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◇高橋先生のメッセージ◇ 

アドベントのメッセージ 待降節は「始め」の季節であり、ま

た同時に「終わり」を予感させるもの。キリストの御降誕を

待ちわびる待降節がキリスト教暦、教会のカレンダーの新

たな一年の始まりであると同時に、信者にとっては、キリス

トの再臨を待ち望み、闇の支配する時代の終末を意識す

る季節でもあります。待降節に続く公現節(Epiphany)、四旬

節(Lent)、復活祭(Easter)、聖霊降臨祭(Pentecost)、年間

主日(Ordinary Time) といったキリスト教の暦における季節

があり、その教会暦に従って一年を過ごすことには大きな

意味があります。教会暦は主イエスのこの地上での歩み

に沿って作られているからです。教会のカレンダーに従っ

て暮らすことで、文字通り主イエスと歩みを共にして一年を

送ることができます。ですが この NY に暮らす多数派の

方々にとっては、キリスト降誕のシーンは華やかなホリディ

シーズンの風物詩のようです。商店の店先や美術館にも

置かれ、人々にホリデーシーズンに伴う「暖かな思い出」を

思い出させます。家族、友人との交わり、ロックフェラーセ

ンターに飾られた華やかなクリスマスツリー、プレゼント、

そして共に囲む食卓。その「暖かな記憶」は厳しい季節を

送る人々を支えるものでもあります。寒い季節、艱難という

ものは多かれ少なかれ誰にでも来ることを思うと、待降節

のもたらす「暖かな記憶」は、人々が苦しい季節にある時

に支えとなるのも事実です。しかしながら、私たちキリスト

を信じ従うものにとっては、待降節はキリストの降誕、クリ

スマスの前奏曲という意味だけではありません。そもそも

キリストの降誕は、極めて非日常的な、いわば「異常な」事

態のなかで起こりました。ローマ帝国占領下、臨月にも関

わらず、生まれてくる子供の市民権を確保すべく、旅にで

るマリアとヨセフ。その旅先で泊まる部屋もなく生まれて飼

い葉桶に寝かされる主イエス。闇の季節に与えられる光を

待ち望むこと。キリストの再臨そしてそれの伴う神の審判

を待つ季節です。 「その日、その時は、だれも知らない。

天の御使たちも、また子も知らない、ただ父だけが知って

おられる。」（マタイ書 24:36) ◆主はこの教会の種を 123

年前にこの地に植えられました。ある方から「どうして毎週

その 123 年の歴史について触れられるのですか？」と尋

ねられました。それは私たちが覚えておかなければならな

いことだからです。神が長年にわたって多大の恵みを与え

てくださっている日米合同教会の歩み。その愛する教会を、

先人たちが次世代に渡すためにしてくださった苦闘、自己

犠牲を忘れてはならないからです。先人たちはすべて地上

のことはうつろいやすく脆いものであることを、第二次世界

大戦中の経験を通して知っていました。物質の不足、戦闘、

空爆による多くの犠牲者、日系人収容所の経験、第 422

連隊のヨーロッパでの戦い。様々な人々が太平洋を越え

て集い、建て上げ、守り抜いたこの教会を次世代に渡すた

め、彼らは目を覚まし続けました。さもなければ、知らない

間に襲ってくる洪水に一切のものをさらっていかれる。一

人は取り去られ、一人は取り残される。そのことを身をもっ

て知っていたからです。私たちは礼拝と祈りの家が与えら

れているという祝福にあずかっています。しかし私たちは

それを当然視し安穏としてはなりません。 「だから、目をさ

ましていなさい。」（マタイ書 24:42) 予期せぬことは予期せ

ぬ時にやってくるものであることを私たちは忘れてはなりま

せん。待降節はそれに備えることを再確認する季節です。

それを不安に覚える方もいらっしゃるでしょうが、それには

及びません。主は常に私たちと共にいてくださるからです。 

「恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。驚いては

ならない、わたしはあなたの神である。わたしはあなたを

強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をもって、あなた

をささえる。」（イザヤ書 41:10) 「それゆえ、主はみずから

一つのしるしをあなたがたに与えられる。見よ、おとめがみ

ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルととなえられ

る。」 (イザヤ書 7:14) インマヌエル、すなわち「神は私たち

とおられる」。◆NY での暮らしはホントウに忙しく「忙殺さ

れる」という表現があっていると感じます。公私共々あれも

これと長年の間にたくさんのファイルが山積みになり、コン

ピュータの機動速度が遅くなるようなことがあります。そん

な時は「再起動」というプロセスが役立ちます。コンピュータ

の電源を一旦切って、一息ついてまた電源を入れる。再起

動 (reboot)は、一杯になったランダムメモリー、すなわち仕

 『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 113311 巻巻 22001166 年年 1122 月月号号  

事机を綺麗にまっさらにしてくれる働きをします。待降節は

私たちの信仰を再起動するのに良い季節です。教会生活、

信仰生活を気持ち新たに再出発するために、「終わり」を

考えてみるということです。この世の命の終わる時、初め

て対面する神様。どれだけ私たちが神様のイメージに近づ

いたかを、文字通り目のあたりにする時を想像します。私

もその時に備えて、「ああもっとこうしておけばよかった」な

ど後悔しないよう、毎日の信仰生活を送りたいと願ってい

ます。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 12 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所

は以下の通り。12 月 4 日: マタイ福音書 3 章 1－12、同 11

日: マタイ 11 章 2－11 節、同 18 日：マタイ 1 章 18－25 節、

同 25 日：ルカ 2 章 1－14 節、ルカ 2 章 8－20 節、ヨハネ

1 章 1－14 節、1 月 1 日：ルカ 2 章 15－21 節（変更あり）。

詳細は lectionarypage.net を参照。 

■新音楽ディレクター ＪＡＵＣの新しい音楽ディレクターと

して、ズラ・コバキーゼ兄が 11 月から就任されました。コ

バキーゼ兄は旧ソ連のグルジア出身で東方正教会の信

徒です。バークリーのボストン・コンサーヴァトリを卒業され、

ジュリアード音楽院で音楽修士の学位も取得されています。

やわらかい、透明感のある音色の演奏が魅力的です。 

■クリスマス 11 月 27 日から降誕節（アドベント）に入りま

した。今年のクリスマスイブ礼拝は 24 日（土）午後 4 時半

から JAUC で行われる予定です。 

■新年度の準備（理事会から） 今年も来年度の教会

予算を組む季節となりました。信徒リーダーとしてと

して、来年度の委員会またはグループの活動指針を考

え始めて下さい。活動予定に従って予算を組みたいと

思います。神様に導きがありますように。◆2017年 1

月 29 日（日）の教会年次総会に向けての準備が始まって

います。年次報告に掲載するため、各委員会、スモールグ

ループの担当者は 1 月 7 日までに菅原知子姉まで報告を

提出下さい。11 月 27 日の礼拝で配布されましたプレッジ

カードも、ご記入の上ご提出下さい。◆また、新しい役員候

補者を探す推薦委員会のメンバーは菅原知子姉と丸橋ダ

ウンズ理加姉です（鈴木香姉もお手伝いされます）。 

■感謝祭ディナー 恒例の感謝祭ディナーは、今年も感

謝祭サンデー（11 月 20 日）午後に開催され、90 名ほどの

方が参加されました。調理、配膳、掃除、セキュリティなど

を手伝って下さった皆様に感謝します。 

■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」を始められました。聖書箇所を 1 章輪読し、30 分黙

想の時を持ち、その後に分かち合いをしています。毎週水

曜（聖書箇所：マタイ福音書）、木曜（創世記）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。 

◇スチュワードシップマンスの証し◇ 

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、礼拝の間に丸橋

ダウンズ理加姉（6 日）、日下部ディーン兄（13 日）、福永

拓実兄（20 日）、岡田圭先生（27 日）が証しをして下さいま

した。以下に掲載するのは福永兄のお話です。◆福永兄

の証し 私は大学院に行くためニューヨークの街に移って、

2006 年から JAUC に来るようになりました。日本のいわゆ

るクリスチャンホームで育った私にとって日曜日に教会に

行くことは生活の一部でした。でも、当時どうして日曜日に

教会に行くのかと尋ねられたら、いつもそうしてたからとか、

親がそう望んでいたからと答えていたのではないかと思い

ます。当時の私にとって、神様との個人的な関係はなく、

自分のクリスチャン信仰というものはただの建前、中身の

伴っていない肩書でしかありませんでした。◆この大きな

街に移り住んで、友人や家族が近くにいなかった私はとて

も孤独で、将来の不安を抱えていました。みなさんの中で

も、特にお一人でここに来られた方は経験されたと思いま

す。この苦しい時を通して神様は私に語りかけて下さり、そ

れまで無かった神様との個人的な関係を築く機会を与えて

下さいました。ローマ人への手紙８章２８節にはこう書いて

あります、「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従っ

て召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて

益としてくださることを、私たちは知っています。」神様はこ

の日米合同教会の家族を通して深く大きな愛を示してくだ

さいました。私はクワイヤーのメンバーになり、毎週木曜日
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の夕方と日曜日の朝に教会に来て、リーダーのエリザベ

ス・鈴木さんやハリー・桑田さん、その他のメンバーと共に

練習し、神様を賛美するときが与えられました。そこで、私

はメンバーとの繋がり、そして暖かいサポートを感じました。

そして、自分たちの声を使って神様をあがめ、讃えること

の喜びを経験しました。付け加えると、木曜日の練習前に

出されたおいしい夕食も貧乏な学生だった私にとって大き

な魅力で助けでした。◆ある信仰の先輩がいつかこのよう

な話をしてくれました。キリストの十字架は二方向の関係

を表している。縦の線は神様との関係、そして横の線は神

にある兄弟姉妹との関係。そして、縦と横どちらの関係も

私たちのクリスチャン信仰にとって必要不可欠なものだと

いうこと。苦しい時を通ったことで、神様は私に絶えず祈る

ことと聖書を読むことによって御心を求めること、その縦の

関係の大切さを教えて下さいました。その頃、この教会で

メンズグループが始まりました。メンズグループはディー

ン・日下部さんのリードのもと、定期的に会い、バイブルス

タディをして、お互いの近況を分かち合い、お互いのため

に祈る活動をしています。このメンズグループに参加する

ことによって、私は聖書を学び、神にある兄弟たちをもっと

知り、夏にはキャンプに行き、第五日曜日にはパスタをみ

んなで作り、常にお互いのために祈り、支え合うなど、たく

さんの恵みと喜びを与えられました。このスモールグルー

プを通して、十字架の横の関係性が与えられ、それは私

のクリスチャン生活にとって、とても大切なものとなってい

ます。◆この日米合同教会を通して私は主のために働き、

仕えることの喜びを学びました。最初は躊躇しましたが、

毎月礼拝の司会者として仕えることはたくさんのことを学

び、JAUC の家族とさらに繋がることができる貴重な機会

となっています。また、この建物の維持のために掃除をし

たり、管財委員として建物の維持や運用のために議論す

ることも私のこの教会生活の大切な一部となっています。

最後に、私が日々の仕事で得たものから神様に献金とし

て返すことによって、私の信仰がさらに強められ、たくさん

の恵みを与えてくれているこのコミュニティに貢献すること

ができることに大きな喜びを感じています。◆私の信仰の

道のりには一度に特大な変化があったわけではないと思

います。でも、この過ぎた１０年を振り返ってみると、神様

が私をこの日米合同教会に導いてくださり、暖かい歓迎、

一緒に歌った讃美歌、一緒に学んだ聖書箇所、一緒に働

いた春の大掃除、一緒に楽しんだ昼食のとき、そしてお互

いを励まし、祈りあうこと、その全てを通して私の信仰は築

かれて育まれてきたのだと確信しています。私はこの

JAUC の家族を神様に感謝するとともに、皆さんに、特に

まだこの教会に来始めてまもない方々に、この教会での

様々な活動に参加されることをお勧めします。そうすれば、

神様がこのコミュニティを通して、あなたにどのような計画

を持たれているかが見えてくるのではないかと思います。 

◇教会員・友人関連◇ 

■再会 元ＪＡＵＣメンバーの高橋（旧姓花房）真由美姉が 11

月 20 日、ご主人の高橋勇哉先生（羽田ハンナ教会で牧会）

と共にＪＡＵＣに来られ、13 年ぶりの再会を喜び合いました。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■帰天 ワシントン日本人教会牧師の上原隆先生が 11 月

20 日、帰天されました。78 歳でした。ご家族、教会の皆様の

上に神様の慰めと支えがありますように。 

■JCFN/VIP 集会 月例集会は 12 月 12 日（月）の午後 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、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、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、花崎チャールス隆（ラブ・ジョイ・ピース教会）、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 


