
 
November 2016 Message from the Pastor 

◇Pastor Takahashi’s Message◇     
“Pray, Pray, and Pray” (Luke 18:1 -8) “The Lord said, “Listen to what the unjust judge says.” 
Prior to the separation of power, judges made the decisions and executed them. In more 
contemporary terms, the judge then was more like a governor. The powerful judge had no fear 
of God and no respect for anyone. But because a widow kept asking, “Grant me justice against 
my opponent”, the judge would grant her justice, so that she might not wear him out by 
continually coming. This scripture implies the coming Judgment Day. So, that means God is 
the judge. In one hand, it does make sense that God gives us the law and delivers judgment, 
while we human should make no judgment. God is our Lord. Alternatively, one question comes 
to us: does God ever get tired? When our prayers don’t seem to be heard, we wonder if God is 
listening to us. Or is God too tired to hear out pleas? Does our almighty God get tired…? I 
don’t know about you, but it doesn’t seem to make much sense. God is God, unlike humans, is 
almighty and never gets tired. Some might think that God can get tired like human. Genesis 2:3 
says, “God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all the 
work of creation.” The concept of “rest” is simply to cease, stop the work, not taking a break 
from weariness of work. Genesis 2:3 does NOT say that God rested “because he was tired.” 
God rested because God completed the work. ◆Then, we can move onto the next question: 
Why God takes so long to answer our prayers, our wholehearted, steadfast prayers? We pray 
for important issues in our lives with all our strength, and steadfastly. We ask for God’s 
intervention to help us fix our broken relationships with someone personal or something like 
financial inequality, employment issues in our community, but sometimes nothing seems to be 
happening. Take peace in this world, economic justice, reconciliation between black 
communities and the police, and other similar issues for example. We pray about these issues 
week after week, day after day. But still tragedy and conflict continues to occur. Is God hearing 
our prayers? ◆In the September JAUC “Geppo” Newsletter, I wrote a message entitled “Why 
God Answers Our Prayers”. This time, I am talking about the other side of it: “Why God 
doesn’t answer our prayers.” ◆“Then Jesus told them a parable about their need to always pray 
and not to lose heart.” When we lose heart, we lose focus on life. Without focusing, our vision 
becomes blurred. The meaning of our lives becomes uncertain. Those who are in the survival 
mode cannot afford to spend time and energy to care about others. Those survivors are often 
totally preoccupied by their struggles to save themselves from drowning. NYC is a city of 
immigrants who are constantly challenged to survive in the harsh reality in this new world. 
Sometimes we feel like we cannot afford to spend our own resources such as time, energy, and 
money to help out others, unfortunately. When we are often in the survival mode, we are losing 
our hearts. When we lose our heart, we lose compassion for others. We tend to be more 
frustrated and resentful. ◆Sometimes, I recognize myself walking on Seventh Avenue like a 
mad man. I try to walk through among tourists and people on street. Someone asks, “Spare me 
change.” I shake my head and say “Sorry” and walked away. I wonder if I knew this person by 
name, would I respond as I did? In that moment, I could not tell why I was not happy for 
something I didn't know, but I knew I was not happy. Unhappy about something I did not know. 
I was losing heart. In that moment, God told me to stop and turn to face the light. In other 
words, God reminded me repentance, our daily commitment for our Christian faith. ◆Jesus 
asks us a couple of rhetorical questions.  “Will God not grant justice to his chosen ones who cry 



to him day and night? Will he delay long in helping them?” We know God is not the unjust 
judge, but the loving, caring, gracious judge. In fact, this scripture is not about who God is, but 
what and how we ought to pray. Widows and orphans have a special place in the heart of 
Christians as the scriptures such as 1Timothy 5:3, and James 1:27 say. Justice is the heart of 
Christian faith after all. We straighten up our lives according to the Christian principles, say 
“Do Good”, “Do No Harm”, and “Stay in Love with God” in order to help others. We love our 
Lord wholeheartedly, whole-mindedly, whole-spiritedly, with our whole strength, and offer our 
hands to those in need. Do not lose heart, as Jesus says. Some place justice at the opposite end 
of the Christian faith spectrum as if we have to make a choice; faith or justice. As if faith 
matters were spiritual, while justice matters were secular. The truth is justice is not an 
intellectual item in the secular world, but an essential part of Christian faith. We pray to God to 
fix and straighten up things in our lives. Let us think twice before we pray: why we want to 
pray those things. When we are so desperate because we have nothing, absolutely nothing but 
praying, prayer is the only rope that we can hold on in order to avoid drowning. It is almost like 
free fall. We are falling to seemingly the eternal darkness. We try to grab anything given to us. 
In that case, we pray like there is nothing else left we can do. ◆The Old Testament tells many 
stories of our human tendency. When we don’t see a crisis, we pay less attention to God’s 
presence. Then, when a crisis comes, we realize that we need God to save us. We pray to God 
for the crisis to be gone. And when God heard our prayer and did God’s work, we begin to 
underestimate our needs of the divine. Then another crisis comes. This cycle goes on and on. 
Sometimes we don’t see the solution we asked God to give. At first, I thought God did not 
answer my prayer, even though I had prayed so intensely and so steadfastly. Some might think 
my prayer was not good enough. I was discouraged. Then, something good, even better than I 
had hoped, something great happened. I realized what I prayed was not Thy Will, God’s Will, 
but my will, my hope, or simply my desire. God does provide us something greater than what 
we even imagined according to Thy Will. ◆ All we need is to pray, pray, and pray. Pray 
wholeheartedly, pray perseveringly, and pray with all your hope without giving it up. Just trust 
God, pray, pray, and pray. The greatest thing is yet to come. The kingdom of God is yet to 
come. 
 

◇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。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２１—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。 
 


