
◇Pastor Takahashi’s Message◇     

"For Fear of the Unknown"  John 20:19-29 
 
“For fear of the Jews”, the disciples locked the door of the house where they were meeting 
tightly. “Crucify him! Crucify him!” the crowd’s shout to urge the execution of Jesus 
frightened the disciples, who thought, “They might do the same to us.” Then, mysteriously, 
Jesus appeared among them saying,  “Peace be with you.” It was like a password among the 
followers of Jesus’s way to identify their brothers and sisters in times of persecution. Jesus 
showed them his hands and his side, which wore the scars of the crucifixion. The disciples 
burst with joy after the emotional roller coaster of the past week. All the hope and 
excitement of marching with Jesus into Jerusalem on Palm Sunday that had turned dark by 
Friday when he was persecuted and executed. All their hope for salvation evaporated like 
morning dew on a green meadow. But now they saw Jesus resurrected, alive and well, 
standing among them saying their password: “Peace be with you.” Then, he breathed on 
them and said to them, “Receive the Holy Spirit.” Jesus reminded the disciples of the power 
of the Holy Spirit: to love one another, neighbors, strangers, and even enemies. ”If you 
forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are 
retained.” (20:23) It parallels the Lord’s Prayer, “Forgive our trespasses as we forgive 
those who trespass against us.” Jesus soothes the disciples’ rage, fear, and animosity 
against the persecutors. Forgive them in order to be forgiven. We are emotional beings. We 
get emotional: anger, fear, sadness, and joy. God has given us these colorful emotions, but 
God wants us to make sure not to act upon exceptionally negative emotions like anger and 
fear. 
 This scripture features Doubting Thomas, also known as Missing Thomas. For some 
reasons, he misses the opportunities to experience it first hand. He was not there to witness 
at first. It is true for us, if we are not there to witness and experience what happens, we 
wouldn’t know what happened, we would become unsure, uncertain, and even doubtful. 
You’ve got to come and see God’s amazing work. Jesus invited Thomas to touch his 
wound, while Jesus told Mary Magdalene on the Day of Resurrection, “Do not hold on to 
me, because I have not yet ascended to the Father. “(John 20:17) The Jewish Law of purity 
and impurity prohibited people to come into physical contact with a dead body. Therefore, 
Jesus stopped Mary from touching him before he ascended to heaven. But just a week later, 
Jesus invited Thomas to put his finger there, in his side, which was pierced by a soldier 
when he died on the cross. What difference did a week make? Some might think, Jesus 
must have ascended to the Father during the previous week and quickly came back.  
No, he didn’t.  According to Acts 1, Jesus ascended to the Father after 40 days. So, why did 
Jesus give different responses to Thomas and Mary Magdalene? Why was Thomas allowed 
to touch Jesus, but not Mary?  
 The two disciples had two different kinds of fear. Mary Magdalene feared that she 
might lose Lord Jesus again. Once she thought that the Lord was gone after the brutal 
crucifixion she witnessed. And then, he was resurrected and came back. She feared to let 



him go again. Jesus was saying, “Mary, have faith in me. Let me go. I will be back.” 
Thomas had a different fear: he did not like to be deceived, fooled by figment. He had a 
serious trust issue. Jesus overruled the Jewish purity law and said to Thomas, “Don’t be 
afraid. Just put your finger right here. Do not doubt, but believe.” Thomas was then totally 
convinced, saying, “My Lord and my God!” Jesus challenged and overruled the 
conventional norms in those days such as the Sabbath, fasting, the Impurity Law, stoning 
punishments, or contacting the untouchables. When our human suffering and needs were 
great, Jesus prioritized our needs to ease and comfort our pain, to save us from our 
struggles and suffering. After all, all the rules, norms, and laws were supposed to make 
human realities more livable, less harsh, or more humane and just. However, the rules and 
norms have been living their own lives. They have been interpreted as whoever in power 
wishes to perceive it as, or whatever is at their convenience. The Pharisees neglected the 
sufferings of the sick, blind, and dying people on the Sabbath day. However, Jesus came to 
straighten up human priorities.  
 When our fundamental needs are not satisfied, fear kicks in. When our sense of 
belonging is shaken, we feel isolated, sad, and even angry. When our self-esteem is at risk, 
when we are losing control in life, or when we cannot find our own meaningful existence in 
life, our lives go into a wild spinning mode. We don’t know how to handle the unknown. 
Our fear often drives us to aggression, hatred, or even violence. Our faith requires us to turn 
away from harm, hatred, evil, and face straight into the light, the righteousness of God. 
Darkness never wins against Light. Our faith requires us to remain trusting of God's 
absolute ability for the victory against the darkness that tries to swallow us and put us in 
despair and the valley of death. Victory for Christians is not to defeat our enemy, or to 
control others, but to stand for divine righteousness, justice for the powerless, and 
reconciliation with enemies. The legacy of Martin Luther King Jr., non-violent resistance, 
is based on this Christian tradition. When we resist submitting to fear for the unknown, God 
will be pleased. When we resist helplessness caused by the humongous challenges, or when 
we resist the temptation to act upon our negative emotions triggered by the actions of our 
enemies, when we resist all these things, God will be pleased. That is our salvation. In the 
moment, we see the Lord.  In this season of Easter, let us rejoice to see and touch the Lord 
for our salvation.  
 

◇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？ 

 


