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◇牧師からのメッセージ◇ 

このメッセージを書いている時に、何台もの救急車両が

教会前の７番街を疾走して行きました。マンハッタンの

トライベッカでレンタルのトラックが自転車道を暴走し

人々に突っ込み、８人の方が亡くなられ、12人の方々が

怪我をされたテロ事件。家族や友人を失われ悲しみにあ

る方々に主の慰めと平安がありますようにお祈りしてい

ます。先月のラスベガスでの銃撃、そして、中東やアフ

リカ、そしてヨーロッパでも。無差別に多くの人々の命

を奪おうとする卑劣なテロは、人が憎しみに囚われ、絶

望の中で他の命を奪い、暮らしを破壊することのみを欲

する邪悪の行為。今回の事件はインターネットを通して

流されるイスラムの過激派の扇動に乗っての犯罪だった

とニュースは報じています。テロリストというと、すぐ

回教徒のみを槍玉にあげやすいですが、ラスベガスの事

件も、また 1995年のオクラホマの連邦ビル爆破事件も、

宗教とは無縁の国産テロリストの犯罪でした。加害者の

囚われた憎しみの理由がどんなものであれ、他を害する

ことがあってはならないのはクリスチャンにとっても回

教徒にとっても真実です。「復讐するは我にあり」とい

う申命記の「我」は主であり私たちヒトではない。「神

を愛し、隣人を愛せ」という愛の戒めはキリストの弟子

たることの心。聖書をあまり読んだことのない方も含め、

誰にでも馴染みの深い戒めですが、こと実践となるとた

いへんな挑戦で、生涯をかけて日々登り続ける天にまで

続く高い山。ですが、このキリストの弟子の心ついての

教えに思いをよせ、その心に従ってどう毎日を送れば良

いかを考え奮闘努力する甲斐は大ありです。「これらの

二つのいましめに、律法全体と預言者とが、かかってい

る」（マタイ書 22:40）とあるように、この愛の戒めは

旧約聖書のいわゆるモーセ五書と預言者の書を束ねる教

えであり、キリストに従う私たちが日々問い続けるべき

二つの問い：すなわち（１）「神様はどんな方であられ

るか」そして（２）「誰が隣人であるか」に直接関わっ

ているからです。クリスチャン信仰の先人たちもそれぞ

れの生涯を費やし、この愛の戒めをどう実践し続ければ

良いかを悩み、神を敬い、崇め、賛美し、礼拝されたこ

とを思うと、私たちがこの愛の戒めと取っ組み合いをし

続けることこそが、キリストの弟子として最も重要な躾、

訓育であると言えます。というのも、「神を愛し、隣人

を愛せ」という戒めが、人間の人間たることとぶつかり、

不協和音を奏でるからに他なりません。愛の戒めは自分

を無きものにすることを求めるからです。 ♦ ニューヨ

ークのような大都会にあっては、「自分を無きものする

こと」は急流を遡るようなものです。なぜなら自信をも

って己の力を頼りにするという「タフな」生き方がニュ

ーヨーカーの典型的な生き方とされ、ここで生き延びる

には、自分というものをしっかりと持つというのが必要

不可欠というのが主流だからです。この世界は私たちに

「確実さ」という鎧を着けよと迫ってきます。それに加

えて、本質的に人間は自己中心的に陥りやすいものです。

赤ん坊を例にとればそれは歴然としています。社会に適

応し、他の人々とうまく共存するための訓練を経ていな

い、いわば自然に近いヒトの本質は、自己中心的なもの

です。その場合、私たちの究極的な関心事は私たち自身

の生き残り、生存そのものです。赤ん坊ではなくとも大

人であっても同じことはおきます。ことに私たちの生存

が危機に瀕し脅かされる時、私たちは自己中心的になり

やすい。移民の多いこの都市で、生き残りをかけた人々

が、自分の生存を確保することで精一杯になり、他者の

ことを気にかけず、あるいは見て見ぬ振りをするという

現実を私たちはしばしば目撃します。７号線の通勤電車

で、目の前にお年寄りや妊婦、障碍を持った方が立って

いても、見て見ぬ振りをする方々あります。なかには疲

れ果てて、座るやいなや眠ってしまう方もあり、一概に

批判することもできません。移民でなくとも生き残りの

たいへんさは同じこと。移民の側からみるとアメリカで

生まれ、市民権を持ち、アメリカで教育を受け、ビザや

労働許可証の心配なく就職できる方々は、移民が求めて

もなかなか手に入れることのできない特権を持っている

とも見られがちです。ですが、生活は誰にとっても生活。

それぞれの苦労があり、生き残りの苦労にそれぞれにた

いへんなもの。自分を守ろう、自分の生存を確保しよう

と必死になる。「愛の戒め」はそれに対して自分を無き

ものにすることを求めます。自分のことはさておき、神

様を愛し、隣人を愛する。人間の本性に違うことを求め

られる。しかしここで「良き知らせ」があります。神様

は私たち一人一人に間違いなくその愛の種を植えてくだ

さっている。尽きない慈しみを与えてくださっていると

いうことです。大きな災害や悲劇的な事故の真只中、私

たちヒトは苦しむ他者に手を差し出さずにはいられない。

9/11、ラスベガスの銃撃。多くのヒーローやヒロインが、

自分を無きものにして、自分の危険を顧みず、他者の救

助のために命さえも犠牲にしました。それは神様が私た

ちヒトにもれなくくださっている愛、慈しみの証拠です。

♦ それではどうすれば自分のことは脇において、「自分

が、自分が」ではなく、自分を無きものにし、神を、主

 『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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を、隣人を愛することができるのでしょう。旧約聖書の

英雄モーセは１２０歳で亡くなった、と申命記第３４章

は伝えます。主は彼に言われた、「わたしがアブラハム、

イサク、ヤコブに、これをあなたの子孫に与えると言っ

て誓った地はこれである。わたしはこれをあなたの目に

見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはできない」。 

様々な艱難を経て、イスラエルの民から様々な不平不満

を言われながらもその民を「約束の地」に向かって率い

たモーセに、主はヨルダン川の対岸から「約束の地を見

せるが川を渡ってゆくことはできない」と告げました。

モーセは「どうしてですか？ここまで苦労してあなたの

民を率いて来たのに。」と主に伺うこともせず、 「こ

うして主のしもべモーセは主の言葉のとおりにモアブの

地で死んだ。」と申命記は伝えます。♦ 宗教改革 500周

年の記念日。当時のローマ・カトリックのキリスト教信

仰の有り様に反対して、ルターをはじめとして、そのあ

とに続いたカルヴァンやツヴィングリらによって進めら

れた宗教改革。贖宥状など当時問題の多かった宗教体制

を改革しようと、聖書の御言葉のみ、信仰のみ、主の慈

しみのみをクリスチャン信仰の柱としました。それから

500年、主イエスの十字架での死そして復活から約 2000

年。キリスト教信仰の歴史は、旧約聖書の時代、モーセ

やアロンの時代から、異論と反対、そして対立、葛藤の

歴史だったことが聖書からも、神学の歴史を読んででも

明らかです。信仰を巡る意見の対立、葛藤の末、多くの

兄弟姉妹が戦いや糾弾の結果、命を落としました。現代

においても信仰の名のもとに、他を愛するのではなく、

他を害する動きが世界のいたるところに見られます。自

分を無きものにするということは、自分の信ずるところ

を押し通し、自分の命を顧みず、他を無きものにしよう

とすることではありません。自分を無きものにするとは、

神を愛し、隣人を愛すること。♦ コリントびとへの手紙

第一の第１３章で与えらた「愛の定義」の定義のひとつ

に、祢 t does not insist on its own way.・ という定

義があります。「愛は自分のやりかたを押し付けな

い。」とでも訳せるでしょうか。愛は寛容です。意見が

異なる度に、苛立ち、恨みがましい、ねたましい気持ち

になる、そして無作法を、無礼をはたらくことは、主の

教えに反する。信仰の名のもとに戦うこと、他を無きも

のにすることは、クリスチャン信仰の心に反します。信

仰に文字通り命をかけた先人たちの信仰へのコミットメ

ント、献身、犠牲を覚えると共に、これからの 500年、

次なる 2000年は、ひたすらキリストを中心に頂き、自

分を無きものにし、意見の違いや対立を乗り越えて、愛

の戒めを大切に、主と共に慎み深く歩んで行けるよう皆

さんと共にお祈りしたいと思います。 

 

 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所  

11月の日曜礼拝における聖書拝読の箇所は以下の通りで

す。11月 5日：ヨハネの手紙第一第３章 1-３節、同 12

日：テサロニケ人への手紙第一第４章 13-18節、同 19

日：テサロニケ人への手紙第一第５章 1-11節、同 26

日：マタイによる福音書 25章第 31-46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。 

 

 

■感謝祭のお祝い 

今年も 11月 19日日曜は、感謝の聖日礼拝及び新たに教

会籍を取得される方々をお迎えする転入会式のあと、社

交室にて感謝祭のお祝いがもたれます。お友達、同僚、

あるいはご近所の方々で、日米合同教会のコミュニティ

の活動に喜びと感謝をもって参加してくださりそうな方

をぜひお招きして頂きたいと思います。 

 

■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  

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月間の一環として 10月 8日の

聖日礼拝のあと「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行われました。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のワークショップで恵ま

れました。 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。 

 

■ 大いなる方に感謝して：プレイズ・タイム 

10月の第５日曜 29日の午後に行われたプレイズ・タイ

ムでは、フレッド蔦川兄が９月にしてくださった証「ま

だ救われていない家族や友人たちへの証」の第二編とし

て、律法とイエスキリストの御業における「汚れたもの

と清められたもの」のお話をしてくださいました。フレ
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ッド兄のギターとズーラ音楽主事のピアノそして高橋牧

師のサックスと共に参加者で主に賛美を捧げ、大いに祝

福されました。 

 

 

◇建物の修繕◇ 

■屋根の新たな塗装補修工事が始まりました。工事に最

も適した気温を待っての工事開始となりました。 

■地下にあるメインの冷暖房装置の送風モーターが壊れ、

時々妙な雑音を発しましたが、＄1500で新しいモーター

と交換しました。 

■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。チェックは寧 apanese American United Church

とフルネームで（イニシャルの「寧 AUC」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

欄に韮 uilding 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◇ 

1977年に始まったキャンプは今年40周年を迎え、来年

からは新たな時代の幕開けです。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◇ 

■長年日曜学校で先生を務めてくださり、また理事の奉仕も

してくださった栗原紀子姉が、 10 月中旬に伴侶である健兄

の仕事先である宮城県仙台市に引っ越されました。ニューヨ

ークを離れられる前日の日曜日に教会で、主に感謝を捧げ、

ご夫妻のこれからの新たな暮らしへの守りと導きをお願いす

るお祈りを皆で捧げることができました。また来年２月くらいに

ニューヨークを訪ねてくださることを楽しみに待ちたいと思い

ます。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP集会  

11月13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。NJマーモラのトリニティ

合同メソジスト教会の吉松純牧師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、地震、洪水、

山火事といった自然災害の被害を受けた人々に主の慰めと

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；障害者に神の慈しみと義を：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：教会建

物の問題のために救いの御手を：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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