
北東日系クリスチャン修養会2022
村井優人牧師

第35回北東日系クリスチャン修養会(North East 
N ikke i Chr is t ian Conference=NENCC)
は、2022年2月26日（土）9:00am-15:45pm、講
師に、日本から、関野和寛牧師（日本福音ルーテル
教会、ルーテル津田沼教会牧師）をお迎えして、開
催されました。テーマは、「クリスチャンの常識は世
間の非常識」。これは、同牧師がお若いころ、先輩の
牧師先生から教えられたことでした。つまり、教会用
語・聖書用語は、世間で通用しない、という意味でした。

委員の玉井牧場、前田紀子、ユウ由美、村井優人、村井春美は、先回修養会
後、一年にわたり準備会を開き、関野牧師も招き、準備してきました。テーマ
はチャレンジな内容ですが、ズームでお会いする関野牧師はお若くて魅力的
です。期待が高まります。

コロナから、昨年に続く、2回目ズーム・オンライン修養会そのものは、ほぼ、
午前10時から1時間、午後1時から1時間の2つのセッション。関野牧師は日本
時間の真夜中の参加でしたが、2つのセッションでも、チャプレンである同牧
師の具体的な証が中心でしたので、これ以上続くと、参加者28名にとり、消
化できないくらい、内容の濃いものとなりました。なお、RJCと開催日が重な
らなかったら、こちらの修養会に参加したかったという方もあったとのこと。
反省です。ご参考までに、色々あった感想の一つが、以下のものです。

「とてもわかりやすく、先生の実体験に基づいたお話をお聴きすることがで
きてよかったです。救いについての広い概念を教えていただきました。救いは
プロセスでもある。毎日救われることを体験すること、先生のゴールのよう
に、私も一日一人だれかを笑顔にできたらってチャレンジを受けました。先生
のようにGood Newsを運ぶものとして歩んでいきたいです。」

書籍購入も用意されました。なかなかチャレンジングな題の本が並びます
が、教会の外の方々に向けた題名であることは容易に理解できます。同牧師
は、病院チャプレンとして、生涯、求道者でもあられます。

今後は、学びのためのオンライン修養会、コロナ解消された場合、対面での
交わり（ピクニック）、この2つを年間活動とし、地元の皆さん、地元を越えた
世界中の皆さんとつながって、NENCCを継続して行きます。みなさまの祈
りと支援をよろしくお願いいたします。NENCCのサイトは、https://sites.
google.com/view/nencc/

サニーサイド：新しい希望？
とても長かった…。
私たちが最後にキャンプを行ったのは2年以上前の2019年で、その後大変な
2年でした。ある人にとっては孤立の時であり、ある人にとっては反省の時で
あり、またある人にとっては大きなストレスと喪失でした。私たちはみなさん
のために祈りつつ、これからは楽しい時代になることを期待しています。

非常にうれしいお知らせがあります。

とても楽しみです！

コミュニティーとして再び共に交わり、賛美できる
とは奇跡のようです。英語のスピーカーはカルガ
リーのグレースポイントフェローシップからダニエ
ル・コモリ兄、日本語のゲストスピーカーはカリフ
ォルニア州ロサンゼルスにあるごすぺるシロアム
教会の稲富祐一郎牧師です。

私たちの主、救い主を賛美しほめたたえる時に素
晴らしいことが起きると期待しています。この夏、
お会いしましょう！これは本当に新しい希望です…

サニーサイドをまだ経験したことのないみなさ
ん、2022年はぜひ参加してください！

FBページ：
https://www.facebook.com/groups/2428043826

コモリ・ダニエル兄
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The 35th NENCC was 
held on Sat. Feb. 26, 
2022, with a lecturer 
from Japan, Rev. 
Kazuhiro Sekino,   
pastor of the Lutheran 
Tsudanuma Church, 
Japan. The theme of 
the conference was 
"Christian common 
sense is nonsense to 

the outside world." In other words, church and biblical terms 
are irrelevant to those outside the church.  
 

Following our conference in 
2021, the committee members, 
Makiba Tamai, Noriko Maeda, 
Yumi Yu, Masato and Harumi 
Murai, held preparatory meet-
ings several times, one of which 
was attended by Rev. Sekino. 
The theme sounded challenging 
and our expectations rose. His 
messages were joyfully received. 
 

Due to covid restrictions, the 
Conference was again held 
online via Zoom. Pastor Sekino 
participated in the middle of the night, Japan time, to accommo-
date our time here. His testimony and real-life stories as a chap-
lain/pastor was fascinating and gripping that all conferees were 
not able to digest it all. Here are some comments from the con-
ferees. "The presentation was very easy to understand and relate 
to”. “He showed me a broader concept of salvation, which is 
also a process or experiences of being saved every day”. “I was 
challenged to make someone smile every day”, which is the 
goal Pastor Sekino seeks to fulfill each day of his life. “With 
him as my model, I want to walk as a carrier of Good News 
also.. ". Rev. Sekino has written a number of books mainly 
aimed at people outside the church. As a hospital chaplain, he is 
also a lifelong seeker. 
 
In the future we would still like to maintain online learning con-
ferences together but also to encourage local in-person fellowship 
opportunities. Thank you for your prayers and support. Please 
keep in touch through https://sites.google.com/view/nencc/  □ 
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Sunnyside : A new hope? 
 

It has been so long….. 
 

The last time we had our camp was over 2 years ago, in 
2019. It’s been a tough, 2 years.  For some it has been a time 
of isolation, for others, a time of reflection, of great stresses 
and losses.  We pray for all of you and look forward to the 
exciting times ahead. 
 

It is with great excitement and joy that we announce,   
 

Sunnyside Camp 2022 is a go!!!!!!   
The dates are: July 24-30, 2022. 

 

 WE ARE SOOOO EXCITED!  
  

It will be a miracle to fellowship and 
worship together again as a community.   
 

Our confirmed English department 
speaker is Daniel Komori from Grace-
point Fellowship in Calgary and the 
Japanese department guest speaker is 
Pastor Yuichiro Inatomi of the Gos-
pel Siloam Church in Los Angeles, 
CA.  
https://www.facebook.com/gospelsiloam/ 
 
We anticipate another great camp to-
gether with old and new friends as we 
play, study, praise and worship our Lord 
and Saviour.  Hoping to see you all this 
summer!  It is truly a new hope… 
Please register as soon as you can. 
 
For all of you who have never experi-
enced Sunnyside, come join us in 2022! 
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サニーサイドファミリーキャンプ
2022

サニーサイドキャンプ2022開催!!!!!!
日程：2022年7月24日～30日

稲富祐一郎牧師

デイビッド・タノ ーキャンプ委員会

関野和寛牧師

https://sites.google.com/view/nencc/
https://sites.google.com/view/nencc/
https://www.facebook.com/gospelsiloam/
https://www.facebook.com/gospelsiloam/
https://www.facebook.com/groups/2428043826
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依藤慎太郎牧師の証

　主の御名が賛美されますように。
 
主の御名により、ご挨拶させていただきま
す。私は、日本からノバスコシア州ハリファ
ックスに来ました依藤慎太郎と申します。
よろしくお願い致します。日本の聖書宣教
会という神学校を卒業し、栃木県の教会
で牧師として働いていました。コロナ禍の
困難の中で、私たち夫婦は栄光の神様に召
され、私にとって20年以上親しく感じていたマリタイム・カナダにやってき
て、日本語伝道の立ち上げのために奉仕をすることになりました。現在、私
たちは地域にあるシェフィールド・バプティスト教会という福音派の教会
に通っていますが、その中で新しい日本人クリスチャンの集会を立ち上げよ
うとしているところです。昨年10月にも喜んで会員として加入いたしました
が、その後すぐに日曜学校の先生として招かれ、また2022年の3月にはデ
ィーコン（牧師補佐役の教会監督役員）のメンバーに選ばれ、喜んで会衆
に奉仕しています。現在はハリファックスのダウンタウンで英語を勉強して
いますが、将来的には永住権を取得し自給開拓を本格始動するために、こ
の5月から幼児教育の勉強を始める予定です。日本の多くの教会、地域の
支援教会であるシェフィールドバプテスト教会、そしてCJMの各教会と祈
り支え合いながら、ここマリタイムで最初の日本人聖書集会が始められる
ことに期待しています。

 私たち家族は、妻の安希(あき)と愛する息子の忠仕(ただし)です。私たち
夫婦は40代半ばで、息子はホッケーを愛する9歳の元気な男の子です。働
きの名称はまだ仮のものですが、ナルニア国物語の”朝びらき丸” と “主は
私達の光” (詩篇27:1, イザヤ60, ヨハネ1:5) というコンセプトが私達家族
の大好きなテーマです。

 CJMの諸教会の皆さんのために、ハリファックスの地からお祈りしていま
す。私達の歩みと働きのために、どうぞお祈りください。よろしくお願いし
ます。

金城ノリ
 私が最初にCJMに関わってから63年が過ぎまし
た。私は、ブリティッシュコロンビア州ネルソン近く
の美しいクートネー湖のほとりにあるクートネーカ
ンプのアシスタントスポーツディレクターに任命され
ました。その素敵なご縁から始まり、その後、ブリテ
ィッシュコロンビア州、アルバータ州、そしてオンタ
リオ州で、様々なミッションやミニストリーの任務を
務めてきました。そして今、私はCJMのリーダーシ
ップとして最後の月を迎えています。もしできるのな
ら、私はもう一度同じことをするでしょう。神は、私
が歩んできたその一歩一歩にいつも最善を与えてく
ださいました。

初期の頃から神が私たちにどれほどの祝福を与えてくださったのか、説明す
るには十分な時間もスペースもありません。私たちが（初期に米国にいたと
き）「肉の親族」への宣教師として活動するようカナダに「私たちを送り返し
てくれた」米国の多くの教会も神からの祝福でした。それからまた、私の愛
する「雇用者であり上司であった」クラッセン・ローズエレクトリック社のジ
ョージ・クラッセン氏は、私がカルガリーで働きながらミッショナリーをして
いた当初、仕事が必要ならいつでも戻ってくるよう私に言い、支えてください
ました。

神は、私たちが、教会の立ち上げ期や、子どもやユース、ファミリーミニストリ
ー、サマーキャンプ、バイリンガルのリトリート、スポーツミニストリー、そし
て、日本から来ている青年や学生へのディアスポラのミニストリーなどに携
わる機会を与えてくださいました。すべてが豊かな祝福の思い出です。

1988年に主が私たちをトロントに呼び、教会の働きを安定させるお仕事を
私たちに任された時、想定していた6～8年の期間が34年にまで伸びること
になろうとは思いませんでした。しかし、神は私たちの期待をはるかに超えて
忠実なお方でした。

神様とその民である皆さまの、長年にわたる誠実で寛大なご支援に心から感
謝します。CJMの新しいリーダーたちが、先行き不確かな日々に立ち向かう
中、一緒に祈り続けましょう。 

神に栄光あれ！
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荒木 泉    バンクーバー（BC） 
ピーター・チャオ   トロント（ON） 
榎 実牧師    キャンモア（AB） 
福迫徹也牧師（副理事長） バンクーバー（BC） 
マリー・ドゥアビス（書記） トロント（ON） 
堀内友幸牧師   カルガリー（AB） 
マーク・ホシザキ（会計） カルガリー（AB） 
ノリ・カナシロ（理事長） トロント（ON） 
村井優人牧師   トロント（ON） 
小笠原智仁    ウィニペグ（MB） 

トニー・シュミット牧師  バンクーバー（BC） 

バレリー・セコード  ビクトリア（BC） 

ティム・シゲミツ   エドモントン（AB） 

ケビン・ウエタ牧師  トロント（ON） 

吉野治代    モントリオール（PQ） 

             ブライアン・ラベンダー牧師 

グレースポイント・フェローシップとカルガリー日系福音教会

より、CJMの家族や友人の皆さまへ。皆様の教会へ、神の恵み

と平安がありますように! コロナウイルス大流行のこの7ヶ月

間は、教会にとって前例のない時期でした。 多くの皆さまに

とっても、挑戦や新たな機会の時であったことと思います。私

たち教会家族にとっても変化と学びの時でしたが、この危機の

さなかにも、教会家族の上に神の業と祝福を見ることができま

した。 私たちが、信仰を共にするコミュニティーとして成長

し続けることができたことは祝福です 。オンラインを使い、

最初はYouTubeを通して、そして後に毎週日曜のストリーミン

グによる礼拝の提供が可能になったことも祝福でした。 

                    田村寿宏牧師 

主にある兄弟姉妹の皆様へ、主の御名を賛美します。 

新型コロナウィルスの本格的な感染拡大が始まってから半年以上

が過ぎました。米東部フィラデルフィアにて約2年半牧会をさせて

頂いたことがありますが、その時に知り合った方々や、そのご家

族の中にも今回亡くなられた方がおり、とても胸が痛みます。 ま
ずはお亡くなりになった方々、罹患された方々に心よりお悔や

み、お見舞いを申し上げます。EJCCでは3月15日以降、新型コロ

ナウィルスの感染拡大にともない、すべての礼拝および集会を休

止しました。 翌週22日の日曜礼拝は各自各家庭にて守って頂きま

したが、3月29日以降はオンラインにて礼拝を再開し、その後祈祷

会も同様に再開することができました 。 

ユース、青年、ホームグループ、そして聖書研究会や祈り会な

どが、ズーム・ミーティングにより可能になったことも祝福で

した。  
最初の数ヶ月は、オンライン上での礼拝でしたが、7月より

私たちは教会建物での礼拝に戻りました。教会での集会に戻る

にあたり、私たちは衛生や安全について学び、新たなプロト

コールを導入し、コロナウイルス流行の中での礼拝という新た

な挑戦を体験しました。これまでのメンバーが一堂に会する礼

拝から、50人までの二つのグループに分かれての礼拝を行うこ

とにより、社会的距離を保ち、礼拝後には座席やドアノブなど

を消毒し、必要に応じてプレキシガラスのパーティションを使

い、可能な限りの安全を保てるようにしました。これらの全て

は新しい挑戦でしたが、教会を可能な限り安全に保つための手

段の導入を、献身的な教会メンバーたちが手伝ってくれたこと

に感謝しています。特にこのような時期、お互いを支え、祈り

合うことを忘れないようにと願い祈ります。 
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現在もオンラインにて礼拝および各集会を継続中です。オンライ

ン礼拝には勿論、様々な制限や問題もありますが、同時に多くの

メリットもあることを発見できたことは主の恵みでした。まずは

仕事や進学、結婚等で遠方に引越しをされた方々や、近くに日本

語の教会がない方々とオンライン礼拝を通じて再会し共に礼拝を

捧げることができるようになりました。また病気や体力的な問題

で物理的に教会に通うことが困難な方々も、オンラインであれば

自宅から交わりに参加することができます。一方、オンラインに

アクセスできない方々や新来会者の方にどのように対応するのか

という課題もあります。物理的な集会を再開するにしても感染予

防のために様々な制約があり、以前と同じ状態に戻るわけではあ

りません。そのような制約の中で上記の課題をどのようにクリア

していくのか祈りつつ模索中であります。新型コロナウィルスの

世界的大流行は、これまでの教会の在り方や常識を覆す一方、永

遠に変わらないもの、私たちが本当により頼むべきものは何かと

いうことを改めて私たちに気付かせてくれたのではないでしょう

か。この大きな試練と暗闇の中で、キリストの体なる教会がまさ

に世の光、地の塩となることができますように、それぞれの教会

のミニストリーの上に主の豊かな導きと祝福がありますようにお

祈りいたします。＊ 

 

エドモントン日系キリスト教会エドモントン日系キリスト教会エドモントン日系キリスト教会エドモントン日系キリスト教会    

9802—76th Ave. NW, Edmonton, AB  T6E 1K5 
（Zion Baptist Community Church にて）  

日曜礼拝：午後２時より（バイリンガル） 

田村寿宏牧師   電話： 587-986-8161 
Eメール：tamuratoshihiro1981@gmail.com 

教会HP：www.ejcc.ca 

グレースポイントフェローシップグレースポイントフェローシップグレースポイントフェローシップグレースポイントフェローシップ    
カルガリー日系人福音教会カルガリー日系人福音教会カルガリー日系人福音教会カルガリー日系人福音教会    英語部英語部英語部英語部    

2203-15A St. S.E., Calgary, AB 

日曜礼拝：午前10時より  

ブライアン・ラベンダー牧師（英語） 

403－606－5483  
www.calgaryjapanesegospel.com 



への献金への献金への献金への献金    


オンラインオンラインオンラインオンライン献金はカナダ・ヘルプス

CanadaHelps.org   
を通して受け付けています。 

CJMのウェブサイトwww.CJMin.com 
をご覧ください。 

 
郵送郵送郵送郵送する場合： 

Canadian Japanese Ministries 
PO Box 92124  

Scarborough ON  M1W 2S0 

依藤慎太郎＆安希牧師ご夫
婦と息子忠仕君

　証〜
栃木からハリファックスへ

2022年 CJM年次集会 (Zoomにて)(Zoomにて)

5月14日(土) 12pm EDT

スピーカー：スピーカー：  横田 スタン横田 スタン牧師 牧師 
(Pastor Emeritus トロント日系人福音教会)(Pastor Emeritus トロント日系人福音教会)

集会はオンラインにて開催します。参加を希望の方は、集会はオンラインにて開催します。参加を希望の方は、
下記リンクから参加登録をお願いいたします。下記リンクから参加登録をお願いいたします。
www.cjmin.com/agm www.cjmin.com/agm oror  www.CJMin.comwww.CJMin.com

ディレクターからのレポート

金城ノリジェネラ
ルディレクター

“
主イエス・キリストは、

きのうもきょうも、いつまでも、同じです。 
へブル人への手紙 13章8節

http://www.cjmin.com/agm
http://www.CJMin.com
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石黒豊牧師
　素晴らしい主の御名を賛美致します。
ビクトリアは最近、晴天の日が多くなり、フ
キのとうも顔を出し、少しづつ花も咲き出し
春らしくなってきました。

２０２２年にビクトリア日系人教会に与えら
れました聖句は、ヨシュア記1章9節

２０２２年度のテーマ聖句は、主が私達と共に、いつもいて下さると言う力強い約
束を掲げさせていただきました。イスラエルの民は、あの橋の無い川、その川を奇
跡を見せて頂きながら渡りました。祈祷会、家庭集会から始まりましたビクトリア
での集まりも、２０００年にビクトリア日系人教会として正式に創立されました。
今まで２２年間、困難やつらい事もあったここと思います。これからも難しい事、
また課題もあるかもしれませんが、今年の御言葉にあります様に、新しい地に向
かうヨシュアを励まし導かれた同じ主が、私達と共に進んで下さいます。ここまで
導いて下さった主を見上げ、前進して行く教会でありたいと思います。

今までコロナウイルスの為、ＢＣ州よりの規制が入り、教会で集まる事ができず、Ｚ
ＯＯＭにて礼拝を行っていましたが、２０２１年の６月より教会堂にて皆で集まり、
直接、敬愛する方々とお会いし、礼拝を捧げる事が出来るようになりました。共に
集まり、素晴らしい主を崇め、賛美し礼拝する事の尊さ、嬉しさを再確認できまし
た。特に１２月に行われ
たクリスマス礼拝にて、
女性の方々によるクリ
スマスの賛美、ハーモ
ニーも素敵で、恵み溢
れる賛美でした。また
ユースの方々による賛
美もあり、皆さんと一
緒に心からの素晴らし
い主を賛美し、主の栄
光を拝することができ
ました。ハレルヤ！感謝
です。

ビクトリア教会の期待している事はCJMとの関係を深め、カナダ全土の主の働き
を通して主の栄光を見させて頂き、素晴らしい力、望み、励ましを受けたく願って
います。是非、ビクトリア教会を覚えて祈りに加えて頂ければ感謝です。宜しくお
願い致します。溢れるばかりの祝福を期待しつつ。

田村寿宏牧師
　新型コロナウイルスの世界的感染拡
大から二年が経ちました。この間、私た
ちの生活スタイルは勿論、礼拝や祈祷
会、その他諸々の集会や交わりの形式
も大きく変わりました。またワクチンパ
スポートの導入やマスクの着用、ロック
ダウンといった防疫を巡る様々な論争
は世界中のあらゆる人々の間に対立と
分断をもたらしてきました。幸い私たち
の教会ではそのような対立や分断は起
こっていませんが、新しい礼拝スタイルに戸惑いを覚え、以前のように交わりに参
加することができずにいる方々もいらっしゃいます。

今年の年間聖句を決めるにあたって、私たちはまず今年度特に目指すべき大きな
方向性について祈り、話し合いました。その結果キリストを中心としたコミュニティ
（共同体）の再構築というキーワードが与えられました。後日、そのキーワードを
元にそれぞれが祈りつつ神様から示された御言葉を持ち寄り改めて話し合った結
果、ヘブル人への手紙10章23-25節の御言葉に導かれました。

この御言葉には「私たち」という共同体を意識した主語が繰り返し使われていま
す。そしてその「私たち」が今なすべきことがその中で語られています。それは第一
に真実な方、すなわち私たちの主イエス・キリストにある希望と約束に目を留める
こと。第二にそのキリストの恵みと愛に根ざした生き方を通して互いに励まし合う
こと。そして第三に、そのためにはいっしょに集まることをやめたりせず、かえって
励まし合うことが大切であると語られています。それは神の愛が一個人の内だけ
で完結するものではなく、キリストの体なる共同体を通して、私たち一人一人のう
ちに実現するものだからです。

このキリストの体なる共同体が、そこに集う一人一人にとって慰めとなり、希望とな
り、喜びとなりますように、またそれが主の栄光を豊かに表す地の塩、世の光とし
てますます用いられますますよう祈りつつ、共に2022年を歩んで参りたいと思い
ます。

877 North Park Street, Victoria, BC
(First Baptist Churchにて)

日曜礼拝: 午後1時半より
石黒豊牧師　　778-350-0826
      vicjapanesechurch@gmail.com
      vicjapanesechurch.com

石黒豊＆美穂子牧師ご夫妻

クリスマス礼拝での青年会メンバーによる特別賛美

ビクトリア日系人教会
9802 - 76th Ave. NW, Edmonton, AB
(Zion Baptist Community Churchにて)

日曜礼拝: 午後2時より (バイリンガル)
田村寿宏牧師      587-986-8161
      tamuratoshihiro1981@gmail.com
      ejcc.ca

田村寿宏＆ひろみ牧師ご夫妻と
娘ひなたちゃん

エドモントン日系クリスチャン教会

“
約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、

しっかりと希望を告白しようではありませんか。
また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おう
ではありませんか。ある人々のように、いっしょに集まることを
やめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいてい

るのを見て、ますますそうしようではありませんか。 
へブル人への手紙 10章23-25節

“
私はあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。

恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主が、
あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。 

ヨシュア記 1章9節

tel:7783500826
mailto:vicjapanesechurch@gmail.com
https://www.vicjapanesechurch.com/
tel:5879868161
mailto:tamuratoshihiro1981@gmail.com
http://ejcc.ca
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有延千加子＆清師

　雪に埋もれた平原の寒い冬から明るい日の光に春の到来を感じさせる今日
この頃ですがアルバータ州ゆえ一日のうちに四季を経験させられる可能性も
あります。

2022年も予期しない出来事などで今後どうなることかと不安を覚える中で
私たちの神様は愛であり、全能であり、良いお方であることを今一度覚えま
す。2021年をふり返り2022を歩むこの時　主の御手が私たちを導いて下さ
っていることを覚えます。

私たちの教会、EFCレスブリッジ
では日本語伝道は国際伝道部の
一端として活動しています。この
委員会は色んな活動を計画した
んですがコロナの影響と政府の
規制変更などで多くの計画は実
現しませんでした。それでも秋の
収穫祭を教会の駐車場で行う事
ができ約１００人の異国の人たち
がつどいました。

私たち夫婦は三月初めから教会の九時の礼拝に参加し十一時半から山田啓
子さんと電話でメッセージの分かち合いと交わりのときをもっています。この
時は私たちの毎週の楽しみの一つになっています。

Zoomでの集会は日常生活の一端となりましたが当教会でも2020年から英
会話教室Conversation Caffe）をZoomでやっています。これをとうして
世界のあちこちの人たちと会話ができますが今年は地元の人たちに加えてメ
キシコ、日本、中国、それにNew West EFCからも二人加わっています。イ
ンターネット、Zoomなどのおかげでわたしたちは、ミッションコンフェレン
Vancouver）,秋のリトリート（CJG Calgary）,北東日系クリスチャンセミナ
ー(Toronto)に参加することができ大いに祝福されました。

堀内先生、マリコ女史、カルガリーの教会のみなさん、私たちを月に一度
Zoomでの礼拝に参加させていただいて本当にありがとうございました。

いつの日か又皆さんと顔を合わせて愛なる主をともに讃える時を期待しつつ。

4717-24th Ave. S, Lethbridge, AB
(Evangelical Free Churchにて)

有延千加子＆清師　　403-381-7354
      arinobu@hotmail.com
      efreelethbridge.ca

レスブリッジ福音自由教会

村井優人牧師
当教会は、昨年2021年4月4日イースター
に、対面礼拝を再開しました。が、直後、オ
ンラインに変わり、その後、本格的に対面
となったのは、6月20日の父の日礼拝から
でした。その後、日曜ズーム礼拝は、水曜
ズーム・ファローシップ・祈り会に移行し、
その後、この形式での日曜礼拝・水曜ズー
ム祈り会が継続しています。

1. 2021年12月19日のクリスマスでは、祈ってきましたY姉妹の洗礼式が
持たれ、ご主人側の家族の皆さんも証人として参加され、恵みのひと時
でしした。

2. コロナ禍の中、1月、2月、8月に、礼拝堂での結婚式が赦されたのも恵
みでした。主にある祝福を祈りました。創世記26章24－25節から、（１
）礼拝（２）家族（３）仕事、この優先順位を習慣化することが、主から
の祝福を継続する原則です。　　

3. ある姉妹の母上は仏教徒でしたが、死を前にして、死を克服された復活
の主イエス・キリストを受け入れ、洗礼の恵みに預かり、この主のおられ
る天の御国に、昨年5月、凱旋されました。　

4. 村井牧師はテントメーカーですので、教会の働きとデイケアの2つを継
続中です。こども園デイケア・センターは、エッセンシャルな働き故、コ
ロナ禍の中、開園継続中です。トロントのコミュニティーへの奉仕の一
環です。教会のほうでは、後任候補の牧師先生が与えられ、村井牧師の
リタイアも時間の問題ですが、当教会は北米長老教会所属、その会規
に従って諸手続きを進める関係で、ちょっと時間がかかるかもしれませ
ん。スムーズに行くようにお祈りいただければ幸いです。

5. 7月1日の真夜中、突然電話が鳴りました。イリノイ州在の男性が、ウエ
ブサイトで日本語教会を見つけての電話でした。村井牧師への質問
は、“What is the true religion?”約2時間後、この男性は会話を締め
くくって言いました。”It was a great conversation. I wanted to kill 
myself.”

6. お祈りは、当教会のユースの皆さんに、特に必要です。コロナ禍は、ユース
の皆さんに信仰のチャレンジをもたらしています。これは、当教会に限ら
ないことでしょう。その親の皆さんに、主よりの力づけと知恵と忍耐を祈
っています！　

最後に、今年は、連絡会のジョイ・オヴ・クリスマスがどうなるか？これもお祈
りしてくだされば幸いです。

20 Glebe Road East, Toronto ON
(Glebe Road United Churchにて)

日曜礼拝: 午後1時半
村井優人牧師　　 416-789-1902
      masmurai@yahoo.co.jp
　　www.facebook.com/userGTJC

グレーストロント日本語教会

山田啓子さんと有延千加子&清師

村井優人＆春美牧師ご夫妻

“
主に感謝せよ。主は誠にいつくしみ深い。

その恵みはとこしえまで。 
歴代誌 第一 １６：３４

tel:4033817354
mailto:arinobu@hotmail.com
http://efreelethbridge.ca
tel:416-789-1902
mailto:masmurai@yahoo.co.jp
http://www.facebook.com/userGTJC
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小笠原都子師
　この冬は雪も多く、寒さも厳しい冬でした。「運転に気をつけて」「暖かくし
てお過ごしください」この挨拶がいつも以上に実感を持って交わされていまし
た。このような厳しい気候の中でも月に一度の礼拝を休むことなく続けられた
のはありがたいことでした。今は小さな集
まりとなっていますが、小さな集まりなら
ではの良さもあります。病を得た方やご家
族に問題を抱えた方など、祈りを必要と
する方が礼拝の最後にそのことを伝える
と即座に皆で祈る、礼拝に出席できない
方のことを思い皆で祈る、この厳しい冬を
皆が無事に過ごせるように祈る、そのよう
なことが以前にも増して活発に行われる
ようになりました。

マニトバにも少しずつ春がやってきていま
すCOVID-19に関する各種の規制は3月でほぼ全てが解除されましたが、引
き続き細心の注意を払いながら集まっていきたいと思っています。3月下旬に
は、宣教師として日本に遣わされているギースブレクト一家がカナダに一時帰
国し、礼拝に出席されます。コリーさん正美さんの日本での宣教報告を聞くこ
とや大きくなった子供達に会えることを楽しみにしています。礼拝の後は一家
と共に食事会の時を持つ予定です。教会で食事会を行うのは2年ぶりのことで
す。今年は教会が支援している他の宣教師一家の訪問も予定されていて、皆で
会えるのを楽しみにしています。春の訪れとともに教会にも活気が戻ってきて
いるようです。

エドワード吉田牧師
　ビル・タマギ牧師がシアトルパシフィック大学で卒業生であった私の肩をた
たいた時、私は人生の大半をCJMで奉仕することになるとは夢にも思っていま
せんでした。それは約66年前、1956年のこ
とでした。最初に関わったのはバンクーバ
ーで二世教会を始めることでした。働きを
続けるうちにハスティングス通りにある葬
儀場が空いていることを知りました。その
物件を訪れたところ、そこを借りる余裕が
あるとわかりました。私たちは信仰をもって
踏み出し、建物を掃除して、そこがバンクー
バー二世福音教会となりました。現在、ニュ
ーウェストミンスターにあるバンクーバー日
系人福音教会として知られています。

COVID-19が発生した2020年、私の働きの一つはモミジシニアセンターでの
チャプレンとしての奉仕でした。パンデミック前には、毎月の礼拝は日本語で行
われていました。しかし、今や一世の方々が亡くなられたので、再開後の礼拝は
おそらく英語で行われることでしょう。

今年の初め、モミジのレストランで、トケS.とデイブA.と共に、第二次世界大戦
に関連した映画「ミッドウェー海戦」の上映会に参加することについて話し合

っていました。ジーン
Y.(98)とミヨⅠ.姉妹が
同じテーブルで私たち
の会話を聞いていまし
た。「私たちも仲間に入
れてくれる？」と尋ねて
きました。私たちは「も
ちろん。」と答えたので
すが、彼女たちが私た
ちに加われないような
状況になりました。しか
し、この出来事がきっか

けとなり、もっとゆっくりとモミジのジーンを訪問する機会を持てました。彼女
を訪ねて行き、彼女が日曜学校の経験があり福音に対して心が開かれていると
わかりました。何度かの訪問の後、彼女はよりはっきりと福音を理解し、熱心に
自分の人生にイエス様を招き入れました。彼女のお気に入りの聖歌は「いつく
しみ深き」です。高齢で弱々しい足取りにも関わらず、何度か教会に参加してい
ます。神様に栄光と賛美あれ！

549 Gertrude Ave. W., Winnipeg, MB
(Trinity Baptist Churchにて)

日曜礼拝: 午後2時より
小笠原都子リーダー
      winnipegjapanesechurch@gmail.com
      wjac.weebly.com

480 Huntingwood Drive, Scarborough, ON
(New Life Christian Churchにて)

日曜礼拝: 午前10時半より
エドワード吉田牧師　   416-261-4302 　
      esyoshida@sympatico.ca

智仁＆小笠原都子師と息子さんた
ち慧(9), 結真(6)

吉田エドワード牧師

レストランでの男性聖書勉強兼、世界情勢ディスカッ
ション。

ウィニペグ日系アライアンス教会 ニューライフキリスト教会  日本語部

mailto:winnipegjapanesechurch@gmail.com
http://wjac.weebly.com
tel:416-261-4302
mailto:esyoshida@sympatico.ca
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福迫徹也牧師
　主の御名をほめたた
えます。今年の私たちの
教会のテーマは「みここ
ろに従う」、そして、年間
聖句は箴言３：５「心を
尽くして主に拠り頼め。
自分の悟りの頼るな。」
です。
今年の教会の目標と方針
の主なものは以下の通り
です。
1. 教会員が先が見えない困難な中でも、世の中の状況に関わらず、主に拠

り頼んで歩む。
2. 複数礼拝(第１、第２、オンライン礼拝)を充実させ、更に多くの人に福音を

伝え、教会に繋がって救われ、神の家族に加えられるようにする。
3. 教会員が教会学校、スモール・グループ活動(オンラインを含む)に参加

し、神の家族としての交わりを深め、広めていく。例：それぞれの集まりが
みことばを学び、悩みや苦しみを安心して分かち合い、祈り会える場所とし
て成長する。

4. 宣教月間を設け、世界宣教のために祈り、実践する。例：宣教師を招いて
世界宣教の状況を知る。２月を宣教月間としてOMFのタイ宣教師を招
く。

5. 他の教会やキリスト教関連団体と協力し、主の働きを実践する。例：難民
委員会、Crisis Pregnancy Centre、Union Gospel Mission等

主がこれらの目標と方針を祝福し、主の働きが前進するようにお祈りください。

メノナイト日本語キリスト集会

多田美和子、ニュフェルド・ジェラルド
　私たちの教会はいろいろな変化があ
りました。コロナの為に、会堂で礼拝
が出来ない時期もありましたが、今で
はZoomと会堂を繋いで礼拝ができる
ようになり、感謝しています。

一つの大きな事は、牧師家族が日本へ
行かれた事です。私たちは寂しくなり
ましたが、神さまがこの教会を導いてく
ださると信じています。今はリーダーが
いませんが、ジェラルド先生と理恵さんは、日本からオンラインで礼拝に参
加し続けています。どなたでも教会へいらしてくださいね、歓迎いたします。

　現在のウクライナとロシアの戦争に心がふるえます、悲しいことです。
傷ついた人々に主の救いがありますようにお祈りします。
黙示録18章21節の言葉を記します。
「また、一人の強い御使いが、大きいひき臼のような石を取り上げ、海に投げ
込んで言った。『大きな都バビロンは、このように荒々しく投げ捨てられ、も
はや決して見出されることはない。』

14章12節「ここに、聖徒たち、すなわち神の戒めを守り、イエスに対する信仰
を持ち続ける者たちの忍耐が必要である。」黙示録の映像は、神の愛の力が
戦争の破壊的な暴力よりも偉大であることを私たちに思い出させます。世界
中で見られる暴力の中で平和のために働く人々のために祈ります。

12246 - 100th Ave., Surrey, BC V3V 2X1
(Living Hope Christian Fellowshipにて) 
日曜礼拝: 午後3時より
ニュフェルド・ジェラルド牧師     604-596-7928
      grneufeld5@yahoo.ca

ニュフェルド ジェラルド＆理恵
牧師ご夫妻

425 - 11th St., New Westminster, BC

日曜礼拝: 午前11時より(日本語/英語)
福迫徹也牧師　　604-521-7737
      jpgospelchurch@gmail.com
      jpgospelchurch.com

VJGCスタッフ
(前左～右): トニー & パット シュミット牧師ご夫妻、 　
　　　　　福迫徹也＆真理牧師ご夫妻
(後左～右): 笹井荘子さん、 秋田谷好美さん　

VJGC新役員メンバー　

バンクーバー日系人福音教会

2022年 CJM年次集会 (Zoomにて)(Zoomにて)

5月14日(土) 12pm EDT

スピーカー：スピーカー：  横田 スタン横田 スタン牧師 牧師 
(Pastor Emeritus トロント日系人福音教会)(Pastor Emeritus トロント日系人福音教会)

集会はオンラインにて開催します。参加を希望の方は、集会はオンラインにて開催します。参加を希望の方は、
下記リンクから参加登録をお願いいたします。下記リンクから参加登録をお願いいたします。
www.cjmin.com/agmwww.cjmin.com/agm  oror  www.CJMin.comwww.CJMin.com

横田スタン牧師：1950年代早期、CJMのミニストリーを通し横田スタン牧師：1950年代早期、CJMのミニストリーを通し
てBC州ケローナで信仰を持つ。宣教師として、また牧師としてBC州ケローナで信仰を持つ。宣教師として、また牧師とし
てCJMの教会で奉仕を捧げる。彼の人生におけるカナダ在住てCJMの教会で奉仕を捧げる。彼の人生におけるカナダ在住
日本人への伝道経験通して、多くの知恵とアドバイスを授かり日本人への伝道経験通して、多くの知恵とアドバイスを授かり
ましょう。ましょう。

お早めに参加登録をお願いいたします。お早めに参加登録をお願いいたします。

“
心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りの頼るな。 

箴言３章５節

tel:604-596-7928
mailto:grneufeld5@yahoo.ca
tel:6045217737
mailto:jpgospelchurch@gmail.com
http://jpgospelchurch.com
http://www.cjmin.com/agm
http://www.CJMin.com
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榎実牧師
　愛するCJM諸教会の皆様、主の御名を讃えます。

主の御名を賛美し讃えます。
最近は暖かい日々が続き、春の訪れを感じさせる季節と
なりました。社会ではポストコロナと囁かれる昨今、ロシ
アのウクライナへの侵攻により、依然として世界情勢は
混乱の渦に巻き込まれていますが私たちの希望の主であ
るイエス・キリストは昨日も、今日も、永久に変わらない
お方であり、このような時代であっても神の国は変わるこ
となく前進し続けていることを感謝し、主の御名をあがめます。引き続き世界
情勢を覚える中で、世界の平和と和解を共に祈り続けていければ幸いです。

さて、この３月より、アルバータ州でも多くの規制が解除され、教会での集ま
りや交わりも再開されつつあります。グレースチャーチでは、対面とオンライ
ン形式での礼拝を今現在も継続しています。コロナ禍で新しく始まったセル
グループや早天祈祷会にもメンバーの方々が積極的に参加してくださり、様々
な責任を担ってくださっている姿に牧者として励まされています。特に、早天
祈祷会には毎週たくさんの方々が参加してくださっています。また年が明けて
からは新しい通訳者とPAの奉仕者も与えられ、新しいシーズンにおける神様
の備えに心より感謝しています。兼任牧会を通じても、多くの恵みと主からの
チャレンジが日々与えられていますが、この地での働きが各人のとりなし、ま
たCJMの霊的サポートにより守られていることが何よりの恵みです。最近の
流れとして、コロナ禍で離れていた人々が徐々に教会へと戻り始めていること
も恵みの一つです。課題は尽きませんが、主の御心がグレースチャーチを通
じてこのアルバータ州にも現され、この年も救いの魂が与えられ、教会が大き
く用いられていきますように覚えてお祈り頂ければ幸いです。

407 Cougar Street, Banff, AB
(Banff Full Gospel Churchにて)

日曜礼拝: 午前9時より
榎実牧師      403-707-6132
      banffgjcc.enoki@gmail.com
      gjcc-banff.com

グレース日系クリスチャン教会

　昨年9月に前任の谷口牧師が引退され、新しい体勢と　昨年9月に前任の谷口牧師が引退され、新しい体勢と
リーダーシップのもとクロスオーバーチャーチが動き始めリーダーシップのもとクロスオーバーチャーチが動き始め
ました。2021年はパンデミックの影響により、クロスオーました。2021年はパンデミックの影響により、クロスオー
バーでの礼拝も8月まではオンライン形式で行われていバーでの礼拝も8月まではオンライン形式で行われてい
ましたが、規制緩和に伴い昨年9月より対面での礼拝がましたが、規制緩和に伴い昨年9月より対面での礼拝が
再開されました。ハレルヤ！主に導かれる中で毎週の礼拝再開されました。ハレルヤ！主に導かれる中で毎週の礼拝
もバイリンガルで行われ、奉仕者や賛美チームも少しつもバイリンガルで行われ、奉仕者や賛美チームも少しつ
づ整えられてきています。づ整えられてきています。

教会での取り組みの一つとして、Prayer Partner（祈りの輪）という働きが教会での取り組みの一つとして、Prayer Partner（祈りの輪）という働きが
この数ヶ月行われています。週に一度、各祈りのパートナーとズームなどを通この数ヶ月行われています。週に一度、各祈りのパートナーとズームなどを通
じて時間を過ごす中で、近況などを分かち合い、祈り合う時間がもたれていじて時間を過ごす中で、近況などを分かち合い、祈り合う時間がもたれてい
ます。毎月パートナーが変わるのもあり、絶えずフレッシュな風が流れ、個々ます。毎月パートナーが変わるのもあり、絶えずフレッシュな風が流れ、個々
の繋がりだけでなく教会としても豊かな霊的繋がりが生まれ始めています。の繋がりだけでなく教会としても豊かな霊的繋がりが生まれ始めています。
霊の家族（オイコス）である私たちが、霊的に繋がり成長することが本来の教霊の家族（オイコス）である私たちが、霊的に繋がり成長することが本来の教
会の姿であると信じる中で、主が与えてくださったこの新しいミニストリーを会の姿であると信じる中で、主が与えてくださったこの新しいミニストリーを
通じても多くの証が日々生まれていることに感謝を捧げます。通じても多くの証が日々生まれていることに感謝を捧げます。

カナダにおける日本人教会のこれからの進展を願う上で、アルバータ州だけカナダにおける日本人教会のこれからの進展を願う上で、アルバータ州だけ
でなくカナダ全土において日本人教会の群れがさらに起こされ、牧師を含めでなくカナダ全土において日本人教会の群れがさらに起こされ、牧師を含め
た働き人たちが更に多く起こされていくことを祈り続けます。私たちに委ねらた働き人たちが更に多く起こされていくことを祈り続けます。私たちに委ねら
れた働きを通じて、神の国がこの地域においても前進し、カルガリーに住む日れた働きを通じて、神の国がこの地域においても前進し、カルガリーに住む日
本人の魂がイエス様のもとへと導かれることを覚えてお祈りくだされば幸い本人の魂がイエス様のもとへと導かれることを覚えてお祈りくだされば幸い
です。です。

1313Ranchlands Way N.W. Calgary AB 
(Westview Baptist Churchにて)

日曜礼拝: 午後2時半より
榎実牧師      403-688-2091
      lifehouse.alpha@gmail.com
      crossoverjapanesechurch.com

クロスオーバー日本人教会

日曜礼拝、LAから稲冨牧師をお迎えして

2月、日曜礼拝の様子

榎実＆いずみ牧師ご夫婦と娘さん達
唯香(5), 満希(3), 和叶(１ヶ月)

tel:4037076132
mailto:banffgjcc.enoki@gmail.com
http://gjcc-banff.com
tel:403-688-2091
mailto:lifehouse.alpha@gmail.com
http://crossoverjapanesechurch.com
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持永美佐牧師
ヨハネ9章には、イエスが生まれつきの盲人を癒された
話が記されています。この箇所の焦点は、癒しそのもの
ではなく、癒しを目撃しながらも、自分たちの中で神が
なされた御業を認識することができなかった他の人で
す。何が起こっているのか、誰も理解することができませ
ん。弟子たちは、誰が悪いのかを探ろうとしますが、イエ
スは質問を通して、”彼らの問が間違っている “と指摘さ
れ、状況を立て直されます。

私たちも、パンデミックの真っ只中にあって、「なぜこんなことが起こるのか」という
間違った問いかけをしていたのではないでしょうか。そうではなくて、「神様、あなた
はこの状況の中で何をされているのでしょうか、そして私たちはどのようにしてあな
たの働きに参加できるのでしょうか。また、あなたは何を語ろうとされているのでし
ょうか。どうすればあなたの御声をもっとよく聞くことができるのでしょうか。」と問
うべきではなかったのではないでしょうか。

私たちは、2年間にわたるオンライン礼拝を経て、3月6日から教会での対面礼拝(生
配信を含む)を再開しました。信仰の仲間と共にいる喜びが、私たちがどれほどこの
交わりを待ち望んでいたのかを気づかせてくれました。教会の方全員が戻るまでは
時間がかかりそうですが、今与えられているこの「時」を感謝しています。
ところが、コミュニティの恵みを味わう中、私たちはリーダーとして、パンデミック中
に見出した神様の存在と働きを常に想い出すことは、これからの教会の信仰の歩み
に重要なことだと思います。

神は私たちの健康を保護され感染病から守ってくださいました。神様と教会のため
に心を込めて奉仕をしたい、と願うリーダーやボランティアを立ててくださいまし
た。主は壊れていた家族関係を癒してくださいました。主は、私たちが神様をより明
確に見ることができ、神様の御声を聞くことができるようにしてくださいました。孤
独な人、心の傷ついた人に慰めを与えてくださいました。恐れながら生きる人に勇
気を与えてくださいました。不安の中で苦しんでいる人に平安を与えてくださいまし
た。重荷を背負っている人に安らぎを与えてくださいました。悩める人には希望を与
えてくださいました。病に患っている人を癒してくださいました。恐れている人に出会
ってくださいました。困っている人に必要な助けを与えてくださいました。暗闇の中
で私たちを支えてくださいました。神様と隣人をもっと深く愛せるように助けてくだ
さいました。私たちに信仰の成長を与えてくださいました。神と自分自身のことをも
っとよく知ることができました。主の恵みを数えることによって、主の誠実さを常に
思い起こす大切さを教えてくださいました。

パウロは、ローマ8:28で、「神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召さ
れた者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、わたしたちは知
っている。」と言っています。私たちは、2年間ぶりに教会の活動を再開しようとして
います。個人の信仰的な成長が教会全体の成長にどのように繋がっていくか、楽し
みにしています。兄弟姉妹が主の教えを堅く守り、交わりをし、お互いに仕えあいな
がら祈る生き生きとした教会の霊的な成長を祈っています。

2385 Warden Avenue, Scarborough, ON
(Wesley Chapel Free Methodist Churchにて)

日曜礼拝: 午後1時より
持永美佐牧師　　416-904-5496
      misa.mochinaga@gmail.com
      wesleychapeljapanesefmc.com

ウェスレーチャペル日系フリーメソジスト教会

吉野治代師
　去年の１０月からモントリオールJCFは対面で集会を
始めましたが、今年１月と２月はオンライン、そして３月
には再び対面で集まれるようになりました。実際に会
うことができ、ライブで賛美を一緒に歌えることは本
当に幸いなことです。

クリスマスを教会で一緒に祝えたことは感謝です。日
本に宣教師として行く準備をしているアンドリュー・ビ
ュカナンさんがメッセージを語ってくださいました。食
事を共にすることは出来なかったものの、前の年はクリ
スマスを一緒に祝うことが出来なかったので、今回できたことは本当に素晴ら
しいことでした。

毎月、ゲストスピーカーに恵まれました。また、月１回バイブルスタディをしてい
ます。日本語部はルカの福音書、英語部はマルコの福音書を学び始めました。
木曜日と土曜日の朝に祈祷会があります。そして、オンライン日曜学校も毎週
日曜日行っています。

月３回、日本人のお
母さんたちの集ま
りがオンラインで
あります。境界線の
学びをしています。
境界線を子育てに,
また夫婦関係にど
う用いていけるか
一緒に学んでいま
す。このグループは
深いレベルで話ができる真のグループに成長していることに感謝します。娘さ
んのことで悩んでいたあるお母さんがチャットグループでこうメッセージを書
いてくださいました。「私の悩みを聞いてくださり、色んなアドバイスをありがと
うございます。皆さんが自分の問題であるかのように真剣に一緒に考えてくだ
さいました。皆さんとお話するにつれ、心が随分と楽になりました。どうもあり
がとうございました。」

４月から新しい子育てグループが始まります。多くは日本からの参加者です。ど
うかこの新しいグループのために、またモントリオールJCFのその他の活動の
ために引き続きお祈りください。

2097 Union Ave., Montreal, QC 
(Peoples Church 地下にて)

集会: 毎月第1,3日曜 午後3時より
吉野治代師　　 514-342-8509
      montrealjcf17@gmail.com
　　mjcf.ca

吉野治代師とご主人
リチャードさん

モントリオール日系キリスト教集会

2021年 クリスマス祝会

持永美佐牧師

tel:416-904-5496
mailto:misa.mochinaga@gmail.com
http://wesleychapeljapanesefmc.com
tel:5143428509
mailto:montrealjcf17@gmail.com
http://www.mjcf.ca

