
*** 牧師室より *** 

「支援する方々を支える」 

 

今年も 3 月がやって来ました。 

東日本大震災から 5 年。あの時 1 年生だった子が、小学

校を卒業する 3 月です。時の流れの速さを感じさせられ

ます。私たちは、あの日からずっと、遠く離れているから

こそできる支援は何か？を問うてきました。その中心は、

「支援をしておられる方々が守られ、支援を続ける事がで

きるように支える」ということでした。 

震災から 4 年がたった昨年の 3 月号のニュースレターで

「モノ」の支援の段階は終わりました、という東北で支援

をされてきた方々の声をご紹介しました。 

では、もう支援は終わりかというと、そうではありません。

昨年 9 月にご訪問した岩手県のある町では、「仮設住

宅」におられる方々がまだまだおられることに加えて、限

られた平地に「復興住宅」が建てられて、入居が始まって

いる中で、仮設住宅に残る方々だけではなく、復興住宅

に入った方々が地域で孤立しないように、元々住んでお

られる方々のとの橋渡しが教会に期待されているという

話を伺いました。 

また、私達が支援している支援団体の最新号のニュース

レターにはこのような文章がありました。 

「被災地には未だ様々なニーズ、 課題があふれていま

す。 その一つが、 慢性的な運動不足です。 仮設住宅に

こもりがちな高齢の方々、 遊ぶ場所や相手 ( 家族や友

人 ) を失った子どもたち・・・オアシスライフ・ケアでは、ス

ポーツやレクリエーションの支援を継続しています。 」（オ

アシスライフ・ケア 2016 年 1 月 30 日活動レポート） 

人による支援は最初から大切でしたが、これからも続き

ます。ですから、支援する方々を支援する私達の働きも

続きます。祈りも続きます。今年も 3 月 6 日（日）の午後

1 時半からの礼拝は、震災のメモリアル礼拝として守りま

す。また、同じ日の午後 4 時からは復興支援のチャリティ

ーコンサートをします。「忘れないでください」との声は、こ

れからますます重い意味を持ってきます。私達の思いを

具体的な形で表して、メッセージを伝えましょう。ぜひ、こ

の日を覚えておでかけください。 

「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ。」マルコ
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*** 証し *** 

私の人生が変えられた理由 

李 フランク 

私は、幼いときから誰よりもこの自分を知りたいという強

い願いがありました。一生懸命勉強をしたら、いずれかこ

の願望が叶うと信じていましたし、その為努力を一杯積

んできました。だから、大きくなってから、私は生命科学

の道を選びました。 

それと同時に、自分も自然に幸せになれると思っており

ました。 

しかし、その考えに大きな落とし穴があると言う事に最初

に気づいたのは、大学にいた頃、私の同級生が一時成

績が最良でなかっただけの理由で、自殺をした事でし

た。 

自分をを知るため勉強をしたのに、なぜその途中で自分

を死に追い込まなければならないのか。それは、幸せを

感じなかったではないのか。 

そう思いながら、私は、そもそも幸せが何かを、考え始め

たのです。 

自分の肉体のことをいくら知っても、心が幸せじゃなけれ

ば、それは自分が自分を知るということにはなってない。 

卒業の後、私は臨床と研究とビジネスの道を歩み、二十

年を過ぎました。その間も、自分自身も色々な人生の難

関に出会いました。 

心の安らぎを求める為、私は一時期いろんな“心豊かな

“人と友達になり、そして成功した人が書いた書物も一杯

読みました。心の教養レベルがこれで上がると信じたわ

けです。 

名声ということに興味が沸いた時があります。他の人た

ちの“リーダー”となって有名になることさえできれば、心

豊かな有意義な人生を送れるのではないかと思ったので

す。その名声というのは、なにも学問とか能力とかにこだ

わらなくてもいいと思ってました。 

それに大きな疑問をかけたのは、去年夏ごろ故郷中国

上海に帰ってからでした。その時、私は昔の中学校の同

級生達の同窓会を参加しました。気づいて悲しくなったの

は、彼らの多くが、自分が他人より優れてることに凄くこ

だわっている事でした。彼らは、ひたすら自分がどれだけ

裕福なのか、どれだけ事業に成功してるのか、どれだけ

会社で高い位置についてるのかを見せびらかし、他の人

たちの“リーダー”になりたがってました。彼らは、明らか

に、高度発展の社会の悪の誘惑に負けたのです。人間

性は生まれながら弱い、それに抵抗するために高い霊性

を持たなければならないと私はその場でふっと思ったの

でした。 



アメリカで、私の以前からの親友にこの感想を持ち出して

話したところ、クリスチャンであるその方からクリスチャン

への信仰を勧められました。今までの十年間、私は以前

も何度も行ったり行かなかったりクリスチャンの礼拝に参

加した事もありましたが、この時はじめてイエス･キリスト

を信じる決意をしました。『あなたのみ言葉はわが足のと

もしび、わが道の光です。』（詩篇１１９：１０５） 

人間はみな弱みを持ってます。その弱みを克服するため

には、肉体と心を知るだけでは足りません。信仰によっ

て、より高い霊性を養わなければいけません。その霊性

とともに、自分を愛し、そして他人も愛する。それは、まさ

に、イエス･キリスト自身の歩みではないでしょうか。。『愛

は寛容であり、愛は情け深い。また、ねたむことをしな

い。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の

利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義

を喜ばないで心理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべて

を信じ、すべてを望み、すべてを耐える。』（コリント人へ

の第一の手紙１３：４－７） 

主イエス様。私はあなたを必要としています。あなたが私

の罪のために身代わりとして十字架にかかって死んで下

さったことを感謝します。私の罪を赦し、私を清めてくださ

ったことを感謝します。私は今あなたを、私の救い主、人

生の主としてお迎えいたします。私の人生を導き、私をあ

なたが望んでおられるようなものに変えてください。アー

メン。 

 
 
 
 
 
 
 

*** 教会図書紹介 *** 

 

「乳がんだって生きていくあたし」 クリバリユミコ著 

（図書番号６８０） 

 

著者のクリバリさんは、乳がんになってからクリスチャ

ンになりました。若くして、これからアーティストとして花

咲こうとしていた時のがんの発覚でした。現代は 3 人

に 1 人ががんで亡くなると言われる時代ですが、がん

との闘病の中で多くのことを得る人も多いようです。特

に信仰を持っている人たちは、神様との深い交わりの

中で、たくさんの恵みを頂くようにも見えます。クリバリ

さんも、本書を神様からの使命として命がけで書きまし

た。がんの闘病記としても、信仰告白書としても、優れ

ているのは、使命に生きた彼女の生命の輝きが感じら

れるからだと思います。(M.S.) 

*** お知らせ *** 

✤ 今年も東日本震災・津波被災地支援のためのチャリ

ティーコンサートが 3 月 6 日（日）午後４時より持たれ

ます。今年は The SymphoNYChorus をゲストにお招き

し、Ridgewood 歌う会の皆さんも参加してくださる予定

です。コンサートで集められる寄付金は全額、被災地

のの支援活動を継続しているオアシスライフケアに献

げられます。震災から 5 年が経ちますが、今も困難の

中におられる被災者の方々を覚えてお出かけください。 

✤ ３月の聖餐式は第２聖日に持たれます。 

✤ 2 月 10 日（水）の Ash Wednesday からレント（受難節）

が始まりました。今年も主イエスの十字架への歩みに

思いを馳せ、3 月 27 日のイースターまでの間の毎週

金曜日午後 7 時 30 分～9 時まで、教会にてレント集

会が持たれています。（最終回 3 月 25 日の Good 

Friday 集会のみ牧師館で持たれます。）今年のテーマ

は「イエスの弟子として生きる」（テーマ聖句はマルコ 3

章 13～28 節）です。どうぞご出席ください。 

✤ 今年のイースターは３月２７日です。イースター礼拝及

び愛餐会に多くの方をお誘いあわせの上、ご出席くだ

さい。また３月１９日（土）には、午後３時半よりこども

向けのイースターのお祝い Joy Joy イースターが持た

れますので、ご家族でお出かけください。 

✤ ３月のマンハッタンオアシスは３月３日（木）に、牧師館

でのオアシスナイトは３月２５日（木）に変更になってい

ます。また、３月の Ridgewood 聖書を読む会も、通常

の第１週・第３週金曜日から、第２週・第４週金曜日に

変更になっていますので、それぞれ日程にご注意くだ

さい。 

✤ ４月２日（土）午前１０時～午後５時まで、教会にて今

年第１回目の「一日アシュラム」が持たれます。忙しい

生活の中で時間を取り分け、静かに聖書のみ言葉に

聴き恵みを味わう一日をともに過ごしましょう。 

✤ 今年の野外礼拝は６月１２日に決まりました。今から

ご予定ください。 

✤ ２０１６年度東海岸日本語教会合同ファミリーキャンプ

が下記の通り予定されております。間もなく申込受付

が始まります。詳しくは教会にお問い合わせください。 

・日程： ９月３日（土）～５日（月） 

・場所： Honors Haven Resort  

・講師： 黒田禎一郎師（北浜インターナショナル・バイ

ブル・チャーチ牧師、ミッション・宣教の声主幹）   

✤ 礼拝のメッセージは英語に同時通訳されております。 

✤ 日曜日礼拝前の 12 時 45 分から、子どもたちのため

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

ーブルを持っています。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 *** 

✤ １月１日（金）の元旦礼拝には多くの方々が出席され、

ともに礼拝を持って新しい 1 年を歩み出し、また礼拝

後には、お餅を食べながら新年をお祝いすることがで

き、感謝でした。

 
✤ １月２４日の礼拝で、山崎真由美姉が転入会されまし

た。心から歓迎致します。 

✤ １月３１日の礼拝で、李フランク兄が洗礼を受けられま

した。おめでとうございます。

 
✤ １月３１日礼拝後に 2016 年第 1 回教会総会が持た

れ、2015 年度各会計報告・教勢報告・活動報告、及

び 2016 年度活動方針が承認されました。 

✤ JCCNJ 教会会堂取得のための積立基金は 2016 年 1

月末時点で$557,240.23、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。 
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

10 :30 10 :00

ｸﾛｯｷｰ教室 19 :15 Ridgewood

（三村宅） マンハッタン 聖書を読む会

オアシス （原田宅）

牧師面談日 （244 Studios 19 :30 19 :15 10 :00-17 :00

244 W. 54 Street, レント集会 マンハッタン 一日アシュラム

10th floor.) （教会） オアシス （教会）

（244 Studios

6 7 8 9 10 11 12 244 W. 54 Street, 

11 :45  10 :00 10th floor.)

聖歌隊練習 Ridgewood 3 4 5 6 7 8 9

12 :45 16 :00 聖書を読む会 11 :45  10 :30

ﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ｸﾗｽ /The BRAVE JoyJoyｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ （澤田宅） 15 :30 聖歌隊練習 ｸﾛｯｷｰ教室

祈り会 in Maywood 19 :30 JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ 12 :45 （三村宅）

13 :30 レント集会 （教会） バイブルクラス/The BRAVE

震災メモリアル礼拝（錦織師） （教会） 祈り会 牧師面談日 15 :30

16 :00　復興支援コンサート 13 :30 JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ

13 14 15 16 17 18 19 聖餐礼拝（錦織師） （教会）

11 :45 10 :30 10 11 12 13 14 15 16

聖歌隊練習 ｸﾛｯｷｰ教室 11 :45 10 :00

12 :45 （三村宅） 16 :00 聖歌隊練習 牧師面談日 Ridgewood

ﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ｸﾗｽ /The BRAVE JoyJoyｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ （澤田宅） 12 :45 (NY) 16 :00 聖書を読む会

祈り会 牧師面談日 in Leonia 19 :30 15 :30 バイブルクラス/The BRAVE JoyJoyｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ （原田宅）

13 :30 レント集会 JoyJoyイースター 祈り会 in Maywood 19 :00 15 :30

聖餐礼拝（錦織師） （教会） （教会） 13 :30 Friday Night JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ

20 21 22 23 24 25 26 主日礼拝（錦織師） オアシス （教会）

11 :45 10 :00 （牧師館）

祈祷会 牧師面談日 Ridgewood 17 18 19 20 21 22 23

12 :45 (NY) 聖書を読む会 11 :45 10 :30

ﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ｸﾗｽ /The BRAVE 19 :00 （澤田宅） 15 :30 祈祷会 ｸﾛｯｷｰ教室

祈り会 Thursday Night 19 :30 JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ 12 :45 （三村宅） 16 :00 15 :30

13 :30 オアシス Good Friday （教会） バイブルクラス/The BRAVE JoyJoyｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ

主日礼拝（錦織師） （牧師館） 集会 祈り会 牧師面談日 in Leonia （教会）

礼拝後　役員会 （牧師館） 13 :30

27 28 29 30 31 主日礼拝（錦織師）

11 :45 礼拝後　役員会

聖歌隊練習 24 25 26 27 28 29 30

12 :45 11 :45

ﾊﾞｲﾌﾞﾙ・ｸﾗｽ /The BRAVE 牧師面談日 聖歌隊練習

祈り会 12 :45 牧師面談日 15 :30

13 :30 バイブルクラス/The BRAVE (NY) JoyJoyｼﾝｶﾞｰｽﾞ

イースター礼拝（錦織師） 祈り会 （教会）

礼拝後　愛餐会 13 :30

主日礼拝（錦織師）

3月 4月

牧師スタディーリーブ

http://jccofnj.org/
mailto:pastor.jccofnj@gmail.com

