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【ＮＹめぐみ教会始動
ＮＹめぐみ教会始動
ＮＹめぐみ教会始動】

立石 尚志

皆様お変わりありませんか。こちらの働きを
皆様お変わりありませんか。こちらの働きをいつも心に
お変わりありませんか。こちらの働きをいつも心に
覚えてくださりありがとうございま
覚えてくださりありがとうございます。
ありがとうございます。ＮＹは 4 月に入
ってからも雪が降ったりして
ってからも雪が降ったりして今年はなかなか本格的な春
なかなか本格的な春
がやって来ない状況ですが、
がやって来ない状況ですが、教会
教会の方は主の導きにより、
は主の導きにより、
宣教の新しいシーズン
宣教の新しいシーズンに早速
早速踏み出しました。
踏み出しました。いよいよＮ
Ｙめぐみ教会が始動
Ｙめぐみ教会 始動しました
しました。

■新しい
新しい場所での礼拝あれこれ
での礼拝あれこれ
●リッジウェイ
リッジウェイ教会はとにかく
教会はとにかく
教会はとにかく熱心な教会で
教会で、土曜日夜
、土曜日夜

（写真は初回 3 月 18 日の礼拝の記念撮影です）

6:00
0、日曜日は朝
、日曜日は朝 8:15 そして 9:30、11:00
11:00 からと礼拝が
礼拝が

います。3
います。 月最終週のウェルカム
月最終週のウェルカム礼拝には、今まで学びに
は、今まで学びに

四回も行われています
四回も行われています。
。日曜日の 9:30 の時間帯は礼拝と

参加されていたご家族がいらしてくださいました。これ

同時に幼児から大人までの日曜学校が行われており、教

らの方々が礼拝につながっていくように
らの方々が礼拝につながっていくように祈っています。
祈っています。

会が経営する
が経営する幼稚園の部屋をも含め、教会中のすべての
幼稚園の部屋をも含め、教会中のすべての

■ああ、片付け！
ああ、片付け！

部屋が使われています。
部屋が使われています。早速、私たちの教会員の子
早速、私たちの教会員の子ども
早速、私たちの教会員の子ども

近隣の日本語教会の中には私たちがこちらに来てからの

たちもその教会学校に
たちもその教会学校に楽しんで
楽しんで通うようになり、喜んで
通うようになり、喜んで

15 年間に二度も三度も引っ越しをして来た
年間に二度も三度も引っ越しをして来た日本語
日本語教会

います。

が NY 地区に三つありますが、
三つありますが、
三つありますが、私たちの教会
私たちの教会はグリニッチ
グリニッチ

●一方、
一方、新しく始まった私たちは
新しく始まった私たちは
新しく始まった私たちは、と言いますと、
言いますと、11:00
11:00

にほぼ 23 年も居たの
も居たので、引っ越しの恵みと苦しみとを味

からの枠に入れて頂き、一息
からの枠に入れて頂き、一息置いた 11:10 から 12:40 ま

わっています。

でユースルーム
ユースルームをお借りして
をお借りして礼拝
礼拝を始めました
始めました。米国人
米国人ユ

■春の
春の大人、キッズ
キッズゴスペルも始動
ゴスペルも始動

ースたちが退出し終わった
ース
が退出し終わった 10:45
10: くらいから大急ぎで
くらいから大急ぎで部

春のゴスペルワークショップ
春のゴスペルワークショップが始まりました。新しい教会
が始まりました。新しい教会

屋のセットアップ
屋のセットアップを行い、なん
を行い、なんとかギリギリ
ギリギリ 11:10 から礼

でクワイア
クワイアのメンバー
メンバーも喜び楽しんで参加しています。神
も喜び楽しんで参加しています。神

拝を始められている
拝を始められているという感じです。
という感じです。

様に心が開かれていくようお祈りください。

●全員で
全員で最初の賛美と祈りの
最初の賛美と祈りの時間を過ごした後、子ども
最初の賛美と祈りの時間を過ごした後、
ども

＜子どもコーナー＞

たちは「リッジウェイ
たちは リッジウェイ・キッズ
・キッズ」という 11 時台の子ども
子どもプ
ログラム（英語）に移動し、礼拝の最後にまた
ログラム
に移動し、礼拝の最後にまた戻って来ま
に移動し、礼拝の最後にまた
来ま
す。今まで毎週聞いてきた
す。今まで毎週聞いてきた日本語での聖書
日本語での聖書のお話しの時
日本語での聖書のお話しの時

恵利也＆安奈：先日初めて家族で恵利也の
恵利也＆安奈：先日初めて家族で恵利也のラグビー
ラグビーの試合観戦に
の試合観戦に
行き、その夜、恵利也の洗礼 1 周年、安奈の洗礼 2 周年のお祝
いとしてホワイト・プレーンズ
いとしてホワイト・プレーンズ
ホワイト・プレーンズにあ
る「牛角」レストラン
る「牛角」レストランに家族で繰り
家族で繰り

間は残念ながらなくなりましたが、その分、多くの子ど

出しました。家族で何かをしたの
出しま た。家族で何かをしたの

もたちと一緒にしっかりした聖書教育を受けることがで
たちと一緒にしっかりした聖書教育を受けることがで

は本当に久々。安奈は既に志望大
は本当に久々。
は既に志望大
学は合格していますが、もう一校
学は合格していますが、もう一校

きることを感謝しています。

結果待ちです。主の御心の大学
結果待ちです。
大学が

●主
主に感謝！リッジウェイ
リッジウェイに移って来た最初の週から
に移って来た最初の週から
に移って来た最初の週からク

示されるようにお祈りください。

リスチャンのご夫妻が礼拝に参加してくださるようにな
リスチャンのご夫妻が礼拝に参加してくださるようにな
り、また今月から
り、
今月からは新しいファミリー
ファミリーも参加
も参加（まずはご主人が、
（まずはご主人が、
ご家族は 7 月から）し始めました
始めました。
。更に、リッジウェイ
リッジウェイ教会の日
教会の日
本人女性たち、ＨさんとＭさん
本人女性たち、ＨさんとＭさん（長年の宣教協力メ
、ＨさんとＭさん
宣教協力メンバーで聖美の祈
聖美の祈
りの友）も礼拝に参加してくださるようになり励まされて
りの友 も礼拝に参加してくださるようになり励まされて

＜祈りの課題＞
・リッジウェイ教会と良い協力関係、信頼関係のために
教会と良い協力関係、信頼関係のために。

・移転に伴う作業と手続きが守られるように。
・礼拝者、働き人、求道者、信仰決心者が与えられるように。
・礼拝者、働き人、
信仰決心者が与えられるように。
・家族（親たち、子どもたち、私たち）の健康と霊性が守られるように
の健康と霊性が守られるように。
・後任の備えのために。

「イースター
イースター
イースターの恵み」 今村 裕子
イースターは私に特別な意味を持つ
イースターは私に特別な意味を持つ
シーズンです。それは、私が神様に出
です。それは、私が神様に出
会った時であり、新しく生まれ変わっ
た時であり、
であり、人生を振り返りながら十
字架の意味をじっくり考える事がで
きるからです。
私が神様に出会ったのは、2001
私が神様に出会ったのは、2001 年
のイースター
イースター礼拝でした。
礼拝でした。アメリカ
アメリカに引っ越してきて間も
に引っ越してきて間も
ない頃、母がグリニッチ
ない頃、母がグリニッチ教会の
教会のチラシをスーパー
スーパーで見かけ
で見かけ
たのがきっかけでした。７歳の記憶ですが、とても晴れ
た気持ちのいい日で、広い芝生で
た気持ちのいい日で、広い芝生でエッグハント
エッグハントをし、
をし、ウサ
ギの着ぐるみが登場したように思います。それから家族
の着ぐるみが登場したように思います。それから家族
で礼拝に通うようになりました。とても大きな祝福です。
その二年後、両親は立石先生から洗礼を授かりました。
このころから私は自分の罪の自覚と救いを求める心があ
このころから私は自分の罪の自覚と救いを求め る心があ
りました。特に、嘘つきだった私は「嘘をつきそうにな
ったら、神様が私の舌を切って下さい」と冷や汗をかき
ながら必死に祈ったことは忘れられません。幸いなこと
に舌は切られませんでしたが、舌が絡まって「嘘をつい
てはならない」と神様から言われる経験をしました。
帰国後の教会でも、幾度も「洗礼受けないの？」と聞
かれましたが、後ろ向きに水の中に沈められる両親の姿
がトラウマ
トラウマで断っていました。松原湖
で断っていました。松原湖バイブルキャンプ
で断っていました。松原湖バイブルキャンプ
バイブルキャンプや
教会の中高生会で信仰に燃やされて行きつつも、信じて
いるから大丈夫、いつか受けられると思っていました。
再度父の転勤が決まった時、
再度父の転勤が決まった時、
「アメリカで洗礼受けます」
で洗礼受けます」

【立石尚志・聖美宣教師を支える会会計報告】
皆様の尊いご支援を感謝致します。「
「2017/12/22～2018/
2018/2/20 扱い分」
項

目

1 月 (円 )

2 月 (円 )

収
入

支える会口座

674,50
00

483,5500

LMJ 口座
口座経由献金

102,000
00

116,0000

0

2

776,50
00

599,502
502

835,742
742

224,042
042

LMJ 利子
小

計

前月より繰り越し
合

支
出

1,612,242
242

823,544
544

宣教支援金1（＄4000/
4000/月LMUSA宛）

1,345,320
1,345,32

0

宣教支援金2（
（ﾎﾞｰﾅｽ、教育支援金）

0

0

帰国準備、他積立へ

0

140,00
0,000

支える会経費
支える会経費(ﾚﾀｰ発送費等 )

4,880

48,824
824

LMJ 事務局費 5%

38,000
,000

29,00
29,000

1,388,200
200

217,824
824

224,042
042

605,720
720

1,612,242
242

823,544
544

小

計

計

次月へ繰越し
合

計

備考： 1 月宣教支援金1（＄
（＄4000×3 ヶ月分）をＬＭＵＳＡへ送金。

ｸﾞﾘﾆｯﾁ教会 OB のお嬢様の信仰の証し
《編集後記》今号のお証しは
《編集後記》今号のお証しはｸﾞﾘﾆｯﾁ
です。
信仰のﾊﾞﾄﾝが受け継がれる働きを見せて下さった主
信仰の
が受け継がれる働きを見せて下さった主を賛美い
が受け継がれる働きを見せて下さった主 賛美い
たします。いよいよ新しくﾆｭｰﾖｰｸ州内での働きがｽﾀｰﾄし、
いよいよ新しくﾆｭｰﾖｰｸ州内での働きがｽﾀｰﾄし、礼拝には
新しい方もみえているとのこと
新しい方もみえているとのこと、感謝です。続けてお祈りくださる
よう、お願いいたします。
よう、お願いいたします。 （支える会メンバー
（支える
バー 小川 節子）
）

とすっと返答出来たことから事が動き、アトランタの教会
の教会
に行ってすぐ「では、早速準備
に行ってすぐ「では、早速準備クラスを始めましょう」
を始めましょう」
と言われてびっくりしました。しかし、これ
と言われてびっくりしました。しかし、これくらい強制
くらい強制
的でないと私はきっとまた逃げていたでしょう。次週、
集い始めた
い始めた教会で、
教会で、滴礼での
礼での洗礼式がありました
ありました。私は
。私は
これを見て、神様は私が安心して洗礼を受けられるため
にこれまで全てを準備されていたのだと感動しました。
主は私の事を良く知っておられました。そして、
主は私の事を良く知っておられました。そして、2008
2008 年
中学３年生のイースター
中学３年生のイースター礼拝で、
礼拝で、滴礼による洗礼
滴礼による洗礼を受けま
を受けま
した。
した
大学時代は日本で KGK（キリスト
キリスト者学生会）という
者学生会）という
者学生会）というクリ
スチャンサークルで活発に関わり、現在は
スチャンサークルで活発に関わり、現在はキリスト教育に
で活発に関わり、現在は
教育に
基づいた児童養護施設で働いています。
基づいた児童養護施設で働いています。私が洗礼を受け
私が洗礼を受け
たのが「たまたま」
たのが「たまたま」イースター
イースターだったのかもしれません。
だったのかもしれません。
しかし、神の御業なくては、私はここまで歩むことは出
来ませんでした。今年も、私が受けるべきだった釘とい
ばらで刺された体と十字架刑を想像します。その代価を
払ってでも、私に天国へ続く光の道を歩んで欲しいと
払ってでも、私に天国へ続く光の道を歩んで欲しいとリ
ードして下さる主の愛の大きさに心までも痛めつけられ
ードして下さる主の愛の大きさに心までも痛めつけられ
ます。年を重ねていくごとに、神様の憐れみと愛の大き
さを学んでいく私は、自分の醜さと主の偉大さに戸惑い
ますが、子供だった頃の心を思い出して「もうあなたは
赦されている」という神様の
という神様のメッセージを素直に受け入れ
を素直に受け入れ
ながら歩んで行きたいです。
（裕子さんは、昨秋
裕子さんは、昨秋 12 年ぶりに NY を訪れ、我が家に泊まって
くださいました。現在東伏見福音
くださいました。現在 東伏見福音キリスト教会
教会会員です。）
献金教会のリスト（アイウエオ順、敬称略）
献金教会のリスト（
順、敬称略）
＜教 会＞（支える会＆ＬＭＪ経由＆訪問献金）
生田丘の上ｷﾘｽﾄ教会、
生田丘の上ｷﾘｽﾄ教会、石岡ｷﾘｽﾄ教会、宇都宮聖書ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教
石岡ｷﾘｽﾄ教会、宇都宮聖書ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会、大麻福音
石岡ｷﾘｽﾄ教会、宇都宮聖書ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教
大麻福音
ｷﾘｽﾄ教会(2)、
ｷﾘｽﾄ教会 、大磯ｷﾘｽﾄ教会(3)、
大磯ｷﾘｽﾄ教会
鹿島福音
鹿島福音ｷﾘｽﾄ教会、神栖めぐみｷﾘｽﾄ教会、
神栖めぐみｷﾘｽﾄ教会、
かもい聖書教会(2)、
かもい聖書教会 、川越聖書教会、観音寺聖書教会
観音寺聖書教会(2)
(2)、行田ｶﾍﾞﾅﾝﾄ教会、
ｷﾘｽﾄ教朝顔
教朝顔教会、ｸﾞﾚｰｽｺﾐｭﾆﾃｨｰ、
ｸﾞﾚｰｽｺﾐｭﾆﾃｨｰ、興戸
興戸ｷﾘｽﾄ教会、甲府ｷﾘｽﾄ教会、こどもの
こどもの
国ｷﾘｽﾄ教会、
ｷﾘｽﾄ教会、相模原福音ｷﾘｽﾄ教会
相模原福音ｷﾘｽﾄ教会、佐倉福音ｷﾘｽﾄ教会
、佐倉福音ｷﾘｽﾄ教会(2)、札幌中央福音
、佐倉福音ｷﾘｽﾄ教会 、札幌中央福音
ｷﾘｽﾄ教会(3)、自由ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会
ｷﾘｽﾄ教会
自由ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会外部伝道支援会
外部伝道支援会、湘南
湘南ﾘｽﾄ教会、湘南のぞ
湘南のぞ
みｷﾘｽﾄ教会(2)、湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝｷﾘｽﾄ教会
みｷﾘｽﾄ教会 、湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝｷﾘｽﾄ教会
、湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝｷﾘｽﾄ教会(3)、白岡福音ｷﾘｽﾄ教会
ｷﾘｽﾄ教会、白金ｷﾘｽﾄ
白金ｷﾘｽﾄ
教会(2)
(2)、菅ｷﾘｽﾄ教会、
ｷﾘｽﾄ教会、宣教教会、善通寺ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教
善通寺ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会、高松西ｷﾘｽﾄ教会(2)
高松
(2)、
たまﾌﾟﾗｰｻﾞｷﾘｽﾄ教会(2)
たまﾌﾟﾗｰｻﾞｷﾘｽﾄ教会(2)、茅ケ崎教会((3)、つがる福音ｷﾘｽﾄ教会
つがる福音ｷﾘｽﾄ教会、鶴川福音
鶴川福音
教会((3)、田園宮前ﾁｬﾍﾟﾙ、
田園宮前ﾁｬﾍﾟﾙ、東海ｷﾘｽﾄ教会
東海ｷﾘｽﾄ教会、十日市場めぐみｷﾘｽﾄ教会
十日市場めぐみｷﾘｽﾄ教会(22)、
長津田ｷﾘｽﾄ教会、
長津田
中野
野島ｷﾘｽﾄ教会、中山
山ｷﾘｽﾄ教会(2)、浜田山ｷﾘｽﾄ教会(
浜田山
(3)、
北栄ｷﾘｽﾄ教会、本郷台ｷﾘｽﾄ教会
北栄ｷﾘｽﾄ教会、本郷台ｷﾘｽﾄ教会(2)、松見ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会
、松見ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会
松見ヶ丘ｷﾘｽﾄ教会(2)、宮崎北聖書ｷ
、宮崎北聖書ｷ
ﾘｽﾄ教会(2)、めぐみの丘ﾁｬﾍﾟﾙ、
ﾘｽﾄ教会
めぐみの丘ﾁｬﾍﾟﾙ、横浜永谷ｷﾘｽﾄ教会、
横浜永谷ｷﾘｽﾄ教会、横浜緑園ｷﾘｽﾄ教会
横浜緑園ｷﾘｽﾄ教会
横浜緑園ｷﾘｽﾄ教会(2)
（以上 47 教会、73
73 件）
＜個 人＞ 計 32 名、41 件、3 教会有志
★お願い：献金をお送り下さる方で、ゆうちょ銀行
お願い：献金をお送り下さる方で、ゆうちょ銀行
お願い：献金をお送り下さる方で、ゆうちょ銀行(旧郵便局
旧郵便局)口
座をお持ちの方は、
「支える会宛て払込取扱票」で
「支える会宛て払込取扱票」ではなく、
なく、
「口座
間送金」をご利用いただきますと、双方共に手数料が無料です。
ご無理のない範囲でご協力頂けましたら感謝です。
頂いた振込票メッセージより
受洗された方のお証し、どの号の方もはっきり
どの号の方もはっきり
2/9 Ｓご夫妻様 受洗された方のお
として、先生方を主が豊かにお用い下さっておられることを知ら
として 先生方を主が豊かにお用い下さっておられることを知ら
され主を崇めています。ご家族の健康が守られ
され主を崇めています。 家族の健康が守られ、益々
、益々復活の証人
復活の証人
として用いられますよう、お祈りしていま
として用いられますよう お祈りしています。
2/27
27 F ご夫妻様 主の守り豊かにありますよう。新しい地での聖
務の為に！
(掲載させて頂いたメッセージはほんの一部ですが、立石夫妻は全てのメッセージ
掲載させて頂いたメッセージはほんの一部ですが、立石夫妻は全てのメッセージ
に目を通して大変励ましを受けております。感謝申し上げます。
に目を通して大変励ましを受けております。感謝申し上げます。)

