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◇教会活動の報告◇ 

■熊田法子姉の退任 ＪＡＵＣ音楽主事の熊田法子姉は 5

月 8 日をもってＪＡＵＣでの職を退任され、5 月 19 日に日

本へ帰国されます。熊田姉は 1987 年から 2007 年までＪＡ

ＵＣのオルガ二スト・音楽主事として活躍され、その後 7 年

間コネチカット州シェルトンのトリニティ・ルーテル教会で奉

職された後、2014 年春にＪＡＵＣでの仕事に戻られていま

した。熊田姉のこれまでの誠実なご奉仕に心から感謝する

と共に、日本（横浜）での新しい生活が神様に豊かに祝福

されますよう、お祈りします。8 日のランチタイムに、社交室

で熊田姉の送別会が開催される予定です。◆熊田姉のコ

ンサートのお知らせ 5 月 7 日（土）午後 3 時より、マンハ

ッタンの St. Peter’s Church (619 Lexington Ave., NY, 

NY10022)で熊田姉のオルガンリサイタルが開催されます。

バッハ、メシアン、ヒンデミットなどの作品を演奏される予

定です。Suggested Donation は 20 ドル（学生・高齢者は

10 ドル）。チケット等に関するお問合せは熊田姉まで。◆Ｊ

ＣＦＮ／ＶＩＰ集会でのお話 5 月 16 日（月）午後 7 時 15 分

から JAUC で開かれる JCFN/VIP 集会で熊田姉がお話し

して下さる予定です。ぜひいらして下さい。 

■聖書箇所 5 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所は

以下の通り。5 月 1 日：ヨハネ福音書 14 章 23－29 節また

は 15 章 1－9 節、同 8 日：ヨハネ 17 章 20－26 節、同 15

日（ペンテコステ）：ヨハネ 14 章 8－17 節（25－27 節）また

は使徒行伝 2 章 1－21 節、同 22 日：ヨハネ 16 章 12－15

節、5 月 29 日：ルカ福音書 7 章 1 節－10 節（変更あり）。

詳細はウェッブサイト www.lectionarypage.net を参照。 

■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。◆コンサートへのご協力感謝します キ

ャンプに参加する子供たちを支援するため、ソプラノ歌手

宗田舞子さん（ピアノ：千代崎萌子さん）によるコンサート

が 4 月 17 日に教会で開催され、30 名ほどが出席、千ドル

以上の献金を頂きました。心より感謝いたします。23 日の

ＮＪ州レオニアでのコンサートも成功でした。引き続き献金

を募っていますので、ご協力頂ける方はチェックの宛名を

Japanese American United Church とし、メモ欄に「Camp」

と明記下さい。電子献金も JAUC のホームページ 

www.jauc.org で お 受 け し ま す 。 ご 利 用 く だ さ い 。

http://discoverycampjapan.org/も参照。 

◇日曜礼拝でのメッセージ◇ 

■4 月 10 日：新たな出発の前に（ヨハネ福音書 21 章 1－

22 節） 栗原神学生 ヨハネ福音書 20 章で、復活された

主イエスは弟子たちに「父がわたしをおつかわしになった

ように、わたしもあなたがたをつかわす」と言われます。神

様の愛を伝えるために彼らを送り出すという、この宣言を

もって実質的に福音書の物語は終わり、弟子たちの活躍

を描く使徒行伝へと入って行くのですが、その前にあるの

がヨハネ 21 章です。◆この章は、ある人の言葉を借りれ

ば、福音書と使徒行伝を結ぶ「美しい架け橋」となっていま

す。ここでイエス様は、弟子たちが世界に出て行く前に覚

えておかなくてはいけない大事なことを、彼らに教えられて

いるからです。主はここで何を教られているのでしょうか。

◆弟子たちはガリラヤに行きます。彼らがなぜそうしたの

かは、ヨハネ福音書には書いてありませんが、マルコとマ

タイには、イエス様は最後の晩餐の席で、「わたしはよみ

がえってから、あなたがたよりも先にガリラヤに行くであろ

う」（マルコ 14 章 28 節、マタイ 26 章 33 節）と言われたと

 『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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ありますので、彼らがガリラヤに行ったのはイエス様の指

示によるものだったのでしょう。なぜ主は弟子たちをガリラ

ヤに行かせたのでしょうか。それは恐らく、彼らが世界につ

かわされる前に、もう一度、イエス様と初めて出会い、共に

時間を過ごした場所、主との歩みの原点というべき場所に

立ち戻ることで、弟子として生きるとはどういうことなのかと

いうことを確認させたかったためでしょう。では弟子たちは

何を学んだのでしょうか。３つのことを見てみます。◆弟子

たちは、生活費を工面するためか漁に出ます。しかし夜通

し働いても魚は釣れません。夜が明けた時、イエス様が岸

辺に立っていて、彼らに「舟の右に網を下ろしなさい」と言

われます。彼らがその言葉に従うと大量の魚がかかりまし

た。この不思議な話には、実は主に仕える者が忘れては

ならない大切なことが示されています。それは、私たちの

働きに収穫を与えてくれるのはただイエス様なのだという

ことです。◆私たちが自分の力、自分の知恵に頼って働い

ても、良い実りは得られません。主が与えて下さるのでな

いなら、弟子たちのようにいくら頑張っても何も取れないと

いうことになってしまいます。しかし、主が収穫を与えて下

さる時、私たちの働きは大きな実を結ぶことが出来ます。

私たち一人ひとりはちっぽけな存在ですが、神様によって

動かされる時、それこそ使徒行伝で弟子たちが体験するよ

うに、世界を変えるような素晴らしい収穫を受け取ることが

出来るのです。◆この話にはまた大きな励ましも隠されて

います。4 節に「夜が明けたころ、イエスは岸に立っておら

れた」と書いてありますが、イエス様は、夜が明けてから急

に岸辺に来られた訳ではなかったでしょう。恐らく夜通し、

空しく働いている弟子たちの様子を、岸辺から見守ってお

られたのです。私たちも、神様に従って働いているはずな

のに成果が上がらない、信仰生活も空回りばかりしている

ような難しい時を体験することがあるのではないでしょうか。

そんな時は、神様は私のことなんてどうでもいいんじゃな

いかと気落ちしがちです。しかし嬉しいことに、主はそのよ

うな、何も良いことがないように見える時にも私たちのこと

を見守っていて下さるのです。夜が明けた時、私たちは弟

子たちのように、イエス様が近くに立っていて下さったこと、

主がよしとされる時に実りを与えようと待っておられたこと

を、見出すことが出来ます。この約束、この励ましがあるか

ら、私たちも失望しないで主のために働き続けることが出

来るのですね。◆2 つ目のレッスンを見ましょう。弟子たち

が岸に着くと、イエス様は魚とパンを焼いて、彼らのために

朝食を用意されていました。いろいろな苦しい体験を経た

上で、弟子たちはこの主の食卓を囲むことによって再び一

つとされたのです。この体験によって彼らは、自分たちは

常に「主に養われる者、主によって一つとされる者」なのだ

ということをあらためて学んだ筈です。神様のために働い

て行くためには、弟子たちはまず、彼らを養って下さるのは

イエス様であり、主は彼らが必要としているものを与えて

下さるのだということを確認する必要があったのです。◆こ

の話に、私たちは聖餐式のイメージを読み取ることが出来

るでしょう。教会で聖餐を受ける時、私たちもまた、主にあ

って一つとされていることを見出します。十字架と復活とい

う苦しい道を通して、イエス様が用意して下さったこの食卓

を共に囲むので、私たちは互いに一つとなり、助け合いな

がら神様のために働いて行くことが出来るのです。◆3 つ

目のレッスンは、イエス様とペテロの間の会話の中にあり

ます。ご存知の通り、一番弟子であるペテロは最後の晩餐

の席でイエス様に「あなたのためなら、私は死ねます」と大

見得を切るのですが、イエス様は「お前はもうすぐ 3 度私

を知らないと言うぞ」と警告されます。と同時に、主はペテ

ロに、「私はお前の信仰がなくならないように祈った。だか

ら立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい」（ルカ 22

章 32 節）と言われます。ペテロはそれでも「みんながつま

ずいても、私はつまずきません」（マタイ 26 章 33 節）と言

い張るのですが、主が捕えられると、彼は「イエスなんて知

らない」と 3 回言ってしまいます。◆この失敗の記憶は、ペ

テロの心に重くのしかかっていたことでしょう。よみがえり

の主を前にしても、彼は喜びと同時に、どこかにお互いの

心が通い合うのをふさいでいる石のようなものを感じてい

た筈です。イエス様はそのペテロの痛みをご存知でした。

そこで主は彼に、「あなたはこの人たちが愛する以上に、

私を愛するか」と尋ねられたのです。自分の弱さを思い知

ったペテロは、もう、「他の人よりも愛します」とは言いませ

ん。ただ「私があなたを愛することはあなたがご存知です」

とだけ答え、イエス様はこれに対して「私の羊を養いなさ

い」と言われます。ところが主は、ペテロが 3 度主を知らな

いと言ったの同じく、「私を愛するか」と合計３回尋ねるの

です。◆この時、ペテロはどう思ったでしょうか。「私を愛す

るか」と聞かれるたびに、彼は、「自分は本当に主を愛して

いるんだろうか、こんな自分に、主を愛しぬくことが出来る

のだろうか」と、自分の弱さに真っ向から向き合う思いがし

た筈です。それは、自分の弱さを隠しているおおいを一枚、
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二枚とはぎ取られて行くような苦しい体験だったでしょう。

ついにペテロは、「主よ、あなたは全てご存知です。私があ

なたを愛していることは、あなたがご存知です」と答えます。

◆彼はこう言いたかったのでしょう。「主よ、私がどんなに

弱い者であるか、頼りない者であるかは、あなたは全てご

存知です。けれどもあなたは、私の弱さを全てご存知の上

で、『私はお前の信仰がなくならないように祈った』と言って

下さいました。このあなたの愛だけが、私の頼み、希望で

す。このあなたの愛のほかに私は何も持っていないのです。

けれども、この愛をあなたにお捧げします」。これは本当に

イエス様の愛を知っている者の告白です。自分の弱さを本

当に認めて、イエス様が私を限りなく愛して下さっている、

私が持っているのはこの主の愛だけだ、他には何も無い、

だからこれをあなたに捧げますというのが、本当の信仰な

のです。弟子たちのリーダーとして世に出て行くためには、

ペテロはどうしてもこのように言うことが出来るように、変え

られなくてはならなかったのです。私たちもこのように告白

するよう、主に招かれています。◆この告白を受けてイエ

ス様は、ペテロが将来主のために命を捨てることになるこ

とを予言されます。それは、お前は今度こそ私を愛しぬくこ

とが出来る、だから恐れずに進みなさいという励ましであっ

たでしょう。実に心を打つ場面です。ここでもしペテロが、

「主よ、み心のままに！」とでも言ってひざまずいていれば、

彼は福音書のエンディングをしぶく決めることが出来たの

ですが、それが出来ないところがペテロのペテロたるところ

です。彼は、他の弟子、ヨハネのことだと言われています

が、彼を方を指して「こいつはどうなんですか」と尋ねて、

「それがあなたに何の関わりがあるか」とたしなめられてし

まいます。けれども、これは私たちもよくしてしまうことでは

ないでしょうか。主に従って行くにあたって、つい他の人と

比べてしまう、神様は誰それのことをどう思っているのだろ

うと考えてしまうことがあると思います。そんな時、イエス様

はペテロに言われたように、私たちにも「それが何の関わ

りがあるか」と言われます。「私はお前を他の人と比べたり

はしない。だから、お前も自分を他の人と比べてはいけな

い。ただ私について来なさい」ということです。これもまた、

私たちへの素晴らしい励ましです。◆以上が 21 章が教え

てくれる主の教えですが、何と恵みに満ちたメッセージでし

ょうか。イエス様は、福音のために働きに出る者たちに、収

穫を与えて下さるのは主ご自身であること、イエス様自ら

が彼らを養い、心を一つとして、必要なものを与えて下さる

と約束して下さいます。そして私たちが自分の弱さを素直

に受け入れて、主に愛されていることを喜びつつ従って来

るよう呼びかけて下さるのです。この約束、この招きがある

から、私たちも失望せずに神様のために働き続けることが

出来るのです。この恵みを胸に保ち、主と共に世界に進み

出て行きましょう。 

◇教会員・友人関連◇ 

■初ＣＤリリース！！ ＪＡＵＣ教会員でミュージシャンの小林

望兄が初ＣＤをリリースされました。「YURIKAGO」というタイト

ルで、小林兄が作詞作曲、自ら歌われた 8 曲の歌が収録さ

れています。価格は 20 ドル。購入希望の方は同兄までお問

合せ下さい。小林兄は 5 月中頃に日本に帰国する予定です。 

■帰天 吉田ジェリ姉のお父様五十嵐ピーター師が 4 月 15

日、93 歳で帰天されました。神様の慰めと支えがご家族の皆

様にありますように。 

■熊本の関係者 本屋敷美紀姉のご親戚数名が熊本の被

災地にお住まいでしたが、全員ご無事です。ただし窓ガラス

が割れ、家具が破損するなどの被害を受けられたとのことで

す。被災者、負傷者の方々のために祈りましょう。なお、日系

人会、ＮＹ日系ライオンズクラブ、ジャパンソサエティなどで被

災者のために義捐金を募っています。ご協力下さい。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■SMJ 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, 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◇ 

熊本・エクアドルでの大地震の被災者のために。ブリュッセル

をはじめ世界各地で発生しているテロ攻撃の犠牲者の家族、

負傷した方々のために。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。台湾の大地震・東日本大震災、その他の天

災の被災者の方々、並びに下記の方々を覚えて下さい。五

十嵐キミ（吉田ジェリ姉のお母様）、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、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



日日米米合合同同教教会会月月報報 112255 巻巻 22001166 年年 55 月月号号  

合子、向井ジョージ、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。 


