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◇牧師からのメッセージ◇ 

「恐れか、信仰か」マタイ書第14章22—33節 

「恐れ」ほど私たちに迫り、追い詰め、私たちの行動を支配する

力をもつ感情は他にないことを聖書も、また人類の歴史も示して

います。聖書においてもっとも多く語られているメッセージは「恐

れるなかれ」。神もキリストもまた御使いたちも口々に諭します。

◆弟子たちの間のリーダー格に成長してゆくペトロは主に従って

ゆきたいと、「私に命じて、水の上を渡ってみもとに行かせてくだ

さい」と乞い願います。そして水の上を歩いてイエスのところに行

きますが、「風を見て恐ろしくなり、溺れかけ」 、そして叫んで「主

よ、お助けください」と言います。イエスはすぐに手を伸ばし、彼

をつかまえて、「信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか」とおっしゃい

ます。ふたりが舟に乗り込むと、風はやんでしまったと、この箇所

は伝えています。◆日本が欧米先進諸国に追いつけ追い越せと

焦り、東南アジアの植民地化競争に遅れをとるまいと、 「大東亜

共栄圏」という名目のもとにアジアを支配しようと暴力と恐怖をも

って極東の近隣諸国を牛耳ろうとした第二次世界大戦の終戦か

ら７２年が経ちました。今私たちの暮らすアメリカでは、人種、文

化の多様性がこの国をこの国たらしめている強みであるにもか

かわらず、多数派が少数派と入れ替わりつつある人口動態の変

化に不安感を抱く白人層が差別的な発言を繰り返しています。

その恐れの極みが南部ヴァージニア州シャーロットヴィルでの白

人至上主義のデモ。また私たちの教会墓地であるサイプレスヒ

ルズのアジア人コミュニティの墓石を狙ったバンダリズムもあり

ました。主の守りによって教会の墓石には損害はなかったもの

の、NY でも人種差別に基づいた犯罪は増加傾向にあります。神

様は私たち一人一人をユニークに創ってくださった。それぞれの

意見や好みが違うのは当たり前。「自分が好きではないから」と

他を寛容しないのは、神の無限の愛をゼロサムゲームのように、

一方の益が他方の損になると勘違いし、自分の好みや意見が

通らないと自分の負け、他の好みや意見に同意すると他の勝ち

のように思い、敗北を恐れるから。◆この人の恐れと反対にある

神の愛は、人の好き嫌いという感情とは違うものです。ですから

「汝の隣人」のみならず「敵をも愛せよ」ということが出てくるので

す。「恐れ」について考える時、その反対にある神の愛について

思いを巡らすことが肝要です。「愛は寛容であり、愛は情深い。

また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法を

しない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかな

い。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべ

てを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶え

ることがない。」（コリント人への手紙第１３章） ◆最も大いなる

もの、愛を、自分には無理だと匙を投げてしまい、神にだけに属

することのように考え、主の憐れみだけ乞うてしまうことは、主イ

エスが教えてくださった「もっとも偉大な戒め」すなわち、神を全

身全霊を込めて愛し、隣人を己のごとく愛するという「愛の戒め」

を守ることを諦めてしまうことになる。言うなればクリスチャンの

信仰のもっとも大切なことを諦めてしまい、「クリスチャン」という

名だけ取り肝心要の十字架を担ぐという実を捨ててしまうことに

なります。主イエスの「私についてきたいものは、自分を捨て、十

字架を背負ってついて来なさい。」という教えを無視することにな

るのです。人の「恐れ」というものは、生き物の防衛本能として与

えられているものですが、イエスキリストを通しての神への信仰

によって打ち砕かれ、希望へと変えらる。主イエスに従うことによ

って、私たちは内なる悪魔、「恐れ」から解き放たれ、暗闇ではな

く、世の光、希望に向かって生きて行ける。パウロは「ローマ人

への手紙」第 10 章 11 節でイザヤの言葉を引用して「すべて主

を信じる者は、失望に終ることがない」と言っています。またヤコ

ブの手紙第４章７及び８節は「そういうわけだから、神に従いなさ

い。そして、悪魔に立ちむかいなさい。そうすれば、悪魔はあな

たがたから逃げ去るであろう。神に近づきなさい。そうすれば、

神はあなたがたに近づいて下さるであろう。」と教えます。私たち

が寛容ではなくなる時、情け深くあれない時、ねたむ時、傲慢に

なり、無作法をはたらく時、自分の損得を思う時、いら立つ時、恨

みを抱く時、私たちは何かを恐れ、その恐れの虜になっている。

「恐れ」という悪魔の囁きに耳を貸し、闇へと誘われているので

す。ペトロは信仰の代わりに、一瞬にせよ「恐れ」という悪魔の囁

きに耳を貸し、溺れかけます。「主よ、お助けください」と彼は叫

び救われます。私たちも悪魔の囁きを喜ばず、神の義を喜び「主

よ、お助けください」と叫ぼうではありませんか。「主の御名を呼

び求める者は、すべて救われる。」（ローマ人への手紙 10 章 13

節) 主と共に乗り込む船の前では、荒海も風も静まり、そこには

主の平安があります。御子イエスの十字架での死と蘇りによって

示された神の愛は限りなく、いつまでも絶えることがない。その

愛に全面的に頼り切り、恐れではなく信仰を選ぼうではありませ

んか。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 9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。9月 3日マタイによる福音書第 16章 21-28

節、同 10日：マタイによる福音書第 18章 15-20節、同 17

 『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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日：ローマ人への手紙第14章1-12節、同24日：ピリピ人

への手紙第１章 21-30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。 

■日曜教会学校とユースフェローシップは９月 10日から新

学期が始まります。御近所やお友達の御家族をお誘いくだ

さい。 

■日曜礼拝での証しをフレッド蔦川兄が9月17日にしてく

ださいます。他の信仰の伝統をもつ家族への愛と御自身の

クリスチャン信仰という、私たちの多くが抱える挑戦がテ

ーマです。 

■アルファ：新たなクリスチャンの学びの時間が第一及び

第三日曜日の午後にもたれます。共にビデオを観て、語り

合い、交わりの時をもちます。昼食後教会 2階のメザニン

にお集まりください。 

■日曜朝のベーグル・フェローシップが始まります。第二

及び第四日曜の朝 9時から 9時半、社交室で交わりの時を

持ち、その後 10時まで共に日曜の朝のお祈りの時間を持ち

たいと思います。これらの新たなプログラムの詳細は丸橋

リカ姉までお願いします。 

■障碍者擁護と支援のミニストリー 

障碍者への理解を深める聖日礼拝が 10月 8日に予定されて

います。教会を代表して米国改革派教会と合同メソジスト

教会の両教団の障害者ミニストりーのネットワークを活用

して働いてくださる橋本真奈姉を中心として準備を進めて

います。今回は特に障碍者の介護にあたる人々に焦点を当

てる予定です。関心のある方は橋本姉かジェリ吉田姉まで

お知らせください。 

■ユースフェローシップ ハイキング 

8月 19日土曜日にユースグループはベアマウンテンにハイ

キングに行きました。ディーン日下部兄とシーラ・ベネッ

ト姉の引率で６人のユースが頂上を目指しました。タイヘ

ン暑い日でしたが、途中休憩を挟みながら急斜面を登りき

り、用意して頂いたお弁当を頂き、日頃は電子機器と過ご

すことの多いティーンエージャーたちも「また来よう」と

いうほど、楽しい一日を過ごしました。先生方、お母さん

方の御奉仕に感謝します。教会の建物を飛び出し、いつも

とは違った場所に集う交わりの時をこれからも計画してゆ

きます。どうぞ皆さまの支援と協力をお願い致します。 

 

◇建物の管理と修繕◇ 

■8月 22日早朝、教会建物前の消火栓から路上に大量の放

水がありましたが、地下への出水はなく、先に新たに舗装

した歩道の修理が万全であったことが証明しました。ハレ

ルヤ！今月からは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。防水加工に使う材料

が乾きやすい温度を考慮して工事を延期していました。 

■1965年に現在のSeventh Avenueの建物を購入した後、設

計、建築、エンジニアリング、財務など様々な専門知識を

もった教会員が奉仕してくださり委員会を結成し、現在の

教会建物の開堂にこぎつけました。教会員の賜物を結集し

てこそ可能なことでした。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

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「建物」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。 

 

◇ディスカバリーキャンプからの報告と  SMJ 

キャンプ40周年記念会のご案内◇ 

Discovery Camp 2017は、7月23日から8月4日まで行わ

れ、キャンパー26名、カウンセラー7名の合計33名が参加

しました。今

年も神様のお

守りと祝福の

うちに無事2

週間を過ごす

ことができま

した。また、

2015年から3

年にわたって

行われた東日本大震災の被災地からの子供たちを招待する

プログラムへは、合計で23名が参加しました。また土曜日

にカレーライスの炊き出し奉仕に来てくださった方々、送

別会の準備や片付けをしてくださった方々を含め、皆様の

ご支援、ご協力に心から感謝します。1977年に始まったキ

ャンプは今年40周年を迎え、8月19日、20日にそれぞれ

東京の銀座教会、大阪の西宮で記念会が行われました。日

 



日米合同教会月報 138 巻 2017 年 9 月号 

 

米合同教会では、10月7日（土）4時から行います。皆様

お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。また来年のキャン

プに向けてのサポート献金は随時受け賜っています。チェ

ックはPayable to：Japanese American United Church,  

Memo: Camp。よろしくお願い致します。 

◇ 教会員・友人関連◇ 

†長年にわたり様々な奉仕をし

てくださった私たちの愛する斎藤

不二夫兄が、7 月 25 日にイザベ

ラホームから帰天されました。96

才でした。兄をお訪ねするたびに

「教会はどうしている？」とまず教

会の様子を、特にここ数ヶ月は教

会の子供たちのことを気にかけ

ていらっしゃいました。御遺族の御意向でイザベラホームでの告

別式は 8 月 1 日に行われ、同ホームのジョン・レディク牧師の御

厚意で高橋牧師も共同司式されました。日米合同教会における

メモリアルは 9 月 10 日日曜午後 2 時より教会礼拝堂にて行わ

れます。献花等の献金は ”Japanese American United Church”

とフルネームでお書き頂き（イニシャルの JAUC では銀行が受け

付けてくれませんのでご注意ください。）また、メモ欄に ”Fujio 

Saito Memorial” とお書きください。 

† 米国改革派教会を代表し

て日米合同教会年次総会に

出席してくださり開会祈祷を

してくださったトーマス・ダニ

ー牧師が 8 月 5 日に帰天さ

れました。63 才でした。8 月

13 日の午後にテリータウン

改革派教会でメモリアルが

行われ、高橋牧師夫妻が日

米合同教会を代表して出席

されました。”What is the 

news?” と年次総会でも言わ

れたダニー牧師の口癖を、

礼拝堂に入りきれないほどの参列者と共に偲びました。 

† 教会会友として長年にわたって教会活動を支援し、共に礼拝

を守ってくださったボルスターかつこさんが 8 月 8 日に御自宅で、

娘さんのスーザンさんに看取られ亡くなられました。どなたにも

親切に優しく接してくださったボルスターさんを偲ぶ時が 8 月 20

日の婦人会でもたれ、また 9 月 2 日に日系人会でも偲ぶ会が開

かれます。御家族の上に主の慰めと平安がありますようにお祈

り致します。 

†1960 年代に日米合同教会の牧師を務められ、帰国後東京駒

場エデン教会の牧師であられた笹森建美先生が 84 才で帰天さ

れました。Christian Today の追悼記事は

<http://www.christiantoday.co.jp/articles/24302/20170817/sas

amori-takemi.htm>で御覧頂けます。先生を失われた悲しみにあ

る御家族と駒場エデン教会の兄弟姉妹の皆さんの上に主の慰

めと癒しの御手が翳されますようお祈り致します。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 9月１8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。日本で活動

されるゴスペル歌手の片桐晴海さんをお迎えしてのコンサ

ートです。皆様お誘い合わせの上お越しください。 

■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◇ 

人種差別に終焉をもたらせ、神様の

子供たちの多様性を祝するために私

たちに神の英知と力を。 

洪水と土砂災害で被害を受けたシエ

ラレオネそしてインド、ネパール、バ

ングラデシュの人々、ハリケーン・ハ

ーヴィーの犠牲、被害に遭われた

方々に主の慰めと愛に満ちた救いの

御手を。異なった信仰の伝統をもつ

家族と自分のクリスチャン信仰の間

で苦悩する兄弟姉妹に聖霊の導きを。

障碍者に神の義を。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。日本語

姉妹教会に祝福を。教会建物の問

題のために。健康上の問題を抱える

兄弟姉妹のために：クラーク順子、デ

ニス・ガースキ、ゴーマン美智子、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、ヤン

グ・キム、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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