会計報告 【2017年9月】
特別建物献金 11/12（日）: $325、月定建物献金 10 月: $1,783
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「オハナ」がいるから
楢崎 純平

マキキ掲示板
「イエスが歩かれた道」
相崎恵美
ガリラヤ地方に Jesus Trail と呼ばれる 65 キロほどのハイキングコースがある。イエスが幼年時代をお
過ごしになられたナザレと、成人してから移られたカペナウムをつなぐ道。トレイルの存在は知ってはいた
が、アウトドアな人間ではないのでこの道をハイキングすることはないと思っていた。
今年の修学旅行の引率先が国の北側になり（去年は南側担当だったのでネゲブの砂漠を越えて紅海ま
で行った）ハイキング三昧の三日間を過ごした。ガリラヤ湖南にあるイスラエル最古のキブツに泊まりそこ
から色々な場所にバスで移動。最終日のハイキングの途中で同僚が「エミ、ここはイエスが歩まれたと言
われているジーザストレイルの一部だよ」と教えてくれた。位置的にはナザレからガリラヤ湖に着く最後の
数キロの辺り。どうりでこの日は多くの外国人団体観光客とすれ違うはずだ。休憩地点で話した団体は私
の第二の故郷ミネソタ州からの聖地旅行の人たちで、イエスの歩まれた道を歩むのが主な目的だと言っ
ていた。
普段はあまり考えないが、こういう日はイエスが 2000 年前に住んでいた土地に今自分が住んでいるの
だと強く実感する。「神様、こんな素敵な機会を与えてくれてありがとう。」と、歩きながら何度も祈った。
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私のハワイ生活は、早くも４年目となりまし
た。つまり、マキキ教会での生活も４年目を迎
えたことになります。今振り返ってみると、この
3 年間はとても短く思えますが、自分の人生の
中で一番濃い三年間でした。私は、今年の 12
月でハワイ大学を卒業し、ハワイでの留学生
活を終えます。「留学生活で一番大きかったこ
とは何ですか？」と聞かれた時、ほとんどの留
学生は大学での勉強生活でのことを答えるで
しょう。でも、私は違います。私は、胸を張っ
て、「神様に出会えたことです。」と答えること
ができます。
私は、2014 年 10 月に信仰告白、2015 年
12 月に洗礼を受けて以来、神様を通して、
色々なことが語られ、色々なことを学んできま
した。マキキ教会では、司会や通訳、賛美の奉
仕をさせていただき、キャンパスでは
Intervarsity という大学のクリスチャングループ
で学生リーダーをしています。この姿を高校の
頃の私が見たら、びっくりして腰を抜かすでし
ょう。なぜなら 4 年前の私は、人前で話したり、
グループでリーダーをできるような人間ではな
かったからです。このように成長できたのも、
マキキ教会の 皆様のサポート、日々のお祈
りがあったからです。私自身、感情を 表現す
るのが下手なので、この場を借りて改めて感
謝を伝えたいと思います。マキキ教会でお世

話になった皆様、本当に 3 年半ありがとうござ
いました！
卒業が近づくにつれ、「卒業した後はどうす
るの？」と聞かれることが増えてきました。そ
の度に「日本で大学院に行きます。」と答えま
す。しかし、まだどの大学院に行くかは、決ま
っていません。第二言語教授法を専攻してい
たため、将来は日本の中学高校で英語の先生
になりたいと考えています。そのためには、教
員免許を取得しなければならないため、同時
に大学院も卒業しようとしています。試験は、
卒業後 2018 年 1 月、2 月にまだ控えていま
す。神様と出会う前の私だったら、卒業後の行
き先がどこになるか分からない不安に押し潰さ
れていたかもしれません。でも、今の私は違い
ます。神様の計画は素晴らしいことを知ってい
ます。このことを思う度に、中川新也兄が今年
のスプリングキャンプでシェアしていた「置か
れた場所で咲きなさい」という、渡辺和子氏の
言葉が思い出されます。この言葉は、コリント
人への手紙第一 7 章 24 節「おのおの召された
ときのままの状態で、神の御前にいなさい。」
から来ています。どこに置かれるかは分かりま
せんが、どこでも力強く咲きたいと思っていま
す。
（→裏面に続く）
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（→前ページからの巻頭言の続き）
ハワイは、人が来ては、人が去っていく場所
です。私自身も 3 年の間マキキ教会の尊敬
するユースの先輩方を見送ってきました。
まさか自分の番がこんなに早く来るとは思って
もいませんでした。正直、マキキ教会を離れた
くありません。まだここにいたいです。でも一つ
言えることは、私自身も先輩方も次の地へと旅
立っていけるのは、神様がいるから、そしてこ
こホノルルの地に素晴らしい神の国の「オハ
ナ」がいるからです。神の国にいる限り、皆繋
がっています。なので、さよならとは言いませ
ん。これからもマキキの「オハナ」としてよろし
くお願い致します。

< ご意見箱から＞
1. 現在、教会でサポートをしている宣教師の
方はどなたでしょうか。
(お答え)現在、サポートをしているのは音楽宣教
師のデュオ高瀬とＪＣＦＮの２箇所です。サポート
内容については、現在、予算策定中ですので、
そこでご確認ください。なお、JCFN の隔月のニュ
ースレター（報告）は、階下社交室の掲示板をご覧
ください。
2. 礼拝はおごそかなものなので、心静めて
始められるようにしたほうが良い。
（お答え）１１時２０分には席に
着き、神様に心を向けて始まり
を待ちましょう。お友達やゲスト、
新来者のみなさんとの交わりは
それまで、もしくは礼拝終了後に
お願いします。

NMC からの報告
11 月 12 日（日）にカウンシルミーティン
グが行われた。
☆スチュワードシップ
ホップクラスの証しを礼拝にて行いた
い。→31 日の礼拝に行うのはどう
か？ 未定。
☆礼拝部
クリスマス礼拝 12 月 24（日）
通常通りの時間にて礼拝
クリスマスイブ礼拝 5:30p.m.
日英合同 その後サパーあり
1 月の礼拝説教者
第 1 主日 原田牧師
第 2 主日 中村先生
第 3 & 第 4 主日 清水摂宣教師
☆ラブラブノート 2018 年度は、各部で
管理を行うことにする。
☆新改訳聖書 2017 の教会としての取
り扱いについて→連合にて、聞いて
みる。
☆ ヤンジェネのアカウント作成→JMC
にて、承認をもらう。
☆今年のカウンシルリトリートは 12 月 2

日（土）9：00～。

JMC の報告
10 月 23 日に行われた JMC からの報告
は以下の通り。
○ 日本語部：カウンシル選考について。
中台牧師ご滞在について。
清和修学旅行。
メンバーの小林隆司兄召天。
○ パスターウエイン：UCC では今後数年
に渡り、キャピタルキャンペーンを行っ
ていく。
年金の積立不足分、今後のリーダー
シップの育成等に充てられる。
○ パスターグロリア：カイルアクリスチャ
ン教会での礼拝のご奉仕をした。
○ その他：フェスティバルの売上は速報
値で約 28,000 ドル。
会堂正面の塗装ならびに窓の日除け
について見積もりを取る。
○ 次回の JMC は 11 月 27 日。

今後の予定
Ø 12月2日（土）8:30a.m.
カウンシルリトリート
Ø 12/3（日） 2:00-5:00p.m.
AHJCC 「心に光を」クリスマスリハーサ
ル ＠オリベットバプテスト教会
Ø 12/7（木）
• クリスマス奉仕者感謝ランチョン
11:30a.m.＠USH
• AHJCC 「心に光を」クリスマス
開場6：30p.m. 開演7：00p.m.
会場：オリベット・バプテスト教会
Ø 12/18（月） 10:00a.m.& 7:00p.m.
ミニチャーチリーダー会
Ø 12/24（日）
• 主日クリスマス礼拝 7:30 & 11:20a.m.
• 日英合同イヴ礼拝 5:30p.m. (礼拝後
サパー)
Ø 12/25（月） クリスマス
教会お休み
Ø 12/27（水）-1/1/2018（月）
Equipper Conference

【2018 年約束献金】
約束献金用紙は礼拝時、年内にキャ
ラバッシュへご提出ください。また、来
年１年分の献金封筒は希望者のみに
作成します。ご希望の方は、週報ラッ
クにある黄色い申し込みカードを、約
束献金用紙と一緒にキャラバッシュへ
ご提出ください。

Ø 12/31（日）
年末感謝礼拝
聖書マラソン表彰式
************************************************
＜12 月の主日礼拝ゲストスピーカー＞
12/3 ウェイン・イバラ牧師
12/10、17、24、31 原田憲夫牧師

