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お礼状お礼状お礼状お礼状 

若松聖愛幼稚園若松聖愛幼稚園若松聖愛幼稚園若松聖愛幼稚園よりよりよりより 
 

アメリカ聖公会 ニューヨーク教区 MJM の皆様 

 

若松聖愛幼稚園 チャプレン 越山哲也 

        園長 古川陽子 

 

 主のみ名を賛美いたします。 

 園庭に降り積もった雪で元気に遊ぶ子どもたちの声が響いています。園庭を望む日当

たりの良い廊下では気持ち良さそうにおしゃべりする子どもたち。３つある広いお部屋

は体を動かしたい子も静かに工作したい子も、お互いを邪魔することなく遊ぶことがで

きます。おかげさまで新しい園舎が完成いたしました。 

 震災以降、心から望んでいた園舎。夢に見ながらも到底叶えられることはないだろう

と諦めかけていた園舎が、現実のものとなって今私たちの目の前にあります。多くの方

から「これは奇跡だ」と言われています。この奇跡を起こして下さったのは多くの方々

の祈り、励まし、行動です。特に遠いアメリカの MJM の皆さんのご援助なくしては今回

の奇跡は起こりえなかったと思います。尊いご献金もいただきました。ありがとうござ

いました。心からの、本当に心からの感謝の思いでいっぱいです。 

 被災地に選ばれ、イエスさまの幼稚園としてのミッションを与えられている私たちが、

これから歩むべき道は決して私たちのものだけではないと心しています。放射線の影響

を最小限にし子どもたちの健康を守ること、体力低下が指摘されている中で体を動かす

楽しさを伝えること、そして何よりも弱く困難のうちにある人にこそ寄り添うことので

きる優しい子どもに育てること。広く地域社会の子どもたちに、その場を提供していく

こと。与えられた園舎がその器として用いられていくように、祈りながら進んで参りた

いと思います。 

 閉園を考えていた私たちが、このように前を向いて歩めることがどれほどありがたく

恵まれていることなのか。教職員はもとより、保護者の方々、子どもたちの心にも深く

刻まれています。本当にありがとうございました。 

 園舎の完成にあたり記念誌を作成いたしました。ご覧頂けましたら幸いです。 

これからも皆様の上に神さまの豊かな祝福がありますことをお祈りいたしております。 

 

 



 3

Thank You Letter 

from Wakamatsu Seiai Kindergarten 
 

Dear all of MJM and the Episcopal Diocese of New York: 

 

Praise the name of the Lord. 

The joyful voices of the children playing with the snow in the kindergarten 

yard; a pleasant chat of the children in sunshine at the corridor which overlook the 

playground; there are some children who want to move and be active while the 

others are calmly absorbed in building things. We have three wide rooms so that 

there is no need to worry about disturbing each other. Thanks to God our new 

building has been completed at last. 

Since the 3/11 disaster we had ardently desired a new safe building. Now our 

dream, we've almost given up, has come true and it's in front of us. People say this is 

a miracle! We think this miracle was brought to us by the prayer, the encouragement 

and the action of many people, particularly you MJM people in far-off USA. We feel 

truly grateful for your generous donation. 

This place was chosen as a disaster stricken area, which made us be aware that 

our way to follow as a Jesus' kindergarten is not only ours. We hope this bestowed 

building will help the children of this community to minimize the influence of the 

radiation and protect their health, to know the pleasure of moving the body under the 

finite restrained environment, and first of all to be gentle who can snuggle up to the 

weak with difficulties. We will pray and move forward for it. 

We once thought about closing this kindergarten. But now we feel very happy 

and appreciated to be able to go on. This strong feeling of gratitude is not only from 

the teachers but also the children and the parents of this kindergarten. All of us thank 

you from the bottom of our heart. We created the memorial magazine for the new 

kindergarten building completion. We will be happy if you look at it. 

God bless you. 

 

Tetsuya Koshiyama, Chaplain 

Yoko Furukawa, Principal 
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ロイド司祭ご引退ロイド司祭ご引退ロイド司祭ご引退ロイド司祭ご引退: : : :     

MJM クリスマス礼拝クリスマス礼拝クリスマス礼拝クリスマス礼拝 2013    
 

長年にわたり MJM の為にお働き頂いたロイ

ド司祭が２０１３年１２月を以って 

missioner emeritus としてのお仕事より引

退されました。 

MJM のメンバー、一人一人よりこれまでの

お働きに深く感謝申し上げます。礼拝、聖

書会を通して、導き、お教え頂いた事、ま

たジョン司祭の存在自体からも、どれほど

多くのことを学んだか計り知れません。理

想的な伴侶でおられるエリサベスにも、ジ

ョン司祭の長年の MJM へのお働きを支えて

頂いたことに感謝いたします。どうか、お

二人の新しい生活が、祝福に満たされたも

のでありますように。 

 

 

 
Fr. John Lloyd at the Christmas service

Father John Retires:  

MJM Christmas Service 2013 
 

Fr. John Lloyd retired from the position 

of MJM missioner emeritus in December 

2013. All of us would like to express our 

deep appreciation for many years of 

tireless work for MJM. We will 

remember what Fr. Lloyd has taught us 

through his Sunday services and  Bible 

studies. His peaceful existence itself was 

a great gift to us. We also acknowledge 

Elisabeth as a great supporter. Fr. John 

and Elisabeth have been a special 

couple, giving all of us warmth and 

comfort in times of need. We wish them 

a blessed retirement. 

 

 

 
Fr. John and Elizabeth Lloyd receive 

gifts and a certificate 

 
 

 
The Lloyd family 
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こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、    

そしてさようならそしてさようならそしてさようならそしてさようなら    

 

寄留者でご紹介するはずであった MJM の新

しいインターン ミッショナーのミンキュ

ウ パークさんが、６月１４日の聖ジェー

ムス ザ レス教会の礼拝を最後に、韓国に

帰国されることになりました。その決断を

なされた主な理由は ご家族の為を思って

ということです。ミンキュウさんを MJM フ

ァミリーの大切な一員と思っているメンバ

ーにとって、家族を大切にする気持ちは十

分に伝わってきます。実は、それぞれのメ

ンバーもかつて母国の家族とアメリカでの

生活の選択に悩んだ経験があるからです。

そのゆえ、ミンキュウさんのこの度の決断

の重大さが理解でき、その選択の過程を静

かに見守っておりました。この 1 年半の間 

、ミンキュウさんそしてそのご一家とご一

緒に MJM ファミリーとして親しく過ごせた

ことに感謝しております。 

ミンキュウさんの考え、穏やかしかし強い

熱意、考慮された問い掛け、また優しい声

。この１年半、MJM に若いエネルギーを吹

きかけて下さり、お礼を申し上げます。頂

いた活力、信頼は私達の中に引き続き育っ

ていくことでしょう。 

ミンキュウさん、ウンジンさん、ショーン

君、そしてこれから生を受ける赤ちゃん、

これからの未来の生活とその営みの中に、

神様の多くの祝福が与えられますように。 

Hello  

and Goodbye 
 

Events can overtake us. What was to be 

Kiryusha’s introduction of our new 

missioner intern, Minkyu Park, is sadly a 

goodbye. Our missioner intern took his 

farewell at the June 14
th

, 2015, service at 

St. James the Less.  

Family concerns were paramount in 

Minkyu and Eunjin’s decision to return 

to Korea. As part of Minkyu’s larger 

family, MJM members know well how 

important family can be. We were 

delighted and blessed to be part of his 

family. Many of us saw Minkyu and 

Eunjin as ourselves several decades 

earlier, faced with all the many 

possibilities and decisions youth brings 

with it. 

We will miss Minkyu’s witness; his 

gentle enthusiasm; his wonderful voice 

and his probing questioning. He breathed 

youthful life into MJM during his one 

and a half years with us. We trust that 

the vitality he gave to us, his confidence 

in us, carries us forward. But equally, we 

all wish Minkyu, Eunjin, Sean and his 

impending sibling Godspeed in their 

future life and endeavors. 
 

 
Farewell to the Park family 
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MJM インターンインターンインターンインターン    ミンキュウミンキュウミンキュウミンキュウ    パパパパーーーーク氏とのク氏とのク氏とのク氏との    

インタビューインタビューインタビューインタビュー    

David Eddy 
 

ミンキュウさんはどこで日本語を習いましたか？ 

  私がまだ小学二年生だった頃（１９８９年五月）、父の仕事の関係で家族揃って日

本に移る事になりました。日本に行くことが決まってから私が母に一番初めに聞いた事

は「ママ、日本でもお米食べるの？」でした。「そうね....多分うどんじゃないか

な？」インタネットの無かった時代だったので、海外の事など考えることも出来なかっ

た頃でした。でも六年間の日本での暮らしはとても楽しくて、今でも大切な思い出とし

て残っています。東京での初登校日、友達が日本語で何をしゃべっていたのか全然聞き

取れませんでした。でも三ヶ月ちょっと経つと、自分が日本語で友達としゃべっている

ことに気づきました。八歳の子供には自然と学ぶことが出来たと思います。韓国に帰国

して以来、日本語をしゃべる機会が全く無く少しずつ忘れかけていましたが、大学で複

数専攻として日本語を勉強しました。 

 

MJM との切っ掛けは？ 

  Nyack の A.T.S(Alliance Theological Seminary)で神学を専攻していた頃、アドバ

イサーの Amy Nelson 教授から Email をもらいました。メールには、「ミンキュウ、 

Valley Cottage の All Saints Episcopal 教会の Jacob Nanthicattu と会ったが、彼は

ある日本の方々が聖書の勉強や宣教を手伝ってくれる人を探している、と言っていた、

ミンキューは日本について特別な興味を持っていた事を覚えているので、彼からのメー

ルを送るので是非連絡してみるように。」と書いてありました。 そのメールの確認が四

週遅れ、Jacob に返事してようやく MJM の理事長、David Eddy と連絡を取ることが出来

ました。始めて MJM の方々と出会ったのは２０１３年１１月１０日の事でした。 

 

高校時代、１０年後に自分は何をしているだろうと考えましたか？ 

  音楽が大好きだった受験生の当時は作曲家などを夢見ていました。しかし親の反対

で結局は産業工学を専攻しました。しかしながら弟はベーシストになりました。分から

ないものです。 

 

聖職の道を選んだきっかけは何でしたか？ 

  私は誰よりも人生の勝ち組になりたかった者でした。本当の「成功」とは何なのか

も知らず、ただ盲目的に成功を追っていました。成功とは、綺麗な嫁をもらい、元気な

子を生み育て、自力で家も車も買い、健康な体を保つ事だと思っていました。しかし、

ある牧師先生から、私たちが考えるべき成功とは「後悔のない人生の最後を準備する

事」だと聞いて悟ったのです。もしこの世を去るとき自分の人生を後悔するならば、そ

れは成功した人生だとは言えないだろう。私はこの世の物では心の虚しさを満たすこと

が出来ないと思っていたので、神様だけが出来ると信じました。これまでに歪んだアイ

デンティティーを持ち、どれだけの時間をあちらこちらとさまよっていたのか。私たち

は神様の愛する子なのに...。私は聖歌を歌う度、神様の喜びを感じました。そしてその

喜びは、私の心を新たにし、永遠の平安と喜びを保たせてくれました。この世界の歪ん

だアイデンティティーやそれを包むため中毒に陥った人々を是非その平安と喜びに招き

たい、自分の経験した事を分かち合いたい、そういう切なる思いが私をこの道に入らせ
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ました。 

 

奥様とどのように知り合われましたか？ 

  ２０１２年の夏休み実家に戻りました。親のいた教会で丁度 conference があったの

で、案内を手伝いました。そしてその conference でまだ未婚の神学生として紹介され、

二週後、参加していた牧師先生から見合いはどうかと誘われました。最初は NY に戻る日

があまり残っていなかったので断りましたが、説得され、戻る日の三日前にやっと会う

事になりました。そしてその冬、見合い相手の彼女と結婚すると決めました。 

 

ご子息の Sean 君が生まれた事であなたは変わりましたか、もしそうならどのようにです

か？ 

  Sean は我が家にとって祝福です。彼の存在が喜び、笑いだけをくれるとは限りませ

ん。汗もかかされますし、寝不足で疲労も溜まります。新婚だった私と家内の安楽な暮

らしに、現実とは何なのかを教えてくれました。しかし真の「一つとなる」とは何なの

かも教えてくれました。一層私の考え方を広め、隣人を理解し、み言葉の意味の深さを

味合わせてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

Minkyu and Eunjin Park with son Sean, born on July 17, 2014 
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Interview with MJM Ministry Intern Minkyu Park 
David Eddy 

 

Minkyu, how did you learn how to speak Japanese so well? 

My family moved to Japan when I was a second grade elementary student (in 

May 1989) because of my father's business. I remember my first question to my 

mom when I heard we were going to move to Japan was "Mom, do Japanese eat rice 

too?" My mom said, "Hmm… I don't know. Maybe they eat udon mainly." Without 

internet, we had no clue to guess what life in Japan looked like at that time. Actually, 

however, we enjoyed life in Japan for six years. I spent most of my childhood in 

Japan. And my memories of Japan are of treasuring my family. Right after 

transferring to the elementary school in Japan, I had no idea what the kids were 

talking about. (Of course, they only spoke Japanese.) After three months, however, I 

realized that I was talking with them in Japanese. It was just a natural process of 

learning the language to an eight-year-old. After returning to Korea, it was hard to 

have a chance to speak Japanese. I could feel I was forgetting the Japanese little by 

little. So I double majored in Japanese literature as an undergraduate. 

 

How did you hear about MJM? 

While I was studying at A.T.S.(Alliance Theological Seminary) in Nyack, 

mission coordinator Amy Nelson sent me the following e-mail: "Dear Minkyu, This 

is Amy Nehlsen writing to you about a possible ministry opportunity that I heard 

about recently. I met Jacob Nanthicattu who is from All Saints Episcopal Church in 

Valley Cottage. He knows about a group of Japanese Christians that are looking for 

someone to help them organize a group for Japanese Christians and outreach. I know 

that you expressed an interest in Japanese and I didn't know if you would be 

interested. I am copying Jacob on this email so that you can be in touch with him." I 

discovered her mail four weeks later, since I rarely checked my school email 

account. I responded to Rev. Jacob Phillip as soon as checked the mail, and I got an 

e-mail a week later from David Eddy from MJM. The first day I met MJM was 

November 10
th

, 2013. 

 

When you were in high school, what did you think you would be doing in ten years? 

I loved performing music. It led me to dreaming to be a composer or an 

arranger when I was a 受験生 (who is preparing SAT). Guess what? I studied 

industrial engineering, due to my parents’ pressure. However, my younger brother 

majored in performing art. 

 

What caused you to enter into the ministry? 

I wanted to be a successful man among my friends. I was chasing after 

success, even though I did not know what that really meant. I thought if I have a 

beautiful wife, kids, my own house without a loan, and cars, extreme wellness, that 

would be success. However, one day a pastor said the biblical definition of success 

is preparing for a good end of life. I could not agree more when I heard it. If I regret 
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my life at the point of my death, it cannot be called a successful life. I knew that 

nothing in this world can fulfill my heart. Only God fulfills me. How many times I 

have wasted my life wandering with a distorted identity! We are beloved sons and 

daughters. When I praise Him, I feel God's pleasure. And His pleasure renews my 

heart and keeps me to stay in the eternal peace and joy. I would like to invite people 

to the eternal peace and joy from addiction and distorted identity. I want to share my 

experiences. This desire led me to the ministry. 

 

When and how did you meet your wife? 

During the 2012 summer vacation, I visited my parents. And I helped the 

conference of my parents' church as an usher. After the conference, the pastor of the 

church introduced me as a single seminarian to the attendants. After two weeks, he 

suggested a blind-date. Although I refused several times since it was almost the day 

to return to New York, he constantly persuaded me. Three days before returning to 

NY, I met my wife at a blind date. Then we married the coming winter. 

 

Has having Sean, your son, changed you and if so, how? 

He is a blessing to my family. He gives us not only joy and laughter, but also 

sweat and fatigue (lack of sleep). A third person in the family shifts the dynamic 

from honeymoon to reality. But it also teaches me what true unity looks like. It helps 

my spiritual imagination to broaden, and brought me a better understanding of others 

and the word of God. 

 

 

 

 

 
MJM at St. James the Less with Episcopal Asiamerica Ministry Japanese 

Convocation (EAMJC) 2014 Delegates 
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アメリカ聖公会日系宣教委員会アメリカ聖公会日系宣教委員会アメリカ聖公会日系宣教委員会アメリカ聖公会日系宣教委員会        

総会ニューヨークで行われる総会ニューヨークで行われる総会ニューヨークで行われる総会ニューヨークで行われる    

遠山京子遠山京子遠山京子遠山京子 
 

  ６月１４日から１８日までアメリカ聖公会日系宣教委員会総会（EAMJC）がニュー

ヨークで行われました。通称 EAM というのは、アメリカ聖公会に属するアジア系の教会

または、ミニストリーをサポートする管区の元にある団体で、我々にもお馴染みの、

バーガーラ司祭が管区との関係の中で、そのまとめ役をして下さっていますが、その中

で、お互いのミニストリーの状況を交換、そして今後のミニストリーの発展のためにど

うしたら助け合えるか、ということを話し合うために毎年各ミニストリーの代表が集ま

る会です。 今年は、“聖公会信者：追求し、学び、活性化し、そして楽しもう！” と

いうテーマで、東海岸で初めて行われた会合に、２４名の代表が全米各地、そしてカナ

ダから集いました。初日は、マンハッタンのアッパー・ウェスト・サイドの北側、モー

ニングサイドハイツのツアーから始まり、コロンビア大学、リバーサイド教会、グラン

ド将軍の墓、そして聖路加病院と、MJM のバルア真由留と高橋耕君の若者が案内をして

くれました。そのあと、聖ヨハネ大聖堂でのミサに出席、礼拝の中では大聖堂の Dean 

が EAM のゲストを紹介して下さいました。 その足で、MJM のウェストチェスターに向か

い、礼拝をメンバーと一緒に捧げました。その後の懇親会の中では、MJM の理事長で、

お父上が日本に宣教師でいらした時に日本で生まれた、デイヴィット・エデイ氏による

日本の宣教者の歴史と働きのスライドをみんなで観賞しました。二日目は、聖マルコ教

会を訪問、そこで毎月一回集りを設けている「ママの会」の日本人のお母さん達との交

流をもち、ロスの聖マリア聖公会のメンバーで日本舞踊の先生でもあるキャロリン・モ

リニシ姉が、参加した若者達のアシストと共に、踊りの手ほどきをして下さいました。

三日目は、聖公会管区事務所での、ロサンゼルス教区のルース主教のお話に始まり、夕

方には、中華街にある、中国系聖公会聖救主教会の晩祷に参加、そこで最近按手された

EAM でお馴染みのアレン・シン教区主教にお会いしました。その後、EAM ニューヨーク主

催の晩餐会が中華街で持たれ、団欒の時を持ちました。今年のテーマに掲げられたよう

に、今回の会から、楽しくまたお互いの宣教をわかちあうことができただけでなく、数

年前に息子の晶と参加したロスの会合で会った

高校生が、今は大学生になり、それでも、教会

の活動は続けているという、若者の成長が見ら

れたことが嬉しかったです。MJM もできれば若

者達にもっと目を注ぐことができれば、という

のが課題です。今回の会合に、MJM からは、ブ

ラー久美子さんが幾つかのプログラムに参加し

て下さいました。それぞれのグループが、来年

の９月に次回の会合が行われる韓国での会合で

の再会を願いながら、ニューヨークをあとにし

ました。皆さん、ニューヨークの遠方までよく

いらして下さいました。特に日系のグループの

まとめ役をして下さっているマルコム・ヒー兄

と、ゲイル・カワハラ姉の努力とお働きに感謝

致します。 ２０１５年での再会を祈りつつ。 

 



 11

Episcopal Asiamerica Ministry Japanese Convocation 

(EAMJC) in New York 
Kyoko M. Toyama 

 

The Episcopal Asiamerica Ministry’s Japanese Convocation’s (EAMJC) 

annual meeting took place in New York from June 14
th

 through 18
th
, 2014. EAM is 

part of the Episcopal Church of USA (ECUSA) that supports and promotes Asian 

American Episcopalians and churches throughout the US.  Within this organization, 

headed by the Rev. Dr. Fred Vergara, there are several ethnic convocations that meet 

annually to update each other’s ministry and share ideas to grow their community. 

This year’s theme was “Episcopalians Exploring, Educating, Experiencing, 

Energizing and Entertaining.” A total of 24 representatives from four dioceses of 

ECUSA and one diocese from the Anglican Church of Canada participated in this 

year’s convocation meeting, held for the first time on the East Coast.   

The Convocation began their first day with a brief tour of Morningside 

Heights including Columbia University, Riverside Church, Grant’s Tomb and St. 

Luke’s Hospital led by our young adults, Koh Takahashi and Mayur Baruah before 

heading to the Cathedral Church of the St. John the Divine. There they attended a 

mass with a welcome by the Dean of the Cathedral. MJM officially welcomed the 

EAMJC delegates at the St. James the Less where we had a Japanese/English service 

and a reception.  David Eddy, Japanese born President of MJM Board and a son of 

the missionary showed slides showing the history of missionary work in Japan.  

On the second day, the group visited St. Mark’s Church on the Bowery to 

meet with a NY Mamas, a group of Japanese women who meet once a month. 

Carolyn Morinishi, a member of the St. Mary’s Episcopal Church in LA and a 

Japanese dance teacher taught the mothers a traditional Japanese dance and a Bon 

dance assisted by the youth contingent of the convocation. 

On the third day, Bishop Luce from Diocese of LA spoke to the delegates 

about her role as a bishop of multicultural ministry. The delegates attended an 

Evensong officiated by Bishop Allen Shin, our newly consecrated Bishop Suffragan 

of New York at Church of Our Savior, a Chinese speaking Episcopal Church 

followed by a dinner for the delegates.  

All five goals, of exploring, educating, experiencing, energizing and 

entertaining were hopefully met by these four days in the “Big Apple.” It was great 

to see young adults whom I met a few years ago in LA for another convocation 

meeting as youth and to feel encouraged to witness a continuous involvement of the 

young people in the church.  We hope to see that part of the ministry grow in MJM. 

Many thanks to Kumiko Buller who represented MJM at various convocation 

programs. The group left looking forward to seeing each other at the next 

convocation meeting in South Korea in September, 2015. Thank you to all who were 

involved with the convocation meeting especially Malcolm Hee from Hawaii and 

Gayle Kawahara from LA, the Co-Convenors of the Japanese Convocation. 
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ウオルターウオルターウオルターウオルター    モートン氏モートン氏モートン氏モートン氏    召天召天召天召天    

景山景山景山景山    恭子恭子恭子恭子    

 
去る１２月２５日、クリスマスの早朝に私たちの長年の友人、モートン氏が約１０日間

の入院中に天に召されました。９２歳でした。朝鮮戦争に従軍なさっていた時に佐世保

復活教会に通っておられました。１９５３年頃はもと九州教区飯田主教の父上が主任司

祭、鶴良雄司祭が若い執事として奉仕をしていた時だったそうです。教会をこよなく愛

していたモートン氏はアコライトとして祭壇奉仕をたびたびなさっていました。それ以

来、鶴司祭との交流は６０年以上に及びました。前夫人の豊子さんの逝去記念に佐世保

復活教会に一対のステンドグラスを寄贈なさっています。ニューヨーク在住の日本人ク

リスチャンをいろいろと援助してくださる方でした。昨今では MJM のマンハッタン月例

礼拝にも美代子夫人と一緒に出席を続けておられました。１月４日に行われた葬送式に

は MJM メンバーたちも多く参加。会衆の祈りは３０年来の友人だった景山恭子が日本語

で朗読。コリン司祭が遺骨をお香で清めておられる間、モートン氏の愛唱歌、『赤とん

ぼ』がピアニストによって演奏され、彼の軍隊での功労を感謝して大統領からの星条旗

が厳かに遺族に手渡されました。 

主よ，永遠の平安を彼に与え、絶えざるみ光をもって照らしてください。 

遺された美代子夫人の上に大いなる慰めが与えられますように。 

 

故人の遺志により、逝去記念献金はいずれかにお送りください。 

〒850ー0918 佐世保市福石町④ー３４ 佐世保復活教会  

（米国内に在住の方は MJM で代表して受け付けておりますので下記の住所をご利用くだ

さい。） 

St. Paul’s Episcopal Church, 199 Carroll St., Brooklyn, NY 11231  

Resurrection Church, Japan, c/o MJM 10 Church Lane, Scarsdale, NY 10583. 
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R. I. P. Walter H. Morton 
Kyoko Kageyama 

 

On December 25, 2014, early Christmas morning, our long time friend, Walter 

H. Morton, 92, died peaceably in sleep after ten days hospitalization.  

When he was serving in the Korean War as a Military Medic, he was a regular 

communicant at Sasebo Resurrection Church, Nagasaki. In 1953, the Rev. Iida, the 

father of the Rt. Rev. Iida, former Bishop of the Diocese of Kyushu, was in charge 

and the Rev. Steven Tsuru, was serving as young deacon. Walter loved serving at the 

altar. Since then Fr. Steve and Walter had been corresponding for 60 years. Walter 

loved Church and he was a man of prayer. He always prayed for Nippon Sei Ko Kai 

and for the Resurrection Church in Sasebo to which he donated a pair of stained 

glass windows in memory of his first wife, Ann Toyoko.  

 He continued to support Japanese Christians residing in NY area and for 

some years he and his wife Miyoko were regular attendees at the MJM monthly 

service at Good Shepherd in Manhattan. Many MJM members attended the 

Memorial Mass at St. Paul’s Church, Brooklyn, on January 4. Kyoko Kageyama, his 

friend for 30 years, read the Peoples prayer in Japanese. While the Rev. Peter Cullen, 

the rector of St. Paul’s, sanctified his ashes with incense, Walter’s favorite song, 

AKATOMBO, was played and sung by the pianist. The National Flag was dedicated 

to the family, in thanksgiving for his duty during World War II and Korean War. May 

his soul rest in Peace, and let light perpetual shine upon him. May his wife, Miyoko, 

be consoled at this time of mourning.  

 

According to Walter’s will, the gift in memory of him may be sent to St. 

Paul’s Episcopal Church, 199 Carroll St., Brooklyn, NY  11231 or Sasebo 

Resurrection Church, Japan, c/o MJM 10 Church Lane, Scarsdale, NY 10583.  
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シン主教の按手シン主教の按手シン主教の按手シン主教の按手式式式式 

David Eddy 
 

２０１４年５月７日、MJM の理事でもあり長年の友人であるアレン シン司祭がニューヨ

ーク教区の補佐主教となりました。按手式はシン主教の多言語を操る才能と共に大変印

象深い式でした。心からの熱き称賛をもってシン主教の新しい門出をお祝いもうしあげ

ます。聖ヨハネ大聖堂で行われた按手、着座式では 長年のシン主教の MJM に対する貢献

はこれ以上の形をもって表すことはできないほど、 MJM のメンバーたちの参加によって

その役割が強調されました。 

遠山京子さんは新主教のプレゼンターの一人として、会衆の祈りの一部を日本語で、エ

ディダビデ氏は日本聖公会東京教区からのメッセージを披露。ブラー久美子さんは奉献

の部門で参加、とそれぞれ大切な役割を担いました。 

按手式の前の MJM の復活日聖餐式では司祭として最後のイースターの司式、説教を引き

受けて下さったアレン主教。夫人のクララムンさんと共に MJM に祝福を運んで下さいま

した。（表紙の写真） 

シン主教は２０年以上も MJM の理事として貢献して下さっています。穏やかで様々なこ

とに細かい配慮をもって臨むシン主教の姿勢はいつも高く評価されていましたが、その

賜物が補佐主教として新しい場に立たれました。これからの歩みの上にも大きな役割を

果たしていくことを確信します。主教選挙にあったて候補選出の段階で配られたシン主

教の経歴の中で MJM との関係が明記されていたことも私たちは大いなるプライドをもっ

てここにご報告したく思います。 

シン主教は慣例上引き続き MJM の理事ですので理事会には出席いただけなくてもいつも

その思いは私たちと共にあること確信しております。これ以上の望むべきことはないで

しょう。シン主教、おめでとうございます。神さまの祝福をお祈りいたします。 

 

 

 

 

The bishops surround Bishop-elect Shin for the laying on of hands.  

Photo: Kara Flannery (source: dioceseny.org, with permission) 
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Bishop Shin Ordination 
David Eddy 

 

On May 17
th

, 2014, our fellow MJM board member, Rev. Allen K. Shin 

became The Right Reverend Allen Shin, Suffragan Bishop of the Diocese of New 

York. The service was almost as impressive as Bishop Shin’s multilingual abilities. 

We enthusiastically congratulate him on his new post. While Bishop’s Shin’s role 

with MJM cannot be claimed to have been necessarily formative, the role of MJM 

was underscored by our member’s participation in the installation service held at St. 

John the Divine. 

Kyoko Toyama was a reader of one of the lessons delivered in Japanese.  

David Eddy delivered a message of congratulations from the Bishop of Tokyo. 

Kumiko Buller was part of the gift presentation ceremonies. Several weeks before 

the installation, Bishop Shin and his wife graced us with his celebration of the 

Eucharist on Easter Sunday at St. James the Less. 

Bishop Shin has been a member of the MJM board for over twenty years. His 

calm and measured take on various issues was always appreciated and will 

undoubtedly serve him well as he enters his new position as suffragan bishop.  We 

note with a certain pride that his involvement with MJM was fairly prominent on his 

curriculum vitae distributed during the nomination process. He still is technically on 

the MJM board which may be due to inertia more than anything else. However, from 

our point of view even if he is not attending in person, he is attending in spirit and 

are much the better for that. Congratulations Bishop Shin and Godspeed. 

 

 

  
 

Bishop Shin with Kyoko Toyama and Nandan Baruah 
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マンハッタン聖書会マンハッタン聖書会マンハッタン聖書会マンハッタン聖書会    

ここ数年休会されていた MJM のマンハッタン地域在住メンバーのための聖書会が、ミッ

ドタウンのストロウはつ代宅で、２０１４年７月に再開されました。ミンキュウパーク

先生が、日本語を話さない参加者のために英語と日本語で会をリードして下さいました

。この再開第一回目の聖書会では、”コヘレトの言葉”を教えて頂き、参加者の間で活

発なディスカッションが繰り広げられました。MJM のオフィスからその月のマンハッタ

ン聖書会の日時をお知らせするアナウンスメントがメンバーに送られます。 

 

At the May 2015 bible study  
 

Manhattan Bible Study 
After a hiatus of several years, the Bible class for the MJM members residing in the 

Manhattan area was resumed in July 2014 at Hatsuyo Stroh's residence in mid-town 

Manhattan. Mr. Minkyu Park led the class in both Japanese and English so that the 

non-Japanese speaking attendees could participate in the discussion. In this first 

class, Ecclesiastes was taught and active discussions ensued.  

Announcements of future bible studies will be sent from the MJM office. 

 

 

 

 

 

ESL class 
 

２０１４年１１月に催された

All Saints 教会エンジェルフ

ェアーの MJM ESL ブースで。 

 

Students and their children at 

the MJM ESL booth at All 

Saints' Angel Fair in 

November 2014. 
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MJM Impressions 2014 
 

 
Easter Service 2014 with Rev. Allen K. Shin 

 

 
Christmas Service 2014 with Rev. Joanne Izzo 

 

 
Christmas 2014 – Mystery Santa 
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サマーキャンプ中止になるサマーキャンプ中止になるサマーキャンプ中止になるサマーキャンプ中止になる    

 

２０１４年と２０１５年の MJM サマーキ

ャンプは残念ながらキャンセルになりまし

た。コネチカット州のインカーネーネーシ

ョンセンターで過ごす夏の最後の週末は、

MJM にとって毎年恒例の行事でした。ロ

イド夫妻を始め、毎年参加されているメン

バーの中にも昨年は参加することが出来な

い方が多く、それに加え、もっと多忙にな

ったインカーネーネーションセンター側も

、MJM の様な小規模な団体を迎える事が

難しくなりました。それにもかかわらず、

数多くの MJM メンバーがキャンプでの皆

様との楽しい会話、聖書会、大変競争的な

シャッフルトーナメント！？、そしてメキ

シカントレインゲームを懐かしんでいます

。もしかしたら、この「遠ざかるほど思い

が募る」という MJM メンバーの気持ちが

サマーキャンプ復活を実現させるかもしれ

ません。もう一度、あの暖かな夏の夜のメ

キシカントレインを楽しみたい方、是非、

その気持ちを MJM オフィスまでお伝え下

さい。 
 

________________________ 
 

MJM の礼拝は、毎月、第二日曜日、スカ

ースデールの St. James the Less で午後２時

より行われています。 

________________________

Summer Camp Canceled  
 

MJM’s summer camp weekend at 

Incarnation Camp was regretfully 

cancelled in 2014 and 2015. The camp 

was a beloved tradition that marked the 

end of summer for many of us. Some of 

our stalwart campers such as John and 

Lis Lloyd were unable to attend and 

Incarnation Camp itself has become 

busier and less able to handle a small 

group such as MJM. 

Nonetheless, there are many who will 

mourn the interesting talks and bible 

study; the hyper competitive shuffle 

board tourneys; and the departure of the 

Mexican Train. Perhaps it will be a case 

of “absence making the heart grow 

fonder” and the initiative to revive this 

tradition must well up from MJM’s 

membership. If you want to board the 

Mexican Train once again some warm 

summer evening, please contact the 

office and express your interest. 

________________________ 
 

SERVICES are held every second 

Sunday of the month at 2 p.m., at St. 

James the Less in Scarsdale. 

 

 

Picture taken in Nara 

Prefecture in 1915. 

Front right: Henry Saint 

George Tucker, Bishop of 

Kyoto, later Bishop of 

Virginia and Presiding Bishop. 
Front left: Rev. James J. 

Chapman, missionary of the 

Church at Kanazawa.  Boy 

on extreme right: Tamotsu 

Ogata (大方 保), later head of 

Japan Times Weekly. 

(contributed by Rev. Bev 

Tucker) 
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お知らせお知らせお知らせお知らせ    

 

MJM の活動及び寄留者は皆様からのプレ

ッジにより支えられております。これから

も引き続き、神様に導かれ活動出来ます様

、ご支援をお願い致します。 

 
 

 

__________________________ 

 

毎月ウエストチェスターとマンハッタンで

行われている MJM の聖書会に是非ご参加

下さい。聖書を通しての楽しい親睦会でも

あります。 お問い合わせは E メールにて

お願い致します。 

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。 

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 

電話番号 ９１７ ７２３－６１１８ 
 

__________________________ 

 

KIRYUSHA STAFF 

Editor   David Eddy 

Associate Editors Noriko Frank-Suzuki 

Martin Frank 

Translators  Akiko Watanabe 

Kyoko Kageyama 

Noriko Frank-Suzuki 

Kumiko Buller 

Printing  Yoshinari Watanabe 

Mailings   Setsuji Uematsu 

Announcements 
 

We appeal to you for continued financial 

support. Your support and contributions 

are vital to the operation of our ministry 

and the distribution of the Kiryusha. 

Whether your donation is large or small, 

it is your interest and support that allows 

MJM to continue to serve Christ through 

our ministry.  

________________________ 
 

Come to BIBLE STUDY held each 

month at various locations in 

Westchester and Manhattan. Please 

inquire at mjm.ny@mindspring.com 

________________________ 
 

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. Your 

submission should be sent to 

mjm.ny@mindspring.com 

________________________ 
 

The MJM office is open on Mondays 

from 12 to 3 p.m. Messages can be left 

at any time during the week and will be 

returned on Monday. Phone number is 

914 723-6118. 

________________________ 
 

 

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 

------------- 

Front cover: Easter Service 2015 with Bishop Allen Shin 
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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  

Tel. 914 723-6118 

Website: mjmny.org 

Fax 914 723-3776 


