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◇理事会からのお知らせ◇ 

高橋先生の米国ビザに問題が生じましたので、2 月 8 日

から先生は JAUC 牧師としての職務を一時お休みされて

おります。米国での滞在資格を維持するため、先生は日

本で新しいビザを申請することとなりました。教会が契約し

ている移民弁護士の助言に従い、先生は近く日本に向か

われる予定です。先生の不在期間中は、栗原健神学生が

礼拝での説教を担当されます。3 月 6 日の聖餐式は、安

藤進先生が司式して下さいます。高橋先生のビザの問題

が速やかに解決されますよう、先生並びにご家族の皆様

のためにお祈り下さい。 

◇教会活動の報告◇ 

■礼拝での聖書箇所 3 月の日曜礼拝における聖書朗読

の箇所は以下の通り。3 月 6 日：ルカ福音書 15 章 1－3

節、11ｂ－32 節、同 13 日：ヨハネ福音書 12 章 1－8 節、

同 20 日：ルカ 19 章 28－40 節、同 25 日（グッドフライデ

ー）：ヨハネ 18 章 1－19 章 42 節、同 27 日：ヨハネ 20 章 1

－18 節または 24 章 1－12 節、4 月 3 日：ヨハネ 20 章 19

－31 節（短縮あり）。www.lectionarypage.net を参照下さい。 

■年次総会 JAUC 会衆の年次総会が 1 月 31 日（日）午

後に開催され、37 名の教会員が出席しました。また、合同

メソジスト教会の地区監督デニース・スマート＝スピアーズ

師、米国改革派教会からはトーマス・ダリー師とジョン・チェ

ン長老が来られました。選挙の結果、吉田ジェリ姉と鈴木

香姉が 2016 年から 18 年まで理事として奉仕して下さるこ

とになりました。トニー・フォトナーキス兄が次席です。また、

中村哲兄、小林かおる姉が新たに牧師スタッフ信徒関係

委員会に参加して下さることになりました。また、総会の席

上、管財委員会から将来の教会の建物の用途を考えるア

ンケートが配布されました。 

■レント 主イエスの十字架への道行きを覚えるレント（受

難節）も、4 週目に入ります。3 月 25 日（金）のグッドフライ

デーには夕拝が予定されております。27 日のイースター

には、礼拝の後、恒例のポットラックランチがあります。 

■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（ジョンジェイ・カレッジ教員）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（ユニオン神

学校神学生）の指導により昼食タイムに開かれています。 

◇ディスカバリーキャンプ2016◇ 

2016 年度のディスカバリーキャンプの準備が始まっていま

す。今回は 7 月 24 日から 8 月 5 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 10 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

教団を通じて東北から数名の子供たちが来られます。 

◇教会員・友人関連◇ 

■高橋アニー姉 1 月から台湾のご家族を訪問中だった

高橋アニー姉が 2 月 23 日、無事ＮＹに戻られました。アニ

ー姉は台湾滞在中、震源地近くで大地震に遭遇されまし

たが、ご家族共々無事でした。神様に感謝します。 

■転入会 北風英香姉が 1 月 31 日付で JAUC に転入会

されました。おめでとうございます！ 

■再会 岸和田聖書教会牧師の本屋敷和彦先生の奥様

で、元 JAUC メンバーの本屋敷美紀姉が 2 月上旬から 1

ヶ月間 NY に来られ、JAUC の礼拝、家庭集会にも出席さ

れました。旧交を温めることができ、嬉しく思います。 

■感謝 鈴木有郷先生・エリザベス姉が 2 月 28 日の礼拝

に出席されましたが、その際、米 5 袋とジャガイモ、玉ねぎ

を寄付して下さいました。ありがとうございます。 

■帰天 元ＳＭＪ（Special Ministry to Japanese）チェアで

あった水野次郎先生が昨年 12 月 31 日、帰天されました。

ＳＭＪその他に対する先生の誠実なお働きをおぼえます。 

◇日曜礼拝でのメッセージ◇ 

■2 月 14 日：希望は主イエスの言葉にある（ルカ福音書 4

章 1－13 節） 栗原神学生 先週の灰の水曜日をもってレ

 『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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ントの季節が始まりました。これからグッドフライデーまで

の日々は、イエス様がどのように私たち一人ひとりのこと

を思われつつ、十字架へと赴かれたかを思いめぐらす季

節です。そのためレントは、悔い改めの時、神様に立ち返

る時とされ、多くの人が断食などをして、祈りの内に心を神

様に向けます。◆しかし、悔い改めとはどのようなことなの

でしょうか。私たちは悔い改めと言うと、自分がやらかした

悪いことを神様に「ごめんなさい」ということだと思いがちな

のですが、実は、それは悔い改めの一部だけです。本当

の意味で悔い改めるためには、まず、私たちは神様のみ

前でどのような存在なのか、どのように生きるよう招かれ

ているのかを理解しなくてはならないのです。今日は、イエ

ス様が悪魔の誘惑に対決した話をもとに、イエス様は私た

ち人間をどのような者だと言われているのかを考えてみま

す。◆この誘惑を受けた時、イエス様は 40 日間を荒野で

過ごされていました。これからどのようにメシア、救い主と

して人々に神様の愛を示し、彼らを導くべきか祈っておら

れたのでしょうが、その先には当然、十字架に赴くこと、そ

して復活があります。悪魔にしてみれば、この十字架と復

活だけは、何としても起きては困ることでした。そこで悪魔

はイエス様のもとに来て、どうにかして主の心をそこから引

き離そうと議論を吹きかけ、誘惑します。◆最初の誘惑を

見てみましょう。悪魔は、「あなたが神の子であるなら、石

がパンになるように命じなさい」と言います。なぜこれがイ

エス様にとって誘惑になるのでしょうか。それは、この言葉

には次のようなささやきが隠されているからです。「イエス

よ。人間の心は私が一番よく知っています。人間は、しょせ

んはこの世のパン、物質的なものにしか興味がないので

す。だから、あいつらが欲しがるものを与え、欲望を満たし

てやりなさい。そうしたら、あいつらはあなたを信じるでしょ

う。」◆イエス様は、貧しいユダヤの人々がどれだけ飢えに

苦しんでいたかをご存知でした。ご自分も断食の後空腹に

なっていたのですから、この誘いには強い力があった筈で

す。しかし主は、「人はパンだけで生きるものではない」と

いう申命記の言葉を引用して、悪魔の提案を退けます。マ

タイ書 4 章に記されている同じストーリーでは、この言葉

は「人はパンだけで生きているのではなく、神の口から出

る一つひとつの言葉で生きるものである」となっています。

◆この言葉から、イエス様がどのように人間をご覧になっ

ていたかが分かります。主はここでこう言われたかったの

でしょう。「確かに、人間はパンだけを求めて生きているよ

うに見える。神を求めていないように見える。しかし、人間

は神によって造られた以上、彼らの心にはこの世のモノだ

けではどうしても満たされない部分がある。神様とその言

葉だけが、彼らを本当の意味で満たし、命を与えることが

出来るのだ」。いくら人の欲望を満たしても本当の救いは

来ないと、主はご存知なのです。◆こう切り返されて、悪魔

は作戦を変えます。イエス様を山の上に連れて行き、この

世界の栄華を見せると、「この世界は私のものです。あな

たが私の前にひざまずくなら、これをあげましょう」と言いま

す。悪魔はここで、こう言おうとした筈です。「人間が神の

言葉で生きていると本気で言うのですか。この世界を見て

みなさい。どこが神を求めているというのですか。神のこと

を考えている人がどれだけいますか。人間の心は、この私

が支配しているのです。この私こそ人間たちの主人だと、

あなたは認めなさい。そうすればあなたに協力してあげま

しょう。」◆これに対して主イエスは、「主なるあなたの神を

拝し、ただ神にのみ仕えよ」と答えられます。この世界の主

人、人間の主人は悪魔ではなく神様だと言われるのです。

それはつまり、イエス様は悪魔に対して、「人間たちがどん

なに神から離れてしまっていても、彼らは神のものだ。お

前のものではない」と言って下さっているのです。この先に

は当然、「私が十字架と復活をもって、彼らを神のもとに引

き戻そう」という主の思いがあります。◆ここに至って悪魔

は、今度は旧約聖書の詩篇にある言葉を無理矢理引用し

て、「エルサレム神殿の上から飛び降りてみなさい」と誘い

ます。人間に奇跡を示しなさいということなのですが、ここ

には、イエス様を十字架から引き離そうという露骨な意図

が読み取れます。「十字架にかかるですと？ およしなさい。

人間はそんなものを理解しませんよ。彼らは、目に見える

ゴージャスなわざしか信じないのです。人をびっくりさせる

ような奇跡を見せれば、彼らはあなたを受け入れるでしょう。

そうしたら、あなたは十字架にかからなくてもいいのです」。

しかしイエス様は、「神を試みてはならない」と言われます。

どのような道であっても、たとえ十字架のような苦しい道で

も、神様のみ心に従うべきだ。私はそうするのだということ

が、この答えに示されているのです。◆以上が主イエスと

悪魔の議論ですが、これを聞いて、私たちはどう思ったで

しょうか。正直なところ、悪魔の方が私たち人間の現実を

よくとらえているように思えてしまったのではないでしょうか。

◆私たちの内面を振り返ってみましょう。私たちは多くの場

合、この世のモノのことで心が一杯になっており、まるで神
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様なしでも生きられるように生きてしまうことがあります。時

には、自分の欲望に合わせて、神様すらも利用してしまう

こともあるでしょう。神様の言葉によって生きているという

実感がなく、何か特別な体験でもない限り信仰生活も難し

い、ということも多々あります。こう考えると、私たちは「悪

魔の言う通りじゃないか」とがっかりしてしまうかも知れま

せん。◆しかしイエス様は、悪魔の言葉に対して「それは

違うぞ」と言って下さるのです。人間は、自覚しているか否

かにかかわらず、神様の言葉がないと生きられない存在

なのだ。どんなに彼らが神様から離れていても彼らは神様

のものであり、神様は彼らを愛し、探し求めて下さる。その

ためにこそ、私はこの世界に来て、彼らを救い出すために

どのようなことでもするのだと、イエス様は言って下さるの

です。そして主はこの後、全ての誘惑を退けて十字架の上

でご自身を捧げられ、復活によって死を打ち破って下さい

ました。悪魔は完全に敗れたのです。◆イエス様がこのよ

うに私たちのことを言って下さった、そしてそのために十字

架にまで赴いて下さったので、私たちは自分の貧しい姿に

失望することなく、希望を持つことが出来るのです。この希

望の約束があるからこそ、私たちは神様を信頼し、神様に

向かって、イエス様が言われたように、み言葉によって生

きる者に私はなりたい、神様だけを礼拝し、み心を行う者

になりたい、だからそのように私を変えて下さいと、そう祈

ることが出来るのです。これこそが悔い改め、神様に立ち

返るということです。「ごめんなさい」と言うことよりも、それ

ではどのような者になりたいのかということの方が、大きな

問題なのです。◆私たちは、時には自分の罪や弱さに負

け、つまずいてしまうことがあります。しかし、イエス様にあ

るこの希望があるので、私たちは主を信頼して再び立ち上

がることが出来ます。クリストフ・シェーンボルンというオー

ストリアの神学者が、こう記しています。「イエスは、ただご

自身のために誘惑に耐えられたのではない。私のために

も耐えて下さったのだ。私がつまずく時にも、主は私のた

めに打ち勝って下さっている。私の弱さにもかかわらず、

私は再び主と共に歩み始めることが出来る。たとえ悪魔で

あっても、これを止める力は無い」。◆正にその通りです。

私たちが何者であるのかを決めるのは主イエスの言葉で

あって、悪魔の言葉ではありません。私たちが主が言われ

るような者となれるよう、立ち上がってイエス様と歩み続け

るのをやめさせることが出来るものは、この世にありませ

ん。この恵みを感謝しましょう。レントの期間中、私たちは

自分の罪や弱さを見つめつつも、イエス様の言葉にかたく

希望をおきましょう。神様が望まれる姿へと変えられて行

けるよう、皆さんと共に祈って行きたいと思います。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■VIP 特別集会 2 月 25 日（木）に開かれた VIP 特別集

会では、「アシュラムセンター」（滋賀県）主幹牧師の榎本

恵先生がお話して下さいました。榎本先生は、故榎本保郎

師（「ちいろば先生」）のご長男です。集会では、出席者は

先生のリードによりマタイ福音書 18 章１－5 節について瞑

想し、「どうすれば『心を入れかえて子供のようになる』こと

ができるのか」を考えました。その後先生は、ヨハネ福音

書に登場するパリサイ人ニコデモの話を引き、「人目に隠

れてしかイエスに会おうとしなかったニコデモは、その後は

勇敢な人物に変えられた。人はこのように生まれ変わるこ

と、変えられることができる」と話して下さいました。 

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

コーディネ－ター：今戸ちづ子姉）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、子供たちがディスカバリー

キャンプを参加した方など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◇ 

カリフォルニア、パリ、ベイルート、マリで発生したテロ攻撃の

犠牲者のご家族、負傷された方々のために。人種間の和解

のために。緊迫する中東情勢（イラク、シリア、リビア）とヨーロ

ッパに押し寄せている難民のために。インドの洪水、中国の

地滑り・東日本大震災などの被災者の方々、並びに下記の

方々を覚えて下さい。五十嵐ピーター・キミ（吉田ジェリ姉ご

両親）、ベンジャミン・イスラス、小口愛（アトランタ・ウェストミ

ンスター教会）、小栗ななこ、カーン鈴子、神崎ヨネ、ヨン・キ

ム、栗原弘・淑子（栗原兄両親）、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、向井ジョージ、高橋孝子、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。 

 
 
 
 


