
***　牧師室より　***
「大切なものを見極める」

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよ
ろしくお願いします。
新しい年にあたって、みなさんは、どんな願いをもっ
てスタートされたでしょうか？
　昨年の秋、時間を作って、１泊2日でしたが、ペン
シルベニア州に入ったところにあるリトリートセン
ターに一人で泊まって、個人リトリートの時を持ち
ました。忙しい日々、なすべきことにいつも追われ
ているような日々の中で、前線から退却して態勢を
立て直す「リトリート」の時がどれほど必要なこと
であろうかと思わされました。短い時間でしたが、
落ち着いて、世の常識や、周りの人に期待されてい
ることではなくて、神様から与えられている、自分
のなすべきことを再確認する時となりました。
　何冊かの本を持って行ったのですが、その中で一
番インパクトがあったのが、シカゴ郊外のウィロー
クリーク教会の牧師ビル・ハイベルズの書いた「素
的（しんぷる）に生きる」（原題「Simplify」）で
す。神様が私たちに一人ひとりに与えておられる使
命に集中して生きることの大切さを語って、それを
具体的に実現するために、生活を整理していくこと
を勧めています。「あれも大切、これも大切」とい
ろんなことに手を広げて、結局自分の首をしめてし
まうことを何度も経験してきた私にとって、とても
大切なメッセージを頂いたように思いました。
　その半年くらい前ですが、テレビでゴミ屋敷の人
のレスキューの番組を見ました。最初はこれはいい
な、と集め始める。そして、どれも捨てられない。
そして、収拾がつかなくなって、何もできない。ど
こから始めていいかわからない。注意されたくない。
文句を言われたくない。自分でなんとかしようと思っ
ている。本当は、助けを求めることが大切。でも、
プライドが許さない。周りが見かねて、やっとの事
で助けを入れて、でも、物が捨てられると「あ、そ
れは大切なもの」と思う。でも、何年も使っていな
かった。心には引っかかっている。いつか使うと思っ
ている・・・その姿を思い出して、自分の時間の使
い方はどうだろうかと思わされていました。
　与えられた時間は限られています。その中で、な
すべきこと、神様から使命として与えられているこ
とを見極めて、そこに生きていきましょう。

「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたし
があなたがたを選んだのである。そして、あなたが
たを立てた。それは、あなたがたが行って実をむす

び、その実がいつまでも残るためである。」ヨハネ
15:16

***　証し　***

～～～ 今回の証は、私たちの教会を東海岸の母教会
と呼んで懇意にしてくださっているChristian Vision
のランディ・ホンゴー先生が書いてくださいました。
(http://www.rghongo.com) ～～～  

　私は1947年7月1日、ハワイのビッグアイランドと
言われるハワイ島のヒロという町で生まれました。
私の父は日系人で、母はハワイ人と中国人のハーフで
した。2歳下にルツという妹がいます。両親はランの
栽培をしていました。私は子供の頃は農園で花を摘
む手伝いをしていました。大きくなって車の運転が
できるようになると、私はランを花屋に届けたり、
世界中に出荷するために、空港まで配達したりして
いました。私の両親は、ずっと、私が家の仕事を継
ぐことを期待していました。
しかし、ハイスクールの時に、私はクリスチャンに
なり、人生が変わりました。私はユース・フォー・
クライストというクリスチャンクラブに参加するよ
うになり、そこで、クリスチャンの友達がどのよう
に信仰を持つようになったのかという証しを聞いた
のです。初めて聖書を読みました。クリスチャンの
賛美歌を知りました。４ヶ月その集まりに通ううち
に、私はイエスがどんなに私のことを愛してくださっ
ているかを知りました。イエスを私の個人的な主、
救い主として受け入れる準備ができたのです。そし
て、1963年12月22日、私はイエスを受け入れまし
た。
それから、私は神様に、自分にどんな仕事をして欲
しいと思っておられるか、見せてください、と祈る
ようになりました。私は10歳からピアノを始めてい
ましたが、ピアノを弾くのが大好きでした。また文
章を書くのも好きでした。ですから、私は神様に祈
りました。「私は家を継いでランの農園をすべきで
しょうか？それとも、英語の教師でしょうか？それ
とも、音楽の教師でしょうか？」
1965年にハイスクールを卒業すると、私はオアフ島
に出てきました。ホノルルのハワイ大学に入学した
のです。私は英語の先生になろうと英語を勉強する
ことにしました。でも、私は音楽が大好きだったの
で、音楽のクラスも取りました。その音楽のクラス
でキュートな女の子に会いました。彼女の名前はゲ
イ・シンサトといいました。彼女と私は最初は良い
友達となり、やがて恋に落ちたのです。

http://www.rghongo.com


ゲイはとても美しい歌声をしていました。そして、
時々は私も一緒に歌を歌いました。それまでの私は
シンガーというよりもピアニストでしたが、彼女と
一緒に歌うことによって、シンガーとしても上達し
たようです。彼女は私に会う前の年にクリスチャン
になっていました。彼女は私を教会に誘ってくれま
した。私は他の島からやってきたので、ホノルルの
教会については何も知らなかったのです。ゲイのお
かげで、私はカリヒ・ユニオン・チャーチに通い始
めました。
英語で学位を取って、私は大学を卒業しました。卒
業してすぐ、ゴスペルを歌うチームの一員として、ア
メリカ本土に招かれて、１年間、アメリカ中を回り
ました。そして、ハワイに帰って、1971年7月31日に
ゲイと結婚しました。
結婚する頃には、ゲイと私はチームとして、自分た
ちの教会や他の教会でも、一緒に歌うようになって
いました。ゲイはハイスクールで音楽を教え、私は
小学校の4年生を教え始めました。そんな時、神様
は、私に音楽の仕事をするようにと語り始められた
のです。3年ののち、1975年に私たちはケンタッキー
のルイビルに引っ越しました。そこで神学校に通い、
教会音楽の修士号を取るためです。このころの私の
計画はハワイの教会で音楽主事として働くというこ
とでした。このルイビルで1978年の4月3日に息子の
アンドリューが生まれました。ルイビルでは多くの
バプテスト教会が私たちを招いてくださって、賛美
の歌を歌うチャンスを与えてくれました。この期間
は、ハワイの文化や音楽、そして、クリスチャンと
しての証しを分かち合う働きを始めるための準備の
時として、神様が私たちを訓練してくださる時だっ
たのだと思います。
私たちは1980年にハワイに戻りました。そして、カ
リヒ・ユニオン・チャーチで音楽主事として働き始
めました。同時に、いくつもの教会から「歌って欲
しい」との依頼が入るようになりました。私たちは
神様の導きを感じて、1982年に教会の音楽主事の職
を辞し、独立して「Christian Vision」という団体を
作って働きを始めることにしました。それから、
Christian Visionを通して、ハワイや、アメリカ各地、
そして全世界で、音楽を通して神様の良き知らせを
伝える働きをさせていただいてきました。ゲイの故
郷である日本では24回、そして、他にも、韓国、中
国、ベトナム、カンボジア、マレーシア、ブラジル、
ドイツ、オーストリア、スイス、イングランド、スコッ
トランド、ウェールズ、カナダなど各地を回って、
コンサートをさせていただきました。19枚のCDを出
しました。1998年にはアメリカの大統領のお招きを

いただいて、朝食祈祷会で賛美をさせていただきま
した。神様は神様のための私たちの音楽の働きを豊
かに祝福してくださったのです。
2011年に、私は多発性骨髄腫という、血液のガンと
診断されました。私たち家族は2011年12月からしば
らく南カルフォルニアに滞在することになりました。
それは、私がシティー・オブ・ホープがん研究セン
ターで治療を受けるためにです。そこで５ヶ月間の
キモ・セラピーを受けた後、2012年7月に幹細胞移植
を受けました。2012年8月の末にはハワイに戻り、
そして、2014年の11月に私のがんの担当医はガンが
寛解していると診断を下しました。神様が癒してく
ださったのです。ハレルヤ！
しかし、ガンの治療を受けている間に、私の腎臓は
ダメージを受けて、人工透析を始めなければなりま
せんでした。また、2014年の６月には中程度の心筋
梗塞を起こしました。その後、心臓は強められてい
ますが、休息は必要ですし、スケジュールもあまり
忙しくならないように気をつけています。コンサー
トは続けていますが、休息のために十分な時間を取
らなければならなくなっています。
今、私は健康について多くの戦いを感じています。
しかし、神様が私を強めてくださって、続けて神様
を愛し、神様に仕えることができるようにしてくだ
さっています。私は、日々、私のことを心にかけて
くださり、私に目をとめてくださっている神様に感
謝しています。私は、日々、イザヤ書41:10のみ言葉
に立たせていただいています。

「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。」

私の人生の中で、健康な時も病の時も、神様はいつ
も私と一緒におられました。
神様は、高校生だった私にご自身を示してくださっ
て、私はクリスチャンになりました。
神様は私のところに美しい日本人の女性を連れてき
て、今日まで44年間連れ添う私の妻として与えてく
ださいました。
神様は私に、今はニューヨークに住んでいる素晴ら
しい息子アンディーを与えてくださいました。
神様は私の人生の仕事は神様のために音楽の働きを
することだと示してくださいました。
神様は私に世界に広がる音楽の働きを与えてくださ
いました。



神様は私にたくさんの歌を書かせ、たくさんのCDを
録音させてくださいました。
そして、私の病の時には、私を支え、強くし、神様
が私を愛してくださっていること、心にかけてくだ
さっていることを示してくださいました。

神様が与えてくださった素晴らしい人生のゆえに、
また神様がしてくださったすべてのことのゆえに、
私は神様をほめたたえます。私は命の日の限り神様
を賛美する歌を歌い続けます。

ランディ・ホンゴー

***  お知らせ  ***
✤ 2013年から始まりました毎日聖書を読んで祈るた
めの「日々のみことば」を、錦織牧師が2016年も
続けて執筆して下さいます。毎週メールで配信さ
れますので、日々の信仰生活の糧としてお用い下
さい。既にご利用下さっています方には自動的に
配信されますが、新しくご希望になる方は錦織牧
師(pastor.jccofnj@gmail.com)にお申し込みくださ
い。

✤ 1月31日(日)の礼拝後に2016年度第1回教会総会が
礼拝堂で開かれます。2015年度の活動・教勢・会
計報告、2016年度の活動方針を話し合う大切な総
会ですので、教会員は必ず出席して下さい。

✤ 日曜日礼拝前の12時45分から、子どもたちのため
のThe BRAVE，中高生のためのB.I.G.、英語での
成人科バイブルスタディーに加えて、「祈り会」
を持っています。礼拝のために、また互いのため
に祈る集まりです。また、礼拝堂入り口のロビー
では牧師が新しい方々をお迎えしたり、質問のあ
る方や個人的にお話をしたい方々とお話をさせて
頂く、自由に立ち寄れるテーブルを持ちます。ぜ
ひ、おでかけください。

✤ JCCNJでは郵送版に加えて、内容は同じですが、
Eメールでの PDF 版の月報も発行しています。郵
送からE月報への切り替えをご希望される方は、
hisho@jccofnj.org までご連絡ください。なお、E
月報にご登録頂きました方には、隔月発行の月報
に加えて、狭間の月にEお知らせをお届けします。

✤ 当教会では、みずほ銀行麹町支店(店番号 021)に
日本円の口座があります。(口座番号は、ニュー
ジャージー日本語キリスト教会一般献金: 
1085657、ニュージャージー日本語キリスト教会 
会堂建築献金: 1085665です。

***  報告  ***
✤ 11月22日(日)の感謝祭(サンクスギビング)礼拝後、
恒例の愛餐会があり、ターキーやハムなどのサン
クスギビングディナーをたくさんの皆様と楽しみ
ました。

✤ 11月29日に2015年度第2回教会総会が開かれ、
2016-2017年度役員として、小林英司兄と中山明
毅兄が選出され、2016年度会計監査として、陳建
培兄と昼間明美姉が選出されました。2015年度補
正予算案、2015年度プラス収支処分案、2016年予
算案が承認されました。また、牧師館買い替えに
関する提案も承認されました。 

✤ サンクスギビングの飢餓献金は、1,255ドルが捧げ
れました。全額「日本国際飢餓対策機構」(Japan 
International Food for the Hungry : www.jifh.org)へ
送ります。

✤ 12月13日の礼拝の中でランディ・ホンゴー先生
が、奥様のゲイさん、ご子息のアンドリューさん
と一緒に賛美をしてくださいました

✤ 12月20日にクリスマス礼拝を持ちました。礼拝後
には、ジムでJoy Joy Christmasが持たれ、たくさ
んの子供たちとご家族でイエス様の誕生をお祝い
しました。

✤ 12月24日にクリスマスイヴキャンドルライトサー
ビスを持ちました。

✤ 12月25日には、B.I.G.(Believe in Godの略。中高

生の集い)があり、一緒にクッキング、バレーボー
ル、プレゼント交換、そして、プリンストン日本
語教会の栗栖先生からお話を聞きました。

✤ JCCNJ教会会堂取得のための積立基金は 2015年 
11月末時点で$554,378.28、日本円:¥90,755です。
各地からご献金下さっている皆様に心から感謝申
し上げます。

✤ 2016年も3.11復興支援コンサートを持ちます。3
月6日の礼拝後になる予定です。  

mailto:hisho@jccofnj.org
http://www.jifh.org/
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