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PRESIDENT’S MESSAGE 

 President Trump tweets, which limits the damage he can do to 140 

characters (yes, yes, now its 280). I have never tweeted but the format of the 

Kiryusha, with its half page format and the accompanying translations, en-

sures that the damage one can do is limited in a similar manner. 

 I bring you good news. The last Kiryusha was the summer of 2015. 

You have not heard from MJM in some time. However, this little outpost of 

Christianity, like its Galacian, Corinthian and Thessalonian forebearers, is 

doing well.  

 Father John Lloyd remains remarkably spry at the age of 97 and still 

occasionally leads services but for the last two years we have been lucky to 

have Dr. Ken Kurihara and Rev. Akimitsu Nishikawa assist us. Recently, our 

services have become completely lay lead with MJM members taking the 

lesson for the Sunday and providing their reflections.   The Manhattan Ser-

vice which had been discontinued several years ago, was revived under Shoji 

Mizumoto’s leadership. Our numbers may be few but our faith is great. 

 The departure of Akiko Watanabe and earlier, Keita Ebisu and Tsuru 

Hiroshima, all stalwart members, was something that could have shaken us 

severely. However, the path before us which seemed to be narrowing, sud-

denly widened with Kazumi Nakano and Kimiko Tanaka joining and refresh-

ing our board. 

 We are Sojourners and the path is not always easy. However, I am 

happy to report, via this Kiryusha, that the journey continues and the road 

seems to be rising, to greet us. On behalf of the Board, and all of the MJM 

members, we bring you the good news and wish you a merry Christmas. 

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 con-

tinue to serve Christ through our 

ministry.    

__________________________ 

Come to BIBLE STUDY held 

each month at various locations 

in Westchester and Manhattan. 

Please inquire at the website of  

mjm.ny@mindspring.com 

________________________ 

KIRYUSHA welcomes all arti-

cles and photos with the under-

standing that not all submissions 

will be printed. Because of our 

format, we encourage shorter ra-

ther than longer articles. Your 

submission should be sent to 

mjm.ny@mindspring.com.  

________________________ 

The MJM office is open on 

Mondays from 12:30  to 3:30 

p.m. Messages can be left at any 

time during the week and will be 

returned on Monday. Phone 

number is 914 723-6118. 

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914 723-6118 

__________________________ 

KIRYUSHA STAFF 

Editor   David Eddy 

Translators-  Kyoko Kageyama              

  Kyoko Toyama 

Logistics: Kumiko Buller 

 
 



Saying goodbye to Kurihara—san as he moves 

from NYC back to Japan to continue his 

studies 

Keita  Ebisu  and  Tsuru Hiroshima. Keita is now at in 

California (still manning our website) and Tsuru san is 

back in Tokyo. They are both very much missed.   

Scenes from a Service: 

Upper Left-Tomoko Masur warm-

ing up the singers before a ser-

vice;  above-Side chapel at St. 

James the Less where most of the 

services are held although recent-

ly we have been meeting in the 

old rectory due to construction; 

Left-Coffee hour after the service, 

in this case with Father Nigel 

Massey of the French Church  was 

our celebrant in June 2016.    

             理事長からのメッセージ 

 

トランプ大統領はツイッターをします。140文字に限られているので及ぼす

損害もその範囲と言えるかもしれません（そうです、はい、今は２８０文字

になっています）。私はツイッターをしませんが、この『寄留者』のフォー

マットは日米両語で半頁と限られていることを思うと、トランプ大統領のツ

イッターと同じ意味で、及ぼす損害は限られていると確信します。 

 

ここに喜びの知らせをお持ちしました。前回の『寄留者』は2015年の夏号で

した。皆さんはMJMからの知らせをしばらく受け取っておられないわけです

が、この小さなキリスト教の柱はガラテア、コリントそしてテサロニケの

人々とどうように元気にやっています。 

 

ジョンロイド司祭は９７歳にしては驚くべきほど活発でおられますし、礼拝

の司式もなさってこられましたが、ここ二年ほど栗原先生、西川先生の援助

を得ることができたことは幸いでした。 

 

最近のウエストチェスターMJM礼拝は信徒のメンバーによる『みことばの礼

拝』（日本聖公会で使用中）を捧げ、交代で司式、講話を受け持っていま

す。マンハッタンにおける礼拝は数年中断されていましたが、水本正二さん

のリーダーシップのもと先月より再開し始めています。数では小さい群れで

すが、私たちの信仰は偉大です。 

 

今夏の渡邊義也、明子夫妻の出立、それに先駆けての蛭子慶太、廣島都留両

氏の離NYは根底から私たちを激しくゆさぶる出来事になりそうでした。先

が細くなっていくかのように見えた道が、中野和美、田中貴美子両氏の理事

会参画で急に広がりを見せてきました。お二人が理事会に新鮮な風を吹き込

んでくれることでしょう。 

 

私たちは寄留者でその行く道はいつも容易いとは限りません。しかしなが

ら、この『寄留者』を通して私は喜びの知らせを伝えます。この旅は続き、

その道は私たちを迎えにやってきます。理事会とMJMメンバーを代表して、

私たちはこの良き知らせを運びます。メリークリスマス。 

MJM services are held every second Sunday at St. James the Less. We may 

also add a Manhattan Service on the third Sunday. Please check the website 

for details or call the office. 



     HONAMAN VISIT AND VISAGE 

 It was a rainy evening in June (nyubai) but inside it was warm and 

spirits were bright as some MJM’ers gathered for dinner and renewal of 

friendships.  For us it was a joy to see these familiar faces and pick-up talking 

as though we had just seen each other last week.  That afternoon we had been 

to see Liz and John Lloyd in their home for a wonderful visit remembering 

old times.  And before that, Fred had spent the morning sitting for Kumiko 

Buller to begin a portrait.  Little did he know how much work that would be 

following the exacting demands of an accomplished artist.  But having seen 

her work on other friends, he knew that she would produce a pleasing paint-

ing.   

    At dinner the previous evening with Kyoko Kageyama, we had talked 

of MJM and it brought back fond memories of people over all those years be-

ginning back with Akiyoshi-sensei when he was ordained priest by Bishop 

Spong Newark Diocese and in cooperation with New York Diocese and Long 

Island Diocese and TEC and NSKK the work of MJM began.  Think of all 

those people who have been part of MJM since then.  What a list of saints that 

is.  We are happy to have been a part of MJM for all those years since then 

and right up to now when we enjoyed friends at dinner back in June. 

    The portrait was finished in September and we went back for another 

sitting and finishing touch, and returned home to Lititz, PA, as very pleased 

owners of a perfect portrait.  Thank you Kumiko. 

Eleanor and Fred Honaman 

  

ON THE COVER: No, that is not Father Christmas or St. Nicholas, The hirsute indi-

vidual is Fred Honaman, long time friend of MJM with his wife Eleanor. Fred was the 

business manager for the Episcopal Church in Japan and later with the Nippon Sei Ko 

Kai they have been mentors, supporters and family for many members of MJM as 

well as the mission of MJM. Thanks, Uncle Fred and Aunt Eleanor. The Editor 

Kumiko Buller, the artist of the portrait of Fred Honaman, lives and works in Irving-

ton, New York where she also works as a real estate broker, teacher of MJM’s ESL 

ckasses and secretary for the board of MJM.  

Monthly bible study continues to be a bulwark of MJM’s out-

reach and community development. Pictured above was the Westches-

ter Bible Study held December 16th at the home of the Kageyama’s. In 

addition to studying the Book of John, the evening featured some delec-

table paella made by Kyoko Kageyama. 

Lest one think that spiritual nourishment is taking a second 

seat to the pleasures of the palate, last month’s bible study featured the 

Karl Gutzlaff’s London Missionary Society translation of the Gospel of 

John from Macau in 1837 with the famous opening lines,”hajimeni 

kashikoi monoga gozaru.” The delicious yosenabe assisted in parsing 

the translation.   



LUKAS YOSHI FRANK, youngest member of MJM, was baptized at the 

Easter Service on April 16, 2017. Proud parents Noriko and Martin Frank 

were assisted in the baptismal vows by god parents Kumiko Buller, Malte 

Jungling, Kate Miyagawa. Akiko Watanabe and Justus Vogel stood in for the 

latter two godparents. Rev. Astrid Storm of St. James the Less officiated with 

the able assistance of daughter Mona Frank, our second youngest member. 

Welcome.    

 

６月の雨の夕方、日本語だったら入梅と呼ぶ

にふさわしいと思える日だったが、レストラ

ンの中は暖かく活気に満ちていた。そこには

MJMに連なる仲間たちが夕食を共にしながら

長年の友情を新たに深めようと集まってい

た。懐かしい面々に会い、まるでつい先週も

会っていたかのように話を始めることができ

て嬉しかった。その日の午後にはジョン・ロ

イド司祭とエリザベスを訪ねて昔話に花を咲

かせることができた。またこの訪問に先立つ

午前中はポートレート（今号表紙）作成のた

めフレッドはブラー久美子さん宅でモデルと

して坐ることに専念したのだった。作品完成

までにアーティストが実際に要する時間をほ

とんどわかっていなかったフレッドだった

が、それまでに友人たちのポートレートを見

たことがあるので、久美子さんが素晴らしい

絵画を生み出してくれることは想像に堅くな

かった。 

前日には景山恭子さんと夕食を共にしながら

MJMの来し方を懐かしく振り返った。秋吉先

生（初代MJMミッショナー）がニューワーク

教区でスポング主教から司祭按手を受け、

ニューヨーク教区、ロングアイランド教区、

米国聖公会そして日本聖公会の恊働を得て、

MJMの仕事は始まった。その時から現在に至

るまでMJMの宣教に関わって来た人々の懐か

しい思い出が次々と蘇ってきた。MJMの歴史

はなんという聖人たちのリストであろうか。

宣教の始まりからつい先日の６月の友人たち

との夕食会に至るまでの長い年月、自分たち

もこの歴史の一部であることを私たちは幸せ

に思う。 

ポートレートは９月に完成した。もう一度最

終段階の坐りを終えて完璧なポートレートの

喜びに満ちた所有者として私たちはペンシル

バニア州、リチッツの家へ戻ってきたのだっ

た。久美子さん、ありがとう。 

                     

エレノア＆フレッド・ハナマン 



ようこそ、イエスさま！ 
          By Kyoko Kageyama 

 

あれは今からちょうど９ヶ月前のことでした。突然、扉をたたく音に驚い

て「どなた？」と尋ねると「親戚のマリアです。」と声がしました。「マ

リア？あの年若いマリア？」まあ、ずいぶん久しぶりだこと、と扉を開け

ますと、「エリサベトおねえさま、もうすぐ赤ちゃんが生まれるって本

当？」「まあ、誰から聞いたのかしら、、本当よ。私のこのおなかを見

て！ずいぶん大きくなっているでしょう？あら！おなかの赤ちゃんが元気

に踊っているわ。あなたの声を聴いた途端に飛び上がっているわ。」 

 

「マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その胎内の子が踊った。」

（ルカ1：41）天使ガブリエルから途方もない挨拶をされたマリアは急いで

山里に向かいました。ザカリアの妻、親類のエリサベトに会うためです。

「マリアは三ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから、自分の家に

帰った。」（ルカ１：５６） 

 

降臨節の間、教会は主の訪れを指さす者として洗礼者ヨハネの物語を聞い

て来ました。その間、私の黙想はヨハネの母、エリサベトをめぐるものと

なりました。あんなに大切に育てた子が、家を出て、荒れ野に行ってしま

い、まるで父や母を忘れたかのように振るまっていることをエリサベトと

ザカリアは神へのまったき信頼のみをもって過ごしていたのでしょう。そ

して彼らの神への信頼、また息子に対する信頼のゆえに、ヨハネは来る日

も来る日も、ヨルダン河のほとりに立ち、「悔い改めよ、神の国は近づい

た。」とのべ伝えることができたに違いありません。クリスマスを迎える

備えの季節に、マリアではなくエリサベトのことをこんなに想ったことは

今までになく、この黙想に静かにとどまる私の中に浮かんだことは「エリ

サベトはどのようにイエスさまの誕生を知ったのでしょう？」という問い

でした。聖書には何も描かれていません。イエスさまの誕生はひっそり

と、マリア、ヨセフ、羊飼いたちのみに祝われた静かな寂しいものでし

た。イエスさまがお生まれになった時に、ヨハネは生後６ヶ月になってい

たはずですから、エリサベトも少し育児になれた頃？かと想像されます。

年老いて生まれた初めての子にエリサベトもザカリアも大きな喜びと同時

にまったくはじめての「親になっていく経験」をしていた最中です。しか

しながら育児の不安の中にあるエリサベトが、あのマリアの訪問を、そし

て彼女と過ごした３ヶ月を忘れたことはないでしょう。いいえ、忘れるど

ころかあの共に過ごした月日に語り合ったこと、祈りあったこと、沈黙の

中で神さまを賛美したことの一瞬、一瞬がマリアの魂と共に、エリサベト

の魂をも養ったにちがいありません。この夜、エリサベトやザカリアの上

に天使の大群が現れたという記述はありませんが、彼らは知っていまし

た。マリアに赤ちゃんが生まれたことを。天使からの特別な知らせもな

く、目に見える印や音に聞こえるメッセージは何もなくても知っていまし

た。 

LETTER FROM IZUKOGE  

        Hi MJM Family 

 

     The life in a new place 

was like a mysterious adventure 

at first. Everything was new and 

unknown to us,   people, neigh-

borhood, supermarkets, driving 

in scary, narrow roads, and 

more. But it is four months since 

our great move, and we are very 

well adjusted. We even find a 

favorite soba shop a few minutes 

walking distance. 

     The ocean view from our 

tiny terrace is just amazing. 

Ohshima, Toshima, Shikinejima 

and a few more over the hori-

zon , and the great vast sea dot-

ted with fishing boats are pictur-

esque.  Foods are very fresh, and 

delectable. Really it tells us that 

quality matters more than quan-

tity. 

      By the way, Akiko’s new 

fern in a pot is growing all good 

and healthy if you remember the 

story of the red fern. We surely 

believe we have been blessed 

and protected. 

 Last but not least, we 

miss our MJM family and do 

hope you are doing fine. All are 

welcome to come, visit, and stay 

in our new home sometime  

soon. 

          Yoshinari and Akiko 

親愛なる MJM の皆さま、 

新しい生活のご報告です。 

 

7月の 夏真っ盛りに 引っ越してか

ら、生活が落ち着くまで、まるで 未

知の世界で 冒険旅行をしているよう

でした。人、場所、買い物、そして

狭い道路での怖い運転、と探検だら

けの日々を信じられないほどの蒸し

暑さの中で  なんとか やり 過ごし

ました。それ以来 すでに 4カ月。

すっかり新しい生活にも慣れて来ま

した。９月から毎月MJM東京の会に

出席させていただいています。ま

た、家から歩いて行ける馴染みのお

蕎麦屋さんやレストランも出来まし

た。でも  何と言っても、マンショ

ンの小さなテラスからの 眺めは 絶

景です。大島、三宅島、利島、新島

が遠く地平線に浮かび、広大な海

も 、小さく浮かぶ漁船も まるで 絵

のように 美しく、お天気の日は お

茶を片手に 眺める 習慣もできまし

た。食べ物は すべて 美味しく 新

鮮。売られている野菜のロットはア

メリカに比べ驚くほど 小さいです

が、まさに 量より質の日本です。 

ところで 、 red fernのお話を覚えて

いらっしゃいますか？新しくこちら

で買った小さなシダも植木鉢の中で 

順調に 育っています。本当に守ら

れ、 恵みのうちに 生活が 進んでい

ると実感しています。 

どうぞ、伊豆高原に 遊びにいらして

ください。お泊りもできます。「温

泉と 美味しいお食事付きだもんでよ

~」です。お待ちしています。 

いつも  MJMの 皆さまの事を思い、

お元気でお過ごしになられるよう

祈っております。  

              渡邉義也、明子。 



WATANABE SOBETSUKAI 

In true Watanabe fashion, Akiko and Yoshinari threw a farewell party for 

themselves that made one all realize just how much these two will be missed. 

After over thirty years in the United States, the Watanabe’s decided to retire 

to the Izu peninsula. Friends gathered for one last time at their Chappaqua 

home on June 24, 2017 for one last reminiscence of how much their friend-

ship, hospitality and effort meant to us. Bon Voyage.      

それはなぜ？どのように知ったのでしょう？と問う私に「信じるとはそうい

うことでしょう？」というゆったりとしたエリサベトの声が聞こえます。

「主がおしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょ

う。」（ルカ1：45）ご存知のように、このエリサベトの告白を受けたマリ

アが歌ったマリアの讃歌は世界中で毎日の礼拝の中で歌い、唱えられるもの

となっています。このエリサベトの告白はマリアのみならず、エリサベト自

身をも支え続けるものであったのです。 

 

あなたにとってのエリサベトとは誰でしょう？共に語り合う仲間、思い煩い

を、感謝を、神への賛美を共にする仲間とはあなたにとって、私にとって誰

でしょう？小さな祈りのグループを創っていくことの大切さがエリサベトと

マリアの関係を想う時に、私の中でますますふくらんでゆきます。それは誰

の助けも借りずにできること、あなたが踊りたいと願えば、パートナーを与

えてくださる主イエスさまが、この暗闇の中に、あなたの心の闇の中にひっ

そりと訪れてくださいます。 

 

ようこそ、イエスさま！ 

The Holy Family with young Saint John. Michelangelo Buonarroti (Firenze, Uffizi) 



New Board Member-Andrew Kazumi Nakano 
この度、MJMのボードメンバーと

して新しく参加させていただくこ

とになりました。MJMは1990年に

ニューヨークに赴任して以来メン

バーになっていますが、アメリカ

国内、また日本へと転勤が多く、

なかなか礼拝に参加することがで

きませんでした。この度、3度目の

ニューヨークでは落ち着けるので

はないかと思っております。 

現在、キヤノンUSAで、Business 

Solution ProductsをFederal,Dealerに

対するBusinessの販売企画担当をし

ております。 赴任時には5歳と1歳

だった娘たちは、長女綾子は日本

で家族をもち弁護士として働いて

おり、次女の結子はアリゾナ・

ツーソンでオーケストラの演奏者

としてそれぞれ独立して暮らして

おり、今は妻と二人暮らしです。

趣味は、旅行と読書です。これか

らのMJMの働きに少しでもお手伝

いができればと思っております。

よろしくお願いします。 

    I am Andrew Kazumi Nakano newly 

joined board member. I have been a 

MJM member since we came to the US 

in 1990. That being said, my wife 

Tomoko and I moved around due to 

company job transfers so that we could 

not attend service frequently. This is 

our third time living in NY so we can 

finally settle down; in other words we 

won't move any more.  

   I have been responsible for Canon’s 

sales planning in business products 

area for Federal/State government as 

well as commercial business. When we 

transferred to US back in 1990, my 

older daughters were respectively 5 

year and 1 year old. Now my older 

daughter who lives in Japan and be-

came lawyer with two children. My 

younger daughter is a violinist in Tuc-

son, Arizona Orchestra.  

   My wife and I live together in Long 

Island. My hobbies are travelling and 

reading books. I want to contribute to 

MJM as much as possible. Thank you 

If you are considering writing a check to the Metropolitan Japanese Ministry, please 

make sure you use the full official name rather than MJM.  

ウルサの地球を回る長い旅 
デヴィッド・エデイー 

 

キープ協会の名だたる創立者ポールラッシュは山梨県の暖炉の上に木彫りの

アイヌ熊を飾っていました。彼の生涯の終り近く、1979年12月に廣島（当時、名

取）都留さんに手渡されました。都留さんはニューヨーク、ハーツデールに住むにこ

とになった時にこの熊も一緒に連れて来ました。何年も昔のことです。 

健康上の理由で2015年12月に日本へ戻らねばならなくなったときに、さて

この熊の頭をどうしよう？ということになりましたが、都留さんはすぐにダビデエ

ディのことを考えました。ダビデは蝦夷のロムラス、メナスのようにシロクマにさら

われた北海道の本当の息子のようです。 

これには少々の誇張はあるものの1954年アイヌ部族の最後のアイヌが消え

ようとしていた時にウイリアムエディ司祭は北海道にいました。エディ司祭はアイヌ

文化につきない興味を持っており、北大学生センターのチャペルをアイヌのモチーフ

をもってデザインし、最後に遺ったアイヌの人たちのために有珠（うす）に教会を建

てたのです。 

このエディ司祭の息子は馬であれ、熊であれ、贈り物は拒みません。この息

子自身、大学３年の時に父親の強い勧めで清里に赴き、ポールラッシュが創り、育て

たこの魔術的なスポットを体験しています。今回の熊の経緯には確かに神秘的な理由

がありそうですね。 

今現在、熊は無事にエディ家に住んでいます。都留さん、ポールさん、あり

がとうございます。あなたの熊はここまで遠く旅をして来ました。今は冬眠していま

すが、ある日が来ると熊は冬眠から覚め蝦夷（北海道）の海岸近くに戻っている自分

を発見するだろうというのが私の予感です。 



URSA MAJOR TRAVERSES THE HEMISPHERES 

 For many, many years Paul Rusch, famed founder of the Ki-

yosato Educational Experimental Project (KEEP) kept a wooden 

carved Ainu bear head over his fireplace in Yamanashi Prefecture. To-

ward the end of his life in December 1979, he gave it to Tsuru and Koji 

Hiroshima. The Hiroshima’s then brought the bear to live with them in 

Hartsdale for many decades. Due to ill health, the Hiroshima’s had to 

return to Japan in December 2015 but what to do with the bear head? 

 Tsuru san immediately thought of David Eddy, true son of 

Hokkaido, suckled like Romulus and Remus by the Great She Bear of 

Yedo. While this is slight embroidery, it is true the Rev. William Eddy 

was in Hokkaido as the last of the true Ainu were disappearing in 1954. 

Rev. Eddy had an abiding interest in Ainu culture, designing the chapel 

at the Hokudai Student Center with Ainu motifs and setting up a 

church in Usu, home of the last remaining Ainu.  

 Regardless, the son of Rev. Eddy is never one to turn down a 

gift horse or a bear for that matter. He himself had gone to Kiyosato at 

the end of his senior year in 1972 to experience this magical spot that 

Paul Rusch had created and nurtured at the urging of his father. There 

was a certain mystical logic to this. 

 The bear now resides safe with the Eddy’s. Tsuru san, Paul Ru-

sch, thankyou. Your bear has traveled far. It is now hibernating. I sus-

pect that one of these days, its hibernation will end and it will find it-

self back on the shores of Yezo (Hokkaido) where it belongs.  

Current Board 

David Eddy, President; Shoji Mizumoto, Treasurer; Kumiko Buller, Secretary; Rev. 

Constance Coles; Makiko Ito; Julia Lloyd; Tomoko Masur; Kazumi Nakano; Kimiko 

Tanaka; Kyoko Toyama   

      Dr. Kimiko Tanaka 

 

I was baptized by Rev. Beverley  

Tucker about 30 years ago at St. 

Agnes Church in Kyoto. I came to 

MJM first about 10 years ago and 

came back a year ago after being 

away in PA to teach social work. 

I'm happy to rejoin the group as a 

Board member, hoping to make a 

contribution for MJM to be experi-

enced as a community without be-

ing intended to be. 

 

京都のアグネス教会で、ベブ 

タッカー司祭から洗礼を受けて約

30年になります。MJMには10年前

に初めて参加させていただいたの

ですが、ペンシルバニアで社会福

祉を教えるためにしばらくご無沙

汰しておりまして、昨年また帰っ

てまいりました。誰もが自然に、

コミュニティがそこにあると感じ

られるようなMJM作りに理事とし

て仲間入りさせていただけて嬉し

く思っています。 

TANGLEWOOD THOUGHTS  
   By Yumi Sato,  

MJM ESL Student 

 

７月、憧れのタングルウッドは初夏

のように爽やかな風が吹き、想像し

ていた以上に美しい緑の中にあっ

た。 

 広い芝生の上には、思い思いに過ご

す人々、本を読んだり編み物をした

り。クロスをかけられた簡易テーブ

ルには、花が飾られ、ワイングラス

も置かれている。 

 大きく開かれたホールから届く音楽

は、とても清々しく、耳に心地良く

響き渡る。 

 こんな風に優しく寛いだ時間がある

こと、音楽がこんな風に親しい形で

私たちのそばにあることに驚いた。

全てが新しく素晴らしい経験だっ

た。 

 幸せなひとときを過ごし、また来年

も必ず来ようね！と家族で話しなが

らその地を後にした。 



TANGLEWOOD 

Music has always been an important part of MJM. Thus it was 

no surprise on July 23, 2017 to find the MJM family at the famed Tan-

glewood Music Festival in Lennox, Mass. The Boston Symphony Or-

chestra was led by none other than our own, Ken-David Masur and the 

MJM group was led by the equally accomplished conductor and organ-

izer, Tomoko Masur. 

 It was a perfect day for music and fellowship captured by the 

quivering sounds of the opening “Musica Celestis” by Aaron Jay 

Kernis capturing the shimmering beauty of a mid summer afternoon in 

the Berkshires. This was followed by Sergei Prokoviev’s Piano Con-

certo No. 3 in C and after a break, with the shadows beginning to 

lengthen by Tchaikovsky’s Symphony No. 2 in C minor.      

 Many thanks to Tomoko Masur for not just initiating the project 

but for taking on the numerous logistical details including a bus from 

White Plains. Prior to the concert, in fine Tanglewood tradition, a 

sumptuous picnic was laid out under the spreading oak tree.  It doesn’t 

get more classical than this.  

            

   IN MEMORIAM  
 

Mr. Koji Hiroshima  

 

Rev. Dr. Osamu Tsukada 

 

Rt. Rev. Joji Uematsu  

 

Mrs. Miyoko Saito  

 

Mrs. Fusae Sakurai  

 

Mrs. Megumi Mizumoto 

 

Rev. Takao Toyama 

 

 

REST IN PEACE 

 
 

 

GARO WOMEN TALK  

 MJM had the privilege of 

hearing from Nobuko Uezawa who is 

working with the Garo minority in 

Bangladesh in June of 2016. 

      Ms. Uezawa was one of the two 

representatives of NSKK women 

who came to the UNCSW (United 

Nations Commission of Status of 

Women). 

       The Garo are 90% Christian and 

have suffered from discrimination 

which Ms. Uezawa spoke about.  



                    クルトマズア 1927−2015 

「あなたの群れの羊、あなたの群れの子やぎ、、」という言葉と共に、

2015年12月23日クルトマズア氏は主のもとに送られました。マエストロマズア氏は

ライプチッヒ・ゲバウンドハウスオーケストラの著名なカペルマイスターであり、

ニューヨークフィルの指揮者としても活躍、世界的に有名な方でしたが、私たち

MJMの仲間にとっては「クルトさん」は一人の礼拝参加者であり、神のみ前におい

ては、私たちはみなひとつの群れの羊である、ということを思い出させてくれる存

在でした。 

クルトマズアを覚えることは，驚くべき深さと良き信念をもったひとりの

人間を覚えることです。静かなチャペルに坐っているとき、あるいは礼拝の後のお

茶の時間を彼と共にするとき、この人の波乱に満ちた人生を知る必要はありませ

ん，ドイツ統一前のライプチッヒでぶつかりあう力を鎮めたことから瀕死の状態

だったニューヨークフィルを活性化させたことに至るまでの彼の活躍を知る必要は

ないのです。彼の思いやり、礼拝を共にすること，愛する伴侶と共にいること、な

どといった日常の簡素な行いを静かに明らかに楽しんで感謝しているひとりの個人

の共に私たちは時を過ごしていたのでした。 

クルトマズア氏は１２月１９日に逝去。メモリアルサービスは23日、ス

カースデールの小聖ヤコブ教会にて執り行われました。捧げられた音楽と弔辞が彼

の人間愛の深みをよく表していました。式の中で話された逸話に次のようなことが

ありました。クルトマズア氏がNYフィルの最初のコンサートに向う地下鉄の中での

出来事です。地下鉄の大きなスピーカーを通して聴こえてきたのは「コンダクター

（運転手）からコンダクター（指揮者）へ、ご成功を！マエストロマズア！」 

すべての人々にとって音楽はモラルと元気を回復させる力だと信じていた

彼は2001年９月11日の直後にNYフィルでブラームスの『ドイツレクイエム』を指

揮。彼は人間愛を音楽を理解するように理解していました。 

MJMの礼拝は日本語ですが、クルトさんはできるかぎり出席なさろうとし

ていました。日本語での礼拝になぜ出席されていたのかと理解に苦しむ人もいるか

もしれませんが、MJMの仲間たちには明らかでした。素晴らしい妻のトモコと一緒

にいたいから、そこで奏でられる音楽のゆえに、静かなチャペルで共同の祈りを捧

げるという簡素な行為がこの人の大切な部分であったからです。 

1999年のフィリップ・ブースとのインタヴューで、クルトマズア氏は次の

ように述べています。「スターにはなりたくありません。この人と話をしたい、と

人が思うような人でありたい、自然に普通なやりかたでその人たちと一緒に生きて

いく機会を与えられ、尊敬されるためではなく、できるならば生きられましたうい

うういう人愛されるためにそこにいたい。」 

この言葉のとおりにクルトさん生きられました。 

                        タングルウッド 

音楽は常にMJMの重要な一部であり続けています。ですので、2017年７月23日にマ

サチューセッツ州、レノックスの有名なタングルウッド音楽祭にMJMファミリーが

集っているのを見ても驚くことは何もありません。その日のボストン交響楽団は他

でもない私たちのケン・ダビデ・マズア氏の指揮による演奏であり，MJMグループ

は同じように完成されたコンダクターであり，オーガナイザーでるマズア偕子氏に

より引率されました。 

バークシャーの真夏の午後の透き通るような美しさを捉えたアーロン・ジェイ・

カーニスのmusica celetstis「天国の音楽」による幕開けのふるえるような音色は音楽

と親交のための完璧な一日を捕らえていました。 

セルゲイラフマニノフのピアノコンチェルト3番C長調が続いて演奏され、休憩をは

さんでチャイコフスキー交響楽2番C短調が演奏される頃には、日陰が長くなり始め

ていました。 

このプロジェクトを企画してくださったのみならず、ホワイトプレインズからのバ

スの送迎に至るまでの細かい配慮を押し進めてくださったトモコさんに多くのお礼

を申し上げます。コンサートに先立ち、タングルウッドの素敵な伝統に従って、枝

を大きく広げた樫の木の下には美味しいごちそうが並べられていました。これ以上

にクラシカルになりようがありません。 



   With the words, “a sheep of your own fold, a lamb of your own flock…” Kurt Ma-

sur was commended to the Lord on December 23, 2015. Kurt Masur, Maestro Masur, 

was the famed Kapelmeister of the Leipzig Gewandhaus Orchestra and the conductor 

of the New York Philharmonic Orchestra. To us at MJM he was all of the above but 

most importantly he was a congregant whose presence at our services was a reminder, 

that before the presence of God we, are all sheep of the flock. 

    Remembering Kurt Masur is to remember a man of remarkable depth and good 

will. Sitting in the quiet of the chapel or chatting at tea afterwards, you did not need to 

know the arc of his life; from calming clashing forces in Leipzig during the early part 

of the disintegration of the Communist bloc to reviving the New York Philharmonic 

from a moribund state. No, you knew you were in presence of a singular individual 

because of his thoughtfulness, his appreciation and his clear, quiet enjoyment of the 

simple acts of life such as sharing in a worship service and being with a loving spouse. 

Kurt Masur died on December 19, 2015. A service was held at St. James the Less in 

Scarsdale on December 23rd. The music and the remembrances gave depth to the hu-

manity that Kurt Masur embodied. One of the speakers spoke of when Kurt Masur 

took the subway to his first official session with the New York Philharmonic. Over the 

subway loudspeaker system came, “from one conductor to another, good luck Maestro 

Masur.” 

It was this same humanity, his belief that music was both a moral and restorative force 

for all people, that lead Kurt Masur to conduct the Philharmonic in Brahm’s “German 

Requiem” shortly after the September 11, 2001 attack. He understood humanity like 

he understood the music.  

MJM’s service is in Japanese but Kurt would attend without fail when he was able. 

One cannot fully know why he would attend a service in Japanese but it was apparent 

to his fellow congregants that he was there because he wanted to be with his wonder-

ful wife Tomoko; he was there because of the music that was played; he was there 

because, in the quiet of the chapel, the simple act of communal worship was very 

much a part of this man.  

In an interview in 1999 with Phillip Booth, Kurt Masur said, “I wouldn’t like to be a 

star; I would like to be someone that people try to talk with; that they would give me 

the chance to live with them in a way natural, normal way, not to be admired but if I 

am lucky enough, may be beloved.” He was.         

-KURT MASUR- 
1927-2015 

Photos from upper left clockwise; Kurt 

Masur portrait from St. James the Less 

Memorial Service; Gewandhaus Leipzig 

Memorial Service; Tomoko Masur and 

Anne-Sophie Mutter at the April 16, 

2016 Memorial Service in Leipzig; Tem-

porary cross, recently replaced with a 

permanent monument at Sudfridhof, 

Leipzig; Kurt and Tomoko at coffee hour 

after MJM service [Special thanks to 

Ebernhard Frank for Leipzig photos]       


