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  今秋、１０月、植松功氏がMJMの招きによりNYを訪問されました。私達

は、牧師でも、テゼのモンクでもなく、また、名称、肩書きが何もない植松氏

が、いったい何をもたらしてくださるのかと考えていました。植松氏が私達に

与えて下さった事は、キリストの教えの中で私達の生活をもう一度考え直すこ

と、それが更に豊かな生活に導かれることへの再確認でした。 

  MJMは世界の大都会の一つ、静寂とはかけ離れた場所、 NYにあります。

しかし、その騒音の嵐の中、一歩下がり、ゆっくりと考え直してみましょう。

私達はその嵐の目の静けさに入る事も出来るのです。植松氏の素朴な歌、まっ

すぐな言葉、そして優しい話し振りは,多くの人々に生活への新しい道を示し

てくれました。 

  飾り気の無い美しさ、何気ない事の驚くような事への変化。これはまさに

クリスマスの事、2000年前のベツレヘムで起こった事です。植松氏の訪れは、

まるでキリスト降誕のお祝いに東方より来た３人の博士のように、植松功氏に

触れたすべての人々に祝福をもたらせて下さったのです。クリスマスおめでと

うございます。 

                                                  ダビデ エデイ  

                                                                                                     MJM プレジデント 



 Isao Uematsu visited New York at the invitation of  MJM this past Oc-

tober. Many of us were slightly puzzled by what Isao-san would bring; not being 

a minister, not really a Taize monk, not a person embroidered with degrees and 

honors. What he brought, I think it is safe to say, is a remarkable ability to cause 

people to re-examine their lives in the context of Christ’s teachings, with the 

understanding that this examination itself will lead to a richer and fuller life. 

 MJM is based in one of the world’s great metropolitan centers. Serenity 

is not what is associated with New York. However, by stepping back, taking 

time, taking stock, even in the maelstrom, we can enter the eye of the storm. Isao

-san by his seemingly simple songs, his straightforward words and his soft deliv-

ery showed a remarkable alternative to the life many of us lead. 

 The beauty of plain-ness, the ordinary made extraordinary, is often asso-

ciated with Christmas and what happened at Bethlehem. Isao-san’s visit, like the 

Magi of two thousand years ago, brought quite the gift to all of us who were 

touched by Isao-san. Merry Christmas. 

      -David Eddy, MJM President 

ISAO �EW YORK VISIT   
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 Isao Uematsu was in the 

States only for 12 days, but he left  a  

great  impact on us. In his gatherings 

his presence characterized by his faith, 

gentleness and openness was  quite 

powerful.  He joined us with our Bible 

study, Sunday services, and held gath-

erings of meditation and prayer using 

Taizé songs. At times he felt like the 

embodiment of the MJM mission 

statement., welcoming and respecting 

everyone  regardless of  their back-

grounds. He attracted so many differ-

ent people.  And he is more than our 

mission statement, as he can reach out 

to any people in the world.  Listening 

to him made me feel closer to God. 

Yet he did not preach.  He spoke in a 

quiet voice in colloquial Japanese.  He 

played his guitar quietly and sang sim-

ple, yet beautiful Taizé songs softly 

and repeatedly. And we all sang to-

gether, feeling connected and nur-

tured. He was a blessing to us all and 

was a bridge connecting us all. 

ISAO VISIT  
BY KUMIKO BULLER MORITANI 

植松功さんはアメリカに１２日しか滞

在されませんでしたが、私達に大きな

影響を残されました。 どの集まりで

も、 功さんの信仰、優しさ、お心、思

考の広さ、大きさに、日本人でもアメ

リカ人でも心を動かされました。 テゼ

を使っての黙想と祈りの会を催してく

ださったほか 功さんはＭＪＭの聖書

会、日曜礼拝に参加されたり 地元のセ

ントジェームズ教会でお話しされた

り、ここでは書ききれないほどの活動

をこなされました。功さんの宗派、宗

教の有無を問わずだれでも暖かく接

し、敬意を表される態度はＭＪＭの

ミッションステートメントが人間に

なったようでした。でも功さんは、世

界中のどの人達にもごく自然にリーチ

アウトできますから、ＭＪＭミッショ

ンステートメント以上です。 功さんの

お話しを聞いているといつのまにか神

様を身近に感じました。 功さんは、い

わゆるお説教というものをされません

でした。 ただ静かなお声で、親しい

友人に話しているように、くだけた日

本語を使ってお話しになりました。静

かにギターを弾かれ、静かなお声で何

度も、素朴で美しい二行ぐらいのテゼ

の歌をうたってくださいました。元

ミッショナーの景山恭子さんがＭＪＭ

キャンプでテゼの歌を教えて下さった

ので、すでに知っている歌もありまし

た。功さんと一緒 に私達も声をそろえ

て、美しいテゼの歌を 歌いました。歌

いながら、私達の心はつながり、養わ

れていきました。 

           森谷久美子 

植松功氏の植松功氏の植松功氏の植松功氏の    
ニューヨーク訪問ニューヨーク訪問ニューヨーク訪問ニューヨーク訪問    



• I felt lucky to have met Isao who 

came a long distance from Tokyo. I 

cannot forget what he said during the 

gathering: "Be simple without limit”, 

“This is the key to true peace and free-

dom from ego”. Wouldn't it be nice if 

we could live as if we were beyond life. 

    

•Thank you for inviting me to the gath-

ering. I had heart warming time with 

Isao san even though I’m not a Chris-

tian. I’m really grateful for it. Thank 

you. 

 

•   I was so inspired by his beautiful 

songs and talks that I was filled with 

blessings and the refreshed state of 

mind. I’m glad that I could share a won-

derful time with my friends. Thank you 

so much. 

 

•   I’m writing this card with sincere 

gratitude for inviting me to the gather-

ing with Mr. Uematsu. I was so blessed 

with his songs and his talks that I could 

be in the calm and peaceful state of 

mind. Thank you so much. 

 

• I’m recalling how impressive Mr. 

Uematsu’s singing and talking was. 

This blessing has been gradually filling 

my heart. Thank you. 

• 遠い東京からおいでくださった功さ

んにお会いできて本当にラッキーでし

た。功さんが黙想と祈りの会で言われ

た、「限りなくシンプルになる．．．」

という言葉が忘れられません。真の平和

と自我からの自由へのカギがそこにある

ような気がします。死んだように生きる

ことができたらどんなにいいこと

か．．． 

• お集まりにお招きいただきありがと

うございました。功さんと過ごさせてい

ただいた時間はクリスチャンで無い私に

とっても大変心温まるものでした。感謝

しております。 

• 植松さまのお話と美しい歌を聞かせ

ていただいて心が洗われるようでした。

お友達と一緒に参加し感動をシェアー出

来た事も感謝です。 

• 植松さんのお集まりにご招待いただ

いた事は心からの感謝でこのカードを書

いております。美しい歌とお話に感動し

祝福を得て心が安らぎました。ありがと

うございます 

•  植松さんの歌とお話は何と感動的で

あったかと今思い出しております。この

祝福が徐々に私の心に染透って来ており

ます。ありがとうございました。 

 

VOICES FROM  

PRAYERS & MEDITATIONS 
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ECUME�ICAL  GATHERI�G 

黙想と祈りの集いを体験して黙想と祈りの集いを体験して黙想と祈りの集いを体験して黙想と祈りの集いを体験して    
井川 保一By Joe Y. Ikawa 

Hello dear friends of MJM. My 

name is Joe Y. Ikawa, one of the members 

of New York Japanese Catholic Group. I'm 

so grateful that you invited us to the gather-

ings held in the months of October and No-

vember. I attended the gathering held at The 

Episcopal Church of Our Savior in China-

town. As you know, Mr. Isao Uematsu led a 

group of the faithful comprised of Episco-

palians, Catholics, and people from other 

denominations alike, by introducing us the 

way of his gathering. 

In the meeting Uematsu san intro-

duced us as many as a half-dozen Taize 

songs, which were more chants than songs 

composed of a couple of the Bible verses 

with beautiful melodies. As we sang them 

over and over again, the melodies reverber-

ated through our bodies as if the verses 

were instilled into the depths of our hearts. 

One of the memorable songs to me is Jesus 

le Christ, which were still reverberating in 

my heart. Also a couple of the Bible pas-

sages were read as well as the prayers of 

intercessions and there was a period of si-

lence in the gathering. 

Though for most of us it was the 

first time to attend not only the Meditation 

and Prayer gathering, but also this kind of 

ecumenical prayer meeting, each one of us, 

I believe, left the gathering with full of 

gratitude and a sense of unity. I pray that 

we could continue the Meditation and 

Prayer gatherings not every year, but at 

least every month.     

 親愛なるMJMの皆さん、こんにち

は。ニューヨーク日本人カトリック会

の井川保一といいます。10月から11月

にかけて開かれた、黙想と祈りの集い

に私たちをご招待くださりどうもあり

がとうございました。私は、チャイナ

タウンの聖公会救主堂で開かれた、黙

想と祈りの集いに参加させて頂きまし

た。皆さんご存知のように、植松功さ

んが、集まった、聖公会、カトリッ

ク、その他の宗派の人々からなるグ

ループを、黙想と祈りの集いに導いて

下さいました。 

 会の中で、植松さんは、５、６曲の

テゼの歌を紹介してくれました。それ

は、歌というよりか、詠唱に近く、

２、３行の聖句に美しいメロディーを

つけたものでした。それを何度も何度

も繰り返し歌うにつれ、メロディーが

体中に響きわたり、それらの聖句が、

心の奥にまで、染み透るかのようでし

た。私にとって、特に印象に残った曲

は、イエス内なる光、という曲で、今

でも心の中に響いています。黙想と祈

りの集いでは、他に、聖書が朗読さ

れ、共同祈願があり、沈黙の時間もあ

りました。 

 私たちのほとんどにとっては、この

集いが初めてというだけでなく、この

ような超教派の祈りの会も初めてでし

たが、私たちの一人ひとりが、感謝と

一致の気持ちで一杯になって、黙想と

祈りの会を後にしたと思います。私た

ちが、この集いを、毎年ではなくて、

少なくとも毎月、続けていくことがで

きるよう祈りたいと思います。 



 We are finishing up our first 

semester in December and will continue 

again in January. People who want to 

join then should call Aya at 723-6118. 

 We have had a great Fall with 

free conversation and some academic 

activities. We all were moved by our 

visit from Isao -san. He led us singing 

in English accompanied by the Guitar. 

Isao-san was a good listener. He was 

sensitive to the challenges of Japanese 

wives arriving in another Country with 

often little experience in using practical 

English. 

Some of our old-timers initiated 

continuing of our participation in the 

Angel Fair at All Saints Church. Kyoko 

had started this. I was happy that stu-

dents and parishioners again cooperated 

to set up a table at the Harrison Church. 

My daughter  Bessy and I drove over to 

check it out and were delighted to see a 

nice table with a variety of Japanese 

goodies and a row of smiling friendly 

faces. This group donated generously 

from their earnings to All Saints. This 

Fair is well known for their lovely 

handmade Christmas ornaments and 

table runners and many other things. 

My students enjoyed the atmosphere of 

a typical American event. 

We are grateful for the hospital-

ity of All Saints and it's clergy offered 

to MJM over the years. 

In addition, the All Saints Com-

munity invited Fr. John and Elisabeth to 

their wonderful dinner celebrating All 

Saints 110th year from their founding. 

We met many old friends (and MJM 

Board members) such as Bishop Ros-

kam and Constance Coles and spouse. 

We also enjoyed meeting the Rector's 

husband visiting from Virginia. 

ESL-ALL SAI�TS HARRISO� 

By Elisabeth Lloyd 

 ハリソンのESLのクラスも１２月で第一

セメスターを終え、1月に新学期を迎えま

す。1月にあらたに参加したい方は、MJM

オフィス、914-723-6118、までご連絡下さ

い。 

 

今秋のクラスは、色々な勉強とともに自由

会話で充実したものになりました。植松功

さんが、クラスに来てくださった事も大き

な感激でした。植松さんは、ギターを弾い

て英語の歌えを指導して下さり、また、ク

ラスの生徒さんの殆どが、実用英語の経験

無しに渡米し多くのチャレンジに向かって

いる事を良く理解され、生徒さん達の話を

聞いて下さいました。 

  

 景山恭子さんがESLのクラスの生徒さん

に呼びかけて始まった、All Saints Church

で秋のAngel Fairが今年も行われ、私も娘

のBESSYと共に当日教会へ行きました。

生徒さん達がAll Saints Churchの教会員の

方々と共に働き、テーブルをセットアップ

し、日本の様々な楽しい品物を置いており

また。生徒さんが笑顔で働いておられる様

子は大変嬉しいものであり、この日の売上

はAll Saints Churchに寄付されました。

Angel  Fairは美しい手製のクリスマスオー

ナメント、テーブルランナー、その他多く

のものが出品される事で知られています。

このようなイベントはアメリカの典型的な

もので、生徒さん達もこのアメリカならで

はの雰囲気を楽しんでおられました。長い

間MJMに協力していただいているこのAll 

Saints Churchと牧師先生方のご好意に感謝

致します。 

また、先日All Saints Churchの創立１１０

年を祝うデイナーにFr. Johnと私が招待さ

れました。そこで多くの旧い友人達、

Bishop Roskam さんや Constance Colesさん

とご主人、またMJMの理事の方々にお目

に掛かりました。All Saints Church のthe 

Interim Rectorのご主人がヴァージニアより

来られ、お会い出来て嬉しかったです。 
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MIYOKO MORTON  

BAPTISM 
By Elisabeth Lloyd 

 

Miyoko Morton was baptized 

on November 2 , 2008,  the Solemnity 

of All Saints. This took place at St. 

Paul’s Episcopal Church in Brook-

lyn.The Rector is the Rev.Peter Cullen. 

Though this had been in the works for a 

while, this exciting event came as a sur-

prise to MJM members. This ocurred 

during the time  when Isao-san was vis-

iting New York. Myoko was prepared 

by Father Cullen at Walter and Mi-

yako’s home parish with help from 

Kyoko Kageyama.  

For those who do not know 

them, Miyoko and Walter regularly at-

tend the Manhattan Japanese service in 

New York City. Father Lloyd did the 

actual baptizing in Japanese. John and 

Walter have known each other since the 

fifties in Kyoto when  Walter served as 

John’s acolyte at St., May’s, Kyoto. 

Hatsu Kageyama was a sponsor 

and members of the Britt family at-

tended. It was a truly amazing day. 

Myoko was radiant. The traditional ser-

vice was beautiful. The music  was out-

standing. The Church is a wonderful 

large traditional structure filled by a 

congregation that is warm and friendly. 

The subway ride for yours truly 

was educational  as I think we managed 

to ride on lines representing  every let-

ter of the alphabet.! 

Congratulations and Blessings 

Miyoko Mary! 
 

 

モートン美代子さんの洗礼式

が、１１月２日（the Solemnity of All 

Saints）にブルックリンのSt. Paul’s Epis-

copal Churchで、the Rev.Peter Cullen司祭

により執り行われました。以前より美

代子さんは、このためご準備をしてい

らしたのですが、MJMのメンバーに

とっては嬉しい驚きでした。美代子さ

んは、景山恭子さんのお手伝いを受

け、Cullen司祭に洗礼のご指導をご自宅

で受けておられました。美代子さんと

ご主人のWalterさんは、MJMのマン

ハッタン礼拝に定期的に参加され、当

日もロイド司祭が日本語での洗礼を授

けられました。ロイド司祭とWalterさん

は、1950年代に京都のSt., May’s教会で

Walterさんがロイド司祭の従者をしてお

られる頃からのお知り合いです。景山

肇彦さんが名親として、またBrittご一

家も出席されました。この素晴らしい

日に、美代子さんは晴れやかで輝いて

おられました。洗礼式もすばらしく、

音楽も感動的でした。伝統的で、堂々

としたSt. Paul’s Episcopal Churchには多

くの心暖かいフレンドリーな教会員が

おられます。この日はちょうどNYマラ

ソンで車を使えなかったため、私達は

色々な地下鉄に乗る事ができ,これも楽

しかったです。 
 

Miyoko Maryさん、お祝いと祝福を!  

                            エリザベス ロイド 

モートン美代子さんモートン美代子さんモートン美代子さんモートン美代子さん                

受洗受洗受洗受洗                        



Memories of Summer - Incarnation Summer Camp 
 These days, the leaves are turning, carpets of fallen leaves everywhere. 

Cold, fresh morning air makes us feel that winter is coming. But with a warm heart, 

our minds travel back to summer.  

 This year, we participated in MJM's Summer Camp at Incarnation Center 

for the first time. Spending the weekend with friends from MJM is one of our most 

cherished summer memories.  

  Our days at Incarnation Center were filled with such a wonderful time 

from the moment of getting up until going to bed at night. The early bird catches 

the worm! Mornings are precious, though often we don't spend them well. At this 

camp, morning was a meaningful moment. We started the days with prayer and 

hymns (or with accompanying the hymns -- it may have been the first time in No-

riko's life to play the piano before 8 a.m.!), awakening mind and spirit. The sunny 

days were spent outdoors, swimming and kayaking in the lake, hiking in the forest. 

But especially bible study and worship in these surroundings were a strong spiritual 

experience.  

 We thank our Lord for giving us the opportunity to share this time with our 

friends from MJM. We look forward to joining again next summer!  

           Noriko Frank-Suzuki and Martin Frank  

          October 18th, 2008 
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 木々の紅葉が始まり、落ち葉の絨毯があちらこちらで見られるようになっ

てきました。朝晩の冷え込みが深まってきて、冬の始まりを感じる今日この頃で

すが、この夏の思い出を心の中で温かく思い出しています。 

  今年初めてＭＪＭのサマーキャンプに参加させていただきました。ＭＪＭ

の皆様と過ごさせていただいた夏の終わりの美しい週末は私達にとって最高の夏

の思い出となりました。 

  サマーキャンプでは、朝起きてから就寝の時間まで、一瞬一瞬が充実して

いて楽しく、そして満たされていて、大変有意義な２日間を過ごさせていただき

ました。早起きは三文の徳！普段つい無駄に過ごしてしまう朝の貴重な時間を、

このキャンプではお祈り、聖歌の合唱（私にとっては聖歌の伴奏でした。朝８時

前にピアノを弾いたのは生まれて初めてのことだったかもしれません！）と、朝

一番から有意義な時間が始まりました。大自然の中での湖でのスイミング、カ

ヤック、ハイキング。何から何まで思い出に残るものばかりです。そういう環境

の中でのバイブルスタディーや礼拝は、普段よりも増して体と心と魂を通しての

体験でした。 

  ＭＪＭの皆様と出会えたこと、そしてその皆様と本当に素晴らしい時間を

共有させていただく機会を与えて下さった神さまに心より感謝しております。来

年また参加させていただくことができますことを楽しみにしております。 

       鈴木賀子＆マーティン・フランク 

      ２００８年１０月１８日 
  

夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出    ----    ＭＪＭサマーキャンプＭＪＭサマーキャンプＭＪＭサマーキャンプＭＪＭサマーキャンプ    ２００８２００８２００８２００８     



MICHAEL KENDALL MINISTRY 

COMMEMORATION-September 7, 2008 

    The EAM Commemoration of Ven. Michael Kendall’s ministry was a truly re-

markable affair with various ministries outdoing each other to celebrate the work 

and spirit of a dear friend.  For MJM members it was a time not only to honor and 

commemorate but to renew ties with our brothers and sisters in companion minis-

tries. The event was hosted by Christina Hing and emceed by our Kyoko Toyama. 

 

 Ven.Michael Kendallのお働きを称えるため、EAM主催の祝賀会に様々なministry

の方々が一同に会し、素晴らしい会となりました。これはMJMのメンバーにとっ

て栄誉ある、そして記念すべき時でありました。また、他の教区の兄弟姉妹たち

とのつながりを新たにする時も持てました。この会のホストはChristina Hing さ

ん、司会はMJMの遠山京子さんがなさいました。 


