
Japanese American United Church Newsletter, October 2019 

1 
 

As the Deer: Ashram Retreat 

 

21 people joined the Ashram Retreat at the 
Stony Point Center in Rockland County from 
Saturday, August 31st, to Monday, September 
1st. Rev. Megumi Enomoto gave three messages, 
we read and reflected on Matthew 5, 6 and 7, 
then broke into four family groups for a Time of 
Grace where we shared our insights. 

鹿のように: アシュラムリトリート 

8月31日（土）から9月1日（月）までロッ

クランド郡のストーニーポイントセンターで

行われたアシュラムリトリートには21人が参

加しました。榎本恵牧師が3回メッセージさ

れ、参加者はマタイによる福音書5、6、7章

をじっくりと読み、4つのグループに分かれ

お互いの感想を分かち合う「恵みの時」をも

ちました。 

 

Fred Tsutagawa on guitar led us in praise and 
worship songs. We practiced Christian 

meditation and yoga with Antoinette Jones in 
the Meditation Space. We ate fresh vegetables 
and eggs grown on their farm and enjoyed 
walking the grounds during the Sunday 
afternoon free time. We prayed with and for 
each other and for JAUC. We celebrated Holy 
Communion with Stony Point homemade bread. 

フレッド・ツタガワ兄は、ギターで賛美をリ

ードをしてくださいました。また、アントワ

ネット・ジョーンズ姉は、メディテーション

スペースで瞑想の時とクリスチャンヨガをリ

ードしてくださいました。私たちは、リトリ

ートセンターのファームで育てられた新鮮な

野菜と卵を食べ、日曜日の午後の自由時間に

は、敷地内を散歩しました。お互いのために、

JAUCのために祈る時を持ち、ストーニーポイ

ントの自家製パンで聖餐式も行いました。 

 

“I was impressed with everyone’s willingness to 
participate in all aspects of the ashram.” “I 
learned everyone needs to and wants to 
strengthen their commitment to Christ.” “We 
had a chance to quiet our mind and merge into 
nature and feel blessed, especially through 
quiet reading time.” “For me the Ashram 
Retreat was important because it was an 
opportunity to set aside the cares and worries 
of my regular life and prioritize time with the 
Lord.”  

「参加者の方々が様々なことを喜んでサポー

トしている姿に感銘を受けました。」「みん



Japanese American United Church Newsletter, October 2019 

2 
 

ながキリストへのコミットメントを強くする

必要があるし、そうしたいと思っていること

を学びました。」「私たちは、静まる心を静

める時間、自然と触れ合う時間、特に静まっ

て聖書を読む時間を通して祝福を感じまし

た。」「私にとって、アシュラムリトリート

は重要でした。なぜなら、日常生活の心配事

を横脇において、主との時間を優先する機会

だったからです。 

 

“I am grateful that I experienced unity with God 
through prayer so I can live more fully as a 
Christian. I left the retreat feeling much 
different than when I came. Hallelujah!” “I am 
grateful that by participating in this retreat I 
have a closer relationship with JAUC members.” 
“I want to have the retreat next year because 
there is the kingdom of God here.” “The Ashram 
Retreat is necessary for regular spiritual 
refreshment.” 

「私はクリスチャンとしてよりよく満たされ

て生きることができるように、祈りを通して

神様との一致を経験したことに感謝していま

す。私は来た時とは明らかに違う感じで帰途

につきました。ハレルヤ！」「このリトリー

トに参加することでJAUCメンバーとより親し

い関係を築くことができたことに感謝しま

す。」「アシュラムリトリートは、定期的な

霊的リフレッシュのために必要だと思いま

す。」 

 

Many of us saw deer and fawn feeding on the 
grassy fields. “As the deer pants after the water, 
so my soul longs for You,” became our theme 
song. We thank the RCA Collegiate Grant for 
underwriting much of the costs of the weekend. 
We thank the Ashram team: Chizuko Imado, 
Kaoru Suzuki, Antoinette Jones and Gerri 
Yoshida for planning, organizing and executing a 
myriad of activities. We thank Rev. Megumi 
Enomoto for leading the Ashram and Sora 
Enomoto for the English translation. We thank 
Satoshi Nakamura for the Japanese translation 
of weekly community announcements. We 
thank Masayo Sonoda for originating the idea 
for an Ashram Retreat for the spiritual renewal 
of JAUC leaders and members. 

A love offering of $1000 for the Ashuram Center 
in Japan was collected at Stony Point, the Mini-
Ashram and from the Mission Committee 
budget. We praise God for the generosity of 
JAUC members and friends. 

多くの参加者が、センター内で鹿や子鹿が茂

った草を食べているのを見ることができ、 

「谷川の流れをしたう鹿のように、わが魂、

あなたを慕う(『鹿のように』)」がテーマソ

ングになりました。リトリートの費用の多く

の部分が米国改革派からの助成金でカバーさ

れたことに感謝します。今回アシュラムチー

ムとしてリトリートの企画、取りまとめ、実
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行などの奉仕をしてくださった方々は、今戸

ちづ子姉、鈴木香姉、アントワネット・ジョ

ーンズ姉、吉田ジェリ姉でした。榎本恵牧師

が、アシュラム全体をリードし、榎本空兄が

英語の通訳してくださったことに感謝します。

中村哲兄は、毎週の礼拝で日本語のアナウン

スをしてくださいました。園田雅代姉は、

JAUCのリーダーとメンバーの霊的健康維持 

のためにアシュラムリトリートのアイディア

を紹介してくださいました。 

ミ二アシュラムとストーニーポイントで集め

られた献金に宣教委員会からのサポートを合

わせ、合計1000ドルを日本のアシュラムセン

ターに送りました。JAUCの皆様からの寛大な

サポートを神様に感謝します。 

October and November Pulpit Supply 

October 6 Rev. Stanley Wayne  
October 13 Rev. Kei Okada 
October 20 Rev. Nobuyuki Kurisu 
October 27 Mr. Paul Suzuki 
November 3 Rev. Kei Okada 
November 10 Mr. Sora Enomoto 
November 17 Rev. Stanley Wayne 
November 24 Rev. Nobuyuki Kurisu 
 

10月11月のゲスト説教者 

October 6     スタンリー・ウェイン牧師  

October 13 岡田圭牧師 

October 20 栗栖信之牧師 

October 27  ポール・鈴木宣教師 

November 3 岡田圭牧師 

November 10 榎本空兄 

November 17 スタンリー・ウェイン牧師 

November 24 栗栖信之牧師 

 
We thank the Staff/Pastor Parish Relations 
Committee for faithfully arranging guest 
preachers every Sunday. We thank Rev. Wayne 
for his pastoral care for Keijiro Motoi while he 
was hospitalized and at the rehabilitation 
center. We are grateful to Rev. Okada for 
ministering to Michiko Gorman while she was in 
the hospital and Village Care Nursing Center. 
We appreciate all the church members who 

visited them, helped Mrs. Gorman return home 
and make final arrangements for Mr. Motoi. “If 
we love one another, God abides in us, and His 
love has been perfected in us.” I John 4:12 
 

毎日曜日のゲスト説教者を忠実に手配してく

ださっているスタッフ/牧師信徒関係委員会に

感謝します。 入院中およびリハビリテーショ

ンセンターで本井慶次郎兄のケアをして下さ

ったウェイン牧師に感謝します。 また、岡田

牧師は、ゴーマン美智子姉が入院中、またビ

レッジ・ケア・ナーシング・センターでのケ

アをしてくださり、それらの働きにも感謝し

たいと思います。また、病気の方々を見舞い、

ゴーマン姉が家に帰るのを手伝い、本井兄が

召された後の様々な手配をして下さったすべ

ての教会員の皆様に感謝します。 

 

「もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私
たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうち
に全うされるのです。」ヨハネの手紙第一
4:12(新改訳) 
 

 
For many years the Mission Committee has 
supported Paul Suzuki who is the Area Director 
for SEND Japan. (www.send.org ) Since 1994 
Paul and Carol have been ministering to young 
people and young mothers with the gospel 
message. Paul will share his mission activities 
during lunch in the Social Hall on October 27th. 
 

宣教委員会は、宣教団体SEND 

(www.send.org) の日本地区ディレクター、ポ

ール・鈴木宣教師を長年にわたってサポート

しています。1994年からポール宣教師とキャ

ロル姉は、若い方々、若い母親を対象に福音

のメッセージを伝えています。ポール宣教師

http://www.send.org/
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は、10月27日のランチタイムに彼らの宣教

活動の分かち合いをしてくださいます。 
 
Sora Enomoto, a graduate student at the 
University of North Carolina will be regularly 
preaching at JAUC starting November 10th and 
leading Mini-Ashrams. 
 
ノースカロライナ大学の大学院生である榎本

空兄は、今後JAUCで定期的に説教をしてくだ

さる予定で、11月10日にはミニアシュラム

も計画されています。 

 
Pastor Calling Committee Updates 

October 31st is the deadline for applications for 
senior pastor. The job description is posted at 
www.jauc.org  Please talk to members of the 
PCC (Takumi Fukunaga, Mana Hashimoto, Kaoru 
Kobayashi, Dean Kusakabe, Osamu Sagae, 
Kaoru Suzuki) if you have a candidate to 
recommend.  Please pray for the PCC and join 
their monthly bilingual prayer meetings to pray 
for the pastor search process. The next 
meetings will be Sunday, October 6th and 
November 3rd at 10 am in the Social Hall. At the 
September 8th prayer meeting we discussed and 
prayed for Rev. Megumi Enomoto’s suggestion 
that all church members need to discern 
together God’s vision for JAUC. This will help 
the PCC decide what kind of minister will best 
lead JAUC for God’s kingdom work in the 
future.  “For I know the plans I have for you,” 
declares the LORD, “plans to prosper you and not 
to harm you, plans to give you hope and a 
future,” Jeremiah 29:1 
 

牧師招聘委員会アップデート 

主任牧師の申し込みの締め切りは10月31日

です。 職務内容はwww.jauc.orgに掲載され

ています。推薦したい方がいらっしゃる場合

は、牧師招聘委員会のメンバー（福永拓実、

橋本真奈、小林かおる、日下部ディーン、寒

河江修、鈴木香各兄姉）にご相談ください。 

牧師招聘委員会のために引き続きお祈りをお

願いします。また月例の祈り会では、牧師招

聘プロセスについてお祈りしていますので、

どうぞご参加ください。 今後の祈り会は、10

月6日（日）と11月3日(日)午前10時、地

下社交室で行われます。私たちは、「すべて

の教会員がJAUCに対する神のビジョンを共に

見極める必要がある」という榎本恵先生のア

ドバイスを受け、9月8日の祈り会で、この

ことについて話し合い、祈りました。 これは、

将来神の御国の建設のためにJAUCが将来どの

ように仕え、そのためにどのような牧師がで

あるかを考える助けになります。 

 

 「わたしはあなたがたのために立てている計
画をよく知っているからだ。－主の御告げ－
それはわざわいではなくて、平安を与える計
画であり、あなたがたに将来と希望を与える
ためのものだ」エレミヤ書29：11 (新改訳) 
 

Memorial Service for Keijiro Motoi 
 

 Our beloved brother in Christ, Keijiro Motoi, passed away at the age of 72 on September 5th. He has been a devoted member of JAUC since the days of Rev. Haruyama. He was serving on the Board of Directors and he worked tirelessly to purchase another plot at Cypress Hills Cemetery to build another vault for JAUC. He was employed by the Yusen Travel Inc. He was born in Kochi, Tokushima prefecture. He was the author of 「コロンブ

ス とカリブ海」(Columbus and Caribbean sea),「ミドルエイジの青春」(Springtime of Middle age). He is survived by his nieces, Rie Nariki and Yumie Maeda. His memorial service will be held on Sunday, October 6th at 2 pm. Our deepest condolences to his family and friends in the U.S. and Japan.    
本井慶次郎兄の追悼式 

http://www.jauc.org/
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愛するキリストの兄弟、本井慶次郎兄は9月

5日に天に召されました。72歳でした。本井

兄は春山牧師の時代からJAUCの献身的な教会

員でした。教会理事を務め、在任中、サイプ

レスヒルズ墓地の追加区画の購入のため、精

力的に奉仕されました。徳島県の高知出身、

郵船トラベルで勤務され、「コロンブスとカ

リブ海」、「ミドルエイジの青春」の著者で

もありました。ご遺族は、姪御さんの成木理

恵さんと前田由美恵さんです。 メモリアルサ

ービスは10月6日（日）午後2時にJAUCで

予定されています。 アメリカと日本のご遺

族・ご友人に心から哀悼の意を表します。 

 
Discovery Camp Reunion 

There will be a Discovery Camp reunion on 
Saturday, October 12th from 4:30 to 6:30 pm in 
the Social Hall. All former campers, counselors, 
their families and supporters are welcome to 
celebrate God’s amazing grace at this year’s 
camp at the Warwick Conference Center. 
Donations for the 2020 camp are graciously 
accepted. Please make your check out to the 
Japanese American United Church, Memo: 
Discovery Camp. 
 

ディスカバリーキャンプのリユニオン 
10月12日( 土) 午後4時30分から6時30

分まで、地下社交室でディスカバリーキャン

プのリユニオンが行われます。ワーウィック

リトリートセンターで行われた今年のキャン

プに神様の驚くべき恵みがあったことを共に

お祝いしたいと思います。（元）キャンパー、

カウンセラー、ご家族、サポーターの方を歓

迎いたします。 2020年のキャンプへのサポ

ートチェックは、Japanese American Christian 
Church 宛て、Memo: Discovery Camp でお願

いします。 

5th Annual Disability Awareness Sunday 
Rev. Kei Okada will be the guest preacher for 
the Disability Awareness Sunday on October 
13th. He will present an afternoon program: 
“JAUC, a Caring Compassionate Community of 
Faith.” He will talk about how we can help each 
other, especially those who live in New York 
City without family members nearby. Every 

person who attends will receive a free copy of 
Five Wishes, a booklet in Japanese or English, 
that communicates how we want to be treated 
in case of serious illness. Rev. Okada is a hospice 
chaplain for 13 years; now he is a Program 
Manager, End-of-Life Spiritual Care with the 
Visiting Nurse Service of New York, Hospice and 
Palliative Care.  He has spoken extensively in 
the United States and Japan on the holistic 
medical approach and awareness for our well-
being, living and caring.    
  

第5回障碍を考える日曜日 

岡田圭牧師が10月13日の「障害を考える日

曜日」で説教の奉仕をしてくださいます。午

後には、「日米合同教会、信仰に根差した愛

の共同体」と名打って、ニューヨーク市内な

どで単独でお暮しのご高齢の方々をどのよう

にケアし、お互い助け合っていくことができ

るか、話してくださいます。このプログラム

参加者には、「５つの願い」というパンフレ

ットが配られます。日英両語で用意されてい

るこの冊子は、自分の緊急時にどのような対

応をしてもらいたいか、ということを示せる

ものです。 
岡田牧師は、13年ホスピス・チャップレンを

され、現在はニューヨーク訪問看護サービ

ス・ホスピス緩和ケアの終末期スピリチュア

ルケア・プログラム・マネージャー。人が最

期まで納得して心地よく生きるための心づも

りや、人が心も身体も大切にされるための医

療や介護支援のあり方などについて、アメリ

カや日本の病院や大学などで講演されていま

す。 
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Fujinkai Report 

 
Mai Matsumoto, a second-year student at the 
Juilliard School, gave her testimony to the 
Fujinkai on Sunday, September 15th. She shared 
how she and her parents became Christians 
through her Christian grandmothers in Japan, a 
Japanese church in California, the Julliard 
Christian Fellowship and JAUC. She received a 
healing through prayer that inspires her to 
share her love of Jesus through her music. 
Please read her full story at www.jauc.org  

 
婦人会 

ジュリアード音楽院で学ぶ松本まい姉が9月

15日の婦人会で証をしてくださいました。松

本姉は日本にいるクリスチャンの祖母、カリ

フォルニアの教会、ジュリアード音楽院のク

リスチャンフェローシップ、JAUCなどを通し

て、ご両親とともに主の救いにあずかりまし

た。祈りによって体験した癒しについてお話

してくださり、その体験は音楽を通してイエ

ス様の愛を伝えたいという思いへと導かれて

います。松本姉の証はwww.jauc.orgをご覧く

ださい。 

 
Message from the Music Director 

Weekly choir rehearsals have resumed before 
the worship service starting at 9:30 am. Singing 
offertories acapella is a new option that may be 
used by the choir.  If you would like to join the 
choir, please speak to Eri Miyashita, the Music 
Director. Violinist Mai Matsumoto will play the 
postlude “Blessed Assurance” on October 6th. 
 

 

 

音楽ディレクターより 

クワイアのリハーサルが毎週日曜礼拝の前、

9:30より行われています。最近はオファート

リーの際のアカペラにも挑戦しています。ク

ワイアに参加されたい方は、音楽ディレクタ

ーの宮下恵理までご連絡ください。10月6日

には、松本まい姉が「罪、咎を赦され」を後

奏で演奏してくださる予定です。 
 

Sunday School News 
Sunday school is now in full swing starting at 
10:00 am on the 4th floor. Children from ages 4 
to 12 are welcome to join. This year’s 
theme/focus is the Fruits of the Spirit from 
Galatians 5:22: “But the fruit of the Spirit is love, 
joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, self-control.” Sheila 
Bennet, Kaori and Dean Kusakabe, the teaching 
staff are looking for volunteers to join the 
Sunday school team, so please talk to them if 
God is calling you to work with the next 
generation. “Teach them (the commandments 
and Bible) to your children, talking about them 
when you sit at home and when you walk along 
the road, when you lie down and when you get 
up.” Deuteronomy 11:19 
 

日曜学校から 

日曜学校が再開しています。10:00から、教

会4階にて。4歳から12歳の子供たちが対象

です。本年度の教会学校はガラテア人への手

紙5:22より、霊の実について学んでいきたい

と思います。「しかし、御霊の実は、愛、喜

び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、

自制です。」シーラ・ベネット姉、日下部か

おり姉、ディーン兄ら教会学校の先生は日曜

学校で共に奉仕してくださる方を募集してい

ます。次世代へのミニストリーへ召命を感じ

ておられる方はぜひご連絡ください。「それ
をあなたがたの子どもたちに教えなさい。あ
なたが家にすわっているときも、道を歩くと
きも、寝るときも、起きるときも、それを唱
えるように。」申命記11:19 
 

 
 
 

http://www.jauc.org/
http://www.jauc.org/


Japanese American United Church Newsletter, October 2019 

7 
 

Welcome Back! 

 
We were delighted to see George and Miki 
Honyashiki with their twin girls, Naomi and 
Hannah, on September 22nd. The girls are 
almost two years old. 
 
Ai Sekiguchi and Eddie See brought baby Noa, 
the newest and youngest member of the JAUC 
family on September 15th. She will be three 
months old soon. May God bless and guide 
these beautiful children and their parents. 
 

ようこそ！ 
9月22日に本屋敷ジョージ兄と美紀姉が双子

の尚深ちゃんと伴涙ちゃんと共にJAUCを訪れ

て下さいました。尚深ちゃんと伴涙ちゃんは

もうすぐ2歳になります。 

9月15日にJAUCは関口愛姉とエディー・シ

ー兄の乃愛ちゃんを歓迎いたしました。乃愛

ちゃんはもうすぐで3か月になります。 

 

主がこの愛する子供達とそのご両親を豊かに

祝福してくださいますように！ 

 
Congratulations! 

John Yoshinaga celebrated his 99th birthday on 
September 5th. May the Lord bless John and 
Lucienne with good health and happiness! 
 
Masahiro Yoshida’s artwork, "Union Square 
Underground meets Light," was selected for 
inclusion in the 47th Annual Exhibition of the 
Japanese Artists Association of New York held 
from September 4 through 17th at the Tenri 

Cultural Institute of New York. Isaac Fujiki’s 
work was also represented. 
 

おめでとうございます！ 

ジョン吉永兄は9月5日に99歳のお誕生日を

迎えられました。ジョン兄とルシアン姉の末

永い健康と幸せをお祈りいたします！ 

 

マサヒロ吉田兄の作品"Union Square 

Underground meets Light"がJapanese 

Artists Association of New York (JAANY)の

47回年次美術展に出展されました。この美術

展は9月4日から9月17日までニューヨーク

天理文化協会にて開催されました。藤木イサ

ク兄の作品も出展されました。 

 
 

Altar Flowers and Volunteers 
Please help us to worship and honor God by 
donating flowers to decorate the altar. Flowers 
can be given in memory of loved ones, to 
celebrate birthdays, anniversaries, baptisms, 
graduations. Please contact the church office at 
(212) 242-9444 or email at infojauc@gmail.com 
to see what Sundays are available. 

 

mailto:infojauc@gmail.com
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Now that Sunday lunches have resumed, we are 
looking for volunteers to prepare, serve and 
clean up every week. Please speak to the lunch 
leader or feel free to lend a helping hand 
anytime. 
 

献花と奉仕者の募集 

日曜礼拝に献花をしてくださる方を募集して

います。献花はメモリアル、お誕生日のお祝

い、アニバーサリー、洗礼記念日、卒業お祝

いなどの記念として捧げることができます。

希望される方は教会オフィス（電話：212－

242-9444、Email:infojauc@gmail.com）まで

ご連絡ください。献花が可能な日をお問合せ

ください。 

 

夏休みが明けて、昼食のサービスが再開され

ています。毎週の昼食の準備、配膳、片づけ

の奉仕者を募集しています。奉仕が可能な方

はランチリーダーへご連絡ください。またお

手伝いはいつでも歓迎いたします。 

 
Board of Managers Meeting 

There will be a Board of Managers meeting on 
Sunday, October 27th from 2-3 pm to plan the 
Thanksgiving dinner, the Christmas potluck, an 
all-night Prayer Vigil and an intergenerational 
end of the year celebration. All fellowships, 
committees, small groups should send at least 
one member to this important meeting. 
 

役員会 

10月27日の2-3 pmに役員会が行われます。

サンクスギビングディナー、クリスマスのポ

ットラック、徹夜祈祷会、年末のお祝いの準

備のことを話し合います。この大事なミーテ

ィングにすべての委員会、フェローシップや

スモールグループから1名以上の出席者を募

ります。 
 

Prayer Requests 
Please pray for the Pastor Calling Committee, 
the Board of Directors, the Staff/Pastor Parish 
Relations Committee and all lay leaders who are 
serving JAUC while we are without a minister. 
Please remember the following people: Rev. 

Susumu Ando, Kumiko Baumann, Junko Clarke, 
Bill Cribb, June Goldberg, Michiko Gorman, 
Christina Hogan, Eiko Igarashi, Valerie Igarashi, 
Yoshiko Kasuga, Kenneth Kubo, Yoshiko 
Kurihara, Sueko Nakachi, Nanako Oguri, Renee 
Frankel, the Shimojima family, Toshie Sonoda, 
Hiroko Sonoda, Rev. Dr. Yugo Suzuki, Jin 
Takahashi’s ministry, John Yoshinaga. “Is 
anyone among you suffering? Let him pray. Is 
anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone 
among you sick? Let him call for the elders of 
the church, and let them pray over him, 
anointing him with oil in the name of the Lord. 
And the prayer of faith will save the sick and the 
Lord will raise him up.” James 5:13-15 
 

祈りの課題 

お祈りにおぼえてください。牧師招聘委員会

のために。理事会のために。牧師スタッフ信

徒関係委員会（S/PPRC）のために。無牧の

JAUCにおいて堅実に教会を支えているレイリ

ーダーたちのために。下記の方々のために：

安藤進牧師、久美子バウマン姉、順子クラー

ク姉、ビル・クリブ兄、ジューン・ゴールド

バーグ姉、美智子ゴーマン姉、クリスティー

ナ・ホーガン姉、エイコ・イガラシ姉、バレ

リー・イガラシ姉、春日祥子姉、ケネス久保

兄、栗原淑子姉、仲地末子さん、ナナコ小栗

姉、ルネ・フランケル氏、下嶋ファミリー、

園田俊江さん、園田浩子さん、鈴木有郷牧師、

高橋仁ミニストリー、ジョン吉永兄。「あな
たがたのうちに苦しんでいる人がいますか。
その人は祈りなさい。喜んでいる人がいます
か。その人は賛美しなさい。あなたがたのう
ちに病気の人がいますか。その人は教会の長
老たちを招き、主の御名によって、オリーブ
油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による
祈りは、病む人を回復させます。主はその人
を立たせてくださいます。」ヤコブへの手紙
5:13－15 


