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◇牧師からのメッセージ◇ 

「主の歩みに従って」 

あっという間の４年間でした。初めて日米合同教会を訪

ねた時から数えれば５年という月日が経とうとしていま

す。もう皆さん、理事会からの手紙、またメールで御存

知かと思いますが、私たち家族はカリフォルニアに戻る

こ と に な り ま し た 。メソ ジ ス トの 牧 師 は ビ シ ョッ プ と

District Superintended 地区監督からなる会議で次の任

地が決定されますが、今のところまだ何処に行くのかは

分かりません。ですが主を信頼し、家族と共に行く神様

の計画された行先に乏しいことがあるはずがないと信じ、

その知らせを待っているところです。これまでの皆さん

のサポートと優しいお心遣いに深く感謝致します。ある

意味では、「もっとああすれば良かった」というような後

悔もあるのですが、自分にできることを４年間精一杯や

ったのだからという平安が私に与えられていることに感

謝するばかりです。牧師は人々の命と触れ、向き合い、

寄り添うという本当に難しい仕事だということを学んでき

ました。神様の「的をハズす」ということが「罪」の元々の

意味であるということはこれまで何度かお話しさせて頂

きました。主がその光をもって示してくださる的、それは

射ることは容易くはありません。人として、神の子供とし

て射るべき的を外してしまう。それを悔い改め、「今度こ

そ」と挑んだ的、また外してしまうことがあります。もう自

分にはキリストの義にかなった「的を得た」生き方は無

理なのかも知れないと、いう思いがフッと頭をかすめる

時、自分は所詮人間で、神の義に生きるなど不可能だ、

といわば居直ってしまいそうになることはないでしょう

か？私がそのような誘惑を受け希望を失いかけた時、

神様は例外なく、どなたかの口を借りて勇気付けてくだ

さったり、また私よりもっと重い十字架をひきづって苦し

んでいる方を私の前に送ってくださり、もう自分の力不

足を嘆いている場合ではない状況を作ってくださる。そ

の方の担ぐ重い十字架を少しでも軽くして差し上げたい

と願ってもどうすることもできず、ただ一緒に神様に祈る

だけしかできないこともあります。それでも何よりの恵み

は神様が常に寄り添い、導き、支え、祝福してくださるこ

と。立ち上がるのもやっとなほど疲れたときでも、主は慰

め、力づけてくださる。神様にすがるしかない状況に置

かれ、心を込め、精神を込め、魂をこめ、一生懸命勤め

ることのみを心がける日々。ことに日曜の朝目覚め、教

会に向かい皆さんと共に主の御名を賛美し、礼拝を共

にする、言葉に尽くせない喜びは今まで経験したことの

ないものです。残された日々を引き続き精一杯勤めます

ので、どうか家族共々宜しくお願い致します。牧師に限

らず、教会のリーダーが教会を離れるとなると様々な感

情が入り乱れ、乱気流や、嵐になったり、時には竜巻と

なってしまうこともあります。ショックを感じ、がっかりした

り、怒ったり、悲しんで、「自分も教会を出る」などと言う

方まで出てきます。実は私の母教会でもそんなことがあ

りました。同情してくださることはありがたいのですが、

牧師のことで教会へのコミットメントを云々することは正

しいことではありません。教会は牧師のものではなく教

会員である皆さんのものだからです。これはいつも新転

入会員の候補の方々に申し上げるのですが、どんなに

自分が愛する教会であったとしても、イヤなことを見聞き

することは必ずおきます。「もしおきたら」ではなく、「いつ

かおきたら、」その時に自分の、キリストの家族たちを赦

し、キリストの愛を示し合う、という誓いをすることが、教

会員となる誓いです。それができない方は「魂の放浪」

をすることになります。牧師の間でも、「放浪者」のこと

はしばしば話題になります。神様はひとつだから「教会

が違っても、皆ひとつの主の群れだ」という意見もありま

す。同じ人間であっても、それぞれの家族が違うように、

教会もひとつひとつ独立したキリストの家族。自分の家

族と兄弟姉妹と向き合い、キリストの愛を互いに示し合

うことを日々の霊的な訓練 (spiritual discipline) とするの

に、教会は格好の信仰の訓練の場、道場でもあるので

す。その羊をまとめてくださるのは「まことの羊飼い」で

 『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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ある主イエス。その見習い(under shepherd)、「使いぱっ

しり」として、任された羊の間、周りを忙しく走り回る仕事

を与えられていることを感謝します。主イエスの復活の

朝、墓に向かって走ったペトロが書いたとされるペトロの

手紙第一。この手紙は主イエスが死、蘇り、そして神の

御栄光を通して私たちを救ってくださったということに根

ざしたクリスチャン信仰を強調します。主イエスによって

もたらされた救いと希望は、私たちの信仰共同体、教会

において、神の約束として実現することを明らかにしま

す。イザヤ書第５３章の４節と５節は、その救いの約束

を予言 しています。 「まことに彼はわれわれの病を負

い、われわれの悲しみをになった。しかるに、われわれ

は思った、彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられたの

だと。 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、

われわれの不義のために砕かれたのだ。彼はみずから

懲しめをうけて、われわれに平安を与え、その打たれた

傷によって、われわれはいやされたのだ。」すべての重

荷を担ってくださった主イエス。「ののしられても、ののし

りかえさず、苦しめられても、おびやかすことをせず、正

しいさばきをするかたに、いっさいをゆだねておられた。

さらに、わたしたちが罪に死に、義に生きるために、十

字架にかかって、わたしたちの罪をご自分の身に負わ

れた。その傷によって、あなたがたは、いやされたので

ある。」と「ペトロの手紙第一」第２章２３および２４節は

伝えます。誰ひとりとして、それに値するものなかったに

もかかわらず、主がその命を私たちのために投げ出し

てくださった。それは神様の聖なる約束です。その神様

とキリストに従って生きる約束をする私たち。毎月第一

日曜に行われる聖餐式で兄弟姉妹、キリストの家族と

共に、主から頂戴する命のパンと命の杯を分かち合い、

今日こそは、今週こそは、今月こそは神の的を得た生き

方をする決意を、共にしようではありませんか。 

◇教会活動の報告◇  

■聖書箇所 ６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。６月４日聖霊降臨祭：ヨハネによ

る福音書７章３７－３９節及び使徒行伝 2 章１－２１節、

同１１日：マタイによる福音書２８章１６－２０節、同１８

日：ローマ信徒への手紙第５章１－８節、同２５日：マタ

イによる福音書１０章２４－３９。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。 

■ 毎年メモリアルデーに行われる 墓参会が、今年も行

われました。５月２９日の朝、クイーンズのマウント・オリ

ベット墓地にある NY 日系人会墓地での墓参会参列の

のち、同じくクィーンズのサイプレスヒル墓地にある日米

合同教会トーマス林メモリアル墓地に移動し、先人たち

の苦労と功績に想いを馳せ、牧師とともに感謝の祈りを

捧げました。教会墓地は１９６４年に設けられましたが、

遺骨を収納するスペースはま

だあるものの、帰天された兄

弟姉妹の名前を刻む墓石のス

ペースがなくなりつつあり、理

事会が牧師を中心として墓地

の維持管理に関する小委員

会を設置して、新たな墓石や

墓地の購入を含めた可能な対

策を検討しています。御質

問等は牧師までお問い合

わせください。 

■ファーザーズ (字幕版) 2012 映画上映会が、６月１１

日日曜午後１時３０分より礼拝堂で行われます。映画は

２０１２年制作の”Courageous” 「ファーザーズ」 

写真撮影：吉田昌弘 
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アダムとネイサン、その相棒たちは保安官補。日々自信

を持って仕事に取り組んできた。凶悪な犯罪者と闘うこ

とならば、お手のもの。しかしそんな彼らにとって、真の

困難は思いがけないところにひそんでいた。「父親であ

ること」だ。職場では有能な彼らも、家庭では問題を抱え

た及第すれすれのパパだった。やがて、それでは足りな

いということを気づかせる事件が起きる。神の教えに従

って真剣に子供と向き合うべきなのに、子供たちの心は

離れていくばかり。この世で一番大切な子供たちに尽く

し、守るという使命を果たすことはできるのか。ある悲劇

がきっかけとなって、父親たちは揺らぐ信仰と闘いなが

ら、よき親であろうと努力する。苦闘のすえに神に近づ

き、子供たちとの絆を強めることができるだろうか？ 

◇建物の修繕◇  

日米合同教会が現在のビルに移って以来初めての教

会正面の歩道の修繕 ($95,000)が完了しました。昨冬に

2 度にわたって起き

た地下キッチン及び

社交室への２度の

出水の原因となった

基礎となる壁が、現

在の建物基準にあ

っていないことも分

かり、同時に 2 倍の

厚さに改善しました。今度は 4 階アパートメントへの雨

漏りの原因となった屋根の修理に取り掛かります。1970

年の開堂以来老朽化が進む建物ですが、皆さんが安心

して集い礼拝を守る場を整備維持してゆくために多大な

修繕費用が掛かっています。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。 

◇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）。 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。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◇  

■長年会員であられた富田百合子姉

が 5月 1日にここ 5年間のお住まい
であったイザベラホームから主の元

に旅立たれました。メモリアルは 6
月 4日日曜日午後 2時より教会礼拝
堂にて行われます。献花のための、

あるいは愛する姉の思い出にちなん

だ献金は Japanese American United 
Church宛のチェックのメモ欄
に”Yuriko Tomita Memorial” と
ご記入ください。 

◇地域教会ネットワー◇  

■JCFN/VIP 集会 ６月１８日（月）の月例集会は午後 7 時

15 分から JAUC で開催されます。今回は 2 年前にもお迎え

した愛と自由と平和を歌うクリスチャンロッカーのサルキーの

コンサートです。 

■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。 

 

◇祈りのリクエスト◇  
テロリズムの被害者とその家族に慰めを、怯える人々に勇気

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

及び朝鮮半島の平和のために。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・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、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、吉永ジョン・ルシアン。 
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