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◇高橋先生のメッセージ◇ 

聞き入られる祈り」 ルカ書第１１章  祈るということが

私たちの信仰の原点であることは言うまでもありません。

朝目覚めては祈り、食事のたびに祈り、ゆうべに、就寝時

にも祈りを捧げる。聖霊に導かれ、主に召しによって祈る。

たとえ、それほど頻繁に祈ってはいないとしても大丈夫。

主は途轍もなく慈しみ深い。祈りを捧げなかったからといっ

て、罰したり叱ったりする方ではありません。普段あまり祈

ることのない方でも、神の助けが必要な時、祈りを捧げま

す。ヒトとして私たちの手に負えない、自分ではもうどうしよ

うもない時、私たちは全知全能の神の助けを求め祈ります。

「困った時の神頼み」とはよく言ったものですが、それでも

良いのです。恵み豊かな神は、放蕩息子の帰宅を喜ぶ親

のごとく、 艱難にある私たちの願いを両腕をいっぱいに広

げて受け取ってくださいます。◆祈りは息をするように自然

に出てくることもあれば、時には何と言葉に表して祈ったら

良いか迷うようなこともあります。ことに昨今次々と起きた

悲劇的な事件。その失われた命の重さ、被害にあった

方々の、家族友人の経験している痛み、悲しみ。そこに渦

巻く怒り、不安、そして憎しみ。それらを前にして私たちは

言葉を失うことがあります。そんな時、私たちは沈黙の祈り

を捧げます。またただ一言、「神様、助けてください。」と祈

ります。◆祈りを捧げるのにも経験や練習が必要です。ル

カ書第１１章の冒頭で、 弟子の一人が主イエスに「祈るこ

とを教えてください」と頼みます。そしてその願いに応えて、

私たちが毎週の聖日礼拝で日英バイリンガルで捧げる「主

の祈り」をイエス様は教えてくださいます。そして弟子たち

に、「友人が訪ねてきたが、何も出すものがないので、また

別の友人宅へ行き、パンを３つ貸してくれと頼むとしよう。

だが、その友人は、もう戸に鍵をかけてしまったし、子供も

自分も床についてしまっていて、起きて出てくるわけには

いかないから、ダメだと言う。だが、もししきりに願ったなら

起き上がって必要なものを出してくれるであろう。」と主イエ

スは話して聞かせます。そしてよく引用される御言葉をくだ

さいます。◆「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜

せ、そうすれば見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、

あけてもらえるであろう。」 どうして神様は私たちの祈りを

聞き入れてくださるのでしょうか？またその反対に、どうし

て神様は、いくら私たちが一生懸命祈っても、その祈りに

応えてくださらないようなことがあるのでしょう？トレイシ

ー・サムナーの『祈りの急所(Prayer Vitals)』という著書の

中に「神様に聞き入れて頂ける祈りの１２の条件」という項

目があります。その１２の条件を要約するならば、１．神様

を心の底から求め、２．辛抱強く祈り、３．自分の行いを省

みて、４．神の御旨に従い、イエス様の御名を通して祈る。

５．従順と謙遜をもって祈る、そして６．キリストの中にあっ

て生きること。この６つの条件を繰り返し考えてみると、もう

ほとんどクリスチャンの優等生の祈りしか聞いて頂けない

ようにも思えてきます。これらの条件によれば、「自分を金

持ちにしてください。」とか「あの人をどうか罰してくださ

い。」などという祈りは聞いて頂けないのは必然です。それ

らはヒトの野心や個人的な都合の祈りであって、神の御旨、

御計画に従ったものではないからです。また口論の末に、

イヤミを込めて「あなたの為に祈ります。」など云うのも、従

順と謙遜をもっての祈りではないので、聞き入れては頂け

ないのは当然です。ルカ書第１１章８節で、主イエスは、

「聞き入れられる祈り」の手短かなチェックリストを私たちに

手渡してくださいます。「しかし、よく聞きなさい、友人だか

らというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、起き

上がって必要なものを出してくれるであろう。」すなわち、し

きりに願うこと、そして必要を願うこと。神の御旨に従って

生きようとする私たちにとって必要なことを、しきりに願う時、

その祈りは聞き入れて頂けるということになります。◆日

米合同教会はアメリカ改革派教会(RCA)および合同メソジ

スト教会(UMC)という二つの教団に属していますが、その

プロテスタント神学の礎を築いたとも言えるジョン・カルビン

によれば、私たちは「正しくあり、神を敬う生き方」を求めら

れています。「義と、敬虔を重んじる生き方」と聞くと、私を

含め誰でも 「そうは心がけて生きてはいるが、ホントウに

そう出来ているかというと、少々おぼつかない」というところ

ではないでしょうか。そうなると、私たちの祈りは神様に聞

き入れて頂ける資格がないのか、という疑いが頭をもたげ

 『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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てきます。御心配にはおよびません。主は慈しみ深い。神

の愛、慈しみは神様が無条件に与えてくださる贈り物です。

私たちの誰一人として、神様から愛の贈り物を与えて頂く

にふさわしく、その資格がある者などありません。それでも

神様は与えてくださる。それはひとえに、御子イエスキリス

トが、私たちのために十字架にかかって死んでくださった

から。贖い主たるイエスキリストが私たちの負債を、責めを

一手に引き受け、その負債を全額支払ってくださったから、

私たちは赦され救われるのです。◆エレミヤ書第２９章１１

節から１４節がこう予言しています。主は言われる、わたし

があなたがたに対して抱いている計画はわたしが知ってい

る。それは災を与えようというのではなく、平安を与えよう

とするものであり、あなたがたに将来を与え、希望を与えよ

うとするものである。その時、あなたがたはわたしに呼ば

わり、来て、わたしに祈る。わたしはあなたがたの祈を聞く。

あなたがたはわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあな

たがたが一心にわたしを尋ね求めるならば、わたしはあな

たがたに会うと、主は言われる。◆私たちの日々の暮らし

の中で、様々な必要、願いがあります。心を込めて、精神

を込めて、魂を込めて、力の限り、祈ろうではありませんか。

ひたすら祈ろうではありませんか。神様は必ず聞き入れて

くださいます。在主平安 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 9 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所は

以下の通り。9 月 4 日：ルカ福音書 14 章 25－33 節、同

11 日：ルカ 15 章 1－10 節、同 18 日：ルカ 16 章 1－13 節、

同 25 日：ルカ 16 章 19－31 節、10 月 2 日：ルカ 17 章 5－

10 節（変更あり）。www.lectionarypage.net には、福音書の

他に旧約聖書、詩篇、使徒書簡の聖書箇所も掲示されて

おり、高橋先生はこれらの箇所を招詞、説教、祝祷の中に

盛り込まれています。 

■ミニストりーインターン  理事会の決定により、榎本空

兄が 2016 年 7 月から 2017 年 6 月までの一年間インター

ンとして採用されました。日曜学校、ユース・フェローシップ、

そして瞑想や分かち合いを通しての聖書の学びなどに、高

橋牧師のもと他のボランティアと共に力を尽くしてください

ます。空兄はこの 5 月にユニオン神学校の神学研究のマ

スターを修了され、現在は教会４階のアパートに奥様の

百々子姉と共に暮らされています。 

■音楽主事 JAUC では、日曜礼拝での奏楽と聖歌隊の

指導を担当できる音楽主事を募集しています。希望者は

履歴書を 9 月 15 日までに高橋先生宛て（pastorkaz 

10001@gmail.com）までお送り下さい。詳しい職務内容は教

会のウェッブサイト www.jauc.org に掲載されています。  

■9 月の行事案内  9 月 11 日 石田雪子先生のボーカ

ルワークショップがあります。先週の日曜 7 月 31 日にそ

のプリビューをして 20 人以上の参加者で盛会でした。イン

ストラクターの石田先生は an associate professor（准教

授） of music at Neumann University, artistic director（音

楽監督） of the Neumann University Concert Chorale and 

minister of music（音楽主事） at Union United Methodist 

Church in Havertown, PA ◆9 月 18 日下村先生の思い

出を語る会 "Remembering Rev. Shimomura" を行います。

下村ジョシュア牧師は、日曜学校校長として、先生と子供

を指導されました。下村先生の第一日曜日の聖餐式のご

奉仕を忘れる事は出来ません。下村先生と奥様とし子姉

の思い出を語る集いに是非ご出席ください。 

■日曜学校 6 月末から夏休みに入った日曜学校は、9 月

第 2 週から秋学期が始まります。子供たちの元気な顔を

見られることを楽しみにしています。 

■夏期聖書研究会 7・14 （日曜日） 

■篠沢ケリーさん 8･21（日曜日）、日本にお住まいの、

私たちのコミュニティーメンバーである漫画家篠沢ケ

リーさんが、力強い証をしてくださいました。ケリー

さんは、聖書を漫画にした作品を通して神様を賛美し

主の福音を世に伝える働きをされています。彼女の 1
歳に満たない最愛の息子さんの突然の死による想像を

超える悲しみと苦しみの試練を通して、神様の恵みと

救いに達せられた力強い証でした。感謝いたします。 
ケリーさんの新作ＧｅｎｅｓｉｓⅠ＆Ⅱ（(English version), ジェ

ネシスⅠ、Ⅱ（日本語版）4 冊が JAUC の図書に入りました。 

■語学コース ＪＡＵＣでは毎週昼食タイムに、アントワネッ

ト・ジョーンズ姉による英語のコースが持たれています。ま

た「J-Forum」として、英語を話す方々が日本語を学ぶコー

スも榎本空兄の指導により昼食タイムに開かれています。 

■ジャスティン春山スカラーシップ受賞者 米国の神学校

で学んでいる日本人または日系関係の神学生を対象とす

るジャスティン春山スカラーシップ(奨学金)。今年度の受賞

者が 6 月に決定されました。下記の通りです。 Mr. Brett 

Kawanami (Talbot School of Theology) 、 Mr. Yoshiki 
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Tsukamoto (Fuller Theological Seminary)、Mr. Kiyoshi Izu 

(Asbury Theological Seminary) 、Mr. Tomohiko Nakamura 

(Fuller Theological Seminary)。おめでとうございます。 

◇ディスカバリーキャンプ2016◇ 

2016 年度のディスカバリーキャンプは 7 月 24 日から 8 月

5 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

されました。テーマは「グローバルな絆で実る友情」。今年

は 19 名の子供たちと 8 名のカウンセラーが参加し、クラフ

トや水泳、釣りやオリエンテーリングなどを楽しみました。

子供たちのうち 7 名は、日本基督教団を通じて東北・北海

道の東日本大震災被災地から来た中学生です。JAUC メ

ンバーの榎本空兄・百々子姉がカウンセラーとして奉仕し

て下さり、空兄が聖書の学びをリードして下さいました。7

月 30 日(土)には、高橋アニー姉をはじめ JAUC 婦人会メ

ンバー、ボランティア、総勢 10 名がキャンプ場を訪れ、子

供たちのために美味しいカレーを作って下さいました。手

伝って下さった皆様、またキャンプのために献金をして下さ

った皆様に心より感謝します。 

◇東海岸合同ファミリーキャンプ 2016◇ 

第 6 回東海岸日本語教会合同ファミリーキャンプが 9 月 3

日（土）から 5 日（月）にかけて、NY 州エレンヴィルで開催

されます。今年のテーマは「激動する世界と聖書：見えな

い中東・欧州情勢の背景を読む」、講師として長年ヨーロッ

パで海外伝道をされて来た北浜インターナショナルバイブ

ルチャーチの黒田禎一郎先生が来られます。音楽ゲストと

してはゴスペルシンガー・ソングライターの横山大輔さんが

参加されます。JAUC からも 名ほどの方々が出席する予

定です。詳細はサイト jgclmi.com/FC2016.htm 参照。 

◇教会員・友人関連◇ 

■牧師として出発 数年前に JAUC で洗礼を受けられた後に

帰国した丸山峰子姉が、今年 4 月、日本ホーリネス教団柏』

キリスト教会(千葉県柏市)の副牧師に就任されました。おめ

でとうございます。神様が丸山姉の奉仕を祝福して下さり、豊

かに用いて下さいますように。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■平和を考えるミュージカル 千羽鶴を折りながら原爆症

のために亡くなった佐々木禎子さんの物語を描いた新ミュ

ージカル「Peace on Your Wings」が、9 月 9 日(午後 7 時

半)と 10 日(午後 2 時・午後 7 時半)に、NY のジョンジェイ・

カレッジ（524 West 59th St. NY10019） の Gerald W. Lynch 

Theater で上演されます。チケットは 35 ドル・25 ドル。チケ

ットは劇団のサイト http://ohanaarts.ticketleap.com から

購入できます。広島・長崎の悲劇を思い起こしつつ世界の

平和のために祈る良い機会です。ぜひご覧下さい。 

■JCFN/VIP 集会 NY・NJ 地域に住む日本人クリスチャ

ンが集うこの集会は、毎月第 2 月曜日午後 7 時 15 分か

ら JAUC 社交室で行われています。8 月の集会ではニュ

ージャージー日本語教会の小林満代姉がお話しして下さ

いました。9 月の集会では栗原健兄が話をして下さいます。 

■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, NJ 07605）で毎月第 1・3 日曜午後 3 時

に持たれています。「キリスト教は初めて」という方をターゲ

ットにした礼拝を組んでおりますので、お知り合いがフォー

トリー近辺にお住まいでしたら、どうぞお勧め下さい。 

◇祈りのリクエスト◇ 

相模原での障害者殺傷事件の犠牲者の方々、またそのご

家族の方々のために。ニース、オーランドー、イスタンブー

ルその他の事件で負傷された方、家族を失われた方のた

めに。熊本・エクアドルでの地震、東日本大震災を始めと

するその他の天災の被災者のために。世界各地で発生し

ているテロ攻撃の犠牲者のために。人種間の和解のため

に。ヨーロッパに押し寄せている中東難民のために。並び

に下記の方々を覚えて下さい。井上照夫、小口愛（アトラ

ンタ・ウェストミンスター教会）、小栗ななこ、、神崎ヨネ、ヨ

ン・キム、春日ジョー、久保ケリー、栗原博、淑子、ゴーマ

ン美智子、斉藤不二夫、ジューン・ゴールドバーグ、、冨田

百合子、内藤雅有（タカホー教会、脳梗塞で入院中）、向

井ジョージ、吉田ケンタロウ、吉永ジョン諸兄姉。 

 


