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◇高橋先生のメッセージ◇ 

2016 年のクリスマスは日曜日でした。普段の年です

と、クリスマス前の日曜日にクリスマス礼拝を守り、ク

リスマス・イヴ礼拝に集まり、クリスマス当日はそれぞ

れに祝するのが慣例ですが、今回はイヴにもクリスマ

ス当日にも集って主の御聖誕を祝い、ともに御再臨を

待ち望む恵みに預かりました。また 2017 年の元旦も

日曜日で聖日礼拝のあとに皆でお雑煮で正月を祝え

る祝福に感謝します。◆待降節、クリスマス、そして大

晦日、元旦と続く季節は、外の寒さ、日照時間の短さ

とは対照的に、私たちに温かな思いを与えてくれます。

クリスマスツリー、その下のプレゼント、幼い子達のは

しゃぐ声、友達や家族と御馳走を囲んでの交わり。こ

の季節に欠かせない楽しみです。それらはただ楽し

い思い出というだけではなく、厳しい季節を乗り切る

のに欠かせない糧とも言えます。世の光、イエス・キリ

ストの御聖誕を祝うクリスマスが夜の最も長く、昼の

短い冬至近くにやってくるのにも象徴的な意味があり

ます。 愛を貰った温かな記憶、また愛を分かち合った

柔らかな記憶が辛く寒い時を乗り切らせてくれます。

寒く辛い季節、自然界の冬はもちろんのこと、それは

誰の人生にも訪れ、それは 来るかも知れないという

ことではなく、いったい何時来るかが問題です。◆ 

「初めに言があった。…この言に命があった。そしてこ

の命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。

そして、闇はこれに勝たなかった。」 ヨハネによる福

音書第１章は、私たち人間の世界の闇とそこに与えら

れた光、そして光の勝利を教えます。『創世記』の冒

頭部分に、この世の始まりにまず闇があり、そこに神

が「光あれ」と言われた、と記されているように、この

世界に発生する災害、災難の報道を挙げるまでもなく、

闇の存在の例には枚挙の遑がありません。私たちは

キリストの希望の星の下に集い、共に祈り、礼拝する

ことが肝要です。◆近年、人が顔を合わせて直接に

行う会合が、便利なメール、テクスト、ビデオ会議とい

った通信テクノロジーに取って代わる場面が多くなり

ました。これらの通信技術のおかげで、世界の様々な

ところに暮らす人々と、時間と場所の違いを問わず、

共同して仕事ができるようになりました。ですが、それ

は人と人が一箇所に集い顔を合わせて共に話し合い、

協働することの重要性を失わせるものではありませ

ん。それどころか、通信テクノロジー依存が進む環境

では、その重要性はさらに一層高まっています。確か

に時間も労力もかかるのですが、人が集って面と向

かってする意思疎通は、結局のところより確かなもの

で、長い目で見ると時間効率も良いということに気付

かされます。互いの存在は極めて重要で、教会という

信仰共同体の成長には不可欠と言えます。私たちが

その場にいない時、私たちが経験できなかったことを

憶測するしかない。時として私たちは間違った憶測を

することもあります。「無知が思慮の無さを生み、思慮

の無さが嫌悪を、そして嫌悪が戦いを引き起こす。」と

元帝国海軍中佐として真珠湾攻撃の先頭に立ち、後

に受洗しキリスト教伝道者となってアメリカ国内でも福

音を通して憎しみの連鎖を断つことを宣べ伝えた淵

田美津雄は言いました。◆９・１１を契機にイスラム教

過激派のみならず、キリスト教者の中にも互いを敵視

し悪魔呼ばわりし、憎悪を募らせている現実がありま

す。最近ニューヨークタイムスのコラムに「なぜイスラ

ム教徒に“メリークリスマス”と言っても間違いではな

いのか」と題した記事が掲載されました。コラムを書い

たトルコ人の作家のムスタファ・アキョールによれば、

聖書とイスラム教の聖典コーランには、主の降誕、預

言者、救世主、そして神の御言葉についてなど共通し

た理解があるとされています。◆キリストの御聖誕の

物語に欠かせない「東方の三博士」の話はマタイによ

る福音書によるキリスト教伝統ですが、そもそも黄金、

 『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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乳香、没薬の３つの贈り物をイエスに捧げたことから、

聖書ではその人数が定かではないものの「三」博士と

伝えられるようになったと言われています。後にその

中の一人はペルシア、現在のイランから占星術師で、

当時の宗教事情からゾロアスター教の神官だったの

ではないかとも言われています。これらのことを含め

て考えると、主イエスの御聖誕は、ユダヤ教信者のみ

ならず、他の信仰をもった者にも崇められていたこと

になります。ゾロアスター教の教えでは光と真理、闇

と不真理という双子の霊が伝えられ、闇に光る主キリ

ストの栄光と不思議な平行線を描いています。◆クリ

スマス、主イエス御聖誕の物語には、闇に生きる人々

がキリストの希望の星の下に集まったことが語られて

います。当時はローマ帝国の占領圧政下の闇の中、

そして現代では地球規模でその触手を伸ばす帝国の

闇の中にある私たちの間に世の光、主イエスは御降

誕になったということです。「光は闇の中に輝いている。

そして、闇はこれに勝たなかった。」 キリストの希望

の星の下には主の食卓が用意されています。いかに

言葉、人種、国籍、ジェンダー、年齢、文化、意見や

好みが違っていたとしても、主イエスはその大きな主

の食卓に私たちを招いてくださり、そこでは主の愛の

恵みにあずかりたいものは誰でも、自分の場所を見

つけることができます。さぁ、キリストの希望の星の下

に皆で集まろうではありませんか。主の慈しみと平安

に感謝しつつ。 

◇教会活動の報告◇ 

 

教会年次総会招集の通知 
 
日米合同教会の年次総会を以下の通り開催しますの 
で、ご連絡します。教会員の方は是非ご出席下さい。 
 
日時 : 2017 年 1 月 29 日（日） 午後 1 時 30 分より  
場所: 日米合同教会 社交室 
 

 

■聖書箇所 1 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所

は以下の通り。1 月 8 日 : マタイ福音書 3 章 13－17 節、

同 15 日 : ヨハネ 1 章 29－42 節、同 22 日 ： マタイ 4 章

12－23 節、同 29 日 ： マタイ 5 章 1－12 節、2 月 5 日 ： 

マタイ 5 章 13－20 節。（変更あり） 詳細はウェッブサイ

ト lectionarypage.net を参照。 

■年次総会ブックレット 年次報告に掲載するため、 

各委員会、スモールグループの担当者は 1 月 7 日まで

に報告を菅原知子姉まで提出下さい。 

■クリスマスのイベント： JAUC 日曜学校は、12 月 18

日午後にクリスマスのための特別プログラムを持ちまし

た。礼拝堂の照明を消し、暗闇の中で電気ローソクを灯

すことで、「私は世の光である」とのイエス様の言葉を学

び、キャロルを歌いました。その後子供たちは社交室で、

雪の結晶を切り抜く切り紙、テーブル飾りの製作、スナ

ックなどを楽しみました。「もろびとこぞりて」を歌いなが

らギフトを回すギフト交換も盛り上がりました。お手伝い

して下さった保護者の皆様、日曜学校のスタッフの方々

に感謝します。◆イブ礼拝 24日午後 4時半から聖

書朗読と讃美歌によるイブ礼拝が行われ、30名ほど

の方が出席されました。礼拝では、会衆全員の賛美

の他、シーラ・ベネット姉と橋本真奈姉が「 I 
Wonder as I Wander」をデュエットで歌い、聖歌隊

と有志一同がヘンデルの「メサイア」から「For 
unto us a Child is Born」を歌いました。礼拝のプラン

のため尽力して下さった橋本姉、ベネット姉、吉田

ジェリ姉に感謝します。なお礼拝に先立ち、石井麻

衣子姉が日曜学校の子供たちと一緒にクッキーを焼

いて下さいました。◆クリスマスサンデー礼拝 25

日の日曜礼拝でも聖歌隊と有志一同が「For unto us a 
Child is Born」を歌い、クリスマスの喜びを会衆一

同と共に分かち合いました。午後のポットラックに

は、多くの子供たちを始め 85名ほどが出席し、楽

しい時を過ごすことが出来ました。調理や配膳、掃

除の手伝いをして下さった皆様に心より感謝いたし

ます。 

■聖書を読む集い JAUC 牧会インターンの榎本空兄

が、9 月から「識別のミニストリー」を始められました。聖

書箇所を 1 章輪読し、30 分黙想の時を持ち、その後に
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分かち合いをしています。毎週水曜（聖書箇所：マタイ

福音書）、木曜（創世記）午後 7 時に教会 3 階に集って

います。 

■語学コース JAUC では毎週昼食タイムに、アントワ

ネット・ジョーンズ姉による英語のコースが持たれていま

す。また「J-Forum」として、英語を話す方々が日本語を

学ぶコースも榎本空兄の指導により昼食タイムに開か

れています。 

■P-Forum P-Forum は子育てサポートグループで、

毎月第三日曜日の午後に集まっています。神様から

「託された」大事な子供たちを、JAUC という「村ぐるみ」

で育てるための一助になるよう、聖書から子育ての知恵

を学び、先輩たちの苦労話に耳を傾け、心配や喜びを

分かち合い、共に支え合うことを目指しています。 

■映画上映会の報告(榎本空兄記) 去る 11 月 5 日

（土）に映画監督のジョン・ユンカーマンさんをお迎えし

て 、 彼 の ド キ ュ メ ン タ リ ー 作 品 、 ” Okinawa: The 

Afterburn”の上映会を JAUC で開催いたしました。90

名ほどの参加者があり、沖縄の戦後史、また人々の闘

いについて学ぶ大変良い機会となりました。これからも

JAUC のコミュニティがどのように社会正義の問題と関

わっていけるのか、模索していければ幸いです。 

◇教会員・友人関連◇ 

■結婚式 JAUC メンバーである菅原知子姉とジェフリ

ー・アング兄の結婚式が 12 月 10 日、バッテリーパーク

のリッツ・カールトンホテルで行われました。おめでとう

ございます。神様がお二人の新生活を豊かに祝福し、

導いて下さいますように。なお、菅原姉のお父様の菅原

よしのぶ兄は翌 11 日、初代日本語教会で洗礼を受け

られました。 重ねがさねの喜び神様に感謝いたします。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 1 月 9 日（月）の月例集会は午後 7

時 15 分から JAUC で開催されます。バイオリニストの

久賀恵理姉（Love Joy Peace Church）の証しを交えた

コンサートです。 

■レオニア礼拝 SMJ（Special Ministry to Japanese）に

よる日本語礼拝が、NJ 州レオニアの長老派教会（181 

Fort Lee Road, Leonia, NJ 07605）で毎月第 1・3 日曜午

後 3 時に持たれています。「キリスト教は初めて」という

方をターゲットにした礼拝を組んでおりますので、お知り

合いがフォートリー近辺にお住まいでしたら、どうぞお勧

め下さい。 

■映画「沈黙」リリース マーティン・スコレーシイ監督に

よる映画『沈黙』(原作・遠藤周作)が、12 月 23 日に全米

でリリースされました。アンドリュー・ガーフィールド、アダ

ム・ドライバーが出演。2 時間 40 分の大作ですが、各紙

のレビューでは高く評価されています。ご興味があれば

ぜひご覧下さい。 

◇祈りのリクエスト◇ 

糸魚川市の大火で家を失った方々、ベルリン、ニース、

オーランドーその他の事件で負傷された方、家族を失わ

れた方のために。戦火の中、シリアのアレッポに取り残

されている人々のために。相模原での障害者殺傷事件

の犠牲者の方々のために。ハリケーン・マシュー、熊本・

イタリア・エクアドルでの地震、東日本大震災を始めとす

るその他の天災の被災者のために。人種間の和解のた

めに。ヨーロッパに押し寄せている中東難民のために。

並びに下記の方々を覚えて下さい。井上照夫、小口愛

（アトランタ・ウェストミンスター教会）、小栗ななこ、神崎

ヨネ、ヨン・キム、ゴーマン美智子、斉藤不二夫、ジュー

ン・ゴールドバーグ、竹重梅子姉のお母様、冨田百合子、

内藤雅有（タカホー教会）、向井ジョージ、山崎あきら

（故堀内姉お兄様）、吉田ケンタロウ、吉永ジョン諸兄姉。 

 

ニュースレターチーム：栗原健・紀子、野口順子、榎本百々子 

 

 

 

 
 


