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◇高橋先生のメッセージ◇ 

「祈って、祈って、祈りぬきなさい」（ルカ書１８章１−８節） 

「主は言われた、『この不義な裁判官の言っていることを聞

いたか。』」 ここでは「最後の審判」を考え合わせて審判を

下す「裁判官」が出てきますが、当時は三権分立といった

こと確立されておらず、まだ独裁君主政治、貴族政治、民

主政治が混然一体となった時代。裁判官というより知事と

いった訳語が当時の現実に近いとも考えらえています。神

様が律法を民に与えてくださり、それを戒めとして信仰生

活を守ることを求め、さらに最後の審判を下す方であるこ

とを考えると、すべての権限を掌握する方にやもめがたび

たび来て、「どうぞ、わたしの敵をさばいて私を守ってくださ

い」と願い続けることの意味合いの重さが分かります。しか

しながらこの裁判官はしばらくやもめの訴えを取り上げよう

とはせず、そののち、 「わたしは神をも恐れず、人を人とも

思わないが、このやもめがわたしに煩わせ面倒をかける

から、彼女のためになる裁判をしてやろう。そうしたら、絶

えずやってきてわたしを悩ますことがなくなるだろう」と心の

うちで考えた、とこの聖書箇所は言っています。全知全能

である神様が、私たちの願いを「厄介だ、面倒だ」と思われ

るはずがない。日夜叫び求める選ばれた民の願いをほっ

て置くはずがない。と主イエスは言われます。それなのに、

どうして私たちが祈っても祈っても、なかなか事態が好転

せず、主がなかなか応えてくださらないように思えることが

あるのでしょう。世界、ことに中東やアフリカにおける平和。

朝鮮半島での対立。この国における人種をめぐる暴力。不

条理な経済的な格差。そういった社会的な問題に限らず、

私たちが就職難や財政的な艱難、個人的な人間関係の問

題で悩み、苦しみ、主にすがって助け求めるとき、時として

主は沈黙しているかの如く、事態がなかなか好転しないこ

とがあります。なかには、「イヤー私たちの祈り方が悪

い。」「気合いが入っていないのだ。」とか「祈っている内容

が神の御旨に適っていない。」と考える方もいらっしゃいま

す。ですが、この世の平和、憎しみではなく愛を、ひとりひ

とりがキリストの豊かな慈しみの中に生きる暮らし、これら

が神の御旨に適っていないことがあるでしょうか。９月の月

報に「聞き入れられる祈り」と題したメッセージを載せました

が、このお話はその裏側で、「なぜ神様は時に私たちの祈

りに応えてくださらないのか？」ということについてです。◆ 

この箇所の冒頭で、「イエスは、気を落とさずに絶えず祈ら

なければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを

話された 。」とあります。事態が好転しない時、それを心か

ら望む私たちはガッカリします。意気消沈します。そして失

望する、希望を失うことさえ起こり得ます。希望を失うまで

にはいかずとも、気を落とす、ガッカリする時、私たちは集

中力を失います。「気合いが入っていない」とよく言ったも

ので、気を落としては気の入りようもありません。NY という

移民が多く集まる都市での途轍もなく忙しない暮らし。気を

落としそうなことも多々有ります。お金にものを言わせる人

の傲慢の前に、自分にはそんなお金がないからと、気を落

とす人。都市のスピードに乗り遅れまいと躍起になっては

みたものの、疲れて元気を失くしてしまう人。他人のことを

気にかける余裕もなく、自分が生き残ることに精一杯な人。

気を落とし、元気なく生きるものに、他のものに気を配る余

裕はありません。せっかく神様が私たちひとりひとりに植え

てくださった義なるタネも、気がなければ育ちようもないの

です。７番街を急ぎ足で歩く自分が、なぜかわからないが

「喜び」に満たされていないと感じる時、自分が「気を落とし

ている」ことに気付かされます。主はそんな自分に悔い改

めて、主の方を光に向かって顔を上げるよう諭してください

ます。「神は、日夜叫び求める選民のために、正しいさばき

をしてくださらずに長い間そのままにしておかれることがあ

ろうか」？そう主は気を落としそうな私たちを力づけてくださ

います。◆主が「不義なる裁判官」のような方ではないこと

を私たちは知っています。申命記３２章４節にもあるように、

「主は岩であって、その御業は全く、その道はみな正しい。

主は真実なる神であって、偽りなく、義であって、正であ

る。」主の義はクリスチャンの心。私たちはキリストの義を

貫き日々の生活をまっすぐにする。善きことをなし、他を害

することなく、神を愛する。心から、精神から、魂から、全身

全霊をこめて主を愛する。義、正義がなにか世俗の政治

的な運動のレッテルのように思ってらっしゃる方がいます。

 『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。 

  

 



日日米米合合同同教教会会月月報報 113300 巻巻 22001166 年年 1111 月月号号  

それは間違いです。キリスト教信仰における正義は、社会

正義の反対に位置するものではなく、それをも超えた崇高

な目的です。だからこそ MLKJr.のような牧師が命をかけて、

主の義をもって人種差別という悪にたち向かった歴史があ

る。 日本のキリスト教禁教時代、命をかけて信仰を貫き通

した先人のキリシタンたちのことも覚えておかなければな

らない大切な私たちの歴史です。◆『出エジプト記』２２章２

１—２３節にはこうあります。「あなたは寄留の他国人を苦し

めてはならない。また、これをしえたげてはならない。あな

たがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であった

からである。あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ま

してはならない。もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわた

しにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くで

あろう。」私たちの多くは言わば「NY に寄留する他国人」。

その私たちが隅に追い込まれ他に何もすがるものがない

時、神に主に必死に助けを求めます。ただ一心に恥も外

聞もなく主に「助けてください」と祈ります。旧約聖書にはそ

れが繰り返し出てきます。危機に落ちるたび私たちヒトは

主に助けを請い求め、危機が去ると忘れてしまう。そして

また危機が到来し主にまた助けを求める。それがひとつサ

イクルとして描かれていることに気がつきます。◆時として

主が私たちの期待するような応えを与えてくださらなかっ

たと思えることがあります。そんな時、主が私たちの祈りに

何らかの理由で応えてくださらなかったと考えがちです。し

かし実は、主は私たちが祈り願った以上に、偉大な御計画

を用意してくださっているからに他なりません。私たちが人

として請い願ったことは、時に人の思い。主の御旨、偉大

な御計画とは違っていることに私たちは気がつかないこと

があります。主は私たちが想像する以上に偉大な御計画

を一人一人に用意されているのです。主は自らの独り子

の命を私たちのために、私たちの罪の赦しのために差し出

してくださった、私たちの想像をはるかに超えて慈しみ深い

方。その主の愛を信頼しようではありませんか。私たちが

なすべきことは、祈って、祈って、祈りぬくこと。心をこめて、

精神をこめて、魂をこめて、全力で主に義なることを、正し

い裁きをお願いすることです。すぐに期待していたことが起

こらなくとも、気を落とさず、元気を出して、祈って、祈って、

祈り抜く。もっと素晴らしいことはこれから起こるのです。神

の御国はこれからやってくるのです。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 11 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所

は以下の通り。11 月 6 日 : ルカ福音書 20 章 27－38 節、

同 13 日 : ルカ 21 章 5－19 節、同 20 日 ： ルカ 23 章 33

－43 節、同 27 日 ： マタイ 24 章 36－44 節、12 月 4 日 ： 

マタイ 3 章 1－12 節。詳細は lectionarypage.net を参照。 

■スチュワードシップマンス JAUC では毎年 11 月を「ス

チュワードシップ月間」とし、神様から頂いた恵みや賜物を

どのようにして生かして行くべきかを考える時を持っていま

す。今年は、テサロニケ人への第 2 の手紙 2 章 13 節の

言葉をテーマとして、11 月 20 日（日）の感謝祭ディナーに

向かって神様の愛と恵みに対する感謝を深め、私たちの

心を整えて行くつもりです。この期間中、礼拝の間に教会

員の方が証しをして下さる予定です（6 日：丸橋ダウンズ理

加姉、13 日：未定、20 日：福永拓実兄、27 日：未定）。なお、

27 日の礼拝ではプレッジカードを配布しますので、来年度

に神様のために自分が出来ることを考えてご記入下さい。

◆感謝祭ディナー 恒例の感謝祭ディナーが今年も感

謝祭サンデー（11 月 20 日）に開催されます。調理、配膳、

掃除などヘルパーを募集中です。ご協力お願いします。 

■映画上映会 11 月 5 日（土）午後 1 時半より JAUC で

映画の上映会があります。ジョン・ユンカーマン監督による

「沖縄：うりずんの雨 (The After burn) 」、沖縄の戦後史に

ついてのドキュメンタリーです。ユンカーマン氏ご自身が上

映会に出席される予定です。ぜひいらして下さい。 

■Disability Awareness Sunday （吉田ジェリ姉記） 10 月

9 日は、JAUC の「Disability Awareness Sunday」でした。こ

の日の礼拝においては、障害のことをコミュニティの祈りで

お祈りしました。午後のプログラムでは、3 名のスピーカー

の方からお話を伺いました。に強さと社会貢献を祝する礼

拝としたいと思います。午後 1 時半からのプログラムでは、

脳性小児麻痺を持つシャン・ホンさんは、神様の愛がどの

ように彼女の人生を変え、出会う人々のために共に祈るよ

うに導いてくれたことを生き生きと語って下さいました。心

理的問題を抱える大人・子供のためにブルックリンのコミュ

ニティ健康センターで働かれているサイコセラピストの竹澤

万結さんは、心の病気が個人・家族に与える影響につい

て説明して下さいました。彼らの話を聞き、友人となること

によって、私たちも彼らを支えることが出来ると竹澤さんは

話されます。視覚障害があるコレオグラファー・舞踏家の

橋本まな姉は、成年後に視覚を失ったこと、そのために現

在直面しているさまざまなチャレンジについて語って下さい
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ました。身体的・精神的な種々の障害について概観を説明

して下さったスピーカーの方々に感謝いたします。 

■賛美のワークショップ ニューマン大学の教員で同大学

合唱団のディレクターである石田雪子さんが 10 月 23 日

午後、JAUC で賛美のワークショップを開催して下さいまし

た。合唱団のメンバーが 13 名、JAUC メンバーや関係者

など 19 名が参加し、「新しい掟」などの歌を練習しました。 

■聖書を読む集い 榎本空兄が 9 月から、「識別のミニス

トリー」として新しいスモールグループを始められました。

「主の静かにささやく声」（列王記上 19 章 12 節）に耳をす

ますために、教会に集まり、聖書箇所を 1 章輪読し、30 分

黙想の時を持ち、その後に分かち合うをしています。毎週

水曜（聖書箇所：マタイ福音書）、木曜（創世記）の午後 7

時に教会 3 階に集っています。どなたでも歓迎です。 

■P-Forum P-Forum は子育てサポートグループで、毎月

第三日曜日の午後に集まっています。神様から「託され

た」大事な子供たちを、JAUC という「村ぐるみ」で育てるた

めの一助になるよう、聖書から子育ての知恵を学び、先輩

たちの苦労話に耳を傾け、心配や喜びを分かち合い、共

に支え合うことを目指しています。10 月には 16 日のラン

チタイムに集いの時間を持ちました。 

■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。 

■婦人会 10 月 16 日の婦人会では、吉田小夜子姉が婦

人会の思い出話を語って下さいました。吉田姉のお話：

「私たちの大先輩であられた大谷勲子姉が召されたのは１

２年前、御年９８歳でした。婦人会の皆様の中で召された

方々で忘れがたい方々が多くおられました。大谷勲子姉を

はじめ小泉みつえ姉、牧田たまの姉、此川アサｴ姉らは日

曜礼拝出席だけではなく、週日にも月報発行のお手伝い

にこられていました。その頃は月報は月２回発送していま

した。月報発送には人手が必要で印刷されたものを手で

折り、切手とアドレス（宛名）はり、あて先を区分けするなど

手間のかかるお仕事でした。大谷さんらは月報発送日に

は２、３人でお手伝いに来てくださり仕事を楽しくされてい

るようでした。１０時過ぎに始めて一段落するのがお昼頃

になりました。大谷さんはそっと地下の台所に下りて行か

れ、美味しいお味噌汁とご飯を用意してくださり、私たちを

喜ばせてくださいました。大谷さんを思う時、さすが明治の

女性は、自分に厳しく、人を思いやる心あり、礼儀正しく言

葉づかいも語尾まではっきりとお話しされました。７３年間

も JAUC におられ多くの方々によい影響を与え、天に帰ら

れるまで私たちの鑑としておられたことを嬉しく思います。」 

◇教会員・友人関連◇ 

■結婚 中原信之兄は昨 9 月、横浜市にお住まいの小島

（おじま）恵理子姉と入籍されました。おめでとうございます。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■コンサート 11 月 5 日（土）午後 7 時よりに、JAUC でピア

ニストのリンダ鈴木いこ姉と画家の藤木イサク兄によるライブ

ペインティングコンサート「ピアノの色が音になる」が行われま

す。鈴木姉の演奏に合わせて藤木兄が絵を描きます。ゲスト

奏者として小島彩香さん（フルート）も参加の予定。 

■JCFN/VIP 集会 11 月 14 日（月）の月例集会では、ヤクザ

から一転牧師になられた井上薫先生による伝道集会が予定

されています。午後 7 時 15 分から JAUC で開催。 

■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。ハリケーン・マシュー、熊

本・イタリア・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、カーン鈴子、神崎ヨネ、ヨン・キ

ム、ゴーマン美智子、斉藤不二夫、ジューン・ゴールドバーグ、

杉本マデリン、竹重梅子姉のお母様、冨田百合子、内藤雅有

（タカホー教会）、向井ジョージ、山崎あきら（故堀内姉お兄

様）、吉田ケンタロウ、吉永ジョン諸兄姉。 

 

ニュースレターチーム：栗原健・紀子、野口順子、榎本百々子 


