
Advent 2017  
Dear JAUC Family and Friends,  
 The year of 2017 could have been called a year of tribulation. We witnessed the 
devastation caused by natural disasters, such as a series of hurricanes, floods, 
earthquakes, and wildfires, and the calamities of hatred, terror, and evil, both of which 
took an inconceivable number of lives. One after another, the chaotic character of 
formless void and darkness continuously erupted, as if it were an active volcano. We 
often asked, “How long Oh Lord?” However, we have always been blessed as “I trusted 
in your steadfast love; my heart shall rejoice in your salvation.  I will sing to the LORD, 
because he has dealt bountifully with me.”  (Psalm 13)  
 
This season of Thanksgiving has been amazingly graceful and utterly blessed.  
 
“The people who walked in darkness have seen a great light; those who lived in a land of 
deep darkness— on them light has shined.”     (Isaiah 9:2)  
 
 The Christmas tree that our youth, children, and Men’s Group put up in our 
sanctuary shines throughout our house of worship and prayer with the light of hope. As 
we long for God’s love embodied in the infant Christ child, we want to share our love and 
God’s love with everybody in this city, especially with those in need. This winter, we are 
on a mission to share God’s love with people who are living on the street. “Operation 
Compassion” is a simple act of kindness and care for those who are in need of warm 
clothes and food. We hope you will join us in this endeavor. 

 
Advent is a season of hope during which we eagerly wait for the birth of our 

Lord, the light of the world, Jesus Christ. Even in the midst of these dark and turbulent 
days, the light of God always shines on us, for Jesus is Emmanuel, “God is with us.”  
JAUC warmly invites you to join us to on 
12/24 11am: Christmas Eve Sunday/Baptism Service followed by annual potluck lunch 
12/25   1pm: Christmas Day Communion Service  
12/31 11am: The final Sunday Service of 2017   
 Thank you for considering your generous end of the year gift to this growing and 
welcoming intergenerational and multicultural faith community. Please make out your 
check to “Japanese American United Church” since banks no longer recognize the 
abbreviation, JAUC.  
In Christ,   
 
Kaz Takahashi 
Pastor, Japanese American United Church 



日米合同教会の会員、会友の皆さん、 
201７年 待降節 

 2017 年という年は艱難の一年だったといえるかも知れません。次々に襲ったハリケーン、

洪水、地震、そして山火事による破壊、さらに他者への憎悪、テロリズムという邪悪な犯罪

によって想像すらできなかったほどの多くの命が犠牲になりました。形のない虚無と暗闇と

いう混沌が、まるで活火山のマグマのように次から次へと噴出するのを見た思いがし、私た

ちは「主よ、いつまでなのですか。」と尋ねました。ですが、主の尽きない慈しみを信頼し

、その救いを喜ぶ私たちに、主は豊かに恵みを与えてくださる。私たちは主の御名を賛美し

続けます。（詩篇第 13）感謝祭の季節は驚くほど豊かに恵まれ、祝福されたものとなりま

した。  
「暗やみの中に歩んでいた民は大いなる光を見た。   暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。」(イザヤ書第9章2節) 

 

ユースや子供たち、そしてメンズグループの方々が教会の礼拝堂に飾ってくださったクリス

マスツリーが、希望という光で私たちの礼拝と祈りの家を照らしています。幼子キリストに

現わされる神様の愛を求めるように、私たちは神様から頂戴する愛を、この地のすべての方

々、ことに助けを必要とされている方々と分かち合いたいと願っています。この冬、私たち

は「オペレイション・コンパッション」という温かい服と食べ物を路上で生活する方々に差

し上げることで、神様の憐れみと愛とを分かち合う働きを託されています。皆さんもぜひ参

加して頂きたいと願います。 

 

待降節は世の光、主イエスキリストの御降誕を待つ希望の季節。たとえ暗く不穏な日々の只

中にあっても、主の光は常に私たちのうえに輝きます。それは主イエスキリストがインマヌ

エル、私たちと共におられるから。主が私たちと共にいてくださることをあらためて感謝致

します。 

皆さんが私たちと共に礼拝を守り、行事に参加してくださることを願い、お招きします。 

 

12/24,11am クリスマス・イヴの日曜礼拝および洗礼式。それに続いて恒例の持ち寄りによ

るランチ 

12/25, 1pm クリスマスの午後に行われる聖餐礼拝式。 

12/31, 11am 今年最後の日曜礼拝式。 

 

日米合同教会の教会活動を引き続き御支援くださいますようお願い申し上げます。 

 
＊“JAUC” というイニシャルでは銀行が小切手を受け付けてくれなくなりましたので、お

手数ですが”Japanese American United Church” とフルネームを宛名に書いてくださいま

すようお願い申し上げます。  
在主平安    
高橋 和寿  
日米合同教会 牧師 



  


