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◇Message from Pastor◇     
While writing this article, I heard many emergency vehicles rushing down Seventh Avenue. A rental 
truck driven by an Islamic extremist, who was allegedly radicalized by ISIS Internet propaganda, ran 
over several bicyclists on the Tribeca bike lane, killing 8 and injuring a dozen more according to the 
newspaper. Our hearts and prayers go out for those who lost their loved ones, as well as those who 
were injured in this incident. It has only been a month since the Las Vegas massacre, and that 
shooter’s motive is still unknown. Both religious and nonreligious extremists have committed 
senseless and seemingly random acts of violence against innocent civilians. Those who are held 
captive by hatred continue to demonstrate the maximum human capacity to do evil. However, living in 
Christian faith does not render us immune to the darkness.  

“Love God, love neighbors” is the motto for Christian life. This commandment of love that Jesus our 
Lord gave us is easy to memorize, but hard to practice in our daily lives. The Christian faith can be 
summarized with this simple saying, but it will take the entirety of our lives to learn the meaning and 
maintain our daily practice of these greatest commandments. In other words, wrestling with those 
commandments is the heart of Christian discipleship. Despite this hardship, it is well worth the 
struggle to figure out how we can live up to those commandments. This is because “On these two 
commandments hang all the law and the prophets.” These are the key to sum up all of the 
commandments in the law and the prophets, and directly relate to two crucial questions for Christians: 
“Who is God?” and “Who is our neighbor?” People before us have spent their whole lives figuring out 
how to live accordingly to these commandments: honoring God, praising God, worshipping God… 
Everyone struggles to execute one or both of these commandments. It is hard to practice both “Love 
God, love neighbors” because both require “selflessness”.  The Big Apple may be the most difficult, a 
near impossible place for us to be “selfless”. Self-assurance, confidence, self-reliance, and toughness 
are often the essential characteristics for a New Yorker in order to survive in this competitive world. 
This world pressures us to be certain about ourselves. In addition to the cultural environment, we tend 
to put ourselves first by nature. Take babies for example. Untamed, untrained, or under-disciplined 
human nature is self-centered.  In that case, our own ultimate concern is our own survival. Therefore, 
babies ask for this and that without considering anything else. This is not restricted to babies, as adults 
sometimes do the same. This is especially true when our survival is jeopardized. I often face the 
reality of immigrant lives on the 7 train. Many prioritize their own survival over the care for others. 
My fellow passengers chose not to give up their seats for those who need them, such as pregnant 
moms, the elderly, or people with disabilities. I am often saddened but refuse to judge their choices, 
because they might be too exhausted to stand. And yet it is not only immigrants who live in survival 
mode. Those who were born, grew up, educated, and employed here may seem to have everything that 
immigrants only dream, desire, and seek, but they are not without struggle. Life is filled with hardship, 
challenge, and tribulation. No one is an exception: everyone has his or her own struggle. When 
struggles, challenges, and hardships begin to overwhelm us, we all turn to survival mode, trying to 
make ends meet, trying to not drown, stay afloat, and find dry land. At times like these, we feel as if 
we cannot afford to care for others. However, these commandments, the Commandment of Love tells 
us to set ourselves aside and put others first. Christ’s love requires selflessness. We cannot take these 
greatest commandments lightly because these commandments challenge us to live against our very 
nature as human.  
In a sense, the history of Judeo-Christian faith has been a history of disagreement, conflict, and 
confrontation since the time of Moses.  For the last (almost) 2000 years since Jesus’ crucifixion and 



resurrection, many brothers and sisters have died or were executed because of the conflicts over the 
different understandings of faith. Even though our true God is the one and only, there have been 
numerous different perceptions, interpretations, and understandings of God, his only son Jesus Christ, 
and the Holy Spirit among humans. The more we believe, the more dedicated believers we become. 
And yet if we are narrow-minded in our belief, and believe that the way we see our God is the only 
and right way to see God, we are merely repeating Christianity’s bloody history over again. Christians 
have been fighting, arguing, and harming others in the name of God, whether one believes or not.  
Jesus our Lord is gracious, and the kindest human who has ever walked the earth. He was sent by God 
the father to give himself up for us, so that the world may be saved. He was the ultimate selfless 
person. He harmed no one. He let even the demon follow him by saying “Get behind” instead of “get 
lost” or “go away.”  In this 500th anniversary of the Protestant Reformation, we remember the brothers 
and sisters before us, and honor their commitment, contributions, and sacrifices. As we are 
remembering those, we also hope that we all live a Christ-centered life in Peace in the next 500 years, 
and the next 2000 years beyond that. Once we give up our “self-ness”, we will be able to love one 
another more freely than ever. We can love one another beyond the differences in opinions and 
thoughts because we all believe in Christ and place Jesus in the center among us, within us. There will 
be differences in opinions and thoughts, but the disagreement, argument, and even conflicts will not 
divide us. The differences will remain a part of who we are, but there will be no confrontation, 
altercation, or war. Those differences can coexist. No one has to get mad because we look different 
from one another. We can coexist despite all of our differences, but only if we learn how to love God 
selflessly, and learn how to love our neighbors selflessly. There will be only one unity among us, 
which is Jesus our Lord, our Savior. We don’t have to get the Promised Land all at once. We just need 
to take a moment to think about “selflessness” especially when the negative feelings kick in and we 
feel like we want to act upon emotions such as envy, jealousy, impatience, arrogance, irritation, or 
resentment. The Christian definition of love given by 1 Corinthians 13:4-5 tells us, “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”. Every time we successfully take a moment to think about selflessness, we 
make a small step toward Christ’s love. We have just made a small step already at this moment, in this 
place, and God’s smiling is upon us.  
 

◇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、”It	 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。	 

 
	  


