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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

A new ministerial year has begun with new leadership as the JAUC elected new lay leaders 
and approved the budget at the 2017 Annual Congregational Meeting. I would like to take 
this opportunity to express my wholehearted gratitude for the steadfast faithfulness and 
dedicated service of those who served in 2016 and prepared for the annual meeting. I 
prayerfully look forward to serving the Lord with you as one body of Christ this year. 
◆When the disciples began to argue with one another who was the greatest, Jesus said to 
them “Truly I tell you, unless you change and become like children, you will never enter 
the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the 
kingdom of heaven. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me.” 
(Matthew 18:3-5) This story is told in all the synoptic Gospels. Some read this simply as a 
lesson of modesty and humbleness. However, Jesus’ teaching is more profound than just a 
moral lesson. The Lord calls us to make fundamental changes, to transform in order to enter 
God’s kingdom. We are called to change our current value system to a fundamentally 
different value system. ◆ On a recent Sunday, I was having lunch with Kerry who had 
been helping to fix ceiling damage from rain in the 4th floor apartment. Keigo who had just 
turned three this past December came to our table smiling at us. Kerry pulled out a quarter 
from his pocket to play “Dotchi da?” or “Which one is it?” The first time, he got it. And the 
second time, again he got it. Kerry said “You got it. These are yours.” offering 2 quarters to 
Keigo. He, however, shook his head and asked to play more instead. We played a few more 
times, and Kerry again offered the reward, but he shook head, smiling happily, and left the 
two coins on the table. Then, I realized what he wanted was fun, not money or winning. He 
enjoyed having fun playing with two “uncles”. He was happy and satisfied, so he left the 
money and walked away leaving us a smile. Three-year-old Keigo showed me God’s word 
in flesh. The young child lives with a totally different value system, a value system which 
is closer to that of the kingdom of God. ◆Our ultimate goal in Christian faith life is to see 
God. Not visually to see God but to experience God with all our senses. An old Japanese 
word「まみゆ MAMIYU」means seeing something with all our senses.  The word captures a 
comprehensive meaning more than just seeing. More like experiencing, and spiritually 
engaging. Seeing God means experiencing God with all our senses, with heart, mind, spirit, 
and all might. Trying to figure out who God is with all our hearts, minds, soul, and strength, 



we read the Bible; we question; we wrestle with those questions and even doubts, and we 
share our struggles and love with brothers and sisters. That is what it means to love God 
our Lord with heart, mind, soul, and all might.  Human wisdom is limited. If we don’t 
remember that, we may commit a sinful act of arrogance. Arrogance means “not asking 
questions” in Greek. If we boast of strong faith and stop asking questions about what the 
bible says, we also fall into a sinful act of arrogance. Doubt is a part of faith as Paul Tillich, 
a German- American theologian who taught systematic theology at Union Seminary in 
NYC told us. We tend to believe what we have experienced is the only God for all. Our 
image of God is projected on a screen made of our tradition, our reason, and our experience. 
When we realize the image of our God on our screen is different from those on our 
neighbors’ screens, we falsely make judgment and eagerly defend ours by demanding that 
ours is right, while theirs wrong.  God gave us “the Lamb of God who takes away the sin of 
the world!” Before the divine love, we all are just little children. God’s Grace makes us 
ONE. Let us be ONE and gather at the cross. “Let the one who boasts, boast in the Lord.” 

 

◇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２５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。 

 

 


