
Advent 2016 

 
Dear JAUC Family and Friends, 

 
 The Christmas tree in Rockefeller Center has been lit. Shoppers and tourists marvel 

at the elaborately decorated storefronts of upscale retail stores while children delightedly 

point at Santas with myriad gifts. In stark contrast, hundreds of “invisibles” shiver in 

miserable silence on street corners and in subway stations. New York City is not only home 

to the privileged and proud but to the downtrodden disenfranchised as well. As we enjoy 

the warmth of Advent, we must remember the lonely and the least with whom we share the 

Lord’s Table. As we long for God’s love embodied in the infant Christ child, we want to 

share our love and God’s love with others, especially those in need. 

 
“Welcome one another, therefore, just as Christ has welcomed you, for the glory of God.” 

Romans 15:7 

 
Advent is a season of hope when 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.” 

 
“Do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; 
I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand.” 

Isaiah 41-10 

 
JAUC warmly invites you to join us to on 

12/24    4:30pm: Christmas Eve service, “Festival of Lessons & Carols” 

12/25    11am: Christmas Day service followed by annual potluck lunch 

1/1/2017  11am: The First Sunday of 2017 followed by New Year’s Day celebration  

  with ozoni, the traditional Japanese mochi (rice cake) soup.  

 
 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、 

2016年 待降節 

 
 ロックフェラーセンターのクリスマスツリーに明かりが灯りました。華やかな高

級商店街の店先の飾りに買い物客や観光客は魅了され、子供たちはたくさんのプレゼン

トを抱えたサンタを嬉しそうに指さします。それとは対照的に、街角や地下鉄の駅構内

には多くの「見えざる人々」が惨めな沈黙のなかで寒さに震えています。ニューヨーク

は誇りと特権をもった人々のためだけの街ではなく、虐げられドン底に暮らすものの住

まいでもあります。喜びをもって待降節の温かさにあずかりつつ、主の食卓を分かち合

う乏しいもののことも忘れてはならないのです。私たちが御子の生誕に現わされたキリ

ストの恵みを乞い求めるように、他の人々、ことに乏しいものに私たちの愛を、神の愛

を分かち与えたいと願います。 

 
「こういうわけで、キリストもわたしたちを受けいれて下さったように、あなたがたも

互に受けいれて、神の栄光をあらわすべきである。」（ローマ信徒への手紙第 15章 7節） 

 

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。 

 
「恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。驚いてはならない、わたしはあなた

の神である。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をもって、あ

なたをささえる。」      （イザヤ書第 41章第 10節） 
 
 
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っています。 

12/24, 4:30pm クリスマス・イヴ礼拝 

12/25, 11am クリスマス礼拝、それに続いて恒例の持ち寄りによるランチ 

1/1/2017, 11am 新年最初の日曜礼拝、そのあとお雑煮でお正月をお祝いします。 

 

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  


