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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

“Why Me?”  John 9:1-17 (18-41) 

One of the most common faith questions is “Why do bad things happen to good people?”  

There is no shortage of tragedies and disasters in this world, which make us wonder, why? 
Those victims seem innocent or sound like good people, but disasters hit them hard, even to 
the point of death sometimes. God is almighty, and knows all. God is good. Despite those, 
why did God not protect those good people from harm? Why did the Lord allow the 
disaster to happen?  

Some might say, “It was a devil’s act.” and start thinking and worrying about the deeds of 
Satan. We must remind ourselves that Satan is not the one whom we worship, but God is. 
We shall focus to think, to get to know, to love God our Lord, or worship God, and not 
waste time worrying about the evil spirit. Then, others ask, “Why God couldn’t stop the 
evil deed?” John 1:3-5 declares “What has come into being in him was life, and the life was 
the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome 
it.” The darkness never overcame the light. But why do bad things happen to good people? 
Recently we passed the 6th anniversary of the Great East Japan Earthquake and Tsunami as 
known as the 3/11 earthquake. 15,894 lives lost, and more than 2,500 are still missing. 
Over 300,000 became refugees. An uncountable number of people’s lives were changed 
forever. Just imagining the pain and suffering that all the victims had been experiencing 
makes our hearts sink. “Why them?” “Why me?” Why is God not saving us from this pain 
and suffering?” “My God, my God, why have you forsaken me?” Even Jesus asked this 
question when he was in excruciating pain on the cross. 

We ask this question sometimes in our lives. Some of you may be in the midst of your 
struggles and are wrestling with this question. I continue to pray for the end of your pain 
and for your peace. 

As we seek the reason for the “why me?” question, some take this question further,  

“The sin that I committed may be the reason. God is angry with me for the sin, and God is 
punishing me. Or maybe it was my parents who did something wrong.” as the disciples 
questioned. His disciples asked Jesus, “Rabbi, who sinned? This man who was born blind? 
Or his parents?” Jesus answered, “Neither this man nor his parents sinned; he was born 
blind so that God’s works might be revealed in him.” Jesus prioritizes healing the man who 



was born blind and simply dismisses a theological argument that sin causes blindness. 
“God is love.” God’s amazing Grace is far deeper than the deepest ocean.  

“Amazing grace! How sweet the sound that saved a wretch like me! I once was lost, but 
now am found; was blind, but now I see.” Amazing Grace, arguably the most popular hymn 
of all time is written by the English poet, a slave trading ship sailor, and later-turned-to-be 
clergyman John Newton. Though he had grown up in a devoted Christian family, he had 
never taken his faith seriously until a violent storm nearly sank the slave trading ship that 
he was serving. During the storm when the bottom of the ship was heavily damaged, he 
asked for God’s help and mercy in a way he never prayed before. Miraculously, a loose 
piece of cargo patched the hole and the ship survived. After this conversion moment, he 
began his theological study, and a few years later he turned to be a clergyman. He wrote 
many hymns including “Amazing Grace” whose first stanza was inspired by John 9:25 and 
his conversion experience. 

 “As long as I am in the world, I am the light of the world.” Jesus declared in John 9:5.  

John’s Gospel focuses on the image of the Light and the Darkness. Here, I hear Jesus 
asking us, “Why don’t you see it?” He uses his paradoxical depiction here again. The blind 
can see, while those with sight cannot see. The Pharisees failed to see the suffering of the 
blind man due to their rigid understanding of Law on the Sabbath. They did not even 
appreciate Jesus’ healing miracle work by saying “This man is not from God, for he does 
not observe the Sabbath.” 

The parents of the blind man were afraid to speak against the Pharisees, the authorities, and 
failed to see the amazing grace of God.  Both the Pharisees and the parents were spiritually 
blind, unable to see God’s compassion, and God’s amazing grace. 

“(F)or the LORD does not see as mortals see; they look on the outward appearance, but the 
LORD looks on the heart.” (1 Samuel 16:7) 

As we live our lives trying to approach God, we are called to make our best efforts to be as 
compassionate and gracious as God is. Our Christian faith does not guarantee a pain-free, 
tragedy-free, or disaster-free life, but it promises us a perfect eternity. Getting to know God 
gives us a strong awareness of the divine presence in our life. When disasters hit our lives, 
we are more likely to “see” God’s merciful and gracious hands to pull us up from the 
darkness. God’s compassion and grace reveals and guides us when we fall into the darkness. 
When we realize we have stepped into the darkness, let us listen to what Jesus must be 
telling us. “Don’t be afraid. I am with you always.”  



“For once you were darkness, but now in the Lord you are light. Live as children of light— 
for the fruit of the light is found in all that is good and right and true,” as Ephesians 5 says.  

Yes, certainly, we are embraced by the light. 

◇高橋先生のメッセージ◇ 

「どうして自分に」 ヨハネ書第９章１−４１節 

信仰に関わる質問の中で最もよく聞かれる一つが、「どうしてあんなに良い人に、こんなひどいこ

とが起きたのでしょう？」という質問です。中には神様の御業や存在さえ疑う方も出てきます。全

知全能の主。すべてを御存知で、ヒトには不可能に思えることも成し遂げられ万能の王。どうして

神様は沈黙されたのか？どうして主は災いを防げなかった、あるいは神様は災いを防がずに放

置されたのか？「それは悪魔の仕業に違いない」と言って、主のこと、神様のことそっちのけで悪

魔の仕業の話に夢中になる方もいらっしゃいます。「この言に命があった。そしてこの命は人の光

であった。光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。」（ヨハネ書第１章４

節及び５節）悪魔が神に打ち勝つことはないとすれば、神様が防げない災いはないはず。主を信

じ、キリストの道を歩んでいる「光の子」にどうして災いが起きるのか。６周年を迎えた東日本大震

災。１万５千８９４人の方々が犠牲になり命を落とされ、２千５００人以上が今もって行方不明。ま

た３０万人以上が住むところを失い避難生活を余儀なくされ、今も未だに仮設住宅に暮らし、故郷

に戻りたくても戻れない方々がいらっしゃいます。戻ってみたが地域の隣人たちは散り散りになり、

故郷は崩壊。家族友人を残して亡くなった方々の無念さ、また愛する人失った方の悲しみ。想像

するだけで心が潰れる思いがします。「どうしてあの人たちが死ななくてはならなかったのか？」

「どうして神様が私たちを救って下さらなかったのか。」「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」「わが神、わ

が神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか。」イエス様御自身が父なる神に伺ったように、

私たちは神様の救いの御手を探し求めることがあります。「どうして自分にこんな災いが降りかか

ってくるのか？」それは自分の行いゆえに神様の怒りをかい罰せられたのではないか。あるいは

因果応報によって親の罪を次世代の子が、その報いを受けることになったのではないか、と考え

る方もいます。弟子たちはイエスに尋ねます。「先生、この人が生れつき眼が見えないのは、誰が

罪を犯したためですか。本人ですか、それともその両親ですか」。それに対して主イエスは、どち

らでもない。それは「ただ神の御業が、彼の上に現れるためである。」と答えられます。神は愛。

主の慈しみは最も深い海より深く、憐れみは天より広く大きい。「アメイジング・グレイス：くしき恵

み」を思うと、災難に遭われた方々が、その罪のゆえに主が罰せられたとは考えられません。 

「驚くべき恵み(なんと甘美な響きよ) 私のように悲惨な者を救って下さった。かつては迷ったが、

今は見つけられ、かつては盲目であったが、今は見える。」 

クリスチャンのみならず、一般にも最も親しまれている賛美歌「アメイジング・グレイス：くしき恵み」 

の訳ですが、これを作詞したのはかつて奴隷貿易に携わる船員であって、後に牧師となったジョ



ン・ニュートン。クリスチャンの家庭に育ったものの、お祈りすることが全くと言って良いほどなかっ

たジョン。ある嵐の中、船底に穴があき、船が難破しそうになる危機に見舞われます。初めて神

様に「助けてください」と必死に祈った、と言われています。積荷の一つが奇蹟的に船底の穴を塞

ぎ、船も自分も危機を脱します。そこから数年後に、奴隷貿易の仕事を止め、牧師に転身し、何

曲か賛美歌を作詞します。彼の最も有名な作品がアメイジング・グレイス。「かつては迷ったが、

今は見つけられ、かつては盲目であったが、今は見える。」この一節はヨハネ書第 9 章２５節から

の引用と言われています。同第９章５節で主は、この世の闇を照らす世の光である、と宣言され

ます。ヨハネ書のテーマは「光と闇」。主イエスはここで私たちに「まだ分からないのか？」と問うて

いらっしゃるのではないでしょうか。目の見えないものには見え、眼の見えるものには神の真実が

見えなくなるということある、ということです。安息日に関する律法の狭い解釈に固執するパリサイ

人には、この生まれつき眼の見えない男の苦しみが「見えなく」なっていました。苦しむ人々に、主

のしもべとして手を差し出すのが彼らの仕事であったにもかかわらず、奇蹟の御業を喜ぶどころ

か、それをなされた主に対して、「その人は神からきた人ではない。安息日を守っていないのだか

ら」と、全く真実が見えていませんでした。また、この生まれつき眼の見えない男の両親は、パリ

サイ人に異論を唱えることを恐れ、主の「くしき恵み」すなわち神の愛が見えなかった。分からな

かったということです。眼の見えるものには見えず、見えないものに見える。「人は外の顔かたち

を見、主は心を見る」。（サムエル記上第１６章７節）私たちは主の聖なる民にふさわしくないこと

を悔い改め、日々、神、私たちの主に少しでも、一歩とまで行けなくとも、半歩でも近づこうと信仰

の日々を送ります。神様の深い慈しみに受け、それを姉妹兄弟に、隣人に、分かち合うことは、私

たちの大事な戒め。詩篇第１８にある通り、「この神こそ、その道は完全であり、主の言葉は真実

です。」でも聖書は「これを信じるものには、痛みも悲劇もない完璧な暮らしが与えられる」とは保

証していません。約束されているのはキリストの平安、永遠の命。神様が、私たちの主がどんな

方でいらっしゃるかを知るということは、私たちの日々の暮らしにおける神様の存在を「見る」とい

う感受性を強めてくれます。私たちが暗闇の中に足を踏み入れてしまい、恐れを感ずる時、耳を

澄ませば必ず主の声が聞こえます。「恐れずとも良い。私はいつもここにいる。」 

エペソ信徒への手紙第５章８節と９節にはこうあります。「あなたがたは、以前はやみであったが、

今は主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。光はあらゆる善意と正義と真実との実

を結ばせるものである。」そしてその１４節はこう結びます。「眠っている者よ、起きなさい。死人の

なかから、立ち上がりなさい。そうすれば、キリストがあなたを照すであろう」。いかなる危機に出

会おうと、私たちには闇深き世を照らす主キリストがいてくださり、私たちは光の子。なんと心強い

恵みに預かっていることでしょうか。 


