
日米合同教会月報 139巻 2017年 10月号 	  

 

 

 

 

 

＊	 

◇証◇ 

二か月ほど前の日曜礼拝でのコミュニティの祈りの中で、

フレッド蔦川兄が主キリスト以外への信仰の伝統をもつ家

族のための祈りを捧げてくださった時、多くの日本人クリ

スチャンに共通したこの問題について話し合う機会を主が

与えてくださったと感じました。教会員の間でも、ご家族

との信仰の違いについて悩み、苦労されてい方々がいらっ

しゃいます。ちょうど同じころ長年会友として礼拝に参列

し、教会活動を様々な形で支援してくださってきた方が亡

くなられました。生前違った時期に二度ほど受洗されるこ

とをお勧めしたのですが、御両親が眠られる千葉にあるお

墓を守る義務があるので、受洗することはできないと固辞

され、受洗されないままこの世を去られました。これを機

にフレッドに証をしてはくれないかと頼んだところ、快く

引き受けてくださり、先月の礼拝で会衆と分かち合ってく

ださいました。以下はその再録です。(高橋記)	 

フレッド蔦川兄の証	 

先月、私たちの愛する姉妹が亡くなってから、どうやって

私たちがまだ救われてない家族にとっての良いクリスチャ

ンの証人になれるかを考えるようになりました。今日、私

は、皆さんがまだ救われてない家族や友達に証しするため

に私が従う主な御言葉をお話したいと思います。私はまだ

私の家族と私の信仰を共有するに至っているわけではあり

ません。けれど私はこのことを今勉強中ですが、間違いな

く進歩の途中にあると信じています！	 

第一。言葉ではなく、私たちの行動が示すことが最も

重要だと思います。	 

ヤコブの手紙１：２２‐２５―また、みことばを実行する

人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者であっ

てはいけません。みことばを聞いても行なわない人がいる

なら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のよう

です。自分をながめてから立ち去ると、すぐにそれがどの

ようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な律

法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、

すぐに忘れる聞き手にはならないで、事を実行する人にな

ります。こういう人は、その行ないによって祝福されます。	 

ヤコブの手紙２：２６―たましいを離れたからだが、死ん

だものであるのと同様に、行ないのない信仰は、死んでい

るのです。	 

最も重要なことは、私たちの行動はガラテヤ人への手紙第 5

章に書かれているようでありたいということです。ガラテ

ヤ人への手紙５：２２‐２３―しかし、御霊の実は、愛、

喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。

このようなものを禁ずる律法はありません。	 

もし私たちの行動がまったくこのように見えないならば、

私たちは偽善者であり、キリストについて誰とも話すべき

ではないと思います！もしそうならば、悲しいことですが、

私たちは善よりも害を及ぼすことになってしまいます。そ

して、これは実際に頻繁に起きていることではないでしょ

うか。	 

第二。私たちの信仰についての言葉は時には善よりも

害を及ぼすことがあるので、言いたいことを吟味し、

議論にならないように気を付けましょう。	 

ヤコブの手紙３：５‐１０―同様に、舌も小さな器官です

が、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのよ

うに小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火

であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、

からだ全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火

によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、はうも

のも海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制

せられています。しかし、舌を制御することは、だれにも

できません。それは少しもじっとしていない悪であり、死

の毒に満ちています。私たちは、舌をもって、主であり父

である方をほめたたえ、同じ舌をもって、神にかたどって

造られた人をのろいます。賛美とのろいが同じ口から出て

来るのです。私の兄弟たち。このようなことは、あっては

なりません。	 

第三。しかし、私たちが福音を分かち合う機会がある

時、充分に謙虚さと知恵をもって行いましょう。	 

ヤコブの手紙３：１３‐１４―あなたがたのうちで、知恵

のある、賢い人はだれでしょうか。その人は、その知恵に

ふさわしい柔和な行ないを、良い生き方によって示しなさ

い。しかし、もしあなたがたの心の中に、苦いねたみと敵

対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって

偽ることになります。	 

第四。しかし、最も重要なことは、彼らのために祈り

続けることです。	 

ヤコブの手紙５：１６―ですから、あなたがたは、互いに

罪を言い表わし、互いのために祈りなさい。いやされるた

めです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。	 

最後のまとめですが、私たちクリスチャンは愛、忍耐、優

しさ、喜びと善良の行動で宣べ伝えをしたいと思いますね。

友人や家族とこのような慈しみの行いをたくさん保ったら、

私たちはイエス・キリストの福音を分かりやすく伝えるこ

とができると思います。今、私は自分の家族と親密な関係

を感謝しながら保ってると思いますが、おそらくイエス様

のことを十分に話してないのかも知れません。私の次のス

テップは、私の両親と福音を分かち合う機会をもっと積極

的に探すことです。この話しがお役に立てば幸いです。	 

 『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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（フレッド蔦川兄は 10 月 29 日の午後のプレイズ・タイム

でも、この証と関連した証をしてくださる予定です。）	 

	 

◇教会活動の報告◇	 

■聖書箇所	 10 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。10 月 1 日出エジプト記第 17 章 1-7 節、同

8 日：マタイによる福音書第 9 章 9-13 節、同 15 日：ピリピ

人への手紙第 4 章 1-9 節、同 22 日：出エジプト記第 33 章

12-23 節。同 29 日：テサロニケ人への手紙第一第 2 章 1-8

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。	 

■アルファ	 キリスト教基礎講座	 

毎月第 1 及び第 3 日曜の午後に、2 階メザニンで基礎講座ビ

デオを観て話し合いをし、学びの時をもっています。質問

等のある方は丸橋リカ姉までお願い致します。	 

■ベーグル・フェローシップ	 は毎月第２及び第４日

曜の朝 9 時から 9 時半に地下社交室で集まっています。そ

の後、朝の祈りの会をもっています。お気軽にご参加くだ

さい。	 

■障碍者ミニストリー	 

障碍者への理解を深める聖日礼拝が 10 月 8 日に行われます。

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、教会でヘルスセミナ

ーを率いてくださっている金原聡子医師と、イザベラ・ホ

ームなどで日本語を母国語とするする方々の介護に務めら

れる相葉育子さんをお迎えして「ケアをする方のケア：行

いに現れる主の愛」と題したプログラムが午後に行われま

す。このミニストリーに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。	 

◇建物の修繕◇  

■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”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◇	 

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。日米合同教会では、10 月 7 日

（土）4 時から。その模様は来月号でご報告します。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	 

■本屋敷先生御夫妻に双子の女児誕生 10 月 5 日に和彦

先生、美紀夫人にふたつの新しい命が授けれました。難産でし

たが、母子ともに守られ健康におすごしのことです。おめでとうご

ざいます。	 

◇地域教会ネットワーク◇ 	  

■JCFN/VIP 集会 10 月 9 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。三浦

綾子読書会の顧問の働きをしていらっしゃる東京 JCF の

長谷川与志充先生をお迎えしてお話して頂きます。 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◇	 

銃による暴力に終わりを；神様の子供たちの多様性を祝するた

めにわたしたちに神の英知と力を；ハリケーンの被害を受けたの

人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：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、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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