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◇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

 『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 
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に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣
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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。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 4 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所

は以下の通り。4 月 2 日：ヨハネによる福音書:14 章 1－

14 節、同 9 日：ヨハネによる福音書 15 章 1－18 節、同

16 日：ヨハネ 20 章 1－18 節、同 23 日：ヨハネ 20 章 19

－31 節、同 30 日: ルカによる福音書 24 章 13—35。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。 

■P-Forum 昨秋に始まりました、子育てサポートグル

ープ。子育て奮闘中の親である私たちに、高橋先生が

手を差し伸べてくださり、毎月第 3 日曜日、1 時半から 2

時半まで、4 階の日曜学校の教室で開かれています。こ

の集いで話された事は口外しないという約束があり、皆

が安心して個人の事を話せる場です。毎回テーマがあ

り、聖書の御言葉から先生がお話しくださり、それにつ

いてそれぞれが思うところ話したり、自分の抱えてる悩

みや問題、将来への不安、神様に感謝する出来事等を

打ち明け、お互いの事を知り、支え合う事をしています。

先輩の親御さんの話を聞き、将来に対して心構えがで

き不安が減少したり、自分と同じ悩みを持つ人がいると

思うだけで、心が軽くなる思いがします。私は渡米して

長くなりますが、今でも心の内を一番的確に表現できる

母国語、日本語で、個人的な事を話せる場は、ここニュ

ーヨークにおいてとても貴重です。子育ては、目の前の

問題が治まると次のものが出現し、その時々で悩みが

変わるだけで、無くなることはありません。自分の母親と

しての器の小ささ、至らなさを反省しますが、また同じこ

とを繰り返してしまう日々を過ごしています。この集いを

通して、皆に支えてもらうだけでなく、少しでも人の支え

にもなれたらと思います。このような場を与えてくださっ

た高橋先生、そして主のお導きに感謝します（木村智）。 

■ヤング・アダルトの集い 3/18、ヤング・アダルトの集

いで餃子パーティーを開催しました。この集まりは、１ヶ

月に一度、土曜日の夜に持たれ、皆で楽しく会話し、近

況を分かち合い、また食事を共にしています。いつも開

催日の二、三日前までメニューが決まらないのですが、

今回も色々悩んだ結果、餃子を作ることになりました。

皆で餃子を包み、焼き、食べきれないほどの餃子が出

来上がりました。小さな集まりではありますが、美味しい

食べ物と、美しい交わりと、笑いと、助け合いと、祈り合

う気持ちで満ちた非常にいい会です。また来月も美味し

い日本食が食べられることを楽しみにしています（ブライ

アン.G）。 

 

 

◇建物の修繕◇ 
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理事会では、教会の建物の修繕について話し合ってい

ます。入口である二つのガラスのドアは、しっかり施錠

可能でより頑丈なドアに$17,000 で取り替えられます。

消防署の規定により、3 階と 4 階の照明は、センサー式

の LED 照明に付け替えます。そのコストは$6,343 です。

教会正面の歩道の修繕 ($95,000)ももうすぐ始まります。

4 階アパートメントの天井のパネルが凹んでおり、それ

を剥がすのに、$800 かかりました。天井の雨漏りによる

被害の修復には、$100,000 程必要です。理事会では、

これらの費用を賄うため、教会員からの献金を受け付

けます。チェックに”Building and Maintenance”と書いて

いただくか、オンラインで献金頂けますと幸いです（吉田

ジェリー）。 

◇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。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。必要な経費を賄うためファンドレイジングのコン

サートを開催します。日本からギタリストの岩永善信氏

をお迎えしてのクラシックギターリサイタルです。詳細は

下記の通りです。 

NY: 4 月 21 日(金) 午後 7 時より日米合同教会 NJ:  

4 月 22 日(土) 午後 4 時よりレオニア長老教会 (181 

Fort Lee Road, Leonia NJ 07605)  (リサイタルは自由献

金ですが、$20 をお勧めしています。高校生までは無

料)キャンプへのサポート献金はいつでも受け付けてい

ます。チェックは Payable to：Japanese American United 

Church,  Memo: Camp。 

教会員・友人関連◇ 

■帰国のお知らせ 栗原健兄は、4 月に宮城学院女子

大学(仙台)に准教授として赴任されることになりました。

「キリスト教学」その他のコースを講義される予定です。

日本でのお仕事が神様に導かれますよう、お祈り下さ

い。栗原兄は今夏に再び NY を訪ねられるそうです。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 4 月 10 日（月）の月例集会は午後

7 時 15 分から JAUC で開催されます。 

■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◇ 

天候の変動によって苦しんでいる人々のために。政治

的指導者の憐れみを。人種、性別、階級、障がいの有

無、宗教による差別がなくなるように。愛、平和、希望、

正義による連帯のために。中東の平和のために。難民

のために。テロリズムに怯える人々に勇気を。警察と社

会的少数者の人々との間に和解を。銃による暴力の終

焉を。教会の建物の問題のために。並びに下記の方々

の健康を覚えて下さい。クラーク順子、マイク・ディアー

コップ、デニス・ガースキ、ゴーマン美智子、アーリン・ゴ

ットフィールド、ダリル・ホリデイ、

グレース・フーバー、五十嵐ヨシ

ュ、井上照夫、石井英子、石原

ポール・久恵、春日ジョー＆佳

子、久保ケリー、栗原宏＆佳子、

三森家の方々、テネオグル・カ

イラ、罍家とジェシカ＆ガネイ、

向井ジョージ、小栗ななこ、相

良昌彦牧師、相良スーザン、斎

藤栄次郎、下嶋家の方々、高

橋清壽、冨田百合子、吉永ジョ

ン・ルシアン。 
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