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◇メンバーからの証◇ 

JAUCの ANNIVERSARYに寄せて♦栗原健・紀子♦JAUCでの

思い出をシェアしてくれるよう招いて下さいまして、あ

りがとうございます。私は 1998年夏に初めて JAUCを訪

ねたのですが、1年あまり後に洗礼を受け、2017年春ま

で 20年近くお世話になりました。紀子に至っては、赤

ん坊の時に NYに移ってから、大学時代を除く 40年近い

間 JAUCに通っていました。私たちの人生と信仰の大半

を形作った存在が JAUCであったと言うことができます。

その中から、神様が私たちに JAUCで体験させて下さっ

た、素晴らしい恵みの一部を分かち合いたいと思います。 

♦JAUCにおいて特に素晴らしいことは、年齢、バックグ

ランドそのほか実に多種多様な方々、それも小さな赤ん

坊から100歳近いお年寄りに至るまで、多くの方々と家

族として過ごすことができたことです。教会で出会った

方の中には、二世の方々、日本からの駐在員、若い留学

生、在日韓国人の方、国際カップルの人々、日本に興味

があるアメリカ人など、さまざまな方がおりました。さ

らに、他の教会のメンバーの方々ともJAUCを通じて親

しくすることができました。これほど多様な人たちと毎

週家族として時間をすごし、神様のために何ができるか

を一緒に考えることは、他の場所ではなかなか考えにく

いことです。♦どの人も皆ユニークな人生体験をしてお

り、自分の物語を持っており、意見を持っていました。

このため、時にはぶつかり合うこともありましたが、そ

れでも皆で主イエスのもとで１つの家族として過ごすこ

とが出来たのは、「神の国はあなたがたの間にあるの

だ」（ルカによる福音書17章21節）との主イエスの言

葉を実感することができることでした。神様に向き合っ

ている人と人とのつながりの間にこそ、神様の国があり、

神様がそこで生きて働いておられる。それは時々チラッ

と見えるだけかも知れませんが、それでも、「神様は生

きておられる」（ヨブ記19章25節参照）と確認するの

に十分な力があります。♦日曜学校に携わることができ

たことは嬉しいことでした。その中で、同じ家族のよう

に兄弟姉妹の結婚を祝い、赤ちゃんの誕生を祝い、子供

が大きくなるのを共に喜ぶことが出来たことは大きな恵

みです。それと同時に、イザベラホームに移ったお年寄

りの方々と毎月イザベラ礼拝を捧げ、一人ひとりの方が

神様のもとに戻られるのを見送ることが出来たことも、

恵みの１つでした。どの方の帰天も、私たちの心に深い

印象を残しています。♦このように人の一生とかかわる

フェローシップを持つことが出来たおかげで、私たちは、

主イエスのもとでは生きて働くことも、神様のもとに戻

ることも、人生全ての段階が神様に与えられた旅の一部、

ミッションの一部だと学ぶことができました。ローマの

信徒への手紙14章8節、「わたしたちは、生きるとす

れば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬので

す。したがって、生きるにしても、死ぬにしても、わた

したちは主のものなのです」は、確か鈴木有郷先生が好

きな聖句であったと思いますが、このみ言葉をこのよう

な形で実体験することができたことは、JAUCでのフェロ

ーシップの素晴らしい恵みであったと思います。♦私は

2017年春から、仙台の宮城学院女子大学でキリスト教を

教えていますが、ニューヨークで神学校に行けたことも、

このような仕事に就くことができたことも、JAUCでの体

験、また皆さんが何年もお祈りして下さったことを無く

しては、考えられないことです。紀子もこちらの生活に

慣れて、通っている仙台北教会の聖歌隊に参加して歌っ

ています。クリスマスには、2人して教会のページェン

トに加わる予定です。神様の導きと皆様のサポートのお

かげでこのように導かれたことは、本当に感謝です。♦

今JAUCは新しい牧師先生を探すために困難な時期を過

ごしていると思いますが、それは将来ますます豊かな実

を実らせるために、根を深く張る時期、地面の奥深くに

ある神様の恵みの水にとどくための時期であるかと思い

ます。♦ここで１つ思い出すことがあります。故斎藤不

二夫兄がまだお元気であったころのことです。5人ほど

でイザベラホームを訪ねた私たちに、不二夫さんが近く

のカリブ料理の店で食事をおごって下さったことがあり

ました。私たちが、「不二夫さん、そんなに気を使わな

くていいですよ、私たちで払いますから」といろいろ言

いましたが、不二夫さんは、「Just say ‘Thank 

you’!」と言われました。 
 
♦よく考えてみると、こ

れはなかなか深い言葉で

すね。私たちも神様に今

この時、「あれこれ考え

込まずに、Just say 

‘Thank You’!」と言わ

れているのかも知れませ

ん。JAUCが今後とも神

様の恵みを信頼して、歩

み続けて行くことができ

ますように。 

 『教会はキリストの体、一人一人はその部分』 
コリントの信徒への第一の手紙 12 章 27 節 

日米合同教会は、特にニューヨーク市近郊に住む日本人並び

に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣教

の業を通してキリストの福音をのべ伝え、キリスト者として共に

信仰を深めていくことを目的とする信仰共同体です。 

  

 



日米合同教会 2018 年 11-12 月 

◇理事会・役員会報告◇ 

■感謝祭のお祝い 

JAUCの感謝祭の祝会は例年のように大いに祝福されまし

た！サンクスギビングディナーには今年もアメリカの伝

統的なサンクスギビングの料理が用意されましたが、加

えてサツマイモと栗のマッシュが添えられ、日本の味覚

を楽しめるものとなりました（アントワネットジョーン

ズ姉にメニューの提案と栗の差し入れに感謝いたしま

す！）。キッチンには新たな奉仕者が与えられ、平日に

準備のための買い物をしてくださった方々、飾りつけを

してくださった方々、土曜日、日曜日と調理の奉仕をし

てくださった方々に心から感謝いたします。当日は７０

余人にお料理をお出しすることができました。また、教

会に来ることのできなかったご友人やご隣人にもお料理

をお配りすることができました。教会のセキュリティー、

後片づけの仕事などに奉仕してくださった方々にも感謝

いたします。 

 

■洗礼 

11月 25日（日）岡田圭牧師司式のもと、木村智姉と中

村京子姉が洗礼を受けられました。お二人は、それぞれ

どのようにイエスキリストを通して主に導かれたか証を

してくださいました。お二人を JAUCの信仰の家族に心

から歓迎いたします！ 

 

■ 祈りと賛美のフェローシップ徹夜祈祷会 

11月 30日（金）10pm-6amに祈りと賛美のフェローシッ

プ徹夜祈祷会が行なわれました。祈祷会では様々な祈祷

課題が出され、グローバルな問題、地域の問題、教会の

こと、個人のことなどについて祈りが捧げられました。

その他、み言葉の分かち合い、賛美、クリスチャンズン

バ、ゲーム、主の祈り体操、おやつのシェア、聖書ピク

ショナリーなどを行いながら、主に心を注ぎました。 

 

■牧師スタッフ信徒関係委員会（S/PPRC） 

牧師スタッフ信徒関係委員会（S/PPRC）は、12月2日よ

り宮下恵理さんが正式にJAUC音楽ディレクターに就任

されたことをご報告します。宮下さんはミシガン州立音

楽大学卒（音楽セラピー専攻、ピアノパフォーマンス修

士）。NY市にてピアノの教師や演奏活動をされながら地

域の教会で音楽の奉仕を続けてこられました。S/PPRCと

クワイアは過去数か月間ゲストピアノ奏者としてご協力

してくださったすべての方々、とくに阿部公美さん、浅

沼里香子さんに感謝の意を表します。 

 

■ 牧師招聘委員会（PCC） 

牧師招聘委員会（PCC）はJAUCのシニアパスターの職務

募集を開始いたしました。受付は 2019年 3月 15日まで。

職務記述書はJAUCのホームぺージwww.jauc.orgに掲載

されています。お問い合わせ、応募は

pccjauc@gmail.comまで。PCCの月例祈祷会にぜひご参

加ください。牧師招聘、その他の教会の課題、個人の課

題についてともにお祈りの時間を持ちます。次回の予定

は12月18日（火）7-8pm、カンファレンスコールでの

参加も可能です。 

 

■クリスマスキャロル 

12月8日（土）クリスマスキャロル訪問をします。在宅

の高齢者などの方々を訪問し共にクリスマスのお祝いを

したいと思います。1pmにJAUCに集合、4名の方々を訪

問予定です。訪問したい方を知っておられる方がいらっ

しゃいましたら、ぜひ教会にお知らせください。これは

2019年に開始する定期的な訪問活動のキックオフとなり

ます。 

■役員会 
12月 9日（日）2pm教会 3Fにおいて役員会を行います。

JAUC創立125周年記念祝会の企画、およびその他の教会

イベントの企画にご奉仕されたい方はどなたでもご参加

ください。 

■クリスマス礼拝/JAUC創立125周年記念祝会/ポットラ

ックランチ 

JAUC125周年記念祝会の一環として、JAUCの牧師であら

れたネイサン・ブラウネル牧師の5分間証メッセージ動

画を見ます。ブラウネル牧師は奥様ののぞみ姉とともに

横浜でRCAユースミッションの働きをされています。彼

らのミッションの最新報告は

http://mailchi.mp/rca/df-brownell-11-

18?e=ee6ef023f8に掲載されています。橋本真奈姉、日

曜学校の子供たちも動画を作成してくださっています。

125周年記念祝会委員会は、JAUCがいままで自分にどの

ような祝福を与えてくれたか5分動画で証をしてくださ

る参加者を募集しています。♦12月23日（日）はクリス

マス礼拝/JAUC創立125周年記念祝会/ポットラックラン

チです。当日ヘンデル「メサイア」の “For Unto Us a 

Child is Born”を歌いますので、その練習が毎日曜日、

礼拝の前後に開始されています。クワイアはともに賛美

してくださる参加者を募集いたします。詳細は音楽ディ

レクター宮下恵理さんまでお問合せください。招待する

ご友人知人がおられましたらその人数、奉仕の内容、持

参するお料理を登録するサインアップシートが社交室に

ありますのでご記入をお願いいたします。当日礼拝堂を

彩るポインセチアの鉢のご購入もぜひご検討ください。 
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■ Daily News City Harvest Food Drive 
私たちはDaily News City Harvest Food Driveに参加

しています。恵まれない方々をおぼえ、缶詰の献品を受

け付けています。缶詰は2019年1月16日まで回収受付

いたします。 

 

■ ゴスペルカラオケパーティー 

12月30日（日）1:30pmゴスペルカラオケパーティーが

あります。2018年の1年間の祝福を感謝しつつ、共に神

様に賛美を捧げましょう。 

 

■ 2019 年年次総会 

1月27日（日）1pm地下社交室で2019年年次総会を行

います。どうぞ日程をご予定おきください。グループリ

ーダーは12月17日までに予算報告書を、1月7日まで

に活動報告書をご提出ください。活動報告書は日英両語

での提出をお願いいたします。鈴木香姉と吉田ジェリ姉

が推薦委員として奉仕されてます。2019年、神様はあな

たにどのような招きをされているでしょうか。どのよう

な道を示されていらっしゃるでしょうか。黙想していた

だきたいと思います。現在JAUCは、理事会、S/PPRCで

の奉仕者を必要としています。 

■ 障がい者への気づきについて考えたそれぞれの証 

吉田ジェリ姉と橋本真奈姉の、障がい者への気づきにつ

いて考えたそれぞれの証が日英両語でJAUCのウエブサ

イトwww.jauc.orgに掲載されています。JAUCを取り上

げた記事”At Home in the Faith”がRCAのホームペー

ジに掲載されています。

http://www.rca.org/news/home-faith. 

◇地域教会ネットワーク◇ 

 

■ SMJ 
宣教委員会は、SMJ主催の伊与田昭夫牧師によるセミナ

ー、アメリカ建国におけるキリスト教の影響についての

学びに 10名の参加者が与えられたことを報告しました。

参加者からは、キリスト教神学がどのようにアメリカの

政治、国の形成に影響を与えてきたか、わかりやすく興

味深く説明されていた、との声がありました。セミナー

は日本語で行われ、英語の通訳が入りました。 
 

◇祈りのリクエスト◇ 

For recovery from the typhoon in Kansai and earthquake 

in Hokkaido, Japan. Please pray for the Annual Meeting, the 

Pastor Calling Committee and the pastor search process. 

The health issues for Rev. Susumu Ando, Kumiko Baumann 

(injury), Junko Clarke, June Goldberg, Michiko Gorman, 

Eiko Igarashi, Valerie Igarashi, Eiko Ishii, Joe &amp; 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 


