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◇高橋先生のメッセージ◇ 

2016 年年次総会での役員選挙及び今年度予算の承認

を経て、日米合同教会の新たなリーダーシップのもとで

新たな一年が始まりました。昨年一年間、様々な奉仕を

してくださった方々、またこの年次総会の準備をしてくだ

さった理事の方々の献身的な奉仕にあらためて感謝致

します。またこれから新たに教会活動を通して主の仕え

る決意をしてくださった方々にも感謝です。また新たな

思いをもって皆さんと共に心ひとつに主に仕える一年で

ありますようにと祈っています。◆イエス様がひとりの幼

な子を取りあげて自分のそばに立たせ、だれが一番偉

いかと議論し始めた弟子たちに、「よく聞きなさい。心を

いれかえて幼な子のようにならなければ、天国にはいる

ことはできないであろう。この幼な子のように自分を低く

する者が、天国でいちばん偉いのである。また、だれで

も、このようなひとりの幼な子を、わたしの名のゆえに受

けいれる者は、わたしを受けいれるのである。」（マタイ

書１８章３−５節）この話は共観福音書のすべてに記され

ていますが、これを直裁に謙遜や慎み深さの人生訓とし

て読むこともできます。しかしながら、主イエスの意図は

もっと深いところにあったのではないかとも考えられます。

「幼子のようにならなければ天国にはいることはできな

いであろう」というのは、いったいどういうことなのでしょ

うか？ 

◆最近のある日曜日のランチの時間、教会アパートの

壁の補修の奉仕をしてくださっていたケリー兄と食事し

ていると、３歳になったばかりのケイゴくんが私たちのテ

ーブルにやってきました。ケリー兄がポケットから 25 セ

ント硬貨を取り出し「どっちだ」と手の中に隠してケイゴく

んの前に差し出します。それを見事に当て、ケリー兄が 

“You got it. This is yours.”とその２５セント硬貨をケイゴ

くんに渡そうとすると、もっと「どっちだ」をやってほしいら

しくとそのクォーターを押し返します。もう一度すると、ま

た当たる。そのあとも何度となく「どっちだ」と言って遊び

ました。最後にまたケリー兄が「当たったからこれはケイ

ゴのだよ。」と２枚の 25 セント硬貨を渡すと、今度はケイ

ゴくんが「どっちだ」とやるのですが、その小さな手から２

５セント硬貨がはみ出していました。それを見て自分で

も可笑しかったのでしょう、嬉しそうに笑いながら、その

２枚の硬貨をテーブルに残していってしまいました。そ

の瞬間、主の御言葉をそこで見る思いがしました。幼な

子にとっては、教会のオジさんたちと遊んで楽しい時間

を過ごしたことの喜び、愛を分かち合った時間の記憶が

大切であって、お金や勝ち負けなどには全く関係も関心

もない。主はケイゴくんという幼な子を通して、神の御国

は、私たちの世界での通常の価値観とは根本的に全く

異なった価値観を持つのだということを教えてくださいま

した。 

◆「神を見る」ことが私たちの信仰生活の究極の目的。

しかしながら「見る」と言ってもそれは視覚的に「見る」の

ではなく、「日本語の古語にある『まみゆ＝見ゆ』に包含

されていたように、その対象と霊的に交わることだ」と若

松英輔さんは力作『イエス伝』で書いています。神を見

るとは、言うなれば全身全霊をもって神を経験すること。

神がどんな方であるかを知ろうと、聖書を読み、考え、

悩み、疑問を抱き、話し合い、「分からない」と苦しみな

がら、それらの疑問と取っ組み合いながら、生きる。そ

れこそが、神を心を込めて、精神を込めて、魂を込めて、

全身全霊を込めて愛することに他ならないのです。ヒト

の知恵には限界があります。それをわきまえず、神の知

恵、真理をないがしろにすることは傲慢の罪に陥ること

になります。傲慢 (arrogance) とは疑問を抱かないことと、

ギリシア語は定義します。また聖書を読み、何らの質問

を抱かず、すべてを分かったとすることもまた傲慢の罪

を犯すことにもなります。「疑いは信仰の一部である。」

と言ったのは ドイツ系アメリカ人神学者で NY のユニオ

ン神学校でも教鞭をとったパウロ・ティリヒ(Paul Tillich)

でした。イエスキリストという「世の罪を取り除く神の小

羊」を与えてくださった神。主の慈しみ、無限の愛の前で

 『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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は、私たちはすべて「幼な子」です。主の御前にひとつな

って集い、私たちはその主だけを誇ろうではありません

か？「誇る者は主を誇れ」と書いてあるとおりに。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 ２月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所

は以下の通り。2 月 5 日：マタイ福音書 5 章 13－20 節、

同 12 日：マタイ 5 章 21－37 節、同 19 日：マタイ 5 章

38－48 節、同 26 日：マタイ 17 章 1 節－9 節、3 月 5

日：マタイ 4 章 1－11 節。高橋先生はレクショナリーに

ある旧約聖書、詩編、使徒書簡なども説教の中に盛り

込 ま れ て い ま す 。 各 聖 書 個 所 に つ い て は

lectionarypage.net を参照。 

■年次総会 JAUC年次総会は 1月 29日（日）午後

1時半から JAUC社交室で開催され、42名の教会員

が出席したほか、合同メソジスト教会のウィリア

ム・G・スマート師、また米国改革派教会ニューヨ

ーク教区会議のエイミー・ネイランド師、ジェシ

カ・カスト・キーツ師が出席されました。総会では、

選挙の結果、中村哲兄と丸橋ダウンズ理加姉が新た

に理事として選出されました。次席は神崎スタンレ

ー兄。吉田ジェリ姉が理事長として奉仕されます。

また、中村哲兄、吉田ピーター兄、鈴木香姉が新た

に管財委員会メンバーに選出されました。管財委員

会委員長は鈴木香姉。牧師スタッフ信徒関係委員会

には吉田ピーター兄が新たに参加されますが、あと

1名を後ほど理事会が指名します。この他2017年度

教会予算案が会衆の賛同を得て可決しました。1月

で理事長の任期を終えられた菅原知子姉、その他役

員としての任期を終えられた方々のご奉仕に心より

感謝いたします。 

■榎本恵牧師によるミニアシュラム アシュラムセンター

主幹牧師の榎本恵先生（榎本空兄のお父様）が 2 月 18

日(土)午後 1 時から 4 時半まで、JAUC３階で「ミニアシ

ュラム」を開催されます。テーマは「空の鳥をよく見なさ

い」(マタイ福音書 6 章 26 節)。アシュラムは、聖書を 30

分または１時間ほど時間をかけて静かに読み、神様の

語りかけに耳をすまし、小グループで互いに分かち合う

集いです。参加費は１０ドル(当日献金あり)。予約が必

要ですので、２月１０日までに榎本空兄までご連絡下さ

い。  

◇ディスカバリー子供キャンプ◇ 

2017 年度のディスカバリーキャンプは 7 月 23 日から 8

月 4 日まで、例年通りロングアイランドのシェルター島で

開催されます。テーマは「グローバルな絆で実る友情」。

対象は 3－10 年生、費用は 1400 ドルです（兄弟割引あ

り）。申込締切は 6 月 9 日。詳細は案内のパンフレット

をご覧下さい。今回も日本基督教団を通じて東日本大

震災の被災地から数名の子供たちが来られます。 

◇教会員・友人関連◇ 

スウェーデンでのダンスプロジェクト（橋本真奈姉記） Ｊ

ＡＵＣメンバーで、視覚障碍を抱えつつも舞踏家として広

く活躍されている橋本真奈姉が、昨年１２月にスウェー

デンでダンスパフォーマンスとワークショップを行われま

した。以下に掲載するのは、橋本姉の体験談です。 

◆コリント人への第 2 の手紙 4 章 17－18 節：「なぜなら、

このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、

あふれるばかりにわたしたちに得させるからである。わ

たしたちは、見えるものにではなく、見えないものに目を

注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠

につづくのである。」 2016 年 12 月、一年間の企画を

経て、"Dance without sight"公演、ワークショップがスウ

ェーデンのウプサラで行われました。視覚障碍者が、ダ

ンスのパフォーマンス公演に触れ楽しんで頂けるために、

バリアフリーの舞台を提供したいという私の夢が実現に

向かい、ニューヨークから北欧へと、大きな第一歩を踏

み出したのです。◆ダンスは目で見て楽しむ芸術、とい

う概念は未だ根強く社会の中に浸透しており、視覚障碍

者がダンス公演に触れられる機会は皆無に等しいのが

現状です。私自身も視力を無くした後、ダンスパフォー

マンスを体験することの方が、実際に踊ることよりも大き

なチャレンジの一つであるということを実感しています。

家族や友人と共にダンス公演を観賞しに行き、ダンサー

の足音や音楽を聴きながら、舞台の上で何が起こって

いるかをみんなの目を通して口伝えに教えてもらったり

します。でも抽象的な踊りを舞台から離れた観客席で体
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験するのは、どうも曖昧で難しく感じることも多くあり、さ

さやき声で説明してくれる声がわずらわしいと、他の観

客から顰蹙（ひんしゅく）を買うこともありました。その他、

様々な体験や出会いを通して培ってきたのが、視覚障

碍者のためのダンスシアターにおけるアクセサビリティ

ーの確立という課題でした。◆今回の講演で用意したの

は、30 分ほどのソロ作品、タイトルは、"Stories of the 

blind- Light, Shadow and wind"。人生における、光と影、

そして空間にどこからともなく流れ入る、第三の存在で

ある風をモチーフにして踊りを創作しました。パフォーマ

ンス当日、視覚障碍者の観客を客入りの３０分ほど前に

招いて、舞台に触れるツアーを作りました。舞台装置や、

衣装に手で触れて頂いたり、劇場の歴史や雰囲気を説

明し、また空間の大きさを感じて頂くために実際にステ

ージの上を歩いていただいたりしました。パフォーマンス

中には、踊りの振りを説明した台本をもとに、動きを追

いながら、スタッフに説明をしてもらいました。「こんなに

もダンス公演を楽しめたことは今までなかったわ！」と、

公演後に一人の視覚障碍者の観客が高揚しておっしゃ

って下さいました。見える方、見えない方、共にダンスパ

フォーマンスを楽しんで頂けた瞬間でした。◆二日目は

"Dance Without Sight"のワークショップを行いました。

「目を閉じて、心を開いて」をテーマに、過去８年間続い

ているこのワークショップは、視覚という感覚を使わずに、

内側に見えてくる踊りを探るという内容です。目の見え

ている方には、目隠しをして参加して頂き、少し独特な

踊りの体験をします。今回ウプサラでは、可愛いお孫さ

んのいらっしゃる女性から、大学生まで、老若男女問わ

ず、また弱視の方、小児麻痺の方、ミュージシャンから

劇団員まで、幅広く２０人の方々が参加してくださいまし

た。踊りは目で見て体験するだけのものではなく、その

美しさは他の五感でも触れることが出来、心で感じるも

のでもあるということを、参加してくださった方々の、

各々の豊かな感性で感じておられるようでした。◆「見

えないものは永遠である」と聖書には書かれてあります。

帰国の日、ウプサラの街には朝から雪が降っていました。

音もなく、空から舞い落ちる雪が道を覆い、私の顔や、

白杖を持つ手にも雪の粒が落ちては淡く解けて行きまし

た。今の私には目で見ることは出来ませんが、私たちの

頭上に無限に広がる、主が作られた空から、雪は聖霊

のように降り続け、その冷たさは、いつの間にか私の体

温と皮膚の中に同化されてゆきました。今回のツアーを

通して、陰で支えてくださった方々の、目には見えない

たくさんのお祈りに、そしてその向こうで絶え間なく降り

注がれる、無限の主の愛とくすしき導きによってプロジェ

クトがはぐくまれておりますことに、心から感謝していま

す 。 ア ー メ ン 。 橋 本 真 奈 （ 舞 踊 家 ）  HP ：

www.manahashimoto.com 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 2 月 13 日（月）の月例集会は午後

7 時 15 分から JAUC で開催されます。アーティストの藤

木イサク兄がお話しして下さる予定です。 

■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）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。 

◇祈りのリクエスト◇ 

糸魚川市の大火で家を失った方々、カナダ、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。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、相良昌彦牧

師、鈴木有郷牧師、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）、吉永ジョ

ン諸兄姉。 

 

 


