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マキキ掲示板
〜悔い改めの祈り〜
先日のメッセージの後の励ましの言葉と厳しいご意見、心から感謝です。今後のために生かしたいと思
います。
去年の７月にアメリカ大陸を超えてイスラエルに飛び、先月にアジア大陸を超えてハワイに帰って来たの
で「１１ヶ月で『世界一周した』んだ！」などとくだらない事で喜んでいたらとんでもない事が！ 今まで気流
の乱れでヒヤヒヤしたことは何度もありましたが、食事のトレイや金属のナイフやフォークが宙に浮き通路
に落ちるほど揺れたのは初めて。横揺れはもちろん縦に何度も機体が動き、機内は悲鳴と床に落ちてい
る食器が動く音が入り交じり私は「これでもう私は死ぬのだ」と確信したほど。携帯のビデオカメラを使って
両親に最期の言葉を遺したいにもとにかく揺れていて携帯を手にする事すら出来ない。いつも飛行機に乗
る前には母に電話して「今までありがとう。今回の飛行機で何があっても私の人生に後悔はないから」と伝
えていたことだけが幸い。笑。実際に死ぬかもしれないと思った時に私がし始めたことは「祈り」でした。
「主よ、今あなたのもとにまいります。私のたましいをお受け取りください」という男前な平和な祈りではあ
りません。「悔い改めの祈り」。今までの人生でしたこともないような勢いで自分の罪の赦しを乞い始める
情けない私。「我らに罪をおかすものを我らが赦すごとく、我らの罪をもお赦しください」と日々祈ることの
重要さを心に刻み込んだ出来事でした。
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先月末をもって具志堅先生がご退任され、
マキキは 6 年ぶりに無牧の教会となりまし
た。先日の日曜礼拝で、元マキキ教会の牧
師であった土屋先生から、無牧というのは決
して大変な時間というだけではなく、牧師と
いう小牧者がいない間に大牧者である神様
と直接交わることができる良いチャンスであ
るというお話をいただき、なるほどな、と思い
ました。そのようにどんな状況であれ、与え
られた現在に感謝しつつ、生活していくこと
の大切さを学びました。
しかし、その一方でいつまでも無牧という状
態を続けるべきではありませんので、新しい
牧師を探す必要があります。（引き続き、
Interim Pastor と呼ばれる無牧の期間をカ
バーして下さる先生を探していますが、当面
の礼拝の説教者については、具志堅先生始
めさまざまな方々からのご紹介や、英語部
のパスターウエインの協力もいただき、着々
と与えられてきています。また、何名かの先
生には数週間という単位で来ていただける
ことになっています。）そこで選考委員を選
ぶ必要がありましたが、その決定につきまし

ては、カウンシルメンバーが、それぞれがふ
さわしいと思う方を推薦し、そこで基本的に
複数のメンバーから推薦をされた方々にお
声をおかけし、皆さんに快諾していただきま
した（池沢博兄、小川真由美姉、クレーベン
悦子姉、玉寄朋子姉、橋本マイク兄、藤山好
美姉）。この方たちは、これからカウンシル
からは独立した形でご奉仕していただくこと
となります。どうぞ、マキキに素晴らしい牧師
が与えられるよう、また、選考委員の方のた
めにも皆さんのお祈り、どうぞよろしくお願い
いたします。
また、皆さんの日頃からのご奉仕には本
当に感謝していますが、最近、奉仕に疲れ
たというご意見をよく耳にするようになりまし
た。昨年、引退前のパスターブラッドの日本
語部での説教の中で「80/20」ということをお
っしゃっておられました。これは教会ではえ
てして 80％の奉仕を 20%の人が行っている
ということです。それではその 20％の方が
疲れてしまいます。「それぞれが賜物を受け
ているのですから、神のさまざまな恵みの良
い管理者として、その賜物を用いて、互いに
仕え合いなさい。」（第一ペテロ４－１０）
（裏面へ続く→）
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（→前ページからの巻頭言の続き）
という聖書の言葉が教会における奉仕のあ
り方ではないでしょうか。あくまでも、皆さん
に与えられた賜物を用いていただくのが前
提であって、出来ないような奉仕をしていた
だく必要はありませんし、どんな小さなこと
であっても喜んで奉仕していただくべきだと
考えます。ですので、「一人くらいいなくても
誰かがやってくれるだろう」とか「私には賜物
が何もないから誰かに任せておこう」という
ことではなく、「今日は皆さん大変そうだし、
この奉仕なら私もできるからお手伝いしよ
う」という気持ちでご協力いただければと思
います。
最後になりますが、先日の具志堅先生の
アロハラ ンチョンに際し、会場設定、お料
理、エンターテイメント、後片付け他、さまざ
まな形でご奉仕いただいた皆さん、本当に
ありがとうございました。あれだけの大勢の
方に集まっていただきましたが、すべてがス
ムーズに進み、ご出席の方々からも非常に
良い会だったというコメントをいただきまし
た。それも皆さんのご奉仕があってのことで
した。また、今回も英語部の皆さんにも多大
なるご協力をいただき、それも感謝です。こ
ういったことを通じて、日本語部と英語部の
関係が強くなっていくこともありがたいことで
す。これからもどうぞよろしくお願い致しま
す。

NMC からの報告
今月は NMC ミーティングがお休みでした
ので、報告はありません。次回のカウン
シルミーティングは 8 月 13 日（日）です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今回は、後ろのページの会計報告につ
いてそれぞれの項目を簡単に説明しま
す。
<約束献金>：一般の献金
<特別献金>：誕生日、イースター、感謝
祭、クリスマスなどのためにと指定された
献金。
<その他の収入>：無記名でなされた献
金。愛餐会などの収入。
<宣教部>：宣教部と指定のあった献金。
スリフトショップの収入。
<給与ベネフィット>：牧師他の給与、厚生
福利費。
<一般運営費>：備消品費、通信費、コピ
ー機リース料、修繕費、水道光熱費、火
災保険等。
<礼拝部>、<スチュワードシップ部>、<群
れの育成部>、<宣教部>：それぞれの部
専属の費用。
<NMC>日本語ミニストリーカウンシル
礼拝部、スチュワードシップ部、宣教部、群
れの育成部のチェアーと議長、日本語部牧
師から成り立ちます。
<JMC>ジョイントミニストリーカウンシル
日本語ミニストリー議長、英語ミニストリー
議長、会衆代表、プリスクール委員、会計、
牧師、財務委員などから成り立ち、教会全
体の大切な事を協議します。

JMC の予定

今後の予定

Ø 7月24日（月）~7月28日（金）
KZOO放送「心に光を」マキキ教会担当週
Ø 7月29日（土）1:30p.m開演@MCC
DUO高瀬コンサート
6 月 26 日に行われた JMC からの報告は
以下の通り。
○ 英語部：OAM ルームにエアコンを入
れたい→前向きに進める。
○ 日本語部：牧師選考委員について。
Interim Pastor の現状。具志堅先生
アロハランチョンへの英語部の協力
に感謝。
○ プリスクール：サマースクール（6 月 5
日～7 月 18 日）は 81 名、新年度は
74 名が登録している。
○ 卒業式は多くの出席者があり、恵ま
れた。
○ 7 月 27 日、新入園生の歓迎会。
○ 具志堅先生：2 名の洗礼者が与えら
れ感謝。土屋一臣牧師来布。土井美
奈子姉結婚式。
○ その他：7 月 8 日 FLOW ミーティング
について
○ その他：ヤングライフより厨房使用の
許可依頼→詳細についてさらに聞
く。
○ その他：新しいプロジェクターの購入
を検討する。
○ 次回、JMC は 7 月 24 日

Ø 7月30日（日）
賛美リトリート 9:00a.m. @音楽室
ゲストスピーカー 高瀬真理師
Ø 8月6日（日）
ゲストスピーカー高瀬真理師
ヤンジェネフェローシップ2:00p.m.
Ø 8月13日（日）
「心に光を」講壇交換
ゲストスピーカー肥田仁司兄
カウンシルミーティング 1:30p.m.
Ø 8月18日（金）Statehood Day
教会お休み
Ø 8月18日（金）〜8月20日（日）
ファミリーキャンプ
Ø 8月20日（日）
ゲストスピーカー黒田朔牧師
Ø 8月21日（月）10:00a.m.&7:00p.m.
ミニチャーチリーダー会
Ø 8月27日（日）
ゲストスピーカー中野雄一郎牧師

