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◇牧師からのメッセージ◇ 

「未知なるものを恐れて」 

ヨハネによる福音書第20章19－29節より 

 
「弟子たちはユダヤ人をおそれて」集会場所の戸を固く

閉ざし、息を潜めていました。目の当たりにした主イエ

スの十字架の上での無残な死に怯え、同じことが自分た

ちに起こるのではないかと恐れていたからです。ところ

が戸が閉まっているにも関わらず、どこからともなく主

イエスは現れ「安かれ」と言われます。「安かれ」すな

わち「平安がありますように」とは、キリストに従うも

のの間で使われた同志を見分けるための「合言葉」。そ

してイエスは、十字架に打ち付けられた手と、兵士に槍

で突かれた脇の傷をお見せになりました。「 弟子たち

は主を見て喜んだ」、とヨハネ書第２０章２０節は伝え

ます。◆シュロの日曜に新たなユダヤの王としてエルサ

レムに入城された主イエス。その興奮、救いへの期待は、

金曜日の十字架での死によって、牧場の朝露のように消

えてしまいました。ですがその主が弟子たちの間に立た

れ「安かれ」という仲間のパスワードを口にされる。主

の復活を知った喜びは想像するに余りあるものです。そ

して主イエスが彼らに息を吹きかけて「聖霊を受け

よ。」と仰せになります。主イエスは弟子たちに聖霊の

偉大な愛の御力を授けてくださいました。「あなたがた

がゆるす罪は、だれの罪でもゆるされ、あなたがたがゆ

るさずにおく罪は、そのまま残るであろう」。それは

「我らに罪を犯すものを 我らが赦す如く我らの罪をも

赦したまえ」という主の祈りに共通しています。弟子た

ちの間で渦巻く迫害するものに対する恐れと怒りをなだ

め沈めて、赦しある平安の世界の実現には、まず迫害す

るものを赦さなければならないと説いて聞かせました。

キング牧師が公民権運動の先頭に立つ一人として、有色

人種に対する暴力に対して非暴力による抵抗を訴えたこ

とは、この教えに則っています。私たちは感情の生き物。

私たちは時に感情的になり、怒り、恐れ、悲しみ、そし

て喜びます。神様はこれらの色とりどりの感情、喜怒哀

楽を私たちに与えてくださいました。ですが、その感情

のままの行動することを戒めよと、教えてくださいます。

◆この箇所に登場する「疑い深い」ことで知られるトマ

スは、「その場にいないトマス」でもあります。肝心な

時にそこにおらず、経験しそびれてしまうからです。そ

こにいなければ、目撃することも、経験することも、証

しすることもできない。その場にいないと、よく事態が

把握できず、時にヘタに勘ぐり、疑うことさえしてしま

います。私たちが神の偉大な仕事を目の当たりにするに

は、礼拝に参列し、教会活動の「その場」にいなければ

ならないのです。主イエスはトマスに「あなたの指をこ

こにつけて、わたしの手を見なさい。手をのばしてわた

しのわきにさし入れてみなさい。」と、自分で確かめて

みなさいと誘います。それは主イエスがマグダラのマリ

ヤに「わたしにさわってはいけない。わたしは、まだ父

のみもとに上っていないのだから。」と言われたのと対

照的です。復活の日にマリアに自分に触れるな、と言わ

れたのはユダヤの伝統の「浄めの法」に従ったのだとす

れば、その翌週にトマスに手を触れてみよというのはど

ういうことなのでしょうか？その一週間の間に主が昇天

され戻られたということはないと考えられます。使徒行

伝第１章で、主が昇天されたのは復活の４０日後とされ

ているからです。それではどうして主イエスは二人の弟

子に違ったことを言われたのでしょう。◆マグダラのマ

リヤとトマスはそれぞれ違った「恐れ」を抱いていたと

言えます。マリヤは主イエスをまた失いたくない。十字

架の死によって一度失ってしまったと思った主が、蘇り

復活された。また失ってはタイヘンとしがみつこうとす

るマリヤ。主イエスは「マリヤよ、信仰を強く持ちなさ

い。私が天の父のみもとに上っても、また戻って来るの

だから。」と言っておられるように聞こえます。それに

対して、トマスは、自分の眼で、自分の手で確かめない

ことには信じる訳にはいかない。誰かがでっち上げたか

もしれない信じられないような作り話に翻弄されること

はゴメンだ、と騙されることを恐れます。トマスは信頼

する、未知なることを信ずるということが苦手です。で

すから「疑い深いトマス」として知られるわけです。◆

私たちの中にもトマスはいます。NYCという、多くの

人々が生き延びるのに必死な環境の中では、ヒトの悪意

の可能性を鑑みてまずは疑ってみるというのが、騙され

 『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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て損をしないための常識となることが多いからです。キ

リストの愛の教えに忠実に従おうとする私たちにとって

は、大きな挑戦でもあります。主イエスは恐れによって

疑い深いものが「信じる者」になれることを優先させ、

それに対してトマスは情熱を込めて「わが主よ、わが神

よ。」と答えます。◆主イエスは常に既存の規範、ルー

ルの在り方に挑戦を突きつけられます。仕事をすること

を禁じられた安息日においても、苦しむものがあれば奇

蹟の御業を働かれ彼らを癒し、ユダヤの伝統である断食

をする代わりに罪人と宴を持ち飽食する。浄めの法に縛

られず、死人に触れ死から蘇らせる。モーセの律法にし

たがって、犯した罪ゆえに石打ちの刑に科せられそうな

女を見て、石を投げつけようとする人々に向かって、

「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの女に石を投

げつけるがよい。」とおっしゃり、彼女を赦し救われま

した。ヒトが苦しみにある時、私たちに助けが必要な時、

人間の世界の法規範に優先させてでも、その救いの御手

を差し出してくださる主イエス。主の眼にあって最も大

切な戒めは「神を愛し、神の義を愛し、隣人を自分の如

く愛すること」であり、それ以外の決まりごとはそれら

の最も大切なことに寄与するべきものだからに違いあり

ません。◆私たちの信仰は他者に隣人に害を加えること

を避け、憎しみや悪から誘惑に抵抗し、光である義たる

神に向かってまっすぐ眼を向け向き合うことを求めます。

暗闇はけっして光に勝たなかった、そうヨハネ書の冒頭

で宣言されています。私たちの信仰は神の絶対的な力に

よる勝利に信頼を寄せ、 日々の生活の中で私たちを飲

み込もうとする暗闇、絶望、死の谷からの誘惑に抵抗す

ることを求められています。クリスチャンにとっての勝

利とは敵を打ち破ることではありません。また他者を負

けさせて自分たちの支配下におくことでもありません。

神の義のために、力の無いもの、苦しむものに、神様か

ら一人一人が間違いなく頂戴している神の愛、慈しみを

分けて差し上げることこそが、私たちの勝利。自分たち

に敵意を示すものに敵意で対抗するのではなく、和解を

目指して接する。私たちが未知なるものに対する恐れに

抵抗する時、主は喜ばれます。私たちが弱きもの、力な

きものに手を差し出し、神の義、慈しみを分かち合う時、

主は喜ばれます。敵の心無い仕打ちに悲しみながらも、

私たちが仕返しの誘惑に抵抗する時、主は喜んでくださ

います。その時、私たちは主を見ます。 それこそが私

たちの救いです。さぁ、今月も主に喜んで頂けるような

信仰生活を共に送ろうではありませんか？ 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 ５月の日曜礼拝における聖書拝読の箇所は以

下の通りです。５月７日：ペトロの第一の手紙２章 19-25 節、

同 14 日：ペトロの第一の手紙２章２－10 節、同 21 日：ヨハネ

14 章 15－21 節、同 28 日：ヨハネによる福音書 17 章１−11。

レクショナリー（改訂聖書日課）にしたがって詩篇をはじめ旧

約聖書、福音書、使徒書簡なども礼拝のなかに礼盛り込まれ

ています。改訂聖書箇所については lectionarypage.net を参

照してください。 

■J-Forum ランチタイムに社交室中央のテーブルで行われ

ている日本語勉強会は、日本語を学びたい、あるいは日本文

化についてもっと知りたいという方で賑わっています。現在は

牧師を中心にして、簡単な会話から始まり、礼拝の中で頻繁

に使われる漢字の勉強、主の祈り、そして聖餐式での祈りを

日英両語で捧げることを目標にして勉強しています。参加者

のレベルは初級から上級までまちまちですが、主がその食卓

に来たいと願うものすべてを歓迎してくださるように、どなたで

の参加も歓迎です。お友達、同僚、またご近所の方で日本語

を学ぶことに興味のある方があればどうぞお誘いください。 

■P-Forum は日英バイリンガルの子育てサポートグループ

です。子育てはただでさえタイヘンで心配の種は尽きません。

それもニューヨークでの子育てとなるとひときわです。神様か

ら託された神様の子供たちを教会という「村ぐるみ」で大切育

てるのに奮闘中の親である私たちが、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集っています。

集まりの間、中高生のお兄さんお姉さんが小さい子供たちの

面倒を見てくれています。子育ての苦労、悩み、疑問、そして

喜びを分かち合い、互いに支えあうことが目的にし、ここで話

されたことは口外しないことを誓い合って、安心して分かち合

える場づくりを心がけています。 

■健康セミナー 神様からの御霊を頂く宮である私たちの体

の健康をどのように維持管理するかを学ぶセミナー。4 月 9

日にはブロンクスとアストリアのクリニックで診療されている

金原聡子先生とフィラデルフィアの医学生田辺美穂子さんに

よる「薬のついての質問 Q&A」でいかに医師、看護師をはじ

めとした医療スタッフと効果的に付き合ってゆくかを学びまし

た。このセミナ―は定期的に行ってゆく予定です。 

 

◇建物の修繕◇ 
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ビルの左右の 2 つのドアの施錠に保安上の問題がありまし

た が 、 両 方 の ド ア を よ り 頑 丈 な もの に 取 り 替 え ま し た

(＄17,000)。また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

替えました（$6,343）。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

ントの雨漏りから、天井裏にカ

ビが発生し清掃と防止策を業

者に依頼します。雨漏りの原因

と な っ た 屋 根 の 修 理 に は

$100,000 程度費用がかかるの

ではないかと懸念されます。理

事会では、これらの費用を賄うため、皆さんに特別献金をお

願いしています。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。宜しくお

願い致します。(理事長吉田ジェリ) 

◇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。４月２１日（NY）及び２

２日（NJ）にギタリストの岩永善信氏を日本からお迎えし、ファ

ンドレイジングのクラシックギタ

ーコンサートを行い、参加者の

方々から合計$1000 の献金を

頂戴しました。御支援を感謝

致します。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◇ 

■新たに転入会員としてロベルト・ゼピダ兄と山元和誠

兄をお迎えしました。おめでとうございます。 

■去年の夏から牧会インターンとして教会アパートメン

トで暮らし、黙想会、キャンプ、ヤングアダルトの集い

など様々な働きをしてくださった榎本空兄、百々子姉御

夫妻が日本に一時帰国され、９月からは空兄がノースカ

ロライナ大学の博士課程に入学されることになりました。

空兄には「お別れメッセージ」を４月30日の礼拝式で

語って頂き、百々子姉は以下のメッセージを残してくだ

さいました。◆「2015年の夏にニューヨークに来て数週

間たったある日曜日、初めてJAUCの礼拝に参加し美味

しいランチをいただきました。その時には全く予想もし

ていませんでしたが、気づけばJAUCの住人になってい

ました。本当に不思議な導きです。平日に教会員の方々

がそっと来て静かに働く姿は、そこに神さまの揺るぎな

い愛を見るようで、とても愛おしく、美しく見えました。

家族が大集合する日曜日は、暖かくて、賑やかで、穏や

かで、ニューヨークの生活で一番の安心できる時間です。

私たち夫婦をためらいなく、大きな愛で受け入れてくだ

さったこの教会の方々、お一人お一人との出会いに支え

られた日々でした。どうぞこれからもよろしくお願いし

ます。」 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 ５月 8 日（月）の月例集会は午後 7 時 15

分から JAUC で開催されます。このたび日本に御帰国になる

ニューヨーク日本語教会（タカホ）の宮内牧師がお話ししてく

ださいます。 

■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」という方にも分かりやすい礼拝を組ん

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◇ 

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。

中東及び朝鮮半島の平和のために。

難民のために。テロリズムに怯える

人々に勇気を。教会の建物の問題の

ために。病気や怪我の療養中の兄弟

姉妹のために：クラーク順子、マイク・
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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、、斎藤フジオ、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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