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◇牧師からのメッセージ◇ 

「主が私たちをこの場所に置いてくださっているわけ」 

 創世記第２８章１０−１９節 

 

 イサクの次男ヤコブが目の見えない父イサクを騙し、

兄エサウの長子の特権と祝福を盗んでしまう。そのことを

知った兄エサウは怒り、ヤコブを殺そうとする。その危険

から逃れるため、ベエルシバから母リベカの兄、自分の叔

父であるラバンの住むハランへ向かう。その途中、夜にな

り、その所の石をとって枕として伏して、眠った。そこで

見た夢。梯子が天と地の間にかけられ、その間を神の使い

たちがのぼりくだりするのを見た。ヤコブの梯子。そして

主が現れ、「あなたが伏している地を、あなたと子孫とに

与えよう。あなたの子孫は東西南北にひろがり、地の諸族

はあなたと子孫とによって祝福をうけるであろう。私はあ

なたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、

あなたをこの地に連れ帰るであろう。わたしは決してあな

たを捨てず、あなたに語った事を行うであろう」と告げる。 

 神様は場所に執着する。ことに旧約聖書に記された

神は、常に「ある場所」に現れ、私たちヒトに告げてくだ

さる。約束の地を神の民に与えること約束してくださる。

神から与えられた土地、先祖代々から所有する土地を所有

することの重みは、太古の昔から現在に至るまで変わらな

いと言えます。ニューヨークの日系教会である私たちにも

「この場所」というのは大変重要です。もし私たち何処か

違った場所に置かれているとしたらどうでしょうか？ニュ

ーヨークではなく他の州にあったり、またもっと郊外に礼

拝堂を構えていたとしたらどうでしょう。集う人々も、教

会活動もかなり違ったものになることは間違いありません。

私たちはマンハッタンのほぼ真ん中にある大都市にある教

会。多様性に富んだ人々の集まりです。 

 1948年にニューヨーク教会と修道会という２つの

教会が合併し、日米キリスト教会となり、1953年にはメソ

ジスト教会と合同し、日米合同教会となりました。104丁目

の Grace Methodist Church を借りて礼拝をまもりつつ、自分

たちの礼拝堂をもつ夢を日米合同教会は追い続けました。

ニューヨーク教会と修道会の建物を売り、大変苦労して現

在のこの Seventh Avenueの建物を1965年に購入した、と先

日帰天された日系二世の元理事長斎藤不二夫兄が書き残し

ています。しかし当時は雑誌の出版配達のために用いられ

ていたビルだったと聞いていますが、それを改修工事して

教会の建物とすることには反対が多かったと、当時の理事

会議事録は記しています。当時の１２人の理事ののうち１

１人はこの建物を売って、さらに別の物件をイーストサイ

ドに手に入れて教会の建物としたいという意見だったよう

です。1965年からの５年間、教会はウエストエンド・カレ

ッジエイト教会で場所を借りて礼拝を守ったのですが、そ

の間たいへん不思議とも思える変化が起き、現在の７番街

２５丁目に教会建物をもつことになり、1970年に献堂式を

行ったということです。この建物をめぐる艱難だけではな

く、この教会は多くの試みに遭って来ました。1930年の大

恐慌。斎藤不二夫兄は、彼の生涯の中で目撃した最も印象

深い悲惨な光景だったと言っていました。第二次世界対戦。

日系人強制収容所への収容を逃れて西海岸から大勢の日系

人がニューヨークに大移動してきました。教会で様々な奉

仕をしてくださった同じく日系二世のハリー桑田兄もその

一人だったと聞いています。朝鮮戦争そしてベトナム戦争

への徴兵。日本経済の奇跡とも呼ばれた復興、それに伴う

日系企業のアメリカ進出、台頭そして衰退。９・１１のテ

ロ攻撃以降の１０年以上ににおよぶ構造不況で、日系企業

の多くがニューヨークから撤退し、教会メンバーの中の駐

在員家族数は激減しました。様々な試みを経験しながら、

常に神様の恩寵を受け続けるこの教会。ヤコブが眠りから

覚めて、「まことに主がこの所におられるのに、わたしは

知らなかった」「これはなんという恐るべき所だろう。こ

れは神の家である。これは天の門だ。」と恐れて言ったよ

うに、この教会の置かれた地で私たちも叫びます。ヤコブ

はその地に油を注いで「ベテル」すなわち「神の家」(Beth 
– el) と名付けたと、伝えています。 

 私たちは事柄を「自分で決めた」と考えがちですが、

決断は真空状態の中でなされるのではなく、様々な条件、

要素が整って、揃って初めて私たちは決断できるのです。

どうしてそれらの条件がすべて整うのか、私たちには分か

りません。そんな時、私たちヒトは「偶然、たまたまそう

なった」と考えがちです。しかし真実は神のみぞ知る。神

様の御旨は私たちには知らされていない。私たちにできる

ことは神の御旨を信頼し、精霊の導きに従って、ヒトのな

すべきことをなすこと。神様の御業はヒトの手を通してこ

の世に現わされる。 

 『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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どうして自分が今ここに置かれ、神様の御計画の一環とし

てなすべきことを与えられていることをなす。「ヤコブの

梯子」と聞くと、私たちの日常使うハシゴを思い浮かべが

ちですが、もともと創世記が書かれたヘブライ語の slm と

いう言葉の訳語ですが、ハシゴというよりは「階段」とか

「ランプ、傾斜路、タラップ」といった訳語の方がふさわ

しいと考える方々もいらっしゃいます。神様の偉大な御計

画を託された多くの御使いを一時に上り下りさせるイメー

ジを描くのに苦労するアーティストも多いようです。この

シーンを描いたキリスト教絵画の中には、天使をハシゴの

周りの飛び回らせたり、捕まるだけだったり、またメトロ

ポリタン美術館やグランドセントラルステーションの階段

のように極端に幅広いハシゴや階段を描く画家もあります。

「ヤコブのハシゴ」は神意、神の御意志、御心について私

たちに教えています。神様は天から地に向かって途絶える

ことのない信号を送ってくださっている。天の御心を地に

なさしめるべく、御霊を御使いとして送ってくださいます。

その働きは止まることなく、昼夜を問いません。ヤコブは

夢の中で昇り下りする御使いを見ることで、彼が神の、主

の絶えることのない導きと守りにあずかっていることを知

ります。彼の父を騙し、兄を裏切ったにもかかわらず、主

はヤコブを見限ることをしなかった。私たちにとっては、

イエスキリストがこのハシゴ、階段。天の父なる神様と天

の御国につながる唯一の道。また私たちの神の民として働

き、捧げ物もこの道、キリストの道を通って天におられる

父なる神様にお返しする。またキリストによってのみ、神

の御国、天の御国をこの世に来たらしめることが可能にな

るのです。コロサイびとへの手紙第１章２０節はこう教え

ます。「そして、その十字架の血によって平和をつくり、

万物、すなわち、地にあるもの、天にあるものを、ことご

とく、彼によってご自分と和解させて下さったのであ

る。」主イエスが私たちのためにその尊い命を投げ出して

くださいました。それによって達成された神様との和解。

天の御国をこの地にも来らしめ、私たちを救ってくださる。

ローマ人への手紙第８章１４節から１７節で、使徒パウロ

はこう宣言します。「すべて神の御霊に導かれている者は、

すなわち、神の子である。あなたがたは再び恐れをいだか

せる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊

を受けたのである。その霊によって、わたしたちは『アバ、

父よ』と呼ぶのである。御霊みずから、わたしたちの霊と

共に、わたしたちが神の子であることをあかしして下さる。

もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、

キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以

上、キリストと共同の相続人なのである。」この地に置か

れた私たち、日々の生活には艱難や試みがある。それでも

神様は常に私たちに導きと守りを、天と地を結ぶハシゴ、

階段を上り下りする御使いに託して送ってくださる。さら

に私たちはけっして一人ではない。主イエスが常に共に歩

んでくださる。さぁ、共に慎んで主と十字架を担いで歩ん

で行こうではありませんか。救いはそんな私たちにあたえ

られるのですから。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 ８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。８月６日マタイによる福音書第 14章 13-21

節、同 13日：マタイによる福音書第 14章 22-33節、同 20

日：マタイによる福音書第 15章 21-28節、同 27日：マタ

イによる福音書第 16章 13-20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 www.lectionarypage.net を御参照ください。 

■ 障碍者擁護と支援のミニストリー 

橋本真奈姉が教会を代表して、アメリカ改革派教会及び合

同メソジスト教会の障碍者ミニストリーの活動に参加され

いくことが理事会承認されました。秋に予定されている

「障碍者への理解を深める聖日礼拝」をはじめ、キリスト

の義に則した障碍者の社会参加を実現するための教会の働

きを率いてくださいます。皆さんの御理解、御支援、そし

て御参加を宜しくお願い致します。 

 

◇建物の修繕◇ 

■日米合同教会臨時会員集会が 7月 16日日曜の午後に開か

れ、27人の教会員が出席し、満場一致で10万ドルの追加緊

急予算が承認されました。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を含む現在進行中の建物の修理及

び維持管理費に充当されます。Sevan, LLC がコントラクタ

ーとして工事を請け負い、防水加工に使う材料が乾きやす

い温度を考慮し８月末か９月初めの工期を予定しています。

建物管理委員長である丸橋リカ姉がスライドを使って、こ

れまで完了した修理改善箇所（教会前の歩道、玄関ドア、

階段の照明、礼拝堂後方のテラス、キッチンとクローゼッ

トの天井）及びこれから修理に取り掛かる箇所（４階アパ

ートへの雨漏り、カビ発生箇所、屋根）を説明しました。

財務委員長である園田雅代姉が必要資金をどこから捻出す

るかを説明しました。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。 

■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れる場として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
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費用を賄うため、皆さんに特別献金をお願いしています。

チェックは”Japanese American United Church”とフルネーム

で（イニシャルの「JAUC」では銀行が受け付けてくれませ

んので御注意ください。）そしてメモ欄に”Building and 
Maintenance”とお書きください。またオンラインでも献金頂

けます。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ていま

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８名

の子供たちが参加しています。キャンパーとカウンセラーを合わ

せて総勢３４名で、教会会員である、ショーン・ジャング兄、今戸

ちづ子姉、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。 
 

◇ファミリーキャンプ2018◇ 

来年のレイバーデイウイークエンドに開催される東海岸の日本

語教会の集うファミリーキャンプの説教者として、ホノルルキリス

ト教会の関真士牧師をお招きすることが決定しました。 

◇春山奨学基金◇ 

2017年度のジャステイン春山牧会奨学基金の受賞者が決定

いたしました。 おめでとうございます。 
Jessica Kawamura - Candler School of Theology, Emory 
University (GA); Colleen Tani - Pacific School of Religion (CA), 
Kenji Kuramitsu - McCormick Theological Seminary (IL), Stuart 
Haruyama - Harvard Divinity School (MA), Miyuki Asada - 
Wheaton Graduate School (IL).  

◇ 教会員・友人関連◇ 

†サラ春山姉が６月29日カリフォルニ

ア州オークランドのご自宅で、御家族

に囲まれ平安の中に帰天されました。

亡夫ジャステイン春山牧師は1972年か

ら1980年に急遽亡くなられるまで、日

米合同教会の牧師として勤められまし

た。姉はその後、カリフォルニアに転

居され桑湾日語（サンフランシスコ湾

日本語ミニストリー）で長年にわたっ

て御奉仕してくださいました。姉の生涯を神に感謝し祝す

る集いが7月29日に姉の所属していたバークレー合同メソ

ジスト教会で行われ、日米合同教会の墓地であるサイプレ

スヒルでの式も計画されています。姉御本人と御家族の御

希望で、献花に代わって「ジャスティン春山奨学基金」へ

の献金をお願い致します。小切手には”Japanese American 
United Church”とフルネームで（イニシャルの JAUC ではは

銀行が受け付けてくれませんのでご注意ください。）また、

メモ欄に「春山奨学金」とお書きください。 

†「生涯現役」の医師として活躍された日野原重明先生が７月

18 日火曜、御自宅で主の御手の中に帰天されました。105 才で

した。2010 年に日米合同教会で、神の愛に導かれた生き方につ

いてお話してくださいました。御遺族への主の平安を祈りつつ、神

様が先生を私たちに与えてくださったことを感謝します。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■ベビーグランドピアノ 社交室に新

たに置かれたピアノはタカホーのニ

ューヨーク日本語教会(NYJC)からの

御寄附です。NYJC の皆さんに感謝

すると共に、心よりお祈りします。 

■JCFN/VIP 集会 ８月１４日（月）の

月例集会は午後 7 時 15 分から日米

合同教会社交室で開催されます。 

■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◇ 

2016 年に殺害された 200 人の環境保護運動の活動家の方々

に神の義を、そして御遺族、御友人の方々に慰めと平安があり

ますように：障害者に神の義を：就職に悩む

ものを力づけ、働く機会を：すべての人々に

完備した医療看護を：銃砲による暴力の根

絶を：孤立し光を見失う人々のために：日本

語姉妹教会のために：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：ボルスターかつ子、クラーク順子、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、久

保ケニース、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、下嶋家の方々、

鈴木有郷先生、高橋清壽、吉永ジョ

ン＆ルシアン。 
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