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Pastor Calling Committee 
The Pastor Calling Committee invites all church members to 
its monthly bilingual prayer meeting on the first Sunday of 
every month. Please join us on Sunday, August 11th (second 
Sunday in August) at 10am in the Social Hall, as we lift our 
hearts and prayers in Japanese and English to our sovereign 
God as we wait and prepare ourselves to receive the new 
pastor He has chosen for us. Dean Kusakabe, chairperson of 
the PCC, asks that we read Joshua 3:1-17 where God 
stopped the Jordan River until every Israelite crossed over 
into the Promised Land. In the same way, God will be with 
us as we listen and obey His commands to make sure that 
every church member from the oldest to the youngest 
crosses over to this next chapter in the life of JAUC. 

牧師招聘委員会 

牧師招聘委員会(PCC)は毎月通常第一日曜日にもたれるバ

イリンガルのお祈り会に教会員皆様をお招きいたします。

次回は都合により第二日曜日の8月11日、10時から地

下の社交室にて。日本語と英語で、共に心をつくして主

により頼み、牧師招聘のため、私たちの牧師受け入れの

準備のため、祈りを捧げていきたいと思います。PCC委

員長ディーン日下部兄はヨシュア記3:1-17を黙想するよ

う呼びかけています。イスラエルの民が約束の地に入る

とき、主はすべての民がヨルダン川を無事に渡ることが

できるように川の水をせきとめられました。同じように、

私たちが主のことばを聞き、それに従うならば、主は私

たちとともにいてくださり、JAUCの民全員が約束の地、

次のチャプターへと進めるよう導いてくださいます。 
July and August Pulpit Supply 

July 7  Rev. Stanley Wayne 
July 14  Rev. Kei Okada 
July 21  Rev. Hisashi Tateishi 
July 28  Rev. Kei Okada 
August 4 Rev. Stanley Wayne 
August 11 Rev. Nobuyuki Kurisu 
August 18 Rev. Kei Okada 
August 25 Rev. Megumi Enomoto 
Many thanks to Kaoru Kobayashi and the Staff/Pastor 
Parish Relations Committee for arranging the guest 
preachers every Sunday. 

7 月と 8月のゲスト説教者 
7 月 7 日  スタンリー・ウェイン牧師 
7 月 14 日 岡田圭牧師 
7 月 21 日 立石尚志牧師 
7 月 28 日 岡田圭牧師 
8 月 4 日  スタンリー・ウェイン牧師 
8 月 11 日 栗栖信之牧師 
8 月 18 日 岡田圭牧師 
8 月 25 日 榎本恵牧師 

毎週ゲスト説教者の予定を組んでくださる小林かおる

姉と、牧師スタッフ信徒関係委員会の皆さまに感謝い

たします。 
Sermons Online 

Unable to attend Sunday worship services? Now you can 
see and hear the guest preacher’s sermons on the JAUC 
website by going to www.jauc.org and clicking on the link 
to view videos of sermons by guest pastors. Thanks to Rika 
Marubashi and Masahiro Yoshida for these weekly 
recordings. If you would like to help, or if you have ideas 
for the JAUC website, JAUC Facebook page or for publicity, 
please contact Rika. We would like to livestream the Sunday 
services for our homebound members and as an effective 
way to reach new people, so if you would like to get 
involved, please let us know. 

オンラインで聴く説教 
日曜礼拝に参加することが不可能ですか？ゲスト牧師の

メッセージを日米合同教会のウェブサイトから視聴する

ことが出来るようになりました。インターネットで 

www.jauc.org へアクセスし、メッセージ動画のリンクを

クリックしてください。毎週録画してくださる丸橋理加

姉、吉田昌弘兄に感謝します。助けの手を差し伸べたい

方、日米合同教会のウェブサイト、フェイスブック、広

報への良いアイデアがある方は、丸橋理加姉に連絡くだ

さい。自宅から礼拝する方々のため、新たな方々へのリ

ーチアウトのために、今後は日曜礼拝のライブ配信も考

えていますので、このために奉仕してくださる方はぜひ

ご連絡ください。 

 
Decisions from June Board of Directors Meeting 

The Board of Directors will be taking summer vacation in 
July/August but an emergency Board of Directors meeting 
will be held on July 21st at 1:30 pm. 

理事会より 

7月と8月、理事会は夏休みとなりますが、7月21日

1:30pmより臨時の理事会がもたれます。 
 

“Together, the Body of Christ; 
Individually, Its Parts”    I Corinthians 12:27 

JAUC is a Christian community seeking to reach out, especially 
to Japanese and those who are interested in Japan in the greater 
New York City area, with the purpose of sharing faith in Christ 
and growing together in Christian discipleship through worship, 

Fellowship, study, evangelism and mission. 

http://www.jauc.org/
http://www.jauc.org/
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United Methodist Women 

The United Methodist Women met with the Sunday School 
mothers and their children on June 9th. We introduced where 
we were born, when we first came to JAUC and our favorite 
Bible verse. We shared ideas of what we do to deal with stress 
in our lives. Antoinette Jones led us in Christian chair yoga and 
in receiving a relaxing hand massage. We had a wonderful time 
of getting to know our sisters in Christ and we look forward to 
our next get together. 
In August, UMW plans to visit seniors and shut ins. UMW will 
join in celebrating the 5th annual Disability Awareness Sunday 
and help with the Thanksgiving dinner, Christmas program and 
potluck, as well as Christmas caroling to the homebound. 

合同メソジスト教会婦人会(UMW) 

6月9日、UMWは日曜学校のお母さんたちと子供たちと集

まりの時間を持ちました。自己紹介の後、JAUCにつなが

った経緯、一番好きな聖句や、ストレスを感じるときに

どのように対処するかということなどを互いに分かち合

いました。アントワネット・ジョーンズ姉は椅子ヨガや

リラックスできるハンドマッサージを紹介してください

ました。楽しいひとときを通して主にある姉妹を知り合

う良い機会となりました。また次回の集まりを楽しみに

したいと思います。 

8月には在宅を余儀なくされているご高齢の方や療養中

の方を訪問する計画を立てています。そして今後、「第

5回障碍を考える日曜日」、サンクスギビングディナー、

クリスマスプログラムとポットラック、クリスマスキャ

ロルの訪問などの活動に参加していく予定にしています。 

 

 
Haruyama Ministerial Scholarship for 2019 

The Justin and Sara Haruyama Ministerial Scholarship 
Committee met on June 13th and decided to award three 
scholarships for the 2019-20 academic year: Mami Tsutada 
(Asbury Theological Seminary), Yudai Chiba (Duke 
Divinity School) and Yuki Ishihara (Southwestern Baptist 
Theological Seminary).  Stephen Haruyama, Chizuko Imado, 
Rev. Akio Iyoda, Emy Kamihara, Rev. Mel Kawakami, and 
Gerri Yoshida are committee members. 2020 will mark the 
40th anniversary of the establishment of the scholarship fund 
that has awarded a total of $148,725 to 105 seminarians, 
many of whom are now serving in churches, schools and 
mission fields in the U.S., Japan and around the world. 
Donations are gladly accepted. Please make the check out to 
the Japanese American United Church, memo: Haruyama 
Scholarship.  

2019年春山ジャスティン＆サラ奨学金 
春山ジャスティン＆サラ奨学金委員会は6月13日に会合

をもち、2019-2020年の奨学金を3名の神学生ツタダ 

マミさん(Asbury Theological Seminary)、チバ ユウダ

イさん (Duke Divinity School)、イシハラ ユキさん 

(Southwestern Baptist Theological Seminary)に給付す

ることを決めました。選考委員会のメンバーはスティー

ブン春山兄、今戸ちづ子姉、伊与田昭夫牧師、エミ

ー ・カミハラ姉、メル・カワカミ牧師、ジェリ吉田姉

です。2020年はこの奨学金設立40周年となります。い

ままでに105人の神学生に、累計$148,725の奨学金給付

を可能にしてきました。多くの奨学生は現在日米および

世界各地の教会、学校、ミッション団体などで活躍と奉

仕の場を得ています。今後とも献金のサポートをよろし

くお願いいたします。チェックの宛先はJapanese 

American United Churchまで、メモ欄に春山奨学金、と

お書きください。 
Congratulations! 
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Jessica Kawamura, 2019 M Div graduate of the Candler 
School of Theology in Atlanta, Georgia and recipient of the 
Haruyama Scholarship in 2017 and 2018, received her first 
appointment to Wahiawa UMC in Hawaii. May God richly 
bless her ministry! 

おめでとうございます！ 

2017年と2018年の春山奨学金授与者であり、ジョージ

ア州アトランタのCandler School of Theologyの2019

年神学修士号を取得されたジェシカ・カワムラ姉はハワ

イのWahiawa United Methodist Churchにて牧会を開始

されました。主がカワムラ牧師のミニストリーを豊かに

祝福してくださいますように！ 

 

 
News from the Sunday School 

The Sunday School ended the school year with a bowling 
party after church on Sunday, June 23rd. Graduation Sunday 
was celebrated on June 30th. Dean Kusakabe, one of the 
teachers, thanked the congregation for their support this year. 
Rev. Kei Okada prayed for the graduates and parents and 
thanked God for the faithful dedication of the Sunday school 
teachers: Dean & Kaori Kusakabe and Sheila Bennett. This 
year’s graduates are: 

Mana Tezuka - high school 
Hana Jang - high school 
Rin Fukuoka - middle school 
Marielys Pimentel - middle school 
Hannah Islas - elementary school 
Chiri Kipperman - elementary school 

Congratulations and blessings to all our graduates and their 
families! 

日曜学校より 

6月23日、日曜学校は、礼拝後のボーリングパーティー

をもって1年の活動を終了しました。6月30日の礼拝で

は、6名の生徒の卒業とその歩みをお祝いしました。日

曜学校を代表してディーン日下部兄が、教会の日曜学校

と子供たちへのサポートへの感謝の意を述べました。岡

田圭牧師が卒業生と保護者の方々に祝祷を述べ、日曜学

校の先生方の尽力を神様に感謝する祈りを捧げられまし

た。日曜学校の先生方はディーン日下部兄、日下部かお

り姉、シーラ・ベネット姉です。今年の卒業生は以下の

方々です。おめでとうございます！ 

Mana Tezuka – 高校卒業 

Hana Jang – 高校卒業 

Rin Fukuoka – 中学校卒業 

Marielys Pimentel – 中学校卒業 

Hannah Islas - 小学校卒業 

Chiri Kipperman – 小学校卒業 
 

Board of Managers Meeting 
The Board of Managers met on Sunday, June 23rd to 
discuss the 2020 RCA Classis of New York and Collegiate 
grant applications which are due August 31st. The Sunday 
School requested sending two teachers to the May 2020 
MEBIG training conference in California. The United 
Methodist Women presented ideas and activities they would 
like to fund. Disability Ministries would like to send two 
people to the 2020 annual RCA Disability Leadership 
Training, as well as fund the 6th annual Disability 
Awareness Sunday in October. Other ideas included inviting 
Rev. Megumi Enomoto to lead an overnight Ashram retreat, 
Open House and other outreach activities, including Website 
and P/R. 

役員会より 

6月23日、2020年のRCAニューヨーク教区の助成金給付

申請についての話し合いのため、役員会が持たれました。

来年の助成金給付申請の締め切りは8月31日です。日曜

学校からは、2020年5月にカリフォルニア州で行われる

MEBIGのトレーニングプログラムへの2名の参加者派遣

の申請がありました。UMWからはサポートしたい諸活動

や新たなミニストリーのアイデアの提示がありました。

障碍者ミニストリーからは、2020年のRCA Disability 

Leadership Trainingへの2名の派遣、さらに、10月に

予定される「第６回障碍を考える日曜日」へのファンド

申請がありました。その他のアイデアとしては、榎本恵

牧師のアシュラム修養会への招待、教会オープンハウス、

教会のウェブサイト削進、広報などを含むアウトリーチ

などがあげられました。 
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Samuel Kan in Concert 

Samuel Kan opened his worship concert at JAUC with a 
rousing, rendition of “Grace Enough,” an original song that 
had the whole audience clapping along. Besides singing 
favorite hymns like “Precious Lord, Take My Hand,” “Jesus 
Loves Me,” “Because He Lives” and “Nada Soso,” 
traditional song from Okinawa, Mr. Kan shared the 
personal and moving testimony of his call to mission work 
in Japan, singing to dying patients and the amazing story of 
his uncle, Rev. Lim, who was condemned to solitary 
confinement at a labor camp in North Korea for 900 days. 
Through original songs like “Via Dolorosa,” “Prayer of 
Confession,” and “Psalm 23,” Mr. Kan shared his love and 
passion for serving God, spreading the Gospel message that 
God will never leave or abandon us and knows and carries 
all our sorrows and pain. His final song based on Romans 
11:36 is becoming an anthem with churches in Japan. “For 
of Him and through Him and to Him are all things, to whom 
be glory forever. Amen.” Go to www.samuelkan.tokyo to 
learn more about his ministry and to hear his songs on 
YouTube. 

サムエル・カン兄コンサート 

サムエル・カン兄がJAUCで賛美コンサートを開催しまし

た。オープニング曲は「Grace Enough」という心奮い立

つオリジナル曲で、会衆一同拍手をもって共に賛美しま

した。「慕いまつる主なるイエスよ」、「主われを愛

す」、「主は今生きておられる」などの讃美歌や多くの

人に愛されている沖縄の歌「涙そうそう」などの馴染み

深い歌の他、ご本人の日本での宣教ミニストリーへの召

命の証、ホスピスで行ったコンサート奉仕の体験、北朝

鮮に捕えられ、900日間当地で服役し強制労働刑を強い

られたのちに開放された叔父上のイム・ヒョンス牧師の

お話などを分かち合ってくださいました。「ヴィア・ド

ロローサ」、「無題（告白の祈り）」、「詩篇23」など

のオリジナル曲を通して、主に仕える喜びと、神様は私

たちのすべてをご存じで、すべてを共に背負ってくださ

る方で、決して私たちを見捨てない方だという福音を伝

えていく喜びを分かち合ってくださいました。最後に披

露してくださった曲「すべてのことが」は現在数多くの

教会で賛美されているとのことです。ローマ人への手紙

11:36が歌詞となっています。「というのは、すべての

ことが、神から発し、神によって成り、神に至るからで

す。どうか、神に、栄光がとこしえにありますように。

アーメン。」サムエル・カン兄のミニストリー、YouTube

での曲の視聴についてはwww.samuelkan.tokyoまで。 
 

Fujinkai Report 
At the May 19th Fujinkai meeting Yoshiko Kasuga shared 
her testimony and life story.  Joe, Yoshiko’s husband of 56 
years, passed away on Palm Sunday with his family by his 
side. He was 101 years old. They raised one son and two 
daughters. Joe’s ashes were laid to rest in the cemetery in 
San Francisco where he grew up. Yoshiko moved to the 
Isabella Home from her longtime home in Forest Hills on 
June 29th.  
At the June 16th meeting, we enjoyed listening to Tsugie 
Watanabe‘s story of her trip to Israel. We are blessed with 
more than 10 members at each gathering.  
On June 24th, several people who knew Hozue Higuchi got 
together for a memorial and celebrated her life by singing 
her favorite hymns and by sharing the cherished memories 
of her. Hozue came to JAUC for about a year before she 
passed away. We remember her as a loving person who 
always had a smile on her face. She had a gentle mind 
towards all the people she encountered even in her 
challenging times. She passed away last year on October 
19th at 10:45pm.  
All are welcome to join the Fujinkai meeting which is held 
every month on the afternoon of the third Sunday. 

婦人会からの報告 

婦人会メンバーも健康に恵まれ5月19日の例会では信仰

の先輩である春日祥子姉の証を伺いました。56年人生を

共にした夫(Joe氏101才)がPalm Sundayにご家族の見

守る中安らかに天に召されました。一男二女の子育ての

お話を伺うことができ感謝です。 

ご主人様のお骨は生まれ故郷サンフランシスコの墓地へ

納骨され、祥子姉は6月29日には長年住み慣れた

Forest Hillsのご自宅からイザベラホームへ移られまし

た。 

6月16日の例会では渡辺つぎえ姉の聖地旅行のお話を伺

いました。毎回10名以上の参加で共に祈り分かち合うこ

とができ感謝です。 

6月24日には、婦人会メンバーでいらした樋口乙枝姉の

偲ぶ会を、姉の参加されていたスモールグループのメン

バーのよびかけで行いました。姉はJAUC へは1年とい

う短い交わりでしたが病で辛い時も何時も笑顔を絶やさ

http://www.samuelkan.tokyo/
http://www.samuelkan.tokyo/
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ずひとりひとりに思いやりの心で接されました。昨年10

月19日午後10時45分旅立ちました。姉とゆかりのある

方々が集まり姉の好きな讃美歌や思い出を語り合いまし

た。 

婦人会例会は毎月第三聖日の午後してますので皆様の参

加をお待ちしています。 

 
 

Discovery Camp 2019 
The bilingual Discovery Camp will be held from July 21st to 
August 2nd at RCA Camp Warwick. Sora Enomoto is the 
Camp Director. Volunteers are needed to make curry rice 
for the campers on Sunday, July 28th. Please contact 
Chizuko Imado or the church office if you can help or for 
more information.  

ディスカバリーキャンプ2019 

今年もバイリンガルのディスカバリーキャンプが7月21

日から8月2日までの間、RCAのキャンプワーウィック

において開催されます。キャンプディレクターは榎本空

兄です。7月28日にはキャンパーにカレーライスの差し

入れをしたいと思いますので、ボランティア奉仕者を募

集しています。ご協力してくださる方、さらに情報を欲

しい方は、今戸ちづ子姉、または教会オフィスまでご連

絡ください。 

 

 
2019 Fall Ashram Retreat 

Rev. Megumi Enomoto will lead the Ashram Retreat from 
Saturday, August 31st to Monday, September 2nd at Stony 
Point Conference Center. Sora Enomoto will be his assistant. 
Ashram is an interdenominational prayer life movement. 
Rev. Enomoto will lead us in quiet times of Bible 
contemplation, prayer and listening for God’s still, quiet 
voice. Chizuko Imado and Gerri Yoshida, the retreat 
coordinators, are looking for volunteers to help with 
planning and organizing. If you would like to help with 
praise and worship, games and activities, or coordinating 
rooms and transportation, please speak to them. The cost 
will be $150 per person for two nights and six meals. A 
generous RCA Collegiate grant is offsetting many of the 
expenses. Sunday, July 28th is the deadline to sign up. For 
those unable to go out of town, Rev. Enomoto will preach 
on Sunday, August 25th and lead a mini-Ashram at JAUC in 
the afternoon.  

秋のアシュラム修養会 

8月31日（土）から9月2日(月)まで、ストーニーポイ

ントコンファレンスセンターにて、榎本恵牧師をリーダ

ーに、アシュラム修養会が行われます。榎本空兄がアシ

スタントとして奉仕されます。アシュラム運動とはキリ

スト教の教派を超えた祈りの運動です。榎本牧師が聖書

を読み、黙想し、祈る時間を通して神様の静かな声を聞

いていく時間をリードしてくださいます。このリトリー

トのコーディネーター今戸ちづ子姉、ジェリ吉田姉は、

ともに企画・運営の奉仕をしてくださる方を募集してい

ます。歌と賛美のリードをしてくださる方、ゲームなど

のアクティビティをリードしてくださる方、部屋や交通

の手配をしてくださる方はお二人までご連絡ください。

費用は、2泊3日の宿泊、6回の食事がついて1人$150

です。RCAの助成金が多くの費用をまかなってくれます。

申し込みは7月28日まで。榎本恵牧師は8月25日

（日）にJAUC日曜礼拝でも説教をしてくださり、午後に

はミニアシュラムをリードしてくださる予定ですので、

修養会への参加が困難な方はぜひこちらに参加してくだ

さい。 
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Hand Bell Choir Concert in New Jersey 

The Glee Hand Bell Choir from Meiji Gakuin 
Higashimurayama High School in Tokyo, Japan, will offer a 
free concert at the Chinese Christian Church of New Jersey 
in Parsippany on Saturday, July 27, at 7:30 pm. 
www.cccnj.org The Glee Hand Bell Choir was established 
in 1980 and tours biennially. This is the 48th year of the 
exchange program, established by Reformed Church in 
America missionary Ron Korver, and continued by Rev. 
Norimichi Odate, a graduate of the RCA Northwestern 
College in Iowa. The choir will perform a concert on 
Saturday night, a workshop in the afternoon, and perform at 
two services on Sunday. 
 

ニュージャージーでのハンドベルコンサート 
7月27日（土）7:30pmより、東京の明治学院東村山高等

学校のグリーハンドベルクワイアによる無料コンサート

がパーシッパニーにあるChinese Christian Church of 

New Jerseyで開催されます。詳細は www.cccnj.orgまで。

グリーハンドベルクワイアは1980年に設立され、2年ご

とに北米で演奏旅行を行なっています。RCAの宣教師ロ

ン・コルヴァーにより始められ、おだてのりみち牧師に

より継承されたこの交換留学プログラムは今年で48年目

になります。おだて牧師はアイオワ州RCA Northwestern 

College卒業。クワイアは、土曜日の夜にコンサート、

午後にはワークショップを行う予定です。また、日曜礼

拝においても2回演奏を発表の予定です。 
 

 
Volunteers Needed 

The Worship Committee continues to seek volunteers to be 
Sunday helpers every Sunday. If you are interested in being 
an usher, greeter, Bible reader, liturgist, or wish to join the 
Worship Committee, please speak to Satoshi Nakamura, 
Osamu Sagae, or Tomoko Suzuki. Please contact the church 
office if you would like to donate altar flowers or if you 
would like to arrange the altar flowers. 
 
Even though the school year has ended, the Sunday School 
and Youth Fellowship are looking for teachers and 
volunteers to start in the Fall. Jesus said, “Let the little 
children come to Me, and do not forbid them, for such is the 
kingdom of heaven” (Matthew 19:14). Children, teenagers 
and families are the future of JAUC, so please speak to 
Dean & Kaori Kusakabe and Sheila Bennett if you feel God 
is calling you to children’s ministry. 
 

奉仕者を受け付けています 

礼拝委員会では、引き続き毎日曜日に礼拝準備の奉仕し

てくださる方を募集しています。案内や受付、聖書朗読、

司式、または礼拝委員会に興味がある方は、中村哲兄、

寒河江修兄、鈴木智子姉へ連絡ください。献花やお花の

アレンジメントをされたい方は、教会オフィスへご連絡

ください。 

 

学年度は終了しましたが、教会学校とユースフェローシ

ップでは、この秋から先生やボランティアとして奉仕し

てくださる方を募集しております。イエス様はおっしゃ

っています。「子どもたちを来させなさい。わたしのと

ころに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような

者たちのものである。」（マタイによる福音書19:14）

子供達、ユースとその家族は、日米合同教会の未来です。

教会学校での福音宣教への神のお召しを感じたらディー

ン日下部兄・かおり姉、シーラ・ベネット姉までご連絡

ください。 

 

http://www.cccnj.org/
http://www.cccnj.org??.?????????????1980/
http://www.cccnj.org??.?????????????1980/
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Summer Plans 
While there will be no Sunday School or youth fellowship 
programs during July and August, there will be a Children’s 
Message by the pastor every Sunday. Children and families 
are always welcome at JAUC. Sunday School classes will 
resume after Labor Day. Many blessings to families on 
vacation and safe travels! 
There will be no lunch service during August to give our 
hard-working volunteers a much-needed vacation. Please 
bring your own food for fellowship time after the worship 
service. Coffee and tea will be provided. 
As you make plans for vacation and travel this summer, 
please remember to honor your regular pledges and 
offerings to JAUC. The church’s expenses continue while 
you are away, so we greatly appreciate your faithful 
generosity. Safe and secure online donations can be made at 
https://www.jauc.org/donate2 

夏の間の活動 
・7 月と 8 月は日曜学校とユースフェローシップはお休

みとなりますが、日曜礼拝では毎週「子供たちへのお

話」の時間をもちます。子供たちとそのご家族はいつで

も JAUC に歓迎いたします。日曜学校の再開はレイバー

デー明けの日曜日となります。旅の安全、休暇の守りと

祝福がすべてのご家族の上にありますように。 
・8月中はキッチンの奉仕の方々は夏休みをとられます

ので、お食事のサービスはありません。礼拝後のフェロ

ーシップのために、各自昼食をご持参ください。コーヒ

ーや紅茶のサービスは行います。 

・夏の間も約束献金をおぼえ、お捧げ下さい。教会の維

持・設備費は年間を通して発生いたします。皆さまの堅

実なサポートを感謝いたします。安全確実なオンライン

献金はこちらから可能です。

http://www.jauc.org/donate2 

 

◇PRAYER REQUEST 
Please pray for the Pastor Calling Committee; the campers 
and counselors at the Discovery Camp; the health issues for 
Rev. Susumu Ando, Kumiko Baumann, Junko Clarke, June 
Goldberg, Michiko Gorman, Christina Hogan, Eiko Igarashi, 
Valerie Igarashi, Yoshiko Kasuga, Kenneth Kubo, Yoshiko 
Kurihara, Sueko Nakachi, Nanako Oguri, Renee Frankel, 
the Shimojimas, Masayo Sonoda’s mother, Rev. Dr. Yugo 
Suzuki, Jin Takahashi (his ministry), Kiyotoshi Takahashi, 
John Yoshinaga. 
Please contact the church office at infojauc@gmail.com or 
call (212) 242-9444 if you would like to request prayer 
support from the JAUC faith family. Praise reports and 
celebratory news are also welcome. Therefore, I exhort first 
of all that supplications, prayers, intercessions, and giving 

of thanks be made for all men. I Timothy 2:1 
 

祈りの課題 

牧師招聘委員会のために。ディスカバリーキャンプのキ

ャンパーとカウンセラーのために。以下の方々の健康の

ために。安藤進牧師、久美子バウマン姉、順子クラーク

姉、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、ヴ

ァレリー・イガラシ姉、春日祥子姉、ケネス久保兄、栗

原淑子姉、仲地末子姉、ナナコ・オグリ姉、ルネー・フ

ランケル氏、下嶋ファミリー、園田雅代姉のお母様、鈴

木有郷牧師、高橋仁兄とそのミニストリー、高橋きよと

し氏、ジョン吉永兄。 

日米合同教会の信仰家族による祈りの支援を依頼したい

方は、教会オフィスへＥメールinfojauc@gmail.comまた

は電話で(212) 242-9444に連絡ください。賛美やお祝い

の報告も大歓迎です。「そこで、まず第一に勧めます。

願いと祈りと執り成しと感謝とをすべての人々のために

ささげなさい。」（テモテへの手紙第一 2:1） 

 
The JAUC newsletter is the voice of our faith community so 
we would like to invite all church members to contribute 
articles about what your small group, committee, or 
fellowship has done, is doing or plans to do in the future. 
We welcome personal testimonies of how God is working in 
your life. We need translators, English to Japanese and 
Japanese to English. If you have these gifts to share, please 
contact Gerri Yoshida or the church office. 
この月報は、私たち日米合同教会の信仰共同体の声です。

各スモールグループ、委員会、フェローシップの歩みや

働き、将来の計画やビジョンなどをぜひここで分かち合

ってください。個人の証も歓迎いたします。 

又、教会では常に日英、英日の翻訳奉仕者を募集してい

ます。賜物をお持ちの方は吉田ジェリ姉、教会オフィス

へご連絡ください。 

 
Many Thanks 

We are grateful for all the volunteers contributing to the 
monthly newsletter as writers, translators, proofreaders and 
photographers: Junko Noguchi Hasegawa, Antoinette Jones, 
Tomo Kimura, Rika Marubashi, Maki Nakachi, Junko 
Shimojima, Fred Tsutagawa, Gerri Yoshida, Masahiro 
Yoshida. 

感謝 

月報のライター、翻訳、校閲、写真提供、編集などの奉

仕をしてくださっている方々に感謝いたします：野口長

谷川順子姉、アントワネット・ジョーンズ姉、木村智姉、

丸橋理加姉、仲地真木姉、下嶋順子姉、フレッド蔦川兄、

ジェリ吉田姉、吉田昌弘兄。 

mailto:infojauc@gmail.com
https://www.jauc.org/donate2
http://www.jauc.org/donate2
mailto:infojauc@gmail.com

