
AUGUST 2017 MESSAGE 

◇Pastor Takahashi’s Message◇     

"Why God has placed us in this place”  Genesis 28:10-19 

 Jacob traveled between Beersheba and Haran to escape his angry brother, Esau, because Jacob 
manipulated his father Isaac to steal the first-born son’s privileges and blessing from Esau. Esau was 
furious, and tried to kill Jacob. Jacob had to run for his life. When night came, he needed to rest. He took 
a nearby stone to use as his pillow and lay down. Then Jacob had a dream that there was a ladder 
between earth and heaven, and the angels of God were going between the two realms. We call this 
“Jacob’s ladder”.  
 God cares about location, especially in the Old Testament. God promised his people a Promised 
Land to settle, establish, raise the generations to come, and prosper. For JAUC, a diaspora Christian 
community in 21st century NYC, land ownership has been more than just owning space. In 1948, the 
New York Church and Shudo-kai were merged to create the Japanese American United Church of Christ. 
In 1953, the church merged with the Japanese Methodist Church to create the Japanese American United 
Church. While JAUC rented its worship space at Grace Methodist Church on 104th street, the 
congregation pursued their dreams to have their own worship space. The church sold their beloved 
church buildings of the New York Church and Shudo-kai. The JAUC leadership then did extensive 
research on the church building for a significant amount of time, a total of 17 years! The church finally 
found a building for magazine distribution on Seventh Avenue and purchased it in 1965. According to 
the Board of Directors meeting minutes, the vast majority of the board members opposed the idea to 
transform the print shop into a church building. In fact, the vote was 11 against 1. Only one board 
member supported the idea of transforming the building into our current church building. Despite the 
overwhelming votes of the board against the idea, something incredible happened. In September of 1970, 
JAUC started having their worship services in the current location, 255 Seventh Avenue. 
 Aside from the building issue, the congregation has been through many historical challenges: 
the Great Depression, WWII, the internment /concentration camps, the massive Japanese-American 
exodus from the West to East to avoid the encampments, the Korean War, the Vietnam War, another 
exodus of Nisei families from the city to the suburbs, the rise and fall of Corporate Japan, 9/11, and a 
decade-long recession that resulted in a massive withdrawal of corporate Japan, business people, and 
their families as they went back to Japan since their offices in NY were closed. Despite all of those, the 
community still stands with the grace of God. 
 Why has God placed us here? If JAUC were located in some suburb, we would be a different 
church, a different group of people with different physical, emotional, and spiritual needs. JAUC has 
been an urban ministry located in the middle of Manhattan, and the city attracts its diverse residents 
every now and then. We are a faith community of Japanese, Japanese-American, and American, 
including all who live here, united in the name of Jesus Christ. Like the Lord’s Table, people from many 
different places all sit together, side-by-side, to share a meal as a family in Christ. “How awesome is this 
place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.” I would shout as Jacob 
did. Also as Jacob called the place Bethel, which literally means “house of God”, JAUC is God’s house 
for worship and prayer. We often think that we are the one who make the choice. However, we do not 
make decisions in a vacuum. There are so many conditions, elements, and pieces that need to come 
together to create a situation that requires us to make a choice. Why do these things happen to create a 



certain situation? For example, beating the odds of 1 against 11. We don’t know how it happened; only 
God knows. God’s Providence is beyond our comprehension. We just accept it and follow the Holy 
Spirit’s lead. God has placed us here in the middle of Manhattan. We are given the opportunity to 
conduct the ministry on behalf of the Lord, our God. After all, Opportunity is a nickname for Providence.  
 The word “Ladder” is the traditional translation of the Hebrew word “slm”. The alternative 
translation, to which some think of as a more appropriate translation, may be “stairway” or “ramp”. A 
ladder usually allows a few persons to go up and down. Jacob’s stairway or ramp between earth and 
heaven may be able to have multiple angels go up and down simultaneously. With the alternative 
translations, “stairway” or “ramp”, the image of what Jacob dreamed seems to be more dynamic than 
just a single ladder. God is actively working on many things simultaneously between earth and heaven. 
The angels are active Spirits sent by God to serve all the phases of providence, and the wisdom of God is 
at the top of the ladder, directing all of the motions in his name. The angels are active spirits, 
continuously ascending and descending; not rest during the day or the night. They ascend to report what 
they have done, receive orders, and then descend to execute the orders they have received. By seeing the 
angels going up and down, Jacob knew that he was under God’s constant guide and guard despite the 
situation caused by his own behavior. Christ is this ladder, stairway, or ramp: the access to the heaven. 
Christ is the way: all of God's favors come to us through him, and all our services go through him.  
 God lives within us, and we, with Christ. It is by Christ: we have no way to get to the kingdom 
of heaven but by this ladder. It is by Christ: we have no way to bring the kingdom of God onto earth, but 
by this ladder. Colossians 1:20 says, “… through him God was pleased to reconcile to himself all things, 
whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross.” In the Romans 8:14-17, 
Apostle Paul declares, “For all who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not 
receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, 
“Abba! Father!” it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God, and if 
children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ—if, in fact, we suffer with him so that we 
may also be glorified with him.” 
Let us continue to walk humbly with Jesus Christ in this place we have been placed, so that we will be 
saved. 
 

◇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１１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。 



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。 

 


