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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

"Fear or Faith”     Matthew 14:22-33 

Fear has been the strongest force to dominate human behavior in both historical and biblical senses. In 
fact, the most frequently told message in the bible is “Don’t be afraid.” God, Christ, and the angels told 
this to us over and over again. Peter, the upcoming new leader of Jesus’ disciples, immediately wanted 
to follow the Lord’s footsteps on the water by asking Jesus, “Command me to come to you on the 
water.” Jesus said, “Come.” So Peter got out of the boat, started walking on the water, and came toward 
Jesus. “But when he noticed the strong wind, he became frightened, and began to sink.” Peter saw fear 
instead of faith, and started to sink like a rock. As he cried out, “Lord, save me!”  Jesus immediately 
reached out for Peter’s hand and said to him, “You of little faith, why did you doubt?” When they got 
into the boat, the wind ceased. In the early 20th century, the Japanese political leadership was afraid that 
the nation might lose in the colonization competition with the western nations. To remedy this, Japan 
aggressively invaded their neighboring nations in the event that became known as WWII. In our time, as 
the US demography shifts, the majority is turning into a minority. Despite the diversity that makes this 
nation great, the demographic change stirs up the fear of losing one’s dominance. That fear then turns 
into the aggression that White supremacists demonstrated in Charlottesville, VA. In Cypress Hills 
Cemetery, the grave sites of Asian communities were vandalized, though the JAUC gravestone was 
untouched, thank to God’s protection. In NYC, the number of hate crimes continue to rise. God has 
created us uniquely, therefore everyone is naturally different from one another. Unfortunately, some 
cannot accept these differences because they misunderstand God’s love as a zero-sum economy: the sum 
of the gains is equal to the sum of the losses. However, divine love is unlimitedly abundant and available 
for all.  God’s love is the opposite of fear, and different from our mere preferences of likes or dislikes, 
adore or abhor. We can reflect fear by using a mirror image of love, which is defined in 1 Corinthians 
13.  “Love is patient; love is kind; love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist 
on its own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. 
It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.” When our human 
shortcomings such as pride, ego, and greed are threatened, fear kicks in while trying to maintain our 
comfort zones. We become inpatient, unkind, envious, boastful, arrogant, rude, or intolerant. When we 
are fearful, we stubbornly insist on our own way or the highway. If our way is not taken, we become 
irritated and resentful. When Peter saw fear instead of faith, he began to sink. Some give up to love 
because it is a monumental task. “Oh, no. Though I know God is Love, I’m not God. So, that kind of 
love belongs to God, not to me. I just ask God for mercy and forgiveness.” We must remember what the 
greatest commandments are, those which we received from Christ. Love the Lord, your God, with 
everything you have: all of your mind, heart, soul, and strength, as well as to love your neighbor as you 
do yourself. We must remember that we ought to share God’s love that we are given, even though noone 
deserves it. We must remember that it is why Jesus gave his life up for each one of us. Love is the cross 
that we must carry. “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their 
cross and follow me.” (Matthew 16:24) Our fear will be defeated by our faith through Jesus Christ. In 
Romans 10:11, the Apostle Paul quoted Isaiah, saying, “All who have faith in him won’t be put to 
shame.” Also, James 4:7-8 says, “Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will run away from 
you. Come near to God, and he will come near to you.” We must choose faith, not fear. When we hear 



the whisper of the devil, of fear, let us take courage to call out Jesus’ name, “Lord, save me!”  “All who 
call on the Lord’s name will be saved.” as Romans 10:13 promises. Jesus will give us his gracious hand 
to pull us out of the troubled water. The water and wind will be calmed. There will be peace in Christ. 

◇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。 

 


