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◇牧師からのメッセージ◇ 

「神の愛への希望」 

 この世での暮らしが多くの艱難に満ち、悲惨な

出来事には枚挙に暇がないと感ずる日々もあるもので

す。私たちから見れば地球の裏側のバングラデシュで

おきた大洪水。大西洋の向こう岸でおきた高層アパー

トでの大火で多くの尊い命が失われました。9.11や２

年前にEast Villageで発生したガス爆発事故、昨年

この教会のすぐ近くでおきた爆弾テロを思えば、文字

通り「対岸の火事」と眺めてはいられません。たとえ

私たちの日常は主に守られて平安と喜びの中にあり、

それらに対する感謝の中にあるとしても、主から漏れ

なく頂戴した憐れみの心が、被害にあった方々の痛み

を感じ、主の民として彼らの平安と癒しのための祈り

を捧げ、救いの手を差し伸べないではいられないと感

じます。海の向こうに目を向けずとも、日々の生活に

おける挑戦、艱難は私たちの暮らすこの豊かな国でも

おきています。意見の違いが怒りを生み出し、怒りが

葛藤を、葛藤が憎悪を生み出し、憎悪が暴力を生み出

す「暗闇の連鎖」。意見の違いは二人の人がいれば当

然に起こりうることにもかかわらず、その違いを許容

できず、相違が敵意へと変わる。その「暗闇の連鎖」

がイリノイ州出身の６６才の男をテロリストに変え、

慈善運動の一環として毎年行われる国会議員の野球試

合の練習をしていた下院議員、ロビイスト、警備の警

察官らを乱射するという事件を引き起こしました。こ

こNYの私たちの身の周りでも、日々の挑戦や艱難は

尽きることはありません。病気や怪我、家庭や友人と

の、あるいは職場での人間関係、学業、経済的な困難、

就職、住宅の問題など。また教会の建物の修理管理に

かかる莫大な費用、時としてそれらの事柄は私たちを

圧倒し、疲弊させます。「群衆が飼う者のない羊のよ
うに弱り果てて、倒れているのをごらんになって、」
主イエスは「彼らを深く憐れまれた。」（マタイ書第

９章３６節）私たちの中には、「いや、私は神様を信

頼しています。すべては神の御心。全く心配していま

せん。」という方もおられます。素晴らしい信仰です

が、どこか心の片隅では、「大丈夫だろうか」と少々

不安に思うも、「いや、自分は主を信頼すべき。信頼

しなければならない。すべては御心のままに。」とそ

の不安を押し殺してしまうこともあるのではないでし

ょうか。ローマ信徒への手紙第５章は次のように始ま

ります。「このように、わたしたちは、信仰によって
義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている。」たいへん確

信に満ちた心強いパウロの言葉です。ですが、発見さ

れているローマ書の古文書の中には「わたしたちの主
イエス・キリストにより、神に対して平和を得ようで
はありませんか。」と、確信の持てないローマの信徒

たちを勇気付け信仰へ導こうとする表現も見つかって

います。私たちヒトというものは弱さを持っている。

いくら信じて、主にすがって、神の義に従って生きて

ゆくのだ、と決意していたにもかかわらず、神の義や

愛に生きる主の民にふさわしくない言動をとってしま

うことがあります。「ああ、また失敗してしまった。

神様、ゴメンなさい。お赦しください。明日はもっと

良いクリスチャンになれますように助けてくださ

い。」そう祈らない夜はありません。そんな私たちを

詩篇第34はこう力づけてくださいます。(17-20) 

「正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて、彼
らをそのすべての悩みから助け出される。主は心の砕
けた者に近く、たましいの悔い くずおれた者を救わ
れる。 正しい者には災いが多い。しかし、主はすべ
てその中から彼を助け出される。主は彼の骨をことご
とく守られる。その一つだに折られることはない。」
自分を図々しく「正しいもの」とは言えませんが、

「神の義に従って生きたい」と切にと願う自分、失敗

にガッカリし力不足を反省する自分をも神様はことご

とく守ってくださいます。 

 ローマ信徒への手紙第５章２節から５節では、 

神の栄光にあずかる希望をもち、喜びに生きる「命の

連鎖」が語られています。艱難は忍耐を生み出し、忍

耐は練達を生み出し、練達は希望を生み出す。そして

希望は失望に終わる事はない。なぜなら私たちの賜っ

ている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれて

いるから。神様は私たちの苦しみ、艱難を知っておら

れ、私たちの助けを求める叫びに耳を貸してくださる。

私たちの砕けた心に愛を豊かに注いでくださり、私た

ちの心は神の愛に満たされ、その愛が溢れんばかりの

心へと変えてくださる。艱難に耐え忍ぶ信仰を語る時、

旧約聖書ヨブ記の主人公ヨブを思い出さずにはいられ

ません。「われわれは神から幸いを受けるのだから、
災いをも、受けるべきではないか」と災いを甘んじて

 『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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受けようと言うヨブは忍耐の代名詞とも言えます。で

すが、 使徒パウロは、それを更に一歩進めます。

「神は、神を愛する者たち、すなわち、御計画に従っ
て召された者たちと共に働いて、万事を益となるよう
にして下さることを、私たちは知っている。」（ロー

マ信徒への手紙第８章28節。） 

 日米合同教会はこのNYという艱難多い地の真

ん中に置かれて、長年に渡って主の礼拝の祈りの家と

して守られている。私たちは「主の働きびと」として

召され、選ばれた教会なのです。「選ばれた」などと

いうと何かの御褒美のような輝かしい栄誉のようにと

られがちですが、「選ばれた」というのは、他の苦し

む人々の十字架の重さを少しでも軽くして差し上げら

れるよう、その十字架を担ぐ肩代わりをするように召

されていること。教会の３つの主要な活動は、福音の

宣べ伝え、奉仕、そして交わり。奉仕や交わりは得意

だが、福音の宣べ伝えとなると荷が重い。もっと聖書

研究会に出席したり、勉強会のビデオを観てもっと

「福音」良き知らせについて知らなくては、と感じて

いる方によい知らせです。 「まだ罪人であった時、
わたしたちのためにキリストが死んで下さったことに
よって、神はわたしたちに対する愛を示されたのであ
る。」ローマ信徒への手紙第5章8節が福音のエッセ

ンスを簡潔に教えてくださいます。『キリストが私た

ちの為に死んでくださいました。』Christ died for 

you. 英語ですと４単語に集約される福音の真理。神

の義に従って生きようとしながらも、なかなか思い通

りにはいかず、ときに悪戦苦闘、七転八倒する私たち

のこの世での暮らし。神の神聖なる目的の為に創造さ

れた神の民としてふさわしくない生き方をしてしまう

ことを悔いる私たち。それにもかかわらず神はその愛

を、主はその限りない慈しみを私たちに降り注いでく

ださる。コリント信徒への手紙第二第１２章１０節は、

「だから、わたしはキリストのためならば、弱さと、

侮辱と、危機と、迫害と、行き詰まりとに甘んじよう。

なぜなら、わたしが弱い時にこそ、わたしは強いから

である。」イエスキリストは私たちの弱さを強さに変

えてくださる。私たちのこの世における艱難を、神を

未だ知らないこの世で福音を宣べ伝える機会チャンス

に変えてくださる。「キリストが私たちの為に死んで

くださいました。」さぁ私たちの周りで、この地で苦

しむ人々に手を差し伸べ、この素晴らしき神の愛への

知らせ、主キリストの恵みの良き知らせを共に宣べ伝

えようではありませんか。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 ７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。７月２日マタイによる福音書第１０章 40

－42 節、同９日：マタイによる福音書１１章１６－１９節及び

２５―３０節、同１６日：ローマ信徒への手紙第８章１－１１

節、同２３日：マタイによる福音書１３章２４－３０及び３６－

４３節、同３０日：マタイによる福音書第１３章３１－33 節及

び４４－５２節。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、簡単な会話から始まり、参加

者の方々の好きな聖書箇所の日本語訳を勉強しています。

口語訳、新改訳、新共同訳とそれぞれ時代を反映した訳

を味わう機会も与えられ、聖書を通じての日本の歴史や文

化にまで話が及びます。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、またご近所の方で聖書を通じて日本語を学

ぶことに興味のある方があればどうぞお誘いください 

◇建物の修繕◇ 

■日米合同教会会員集会が 7 月 16 日日曜午後 1 時 30

分から開かれます。会員の方々の参加及び投票が必要で

す。現在進行中の建

物の修理及び維持

管理費に新たに 10

万ドルの緊急予算が

組むことを理事会が

提案します。教会正

面の歩道の修繕 が

完了しましたが、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。屋上は晴れの日でも水たまりがなかなか消えないほど

の凹凸の損傷があり、雨漏りの原因となっています。屋根

を全面改修すると 17 万 5 千ドルから 20 万ドルで 20 年間

の保証がつきますが、老朽化する他の箇所とのバランス

を考慮して 5-7 年保証の 7 万ドルほど予算で修理するこ

とを理事会が提案しています。今後の建物管理計画につ

いての説明があります。また将来の教会建物について関

心のある方は、ぜひ理事までお知らせください。 
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■6 月 10 日に地下エアコンのパイプが破裂し、キッチン、

社交室まで出水しました。ショーン・ゴードン兄、鈴木明兄、

利根川純兄が献身的に清掃してくださったことを感謝しま

す。 

■教会前の歩道の再舗装工事

に付随して必要であったキッチ

ンの天井の 2 か所の修理がコ

ントラクターによって完了しまし

た。多くのボランティアの方々が

清掃とキッチンキャビネットの整

理を行ってくださったことを感謝

します。 

■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。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◇ 

■６月25日日曜礼拝でのコミュニティのお祈りの時間

に、これまで学ばれた学校を卒業され進学される子供た

ちとユースのお祝い、感謝そして祝福のお祈りが捧げら

れました。高校を卒業されたショーン・ジャング君、高

橋賢伍君、中学を卒業

されたダニエル・イス

ラス君、小学校を卒業

された日下部ケイトさ

ん、幼稚園を卒園され

た木村リナさん。おめ

でとうございます。献

身的に奉仕してくださった日曜学校、ユースフェローシ

ップの先生方：ディーン日下部兄、日下部かおり姉、シ

ーラ・ベネット姉、石井麻衣子姉、栗原紀子姉、栗原健

兄のお働きに感謝します。また仙台の宮城学院女子大学

で4月から教えられている夫健兄に合流すべく、9月に

日本に向かわれる栗原紀子姉は14年間にわたって日曜

学校で奉仕さり、神様の

愛を子供たちに降り注い

でくださいました。教会

から感謝の花束と記念品

が授与され、特別祈祷が

行われました。 

 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 ７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。今回はゴスペルミュージッ

クプロデューサーの打木希瑶子さん。ゴスペルシンガーの

菊田ゆきさんもゲストとしてお迎えします。 

■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。 

 

◇祈りのリクエスト◇ 

すべての人々に健康保険を。不寛容―怒り―葛藤―敵意―

憎悪―暴力という闇の連鎖に囚われる人々のために。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、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。 

Design by Mayuko Kawashima 
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