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◇牧師からのメッセージ◇ 

『礼拝の捧げもの』（マタイ書第２章 1－12 節; 東からキリ

ストを拝みに来た 3 人の博士たち。実は博士たちが３人で

あったとは、「東からの博士たち」が登場する唯一の福音

書であるマタイ書には記されていません。彼らが３つの贈

り物を捧げたことから３人ということが推測され、それがク

リスマスのイエス生誕の物語に欠かせない「３人の博士」と

成りました。マタイ書には彼らの名前どころか、何処からや

ってきたのかも記されていませんが、西方キリスト教会の

伝統では、インドのキャスパーが黄金を、 アラビアからの

バルサザーが乳香を、そしてペルシアのメルキオが没薬を

捧げたと伝えられています。◆この「東からの博士たちの

参拝」によって、イエスキリストが全世界の知恵によって認

められる王であるという証とされています。当時の東、こと

にペルシア(現在のイラン)はローマ帝国の敵。その敵の知

恵からも認められ、またインドやアラビアという遥か遠くか

ら博士たちが参拝に来る。 この３博士の訪問を受けたこと

で、ユダヤの王であるイエスキリストが、異邦人の枠を越

え、全世界の代表からの参拝を受けたと解釈されています。

◆この３つの捧げ物とは別に、彼らは更に２つの贈り物を

私たちに与えてくださっているのです。◆（１）3 つの捧げも

のを生まれて間もないイエス様に捧げたあと、神の導きに

従って博士たちはヘロデ王の元には戻らず他の道を通っ

て帰国の途に着きます。これによってイエス様はヘロデ王

の暗殺計画から守られた。赤ん坊のままで暗殺されること

なく、成人となって数々の奇跡の御業、教えを残されるイエ

スキリスト。博士たちがヘロデ王の策略どおりに、イエス様

の居場所を教えていたら、どうなっていたでしょうか？（２）

東からの博士たちが残してくれた更に大きな宝は、この博

士たちの訪問が、私たちに「礼拝の神髄」を教えてくれてい

ることです。◆礼拝の神髄。即ち、キリストをキリストである

がゆえに崇めること。生まれたばかりのイエスキリストが

何か偉大なことをしてくださったということではなく、ただ単

にキリストがキリストであるがゆえに崇める。はるばる東方

の国々から訪ねてきて崇める。黄金、乳香、没薬といった、

価値あるものを喜んでキリストに捧げ崇める。 私たちの捧

げ得る最善のものを、完全なる神、公正なる神、全能なる

神に捧げ崇める。それは私たちが教会に集うこと。はるば

る教会に足を運んで、キリストをただキリストであるがゆえ

に崇あがめること。私たちひとりひとりがそれぞれに与えら

れている賜物を、最善を尽くして捧げることに通じています。

◆礼拝が教会の活動の中で最も大切だということで、教会

に集うすべての方々が一致しています。教会に足を運び、

集い、神の御名を賛美し礼拝を守る。キリストの一つの体

として、教会として礼拝を守ることはキリストの道を歩むも

のの信仰にとって最も重要なことです。それは教会、キリ

ストの一つの体として礼拝するのでなければ、その教会の

建物は単に集会所に過ぎません。教会の礼拝に集うもの

たちが、マタイ書２２章３７節の教えるように、『心をつくし、

精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛』する、

キリストの一つの体としての共に主を愛するのでなければ、

それはキリスト教の礼拝とは言えないのです。◆東からの

博士たちは、やってきた国も違えば、信仰の伝統も違って

いました。それでも共に心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽

くして、主イエスを拝みにやってきました。黄金、乳香、没

薬といった３つの贈り物を捧げキリストを崇めにやってきま

した。ここに礼拝の神髄を見ることができるのです。◆キリ

ストはユダヤの王としてこの世に生まれました。イエス様

はパレスチナのユダヤの民でした。しかし、「東からの博士

たち」の参拝を持って、人々はすぐにキリストがすべての

人々のためにこの世に来られたことを知ります。ローマ市

民のため、異邦人のため、西の国々住む人々のため、東

の国々、アジアの人々のため、アメリカ大陸の人々のため、

世界のすべての人々のためにキリストはやって来られた

のです。東からの博士たちは３つ以上の贈り物を捧げてキ

リストを崇めました。キリストの兄弟姉妹の皆さん、私たち

の『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なる神を

愛するために、今年は皆さんの最善を尽くして、礼拝に臨

んで頂きたいと思います。アーメン。 

◇教会活動の報告◇ 

■クリスマスサンデー礼拝・イブ礼拝 12 月 21 日のクリス

マスサンデー礼拝では洗礼式が行われたほか、聖歌隊と

 『教会はキリストの体、一人一人はその部分』 

コリントの信徒への第一の手紙 12 章 27 節 

日米合同教会は、特にニューヨーク市近郊に住む日本人並び

に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣

教の業を通してキリストの福音をのべ伝え、キリスト者として共

に信仰を深めていくことを目的とする信仰共同体です。 
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有志がヘンデル作曲の『メサイア』より「For unto us a child 

is born」を合唱しました。礼拝後には恒例のポットラックラ

ンチが開催され、多くの方々が出席しました。お手伝いをし

て下さった皆様に心より感謝いたします。◆24 日（水）午

後 6 時半より JAUC でイブ礼拝が持たれました。昨年同

様 Church of the Village（COTV）との合同礼拝となりまし

たので、COTV からも多くの方々も教会に来られて、80 名

ほど出席されました。礼拝では聖書朗読と讃美歌合唱、音

楽の捧げものが交互に行われ、高橋先生も深尾りょう兄

のチェロ、ケイティー・ライマー姉（COTV）のピアノに合わ

せて「O Come O Come Emmanuel」をサックスフォンで演奏

されました。また、クリスマスサンデー礼拝に引き続き、聖

歌隊と有志が「For unto us a child is born」を歌いました。

COTV の牧師先生で今春で引退されるアルフレッド・ジョン

ソン師のメッセージを聞いた後、平和を祈る折鶴を手に持

ちながら「きよしこのよる」を歌って、礼拝を終えました。 

■子供クリスマス会 JAUC では 12 月 14 日午後 2 時より、

子供たちのためのクリスマス祝会を開催しました。当日は

教会の内外から 20 名ほどの子供たちが参加し、マックス・

ルケードの絵本『王様の歌』に基づいた劇（吉田ジェリ姉監

督）を上演したほか、「あなたのみ言葉はわが足のともし

び」を歌いました。また、吉田ハツミ姉とご友人（サブリナ・

ファランダ姉ほか）による２つのダンスパフォーマンス、「も

ろびとこぞりて」など讃美歌の合唱、高橋先生によるメッセ

ージなども行われ、大変盛り上がりました。ご父兄の方々

も大変喜んで下さり、恵まれたひとときとなって嬉しいです。

吉田ジェリ姉、日曜学校のスタッフの方々に感謝いたしま

す。また、米国改革派教会の Faithful Renaissance Grant

からのファンドを充てさせて頂き、こちらも感謝です。 

■年次総会 JAUC 年次総会が 1 月 25 日（月）午後に教

会で開催される予定です。今回は、次席を含めて 4 名の

理事候補の方が必要です。お祈り下さい。 

■ハンドベルコンサート １月３日土曜日、トリニティー・ル

ーテル派教会（シェルトン、コネチィカット州）のハンドベル・

チームの演奏会がＪＡＵＣで開催されました。１０人のメン

バーは英国スタイル３オクターブのハンドベルと、トーンチ

ャイム、小太鼓も用い、さまざまな技術を使い、演奏を彩り

ました。チームは、日曜礼拝での奉仕のほか、ノーｳオーク

(CT)にある「ステッピング・ストーン子供美術館」、ｼﾆｱ・セ

ンターでも、人々の心にしみる音楽を奏でています。この

教会は、音楽主事、熊田法子姉が 2007 年から 2014 年ま

でオルガニスト/聖歌隊主事として奉仕した教会で、メンバ

ー一人一人を紹介し、伝統的なクリスマス・キャロルのみ

ならず、現代的な曲も演奏され、クリスマス・ホリデーのや

さしい、暖かい空気に満ち溢れた時となりました。（吉田ジ

ェリ姉／熊田法子姉・翻訳） 

■礼拝での聖書箇所 高橋先生はレクショナリーに従って

日曜礼拝の聖書箇所を選んでおります。2015 年 1 月の箇

所は以下の通りです。1 月 4 日：マタイ福音書 2 章 13－15

節、19－23 節、同 11 日：マルコ 1 章 4－11 節、同 18 日：

ヨハネ 1 章 43－51 節、同 25 日：マルコ 1 章 14 節－20 節、

2 月１日：マルコ 1 章 21－28 節。レクショナリーの箇所は

下記で読むことが出来ます。www.lectionarypage.net 

■感謝祭（11 月号記事への追加） 月報 11 月号において、

感謝祭礼拝・ディナーへの出席者を 90 名として報告しまし

たが、Church of the Village から折り鶴を折に来て下さっ

た方、社交室には下りずに 3 階で食事をされた方がカウン

トされていませんでした。当日教会に来られた方は、合計

150 名に近いと見積もられています。ホームレスの方数名

にもお食事を提供することが出来、神様に感謝です。お手

伝いして下さった皆様、ありがとうございました。 

■牧師オフィスアワー 高橋先生のオフィスアワーは、第 3

日曜日午後 3 時、毎週火曜日午後 1 時半－3 時、木曜日

午後 5 時－6 時半です。上記以外の時間でもアポイントメ

ントによる個人面談が可能ですので、先生までご連絡下さ

い(電子メール：pastorkaz10001@gmail.com)。 

■聖書の学び＆OASIS 毎週日曜午後 2 時（第 1 日曜を

除く）より、教会 4 階の日曜学校教室で、高橋先生が聖書

の学びの集いを開かれています。その日の礼拝で読んだ

聖書箇所を読み返し、互いに感じたこと、学んだことを分

かち合うという形式を取っています。ぜひご参加下さい。水

曜夕方 6 時半より祈りの集い OASIS も行われています。  

■フェローシップ 毎月第 1 並びに 3 金曜日の午後 7 時

より教会でフェローシップが持たれています。現在、フェロ

ーシップではただ食事を楽しむだけではなく、神学者シャノ

ン・ユングの著書『Sharing Food: Christian Practices for 

Enjoyment (食を分かち合うこと)』をもとに、共に食事をす

ることの霊的な意味について学ぶようにしております。 

■子供キャンプの予定 2015 年度のディスカバリー子供

キャンプは、7 月 19 日から 31 日にかけて、ロングアイラ

ンドのシェルター・アイランド （Shelter Island ）に於い

て行われます。日本からも数名の子供たちが参加する予
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定です。キャンプディレクターは引き続き伊与田昭夫先生。

詳しい案内のチラシが教会に有りますので、ご参照下さい。 

■財務からの報告 2014 年度税金申告のための献金領収

書は、2014 年 12 月 30 日(火)までに教会が受け取った献

金のみを記録させて頂きます。皆様の尊い献金を感謝い

たします。 

◇教会員・友人関連◇ 
 

■洗礼式 12 月 2１日のクリスマスサンデー礼拝において、

小川あきらさん、手塚ひろみさん、日曜学校のまなさん、も

も君、ダニエル君が洗礼を受けられました。おめでとうござ

います。共に主を礼拝する信仰の旅路を歩めることを嬉し

く思います。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

 

■ＪＣＦＮ／ＶIP 集会 1 月の JCFN/VIP 集会は、12 日（月）

午後 7 時 15 分より JAUC で開かれます。ニュージャージー

日本語教会牧師の錦織学先生（JCFN 理事、JCFN・NY 顧問

でもあります）がお話しして下さる予定です。 

■森祐理コンサート(3 月) 日本を代表するクリスチャン歌

手、森祐理さんのコンサートが 2015 年 3 月 29 日、ニュー

ジャージー日本語教会・JCFN/VIP の共催で JAUC にて

開催されます。森さんは 12 年ほど前にも JAUC でコンサ

ートを開かれ、その際には多くの方が来場されました。再

び歌声を聴くことが出来ること、今から楽しみです。 

■父の学校 クリスチャンとしての立場から父親の役割に

ついて考える修養会「父の学校」が、次回は 2015 年 2 月

13 日から 15 日にかけて JAUC で開催されることになりま

した。参加費など詳細はチラシをご覧下さい。 

◇私の好きな聖句◇ 

■高橋和寿牧師 「共にいつもあってくださる御言葉」; 

日々の暮らしの中にあって、私が大切にし、特に困難に

遭遇した時に助けとなり、私を支えてくれる御言葉はい

くつもありますが、今日はそのうちの二つをみなさんと共

に分かち合いたいと思います。◆「あなたの信仰があな

たを救った。安心して行きなさい。」（マルコ書第 5 章 34

節より） これは共観福音書のすべてに記されている、12

年間長血を患った女に対してイエス様が行った癒しの

奇蹟の話の一部です。◆２００１年の９／１１の同時多発

テロの余波はカリフォルニアにも及びました。国内での

様々なことの優先順位が変わり、仕事、研究生活、経済

状況などの急変し、絶望的な状況に追い込まれ、その

先の生活のめどが立たず、挫け、疲れ果て、希望を失

いかけ、もうすべてを諦めて帰国の途に就くしか選択が

ないと思ったことがありました。どん底でひざを折り這い

つくばったような格好で、藁をも掴む思いでおずおずと

手を伸ばした時、イエス様に触れ、どん底から引き揚げ

て頂き、癒されました。その時感じた、言葉に言い尽くせ

ない途轍もない優しさと力強さは忘れることができませ

ん。そののち、この経験を現在苦しむ人々と分かち合い

と、牧師になる決心をすることになりました。◆「わたし

はあなたを母の胎内に造る前から／あなたを知ってい

た。母の胎から生まれる前に／わたしはあなたを聖別し

／諸国民の預言者として立てた。」（エレミヤ書第 1 章 5

節） 様々な困難が渦巻くＮＹでの牧会生活では、「わが

悩み知りたもう」は主イエスのみ、と歌うことも多いです

が、常に自分がひとりではなく、イエス様がいてくださる、

主がご存知でいてくださることに、慰められ、力づけられ、

希望を与えていただいていることを感謝しています。 

 

◇祈りのリクエスト◇ 

緊迫する中東情勢（イラク、シリア）、インドネシアでの飛行機

事故の遺族の方々、黒人少年射殺と警官免訴で揺れている

ニューヨーク、またミズーリ州ファーガソンの人々、学校への

テロ攻撃で多くの死者が出たパキスタンの人々、拡大するエ

ボラ熱の流行、ハリケーン・サンディーまた東日本大震災の

被災者の方々、行方不明となっているマレーシア航空 370 便

の乗員乗客のご家族、並びに下記の方々を覚えて下さい。

五十嵐ピーター・キミ（吉田ジェリ姉のご両親）、岩佐敏夫、奥

田久子、小口愛（アトランタ・ウェストミンスター教会、10 月に

手術）、小栗ななこ、神崎ヨネ、ヨン・キム、栗原弘・淑子（栗原

兄ご両親）、ゴーマン美智子、斉藤不二夫、鈴木基、竹重梅

子姉のお母様、時田都、ボルスターかつ子、冨田百合子、向

井ジョージ、諸兄姉。 

ススモモーールル・・ググルルーーププ 

SG 1. 女性信徒の学び会         第 3 土 2 時       熊田姉宅  

SG 2.   日本人女性の会             第 2 火 11 時      日下部姉宅  

SG 3. 男性信徒の学び会（ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ）  隔週午前 9 時半    教会(日下部兄) 

SG 6. 日本語「証しと祈りの会」      毎月最終金夜 7 時 寒河江兄宅 

SG 7. 日本語「学びと分かち合いの会」 第 1 日 1 時  教会（富樫姉・西脇姉） 

 



日日米米合合同同教教会会月月報報 110088 巻巻 22001155 年年 11 月月号号  

 

 


