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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

"Hope 4 Love” 
 There are days when we witness life filled with struggles, calamities, and indescribable 
sorrow. The recent tragic events resulting in the loss of numerous lives took place on the other side 
of this planet, in Bangladesh, and across the Atlantic, in London. Our hearts go out to those affected 
by those tragedies. Even if our own personal lives here in NYC may be with greater joy, happiness, 
and gratitude, the compassion that God has given each one of us unmistakably urges that those 
people out there need our help and prayers in order to be healed. Other tragic events are happening 
too close to where we live, in our nation. The differences in perception, views and opinions 
regarding federal policies triggered anger, which produced hatred, which in turn produces violence. 
The chain reaction of darkness, negativity, and hostility made a middle aged Illinois man into a 
domestic terrorist who shot a congressman, a lobbyist, and police officers during the practice of the 
annual congregational charity baseball game in Alexandria, VA. In our city of NY, even in our 
community of JAUC, both individually and communally, numerous challenges, struggles, and 
afflictions are taking place: illness, personal relationships, financial issues, employment and 
academic matters, housing problems, and so on. As we have been reporting, the cost of the church’s 
building repairs and maintenance is astounding. When facing challenges, struggles, disappointments 
and sadness, we can become overwhelmed and can’t help but feel helpless. When Jesus “saw the 
crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a 
shepherd.” (Matthew 9:36) Some courageously declare, “I have my trust in God. Everything is 
according to His plan. Everything will be alright,” despite having unsettled and uneasy feelings on 
what is happening in this world. While our minds say “Everything should be alright.” our hearts are 
crying for help. 
 Romans 5 begins, “Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God 
through our Lord Jesus Christ” It sounds admirably certain and definite. However, another ancient 
text of the same Romans 5:1 says, “Let us have peace with God.” instead. This sounds more 
invitational than definitive. We see the possible validation for our sadness and helplessness in this 
faith life. In fact, Psalm 34:17-20 affirms, “When the righteous cry for help, the LORD hears, and 
rescues them from all their troubles. The LORD is near to the brokenhearted, and saves the crushed 
in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the LORD rescues them from them all.  He 
keeps all their bones; not one of them will be broken.” We sometimes feel like we are being 
crushed, disappointed, and helpless, but we will not be broken, because the Lord keeps all of us 
together as a whole. Romans 5:2-5 tells us of a chain reaction in the redeemed life. Suffering or 
tribulation initiates this chain reaction: suffering produces endurance, endurance produces character, 
and character produces hope, and hope does not disappoint us because God outpours love into our 
hearts through the Holy Spirit that has been given to us. God makes our hearts overflow with His 
Love through the Holy Spirit. 



When thinking of endurance or patience in faith, perhaps no one is more patient than Job who said, 
"Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil?” (Job 2:10) But in the 
epistle to the Romans, Paul took it one step further.  “We know that all things work together for 
good for those who love God, who are called according to his purpose.” (Romans 8:28) 
 JAUC was chosen to be here in the middle of Manhattan according to God’s plan, a 
troubled land in a troubled world filled with suffering. For 124 years, the church has been 
experiencing many storms, large and small, local and international, but has survived all of them. 
Make no mistake, the word “chosen” does not mean being selected with honor and glory as a kind 
of reward, as it may sound. Instead, being chosen means that we are called to carry the extra burden 
of the cross for others who are suffering. We carry the extra weight of the cross on behalf of the 
kingdom of God. As Matthew 10:7-10 says, “go rather to the lost sheep of the house of Israel. As 
you go, proclaim the good news, ‘The kingdom of heaven has come near.’ Cure the sick, raise the 
dead, cleanse the lepers, cast out demons. You received without payment; give without payment.” 
Romans 5:8 gives us the gospel, good news for all of us just in four words. “God proves his love for 
us in that while we still were sinners Christ died for us.” “Christ died for us.” This is good news, the 
gospel in 4 words. We may not be righteous even though we try to live the life of righteousness. We 
may fall short to live the life of Christ’s disciples even though we try very hard to be one. No matter 
how hard we try to live as God’s holy people, we may not deserve it, but God outpours His 
steadfast love onto us abundantly anyways. 2 Corinthians 12:10 says, “Therefore I am content with 
weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ; for whenever I 
am weak, then I am strong.” Jesus Christ transforms our weakness into our strength. Jesus Christ 
transforms our calamities into opportunities to proclaim the gospels, serve one another, and the 
communion with the Holy Spirit. Christ died for us, so that we may be saved.  That is surely good 
news. 
 

◇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１

２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。 


