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特別建物献金 12/10（日）: $2、月定建物献金 11 月: $1,913
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「2017 年の終わりを迎えるに当たって」
小林 潤

マキキ掲示板
「ところ変われば、、、」
ここでの連載を担当させていただいてから、何度かイスラエルでのカルチャーショックを書かせていただ
いた。先日イスラエルの運転免許が取れたので、今日は運転に関する一番のカルチャーショックをシェ
ア。ちなみにこの国にすむ一番のイライラの原因は運転。インストラクターの方が最初に教えてくれたの
は「車線変更するときには絶対に後ろを振り向いてはならない。これを路上テストの時にしたらその場で落
とされる」ということだった。一緒にいた同僚みんなが一斉に驚きの声をあげた。日本でもアメリカでも車線
変更する際、後方をミラーだけではなく実際に振り向いて確認するのは当然。逆にそれをしなかったら免
許は取れないのが常識。
でもそれを聞いて私は納得した。私がいる車線にスペースもないのに入ってこようとしても誰一人として
こっちをみないことには気がついてた。そんな時はクラクションをどれだけならそうが構わず入ってくる。も
ちろんこちらを見ずに。車だけではなくて二輪でも同じことをするから恐ろしい。敵国に囲まれているこの
国で、戦場で亡くなる人よりも交通事故で亡くなる人の数の方が多いというのもうなずける。せっかく取得
した二輪の免許も使うことはないだろう。
相崎恵美
マキキ聖城キリスト教会 － MAKIKI CHRISTIAN CHURCH
829 Pensacola Street, Honolulu, Hawaii 96814
電話: 808-594-6446（教会代表） 808-594-8919（日本語オフィス） Fax: 808-594-8918
HP: www.makikichurch.org Email: nichigobu@makikichristian.org
（MCC 牧会チーム） 主任牧師:ウェイン・イバラ、グロリア・イマムラ（英語部）

本当に早いもので、2017 年ももうあと１週
間で終わろうとしています。今年も教会にお
いてはさまざまなことがありましたが、何と
言っても具志堅先生の 6 月でのご退任が一
番の出来事でした。そのとき、自分がどのよ
うに考えていたかを振り返るために、今年の
1 月の月報の巻頭言の原稿を読み返してい
るとこのように書いていました。
｢6 月以降については、次の牧師が与えら
れるまでの間、しばらく無牧の期間となりま
す 。 マキ キ 教会が 所属す る UCC(United
Church of Christ)においては、無牧の期間
中、臨時牧師(Interim Pastor)を置くこととな
っていますが、日本語部の礼拝を守れる方
という制限があるので、それができる方を探
すのはとても難しいことです。そのような場
合、無牧の間の礼拝メッセージを取り次いで
くださる方を探さなくてはなりません。英語部
のウエイン主任牧師は全面的に協力をする
とお約束してくださっています。具志堅先生
もご退任まで礼拝部へのサポートを行う、と
おっしゃっています。礼拝部ならびにご奉仕
の皆さんには今以上のご負担をかけてしま
うこととなります。
また、それ以外に牧師が担っている多くの
仕事についてはしばらく停滞を引き起こすこ

とになるでしょう。しかし、このような時を通し
て、神さまは何か大切なことを教えられるの
だと思います。教会生活とは何か、牧師の
働きについて正しく理解してきたかどうか、
どのような姿勢と敬意をもって次の牧師を迎
えるべきか、など。共に祈り合い、学び合う
機会となればと考えています。｣
そして今年は正にこのようなことが試され
た１年ではなかったかと思います。臨時牧師
については、数名の方のお名前をいただ
き、調整をいたしましたがいずれの方も長期
でお勤めいただくということがかなわず、現
在のところも礼拝部に毎週、メッセンジャー
の方を手配していただいています。が、そん
な中、10 月の中台先生、そして今いらっしゃ
っている原田先生のように数週間、ご滞在
いただける牧師を与えていただいたことに感
謝です。
また、カウンシルメンバーの方ならびに多
くのご奉仕のみなさんには教会で行われて
いる多くのアクティビティーについて、牧師が
不在になった後も、それまでと同様、いや、
それまで以上に活発に進めていただき、本
当に感謝です。スチュワードシップ部では、
聖書研究、ホップクラス、図書整理等、宣教
部では、学校、テレビ取材等、多くのお客様
（→裏面に続く）
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（→前ページからの巻頭言の続き）
へのご対応、群れの育成部では 6 月の具志
堅先生アロハランチョンならびに毎週に戻し
た愛餐会の手配等でご尽力いただきまし
た。
最後になりますが、7 月から今も引き続き
ご奉仕いただいている牧師選考委員会のみ
なさまにも大きな感謝を述べたいと思いま
す。次期牧師選考という教会として非常に大
きなご奉仕を快く引き受けていただき、ご自
分たちの時間を多く割いていただき、マキキ
にふさわしい牧師を祈りの中で探していた
だいていることになんとお礼を申しあげてよ
いかわかりません。
今年 1 年、特に後半の半年は、カウンシル
ならびに教会の多くのみなさんからのサポ
ート、時には厳しい意見もありましたが、そ
れらにより教会のさまざまなことに取り組む
ことができたことに、それを支えていただい
た神に感謝します。次期牧師が与えられる
まで、まだしばらく無牧の状態が続きますが
引き続き、みなさんのサポートをどうぞよろ
しくお願いいたします。

カウンシルメンバーは 1 月から交代と
なります。なお、各奉仕者の交代は、
ラブラブノートの締め切り後、3 月から
の交代となります。

NMC からの報告
12 月 2 日（日）にカウンシルリトリートが
行われた。
☆2018年年間暗唱聖句：
「神は霊ですから、神を礼拝する者は、
霊とまことによって礼拝しなければなりま
せん。」（ヨハネの福音書 4 章 24 節）
☆新カウンシルメンバー
議長 小林潤兄
礼拝部：ポーター裕子姉、クラブツリー
玲子姉
群れの育成部：飯島寛子姉、三田村真理
子姉
宣教部：熊谷恵姉、平井泰造兄
スチュワードシップ部：矢口博将兄、 山
口一兄
☆オフィス
1月15日までにアニュアルレポート提出。
献金封筒は12月中には配布予定。
☆礼拝部
ベビーシッターのお部屋に礼拝用のwifi
のルーターをつける（現在進行中）。
☆群れの育成部
長期欠席者の確認→来年度にアップデ
ートを確認する。月報と天主閣を一ヶ月
に一度送る(現在35名)。
1月1日 サンライズ礼拝は中止、お餅つ
きあり 10：00〜。
☆スチュワードシップ
12月31日 礼拝時にホップクラスの証を
行う。聖書マラソンの完走者発表。
☆宣教部
1月25日 同志社香里高校がマキキ訪問
決定。
ラブラブノート→1月21日の礼拝時に各
部が説明をして回収する。締切りは2月4
日。

JMC の報告
11 月 27 日に行われた JMC からの報告は
以下の通り。
○

○

○

○

○

○

○
○

英語部：来年のフェスティバルは 10 月
6 日。
Christmas Shoebox のドネーションに
代わり行っているファンドレイジングに
ついて。カピオラニ病院へは昨日、10
箱のハッピーボックスを届けた。ワイ
キキヘルスセンターについては、希望
の品物のリストがある。
日本語部：空中エイ子牧師（ハリス教
会）召天。
来年度の新カウンシルメンバー。
プリスクール：現在 77 名が登録してい
る。
来年より、水道光熱費と管理費を教会
に支払うこととする。
パスターウエイン：お母様の召天に当
たり、教会でのお葬式に家族から感
謝。
その他：礼拝堂の正面の再塗装につ
いては見積もりを取り、来年に入って
から行う。その期間中は礼拝は 2 階社
交室で行う。
その他：2018 年度予算について承
認。ヒアリングは１月 7 日、会衆による
承認は 1 月 14 日。
来年、来年６月のレインボーコネクショ
ンの参加者６名が決定。
次回、JMC は 1 月 22 日

今後の予定
Ø 12/25（月） クリスマス
教会お休み
Ø 12/27（水）-1/1/2018（月）
イクイッパーカンファレンス（EC）
Ø 12/31（日） 年末感謝礼拝
聖書マラソン表彰式
Ø 1/1（月）10:00a.m.中庭にて。
餅つきフェローシップ
※元旦３教会合同サンライズサ
ービスはありません。
Ø 1/14（日）1:30p.m.
カウンシルミーティング
Ø 1/13（土）連合初春祈祷会＠IJCC
Ø 1/21（日）ラブラブノート配布
Ø 1/25（木）同志社香里高校来訪
*******************************************
＜主日礼拝ゲストスピーカーの予定＞
12/31（日）
1/7（日）
1/14（日）

原田憲夫牧師
原田憲夫牧師
中村裕二牧師

1/21、28（日）清水摂宣教師
2/4 （日）

清水摂宣教師

2/11（日）

中野雄一郎牧師

2/18（日）

グレイグポーター師

2/25（日）

中野雄一郎牧師

