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キャンプに参加して

マキキ掲示板
〜日食〜
皆さんは、8 月 21 日の朝、日食をご覧になったでしょうか。メインランドでは太陽が完全に月に
隠れる皆既日食を見られた地域も多く、かなり盛り上がっていたようですが、ここハワイでは日
の出の時に既に欠けた状態にあり、最も欠けたときでも全体の 3 割ほどでしかも日の出から１
時間ほどで終了してしまったのでそれほど大きな話題にはなりませんでした。日食とは太陽と地
球の間に月がはさまることによって起こる現象で、月の裏側に太陽が隠れることになることか
ら、日食が起こるときは常に新月となります。今回、見逃した方、次回、ハワイで日食が見られる
のは 2024 年 10 月 2 日の日の出時で、半分以上が欠けるようです。また、皆既日食はハワイで
は見ることが少なくともこれから 100 年の間には出来ませんが、それに近い、92％が欠ける日
食は 2046 年 2 月 5 日のお昼過ぎに見られるようです。そこまで生きているかどうか、またハワ
イにいるかは微妙なところですが。
小林 潤
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毎年、このキャンプに参加して思うのは、神の

「あなたの御言葉は私の足のともしび、私の道

家族のありがたさです。初めて参加する家族や

の光です」（詩篇 119:105）をテーマとして、毎年

中高生が、最初は緊張した面持ちであるものの、

恒例のファミリーキャンプが 8 月 18～20 日までノ

賛美を共にささげ、いっしょにアクティビティーを

ースショアー・ワイアルアのキャンプホメラニにて

楽しみ、食卓を囲み、3 日目の朝の分かち合い

行われました。今年は３日間、非常に心地よい風

の時間でこのキャンプがいかに楽しかったかと

が吹き、それほど蒸し暑くもなく、朝晩は少し肌寒

いう証を聞くと、神様の彼らへの働きかけを感じ

く感じるくらいの天候にも恵まれ、いつものように

ます。今年は特にプリスクールの家族のほか

のんびりと、神様がお造りになった自然に触れな

に、すでにお子さん方が大きくなった英語部の家

がら過ごす週末となりました。また、今年は去年

族の方が教会に来ている中高生をガーディアン

以上にプリスクールのご家族の参加が多く、いつ

として預かり、参加しているケースが何人かあり

もは全く接点のない小さな子供たちや、若いお父

ました。

さん、お母さんたちと交わりの時間が持てたこと

もう一つ、今回のキャンプの大きな恵みは、マッ

も大きな祝福でした。このキャンプはここ数年、参

クス兄が参加してくれて、快く賛美の奉仕を引き

加者が少なくなってきていて毎年、キャンプをどう

受けてくれたことでした。キャンプの少し前から、

するかが話し合われていますが、土曜日の昼食

いつも賛美を担当してくださる Uncle Colin と日本

時には 100 人を超える人数が集まり、恵まれまし

語部の参加者との間で賛美の日本語の部分をど

た。今年で 10 回目の参加となるうちの息子ももう

うしようというメールがやり取りされていました。と

すぐ 11 歳になりますが、小さいときからずっとこ

いうのも今回のキャンプに参加する大学生が純

のキャンプは夏休みの楽しみにしているイベント

平兄しかいず、彼だけに負担をかけるのもどうか

の一つで、今年は同年代の子供が少なかったも

ということで、最悪、私が賛美に加わるなどという
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のの中高生のグループに混ぜてもらいゲームや

案も出ていました。そんな中、マックス兄がキャン
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スポーツをエンジョイし、帰ってきた日の夕飯は、

プに参加するということでお願いをしたところ、二

残念ながら仕事の都合で１日だけの参加になっ

つ返事で了解してくれ、6 年のブランクがあると

てしまった妻にいかに今回のキャンプが楽しかっ

は思えない賛美リーダーぶりを発揮してくれまし

たかの話が尽きませんでした。

た。（裏面へ続く→）
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NMC からの報告

JMC の予定

今後の予定

（→前ページからの巻頭言の続き）
神様は本当にいつも必要なものを備えてくださる
のだなあ、と感謝でした。マックス、本当にありが
とう。
今回、一つ残念だったのは、日本語部からの
参加者が少なかったことです。以前は、日本から
の旅行の方の参加もありましたが、最近はそれ
も少なくなってきたように感じます。ハワイを訪れ
る日本人の観光客は半分以上がリピーターとい
うことで、その方々の中には観光客が行かない
ハワイ、ローカルの方との交わりを体験したいと
思っていらっしゃる方が多くいらっしゃると聞いて
います。このキャンプこそ正にその希望をかなえ
る機会だと思うので、来年以降、そんなことをア
ピールしてプリスクールのみならず、日本語部の
参加者が増えればいいな、と思いました。
最後に、毎年、このキャンプを企画してくださる
英語部の方々、また、今回、荷物の運搬、スナッ
ク等の買出し等を引き受けてくださった日本語部
の方々にも感謝します。また、来年、一緒に楽し
みましょう。

8 月 13 日（日）にカウンシルミーティングが行わ
れた。
☆ オフィス
藤浪先生が 12 月を持ってカリヒユニオン教
会を退職される。
☆ スチュワードシップ
EC ファンドレイズ 『スパムむすび』は、9/3、
10/15、11/19 の予定。
☆ 宣教部
牧師館の管理者を決めてほしい。ベッドの土
台部分がひとつ足りないので、それの補充も
お願いしたい。
☆ 桑子里美姉カウンシル辞任について。
群れの育成部は部員の方々のサポートによ
り、新たなカウンセルを立てなくてもよい。
☆ Interim 牧師
土屋先生のご友人、白岩先生。現在サンフラ
ンシスコ在住。毎週、ロサンジェルスの教会
での牧会のサポートのため、1 月以降で問い
合わせ中。（小林潤兄）→返事待ち。
☆ 青年会 Fund の閉鎖について
JMC にて承認をもらった後、閉鎖とする。
☆ スタンド ウイメンズ ミニストリー
以後スチュワードシップ部の傘下に属す
る。
☆ サンデースクールは 9 月以降第 1 主日も行
う。
☆ FLOW からの報告
現在のコミッティーは、あらかたの方向が決
まったことによって解散。人数を少なくして、
新たなコミッティーを立ち上げる。（7 人くらい
で結成予定）
☆ 牧師選考委員会について
毎月一度のミーティングが行われているが、
詳細についてはプライバシーの問題もあり、
選考委員に任せることとするが、会衆への説
明として、選考委員の方で掲示物を作成する
とのこと。

7 月 24 日に行われた JMC からの報告は
以下の通り。
○ 新しいトレジャラーにブライアン・グ
ー兄が就任。
○ 英語部：新しいクワイアの責任者が
決定(Keone Ishii)。
○ 日本語部：牧師選考委員について。
Interim Pastor の現状。結婚式２件。
○ プリスクール：
サマースクール（6 月 5 日～7 月 18
日）は 82 名、新年度（7 月 31 日～）
は 76 名が登録している。さらに 4 名
が 2 才になるまでウエイティングにな
っている。
エアコンが全教室に入る。
FLOW のこれからの委員会に２名を
送る事にした。Sandy 姉と Ed 兄。
7 月 27 日、新入園生の歓迎会。
○ その他：ホクイワとの契約について。
○ その他：ヤングライフより厨房使用の
許可依頼→引き続き彼らからの提案
を待っている状況。
○ 次回、JMC は 8 月 28 日。

Ø 8月28日（月）10:00a.m.&7:00p.m.
ミニチャーチリーダー会
Ø 9月3日（日）聖餐式
ゲストスピーカー グロリア・イマムラ牧師
ECスパムむすびファンドレイズ
DVDアフタヌーン1:30p.m.＠OAM
ヤンジェネフェローシップ2:00p.m.
Ø 9月4日（月）Labor Day
教会お休み
Ø 9月10日（日）
ゲストスピーカー黒田摂姉ビデオメッセージ
カウンシルミーティング 1:30p.m.
Ø 9月17日（日）
ゲストスピーカー グレイグ・ポーター兄
Ø 9月24日（日）
ゲストスピーカー 山田エノク兄
Ø 10月1日（日）〜10月6日（金）
フェスティバル準備ウィーク
Ø 10月7日（土）9:00a.m.〜1:00p.m.

サンクスギビングフェスティバル「トレジ
ャーアーク（掘り出し物市）」のドネーショ
ンはカンファレンスルームにて受け付け
ています。

サンクスギビングフェスティバル

