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ファーザーロイド 主教クロス授与される
ロイド司祭は、長年に亘る多大なお働きにより、２０１０年１１月１３日
司教クロスを授与されました。その際,NY教区マークシスク主教より手渡
された証書の訳を下に記します。

新約聖書ヘブライ人の手紙に“私たちもまたこのようにおびただしい証人
の群れに囲まれている”と書かれています。このおびただしい証人とは、
私達の先駆者達が預言者としての聖なる証と言う意味であり、彼らは、私
達の良き模範として、奉仕、信仰、忍耐を持って教会及びその会衆の為に
働いている人々、と言う意味です。私達は、現代の社会にあって、他の
人々の為に自らの人生を捧げている人と共に生き、その行い、生き様こそ
が、神が与えて下さった生きた祈りの姿である、と気づくのです。司祭と
して、また、夫、父、祖父でもあるジョンロイドは、このような良き人で
あります。和歌山県に生まれ、日本での経験と豊かなキリスト教の信仰の
もとで、その幼少時代を過ごしました。その経験が、後の広い視野と寛容
な考え方を形成していく土台となり、聖職者としての生涯を過ごす源とな
りました。ジョンは妻エリサベスとともに京都教区での布教に貢献し、ビ
ショップウイリアム神学校の設立と運営にあたりました。また、多くの教
会で司祭として奉仕を行い、特に、岡崎のセントメリー教会では教区司祭
として多大な働きをしました。United Thank Offering基金の支援で四日市の
オールパーパスセンターでアウトリーチの先駆者になり、その後、家族と
共に米国に帰国し、マサチューセッツ、ペンシルバニア、ニュージャー
ジー、ニューヨークで聖職者として素晴らしい働きをして来ました。その
中でも、四半世紀にわたるMJMでの顕著な働きは最も記憶に残るもので
す。
ここにコミュニテイー、彼の教区、NY教区、また、神の栄光の為に捧げら
れた教会及びその全会衆への奉仕を称え、主教着座第13年度、2010年11月
13日、ジョンJ. ロイドに主教クロスを授与致します。
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For all you Dan Brown fans, nothing too mysterious here. The Bishop’s
Cross is awarded to John Lloyd for his lifetime of service. His work
with MJM was noted by Bishop Sisk as one of his many highlights in a
long and fruitful career.
4

FLOWERS FROM MJM MEMBERS FOR THE CROSS

AT THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT JHON THE DIVINE
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Peaceful and Spiritual Leadership
（植松功さんをお迎えして）
渡邉明子
MJMがこの３年続けて、植松功さんをNYにお迎え出来た事は本当に感謝
です。その澄んだ癒しの声とテゼの歌とともにNYを訪れて下さった功さん
ですが、今回はこの他にもう一つ特別なものが加わりました。それはまさ
に功さんそのもの、その存在がもたらした静かな、力強い影響力です。そ
れにより、各地域の教会、聖書会、またESLの教室から、多くの人々が一つ
になり、皆さんの親交が更に深まり、親密になって行った事でした。
功さんと一緒に数日を過ごしたいと言うMJMの人々の願いで、今秋、初め
てMJM秋の修養会が行われました。ロングアイランド、マウントサイナイ
の美しい自然の中にたたずむ修道会、Little Portion での修養会は、神様
の豊かな恵みとともに、ブラザーアントニオを始め、他のブラザー達の助
けをいただき本当に素晴らしい週末になりました。そして、そこでの新し
い出会いも、功さんによってもたらされたと言っても過言ではありませ
ん。功さんと一緒に静かに数日を過ごしてみたいと言うこの計画が無けれ
ば、カリフォルニアから来られたブラザーアンブローズ、ジョージアから
のシスターフェイス(由紀さん)にも巡り会うことができなかったでしょ
う。お二人とMJMの人々との間に新しい親交の環が広がった事は大きな恵み
でした。
その後、功さんは、マンハッタンでHolyrood Church, the Cathedral Church
of St. John the Divine, L'Eglise Francaise du Saint Esprit (French Episcopal
Church) 、 Isabella Home 、またウエストチェスターではESLの教室、All
Saints Church in Harrison, Trinity Church of New Rochelle, St. Barnabas Church
を訪れ、功さんを囲む黙想と祈りの集いが持たれました。功さんの静かな
リーダーシップで人々がテゼの歌を一緒に歌い、功さんによって伝えられ
る神様の声に熱心に聞き入る人々の姿は強く心に訴えるものがありまし
た。ほの暗く暖かなろうそくの光の中、功さんの静かで平和、しかし、力
強い指導によって、心が一つになった人々。そしてその心の中に神様の
メッセージが深く染透る時、それは、貴重な、忘れられない時の流れでも
ありました。あの時の人々の、また、私の瞳の中に光るものは、まさに神
への信仰、そして祈りであったと思っています。
この訪問と黙想の会を可能にして下さった各教会、聖職者の方々、そし
て、特に、植松功さんに心より御礼申し上げます。
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Peaceful and Spiritual Leadership
Akiko Watanabe
For the third year in a row, MJM was so blessed to have Isao Uematsu visit and
sojourn with us. As always、Isao blessed MJM with his pure soothing voice and
Taize songs, sharing God’s good news for all people. This time he brought something extra. This was his very presence and influence uniting the people of several
churches, Bible study groups and ESL classes. Isao brought us all together causing
our fellowship to grow and develop even more deeply.
It began when MJM members spent a wonderful fall retreat at Mt. Sinai, Long
Island. There stands the Little Portion Friary in a beautiful natural setting. Brother
Antonio and the other brothers facilitated this spiritual weekend for us. Moreover,
without Isao’s visit and MJM’s fall retreat with him, we would not have met some
special people. Brother Ambrose from California and Sister Faith (Yuki) from
Georgia came to stay there and to spend a very special time with Isao and our MJM
members.
Subsequent to the fall retreat, Isao joined in the gatherings at Holyrood Church,
the Cathedral Church of St. John the Divine, L'Eglise Francaise du Saint Esprit
(French Episcopal Church) and Isabella Home in Manhattan. In addition , Isao visited All Saints Church and ESL classes in Harrison, Trinity Church of New Rochelle, and St. Barnabas in Westchester.
I had an opportunity to attend some of the gatherings. Everywhere I went, I was
very impressed with how people opened their hearts as they listened to God’s
words through Isao and Taize songs. In the warm glow of candlelight, I noticed
people starting to be absorbed in his words and their deep meaning once he began
his talking and singing. It was apparent that Isao could assimilate various people
into one under his calm, peaceful, yet powerful leadership and spread God’s messages among a variety of listeners.
The tears in their eyes and mine at that moment became a sincere prayer and faith
toward God. I would like to thank Isao san, all the Churches, the clergy and people
attending who made these meditation gatherings possible.
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マウントサイナイからの葉書き
ナンダン・バルア
晶と真由留へ、
リトル・ポーション修士会より
二人とも元気にしてるか？ ここに一緒に来れたらよかったのになあ, とつくづく
思います。お母さんとお父さんは今、おいしい糧を頂き、魂が癒されるような祈
りと黙想の時間をもちながら、リトル・ポーション修士会の時間を満喫していま
す。今回の黙想会をここで企画してくださったMJMの皆さんに感謝します。この
小高い丘にある素敵な修士会の周りは、秋の紅葉たけなわ、赤、オレンジ、金色
と色とりどりの木できれいだぞう。今回の修養会を指導してくださっている功さ
んは、いくつかのテゼーの歌を紹介し、その合間には沈黙の時をもっています。
歌を歌っている時は、まるで絶対神のようなすごい人と話しをしている気分にも
なったり、静かに黙想をしている時は、その方に耳を傾けたり、自分の中にも耳
を傾けるんだよ。
おみやげにここのブラザー達が焼いたお手製のパンを買いました。すごくおいし
いから、材料は何が入っているかと思ってレベルをチェックしたら、何て書いて
あったと思う？ようく材料を見ると、パンに使ういつもの材料の他に、ブラザー
達が、「我慢」「捧げるという気持ち」そして「愛」という材料を書き加えたん
だ。本当、なんでもこの3つの材料を入れたら、すばらしいものができると思わな
いかい？
日曜日の主日礼拝では、ブラザーアントニオがお説教をしてくださいました。そ
の日の福音書からの教えを踏まえながら、ブラザーは私達に、次の二つの問いか
けを毎日するようにと言われました。まず、私達はいったい誰なのか、という問
いかけ。そして、二つ目はいったい誰のためにお祈りをしているのか。普段私達
は祈る時、自分勝手のお祈りをしてはいないだろうか。祈る時にだれもが、考え
ることかも知れないよね。昔の禅僧侶で道元という人がいたんだけど、その僧侶
は、こう言っているんだよ。「己を知るということは、己を忘れることだ」と
ね。これは何事にも他のことを忘れられるほど、一生懸命、物事に取り組むとい
うことなんだよ。わかるような気がするだろ？
デヴィット叔父さんには本当に感謝だよ。彼は車で修士会の近くにある海岸に連
れて行ってくれたんだ。海岸で小石を拾ったり、その上凧まであげたんだよ。功
さんが一番高く凧をあげてたかな。凧はまるで広い海の上の青い波が踊ったり、
歌ったりしている上を高く高くあがっていたんだよ。それにつれてお父さんの希
望も大きくなるのを感じました。日没まで海岸を楽しみ、そのあとでみたオレン
ジ色の夕日は醍醐味があったよ。
帰途に着く前に、修士会の屋外にある迷路をたどって歩くことにしたんだ。瞑想
しながら歩いていると、自然に感謝の気持ちがこみあげてきて、どこかで見守っ
ている神様に、「二人の愛する息子をくださったお恵みを、ありがとうございま
す」って伝えたんだ。
じゃ、もうすぐ会えるのを楽しみにしています。
愛をこめて、
お父さんより
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Post Card from Mt. Sinai, NY
Nandan Baruah
Dear Akira & Mayur:
Little Portions Friary,
How are you guys? We wish
you were here with us. Mommy
and I, are enjoying sumptuous
meals and soulful prayers/
meditations at the Little Portions Friary. We must thank the
MJM organizers for choosing
this monastery. This beautifully
maintained friary is surrounded
by foliage that is now changing
into colors of fall – red, orange
and gold. The retreat leader,
Isao san had several Taize sing
along sessions paused by silence
meditations ; it felt like during singing we spoke to the supreme and during quiet
meditations, we tried to listen to the supreme, along with our inner self!
We bought breads for you that are made by the brothers here. The deliciousness of
the breads prompted me to check the list of ingredients and there it was! Along
with the usual ingredients of raisin bread, the brothers added Patience, Dedication
and Love! When we add these three ingredients to anything in our life, it always
come out good, isn’t it?
During the Sunday noon payer, the sermon was given by our host Brother
Antonio-san. He discussed the gospel and requested us to ask ourselves each day
the following questions: Who are we? And why are we praying? Are we praying
selflessly? Questions that we all need to ponder upon every time we pray. I recalled
a saying by Zen master Dogen who said, “To know the self is to forget the self!”
Makes sense.
Thanks to your uncle David, we got a chance to visit the sea shore; we collected pebbles from the beautiful pebble beach and even tried to fly kites. Isaosan’s kite flew the highest in the sky above the dancing/singing blue waves of the
ocean. With these kites my hopes soared too. We stayed till the sunset and were
thrilled to see the orange evening sky.
Before we left the friary, we decided to walk the outdoor labyrinth. During
the walking meditations, my heart filled up with gratitude. I thanked the supreme
for blessing us with two loving/kind sons.
See you soon.
Love,
Dad
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10月
月27日のテゼの会に参加して
日のテゼの会に参加して
Report on Taizé Service on October 27, 201
10月27日、大聖堂の会館の会議室で、聖救主教会と当教区のメトロポリ
タンジャパニーズミニストリーの協賛のすばらしいテゼの黙想と祈りの集
いがおこなわれました。（実現できたのも私達の会衆のひとり、遠山京子
さんのはからいによるものです！） 日本でのテゼのリーダーでもある植松
功氏による祈祷会は、聖書の朗読、祈り、そして簡単に習えてかつ、歌っ
たことがあるような歌を唱え、厳かで、また平和に満ちた会でした。蝋燭
やイコンを見ながら、素晴らしい霊的な賜物の持ち主である植松兄は、歌
とギターで、素敵なまた吸い付けられるような巡礼の旅のような経験をさ
せてくださいました。テゼのブラザー（修士会）達、また生前のマザーテ
レサなどと、長年深い霊的懇親を持つ功兄は、この会に参加した方々の上
に痛烈な印象を与えました。我々の会衆のみならず、他の教会からも集
まった参加者総勢20人以上が、祈祷会はもちちろん、そのあとの祝会でい
ただいたお寿司などの日本食に舌づみを打ちながら、会のお恵みにひたる
ことができました。この会の実現に貢献してくださった方々に感謝の気持
ちを捧げると同時に、心から私達を受け入れてくださった植松氏にお礼を
申し上げます。
聖ヨハネ大聖堂キャノン、聖救主教会牧師、司祭ヴィクトリア・シロタ

The Congregation of Saint Saviour was delighted to co-sponsor with the Japanese Metropolitan Ministry of the Diocese of New York (and with the gifted help
of Congregation member Kyoko Toyama!) a beautiful evening of Taizé worship in
the Cathedral House Conference Room on Wednesday, October 27th. Led by Isao
Uematsu, the leading Japanese proponent of Taizé worship, the evening service
was a gentle and peaceful offering that included readings, prayers and songs easily
learned or long familiar. With candles and icons before us, Mr. Uematsu, a truly
wondrous soul, led us with voice and guitar on a lovely and inspiring pilgrimage.
His deep spiritual connection with the Taizé brothers and Mother Theresa, among
others, made this evening particularly poignant. Over twenty of us from the Congregation as well as from other Diocesan congregations were blessed by the liturgy
and by the treats that followed, including Japanese sushi. Thanks to everyone who
made this event possible, and especially to dear Mr. Uematsu who gave so freely of
himself.
The Reverend Canon Victoria R. Sirota
Canon Pastor and Vicar
The Cathedral of Saint John the Divine
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テゼの歌(Taize Music)
私が初めてテゼの歌を耳にしたのは、４０余年前に聞いたレコードだっ
たと思います。簡単な繰り返し、忘れられないほど綺麗な、そして自由に
他国語で歌える歌に私は夢中になりまた。この国際的な修道会は、当時の
我々キリスト教徒に対し団結した教会の良い成功例だと思えました。特に
歌の面ではそうでした。
さて一昨年前の聖週間のことでした。洗足木曜日の礼拝は英語とスペイ
ン語の合同礼拝、しかもいつものオルガン無しでの企画でした。遠い過去
のレコードを思い出しました。テゼは様々なキリスト教宗派にも知れ渡っ
ていて、エピスコパル宗派の聖歌集にも何曲か選ばれています。その木曜
の晩は、テゼ風の聖歌のみとなりました。英語とスペイン語両方で賛美し
ながら神の御言葉を聞き、足を洗い、パンを裂いて頂きました。数ヶ月後
（10月）、（功さんのいらした夜）に参加した人達は、今でもあの時の簡
単な歌を歌っていると語ってくれました。
この分裂の多い世の中に、多くの人々が団結と素朴性を求めています。
この静かでありながら精神集中させてくれるテゼの歌こそ私達が必要とし
ている物を与え、そっと、養って下さる方へと導いてくれます。
ホーリールードエピスコパル教会 司祭ジェームス ハーゲン

My first time to hear the music of Taize was through recordings and that was
probably forty years ago. I was caught up in the simplicity of the repetitions, the
haunting beauty of the melodies and the easy movement from one language to another. This international religious order caught the imagination of many of us back
then as a working example of a united Church in action and especially in song.
In 2010, when making plans for Holy Week services, we were confronted with a
dilemma. For Maundy Thursday, our small congregation would be worshiping in
both English and Spanish, and would not have the usual organ accompaniment.
From the deep recesses of my mind, I remembered those earlier recordings of
Taize. And fortunately, after the wider church’s exposure to this style of music,
some of it had found its way into our two hymnals. So, for that night on Maundy
Thursday, all the music was Taize-style music in English and Spanish, music that
led us as we listen and responded to the Word, to the washing of feet, to the breaking of bread. Months later, those who attended that night say they are still singing
the simple hymns used that night.
In a world so full of division and complexity, many souls yearn for unity and
simplicity. The quiet, focused music from Taize gives us what we so want and
need. It gently leads us to the essentials, to the One who feeds us all.
The Reverend James B. Hagen
Priest in Charge
Holyrood Episcopal Church, Washington Heights, NY
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A Little Portion of Isao-san’s Itinerary

AT ISABELA HOME

AT TRINITY CHURCH IN NEW ROCHELLE

AT LITTLE PORTION FRIARY

AT THE CATHEDRAL HOUSE
THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT JOHN THE DIVINE
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アレン・シン司祭、ロングアイランド教区聖ヨハネ教会
の牧師に就任

MJMの元理事でもあり、EAMまたニューヨーク教区でも活躍していらし
たアレン・シン司祭が、英国オックスフォード大学での勉強を終え、アメ
リカに帰国、昨年11月20日にロングアイランド教区のハンティングトンに
ある聖ヨハネ教会の牧師として、就任されました。就任式には沢山の牧師
が参加し、ロングアイランド教区主教プロベンザーノ主教を始め、お説教
はシン司祭の出身のシカゴ教区で当時主教をしていらした元首座主教フラ
ンク、グリスワルド主教という豪華な顔ぶれでした。MJMからも景山はつ
さん、遠山京子さんが出席し, 英国仕込の英語でひとまわり、ふた周りも
立派になられたシン司祭、MJMにとってもまた協力的な牧師さんがいらっ
しゃるということはうれしいニュースです。シン司祭、奥様のクレアさ
ん、お帰りなさい。またMJMの行事にも顔をだしてくださることを楽しみ
にしています。

Father Allen Shin’s Installment
as Rector at St. John’s Episcopal Church in Huntington,
Long Island on November 20th
No stranger to MJM, The Rev. Allen Shin, a former MJM board member and an
active member of the diocese of New York returned to New York after several
years of studies in Oxford, England. He was installed as the 24th rector of St. John’s
Episcopal Church in Huntington, Long Island on November 20th. Many clergy
including The Rt. Rev. Lawrence Provenzano, Bishop of Long Island and the former Presiding Bishop Frank Griswold attended the installation service. Bishop
Griswold, who once was the Bishop of Chicago, Fr. Shin’s home diocese, delivered
the sermon. Hats Kageyama and Kyoko Toyama attended the service to join the
celebration of Fr. Shin who now speaks with a British accent and has become a
promising priest. MJM is very happy to have him back in our area once again.
Fr. Shin and Clara, welcome home! We look forward to seeing you at our activities!
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感謝 － イーストヴィレッジ － 聖マルコ教会
景山恭子

ここに掲げた写真は 12 月 20 日にマンハッタン、イーストヴィッレジに
ある聖マルコ教会のホールで行われたこどもクリスマス会の様子です。
歌と踊りを中心にボランティアのなおさんとゆうこさんが１時間半にわ
たってご奉仕くださいました。聖マルコ教会のご好意でこどもたちにとっ
て理想的なホールを月に一回、ニューヨークで子育てをする日本人おかあ
さんたちのためにと提供していただくようになってすでに５年になりま
す。この間、多くのおかあさんとこどもたちが参加して、それぞれのつな
がりを豊かにしています。MJM メンバーでもあり理事の山田享子さんが教
会とママの会の連絡係をしていますが、プログラムのコーディネーターは
イーストヴィレッジに住むおかあさんたちが数人で担当しています。教会
の主任司祭、ウイニーヴァギース司祭と教会員、皆さまのご理解とご支援
があっての月例会です。心から感謝を申し上げます。

Thanks to St. Mark’s Church in-the-Bowery
For Their Support of Japanese mothers
Kyoko Kageyama
This photograph was taken at the NY Mamas’ Christmas celebration at St.
Mark’s Church in-the-Bowery on December 20th. Nao and Yuko entertained the
children for an hour and a half with music, dancing and storytelling. Already five
years have passed since St. Mark’s first offered their spacious parish hall, which is
ideal for small children, in support of young Japanese mothers. So many mothers
and children have benefited from the NY Mamas’ program in so many ways, not
the least of which is networking opportunities. Currently our own Kyoko Yamada,
an MJM board member, serves as liaison between the church office and the NY
Mamas; several of the mothers who live in the East Village organize the monthly
programs. We owe the success of this program to the Rev. Winnie Varghese and
the members of St. Mark’s, and their understanding and support. On behalf of the
mothers and children, we offer them our sincere thanks.
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シスターフェイスアンソニー（由紀さん）
ニューヨークご訪問

2011年1月にジョージア州オーガスタにあるセントヘレナ修道院から
MJMのミッショナー候補として、シスターフェイスアンソニー（由紀さ
ん）がMJMを訪問されました。由紀さんは、免疫学の博士、また、カー
トゥンニストと多才なバックグラウンドをお持ちです。MJMのミッショ
ナーの仕事に興味がおありで、その心温かなお人柄でMJMの皆様に親しく
接せられました。マンハッタンとウエストチェスターの礼拝、聖書会、ま
た理事会にも出席され２週間の良き時を過ごされました。由紀さんの訪問
を可能にしてくださったセントヘレナ修道院に感謝致します。

MJM Welcomed Sister Faith Anthony (Yuki)
Sister Faith Anthony (Yuki) , a potential missioner candidate, visited MJM in
January, 2011 at the request of the Board.. She is currently a novitiate with the Order of St. Helena in Augusta, Georgia. She is also a PhD in immunology and a cartoonist. More important than her varied background and experience, however, is
her warmth and interest in MJM.
Sister Faith attended two MJM services in Manhattan and Westchester, a Bible
study and MJM Board meeting. It was a great opportunity for all the MJM members to meet and know her. MJM is grateful for the Order and Yuki san for this
visit and the exciting possibilities offered.
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ファーザーロイドからのクリスマスレター
クリスマスおめでとうございます。
私の好きな聖歌に次のようなものがあります。
愛はクリスマスにやって来た、
素晴らしい愛、神の愛、
愛はクリスマスに生まれ、星や天使が
しるしをもたらした、、、、、、
このキャロルはイエスキリストがお生まれになるまで、愛と言う物
は存在していなかったと暗示しているようです。それ以前は、人は愛を
持っていなかったと言っているようです。
“ちょっと待って”と、皆さんは言われるかも知れませんね。
“人類は歴史の始めから愛を持っていたのではないですか？”と、思わ
れるでしょうね。もちろん、その通りです。人間の歴史が始まった時か
ら私達は、いろいろな愛を分かち合って来ました。夫婦の愛、母が子を
思う愛、子が母に抱く愛、兄弟、姉妹のお互いを思う愛、友人同士の愛
などです。
しかし、この聖歌が言っているのは、キリストが誕生なさった,
クリスマスの日に、何か特別なことがこの世に生まれたと言う事です。
人が持つすべての愛に勝るほどの大きな愛が与えられたのです。その時
から、神様が、人間が想像出来ないほどの大きな愛で私達を愛して下さ
り、それを私達が体験出来る事を示して下さっているのです。それこそ
まさに、クリスマスに生まれた神の愛なのです。
クリスマスの日に生まれた愛を通して、神様が私達に命を与え、こ
の命を神とともに喜び分かち合える事を知らせて下さっているのです。
そして、この事は今も、これからも世々に限りなく続いて行くのです。
ハレルヤ
ジョン ロイド
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Christmas Greetings from Fr. John Lloyd
Christmas greetings!
One of my favorite Christmas hymns goes like this:
Love came down at Christmas,
love all lovely, love divine,
love was born at Christmas, star and angels
gave the sign....
The carol seems to be implying that there was no such thing as love until that
first Christmas Day when Jesus Christ was born. In other words, before then, human love had not existed!
“Wait a minute!” you may want to say. “Hasn’t human love been in existence
from the beginning of history?”
And, of course, that is quite true. From the beginning, there have been all kinds
of human love. The love of wife and husband for each other. The love of a mother
for her child; the child’s love for his mother. The love that sister and brother share
for each other. The love of friend for friend.
What the hymn is telling us is that something very special happened when Jesus
Christ was born on Christmas Day. A Love that towers over all human loves was
born into our world. And from that time, there has been revealed to us to know and
experience the wonderful and transcendent love of God, the love by which He
loves us.
Through the One born on Christmas Day, we are able to know that God has given
us life so that we may share the joy of life with Him, now and forever.
Alleluia!
Fr. John Lloyd
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とこしえの平安
とこしえの平安 (R.
( I. P. Mrs. Pat Block)
Kyoko Kageyama
1986 年にロイド司祭が MJM のミッショナーとしてその働きを始められた時に、
パットさんの愛称で親しまれていたパット・ブロックさんはすでにブロンクスビ
ルの日本人コミュニティーにとってなくてはならない人でした。1980 年代はブロ
ンクスビル、スカースデールあたりに住む日本人駐在人の数が最も多い時代でし
た。ブロンクスビルのインターナショナルウイメンズクラブを通じてパットさん
はご主人のトニーさんと様々な角度から日本人、特に駐在員の主婦たちを支えて
くださっていました。ブロンクスビルのキリスト教会にロイド司祭夫妻が住んで
おられた関係から MJM は最初のコンサートを数年、ブロンクスビルで開きまし
た。そこには、いつも必ず、ブロックさんご夫妻の姿がありました。教会員では
ありませんし、特別な宗教は持たないというご夫妻でしたが、MJM の「だれでも大
歓迎」の精神をとても尊重してくださり、ミッショナーがロイド司祭から関本司
祭へ、また景山恭子へとバトンが渡されていく中で変わらない支援をし続けてく
ださっていました。スカースデールで開いた１０回のコンサート、８回のオーク
ション、そこにはいつでもご夫妻の姿があり、毎年欠かさず献金も送ってくだ
さっていました。「私は前世は日本人だったと思うわ。」と言われるくらいパッ
トさんは日本の文化、そして日本人が大好きでした。去る１２月３０日未明、肺
炎も良くなり、退院予定だったその日にパットさんが急逝されたという知らせが
ご主人のトニーさんから入りました。あまりに突然のことで今だに信じられませ
ん。霊魂の平安をお祈りします。パットさん、２５年もの長い間、MJM のことを愛
してくださり本当にありがとうございました。どうぞこれからもあなたが大好き
だった MJM のことを見守ってください。

When Fr. John Lloyd was invited to New York as missioner for MJM in 1986,
Mrs. Pat Block, whom we referred to affectionately as “Pat-san,” was indispensable to the Japanese community in Bronxville, Westchester. In the early 1980’s both
Bronxville and Scarsdale had sizeable Japanese populations. Mrs. Block, along
with her wonderful husband Tony, gave their support to Japanese families in so
many ways. When MJM inaugurated a fund-raising concert series at Christ Church,
Bronxville, Pat and Tony were always in the audience. They were not members of
Christ Church, or any other religious organization, for that matter. But they loved
and respected MJM’s all-are-welcome spirit. Leadership of MJM was transferred
from Fr. Lloyd to Fr. Sekimoto, and then to Kyoko Kageyama, but the Blocks’ support and love for MJM was undiminished. They came to all the Advent concerts, as
well as dinner-and-auction nights at St. James the Less in Scarsdale, and were
regular contributors to MJM. Pat really loved the Japanese people and their culture.
She once said, “I must have been Japanese in a former life.” In the early morning
of December 30, the day she was supposed to come home after recovering from
pneumonia, Pat passed away in the hospital. A phone call from Tony brought the
sad news to me. It came so suddenly that I still cannot believe it. May her soul rest
in Peace. Pat-san, thank you very much for 25 years of support to MJM. Please
continue to watch over MJM, your beloved community.
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嬉しいお知らせ（Good
News)
嬉しいお知らせ（
マーテイン・賀子・フランクご夫妻に
ご長女、望愛（もな）ちゃんが 2010
年10月18日に誕生されました。おめで
とうございます。

Martin Frank and Noriko had their first
baby girl on October 18. 2010.
Congratulations to the Franks

2011 PLEDGE

2011年プレッジのお願
プレッジのお願い

We appeal to you for your continued
financial support in 2011. Your support
MJMの活動及び寄留者は皆様からの
and contribution are vital to the operaプレッジにより支えられております。
20011年も引き続き、神様に導かれ活動 tion of our ministry and the distribution
of the Kiryusha. Enclosed please find
出来ますよう、ご支援をお願い致しま
the pledge / contribution card with an
す。同封のカードにご記入の上、2011
envelope. Whether your donation is
年2月末までにMJMオフィスまでお送り
large or small, it is your interest and
下さい。
support that allows MJM to continue to
serve Christ through our ministry.
バイブルスタデイーについては
MJMのウエブサイトでご確認下さい

BIBLE STUDY?
LOOK UP ON THE MJM WEBSITE FOR
MEETINGS.

MJMの今後の活動へのアイデア、
サジェションは、eメールにてShoji
Mizumotoまたは Tomoko Masurまでお知
らせ下さい。mjm.ny@mindspring.com

Ideas for MJM Activities? Please e-mail to
Shoji Mizumoto or Tomoko Masur
at :mjm.ny@mindspring.com

寄留者では原稿、写真などを募集して
おります。スペースの都合上、原稿サ
イズは 寄留者の1ページに収まるよう
にお願い致します。原稿はeメールにて
お送り下さい。

KIRYUSHA welcomes all articles and photos with the understanding that not all submissions will be printed. Because of our
format, we encourage shorter rather than
longer articles, clearly honored in the
breech in this issue. Your submission
should be sent to mjm.ny@mindspring.com

MJMオフィスでは下記の時間、担当者
がおりますのでご連絡下さい。
月曜 午後１２時－３時
火曜 午前９時半ー１２時半

MJM OFFICE HOURS
MONDAY 12PM TO 3 PM
TUESDAY 9:30 AM to 12:30PM

KIRYUSHA STAFF
Editor
David Eddy
Associate Editor Akiko Watanabe
Translators
Kyoko Toyama
Akiko Watanabe
Mailings
Setsuji Uematsu

Metropolitan Japanese Ministry
c/o St. James the Less, 10 Church Lane,
Scarsdale, NY 10583
E-mail:mjm.ny@mindspring.com
Website: WWW.mjmny.org
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MISSION STATEMENT
MJM is a ministry of the Episcopal Church of the United States and Japan
(Nippon Sei Ko Kai) to the Japanese people which seeks to be an open, inclusive body providing spiritual care and support to all people reflecting
the spirit of Christ as it builds bridges between cultures.

METROPOLITAN JAPANESE MINISTRY
c/o St. James the Less, 10 Church Lane, Scarsdale, NY 10583
E-Mail-mjm.ny@mindspring.com
Website-mjmny.org
Tel. 914 723-6118
Fax 914 723-3776
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