。その他の学生は、教会ミニスト

リーとリーダーシップ、教会音楽、宗教学などの修士

課程に進まれています。	  

SMJ（Special	  Ministry	  to	  Japanese）は、10月 25日（木）
と 11月 8日（木）の 2回、19:00～21:00、JAUCにおい
てセミナーを開催いたします。内容は、キリスト教が

いかにアメリカ社会の形成に影響を与えてきたか、そ

して、今なおし続けているか、というもので、両日と

も日本語で行われます。ご友人知人お誘いあわせの上

ぜひご参加ください。	  

エドワーズ牧師は、現行の各ミニストリーの活性化と、

ニューヨーク在留日本人に対するリーチアウト支援の

ため、2019年の RCA助成金授与の申請をすることを
JAUCに勧奨されました。助成金の使用先候補のひとつ
としてアシュラムのリトリートが考えられますが、こ

れは榎本恵牧師をリーダーとし、榎本空兄が日英通訳

として奉仕される 2019年秋に行われる予定の修養会
です。その他のミニストリーの案としては、JAUCオー
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プンハウスや Praise	  and	  Paint	  Workshopなどのイベン
ト開催などが考えられます。	  

墓地委員会は、教会員、非教会員それぞれの葬儀費用

及びメモリアルサービスの司式代について話し合いま

した。今後、これらの費用は牧師、ピアニストの司式

料、また礼拝堂、社交室、キッチンなどの使用料、プ

ログラム代などに使用していくことを決定しました。

献花代、レセプション費用は遺族負担となります。詳

細は墓地委員会にお問い合わせください。	  

9月１日から 9月 3日の間、オナーズヘイブンで行わ
れた東海岸日本語教会合同ファミリーキャンプに

JAUCより 18～20名が参加しました。JAUCはバスをチ
ャーターし、スカラーシップに貢献しました。	  

9月 2日より、日曜日のランチが再開しました。9月 9
日より、日曜学校、ユースフェローシップも再開し

ました。新たな保険規約順守のため、日曜学校の先生

及びヘルパーは、オンライン動画で子供の安全につい

て学んでいます。このことを通して、子供たちを守る

ためにさらなる安全な教会学校運営を目指していきま

す。	  

9月 23日（日）13:30より、役員会があります。11月
18日（日）、感謝祭礼拝の日に予定されている JAUC
創立 125周年記念祝会の準備についての話し合いが持
たれます。すべての委員会、フェローシップ、スモー

ルグループから 1～2名の代表が参加することが求め
られます。125周年記念祝会を、JAUCの活動やミニス
トリーへのファンドレイジングの機会にしたいと思い

ます。	  

ニューヨーク日系人会の邦人・日系人高齢者問題協議

会は、「在 NYの日本人・日系人の高齢化に関する意
識調査」への参加を呼びかけています。40歳以上の邦
人・日系人の方はぜひアンケートにご参加ください。

これは、高齢者の方々が直面する問題を知り、今後の

医療や在宅介護などに生かしていこうとするものです。

アンケートは日英両語で回答可能で、締切りは 10月 7
日となっています。	  

 
◇Bible Study◇  

（日本語）聖書カンフアレンス 

テーマ：あわれみ深い神	 恵み深い神 
Rev. Chizuo Sakurai	 桜井主夫牧師 
聖書を読むほど、神は愛であることがわかる！ 

10月 13日午後１時 30分より（５時 15分まで） 
場所：日米合同教会 

◇Local Church Network◇  

■Leonia Japanese Service The SMJ (Special Ministry to the 
Japanese; Coordinator: Chizuko Imado) is holding a Japanese 
worship service at the Presbyterian Church in Leonia, NJ (181 
Fort Lee Road, Leonia) every 1st and 3rd Sunday, at 3pm. If you 
have any Japanese friends living in the Fort Lee area, please 
recommend the service to them! 

■Felt Flower Making Workshop at Union Japanese 
Church The Union Japanese Church in Westchester invites 
JAUC members to attend a felt flower making workshop.  
Date: October 24, 2018  
Time: 10am to 11:30am  
Location: Hitchcock Presbyterian Church Hancock Room  
Theme: Felt Flower Wreath  
Cost: No charge for the workshop; however, donation would 
be greatly appreciated in order to host next workshops. ($10 
suggested)  
Registration: Please email to UJCW.PR@gmail.com By 
October 1st  (Space is limited to 30 participants) 
 

◇Prayer Requests◇  

For all those affected by Hurricane Florence; recovery from the 
typhoon in Kansai and earthquake in Hokkaido, Japan. In 
memory of 9/11/2001, we pray for the victims, their families 
and for world peace. Please pray for the Pastor Calling 
Committee and the pastor search process. The health issues for 
Rev. Susumu Ando, Kumiko Baumann (injury), Junko Clarke, 
Michiko Gorman, Hozue Higuchi, Eiko Igarashi, Valerie 
Igarashi, Teruo Inoue, Eiko Ishii, Joe & 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, Sayoko 
Yoshida, John Yoshinaga 
	  
 


