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◇牧師からのメッセージ◇  

「神様から賜った愛に応えて」 
 
2017 年に世界で起きた多くの暗い出来事が 、今年の待降

節をひときわ闇に輝く希望の光として輝かせています。闇

多きこの世に降臨された世の光キリストを象徴する、闇と

光のイメージをヨハネは強調します。光と闇の対比に加え

て、ヨハネは「新たな戒め」 である「愛の戒め」をも強調し

ます。これによってヨハネは「愛の使徒」として知られます。

使徒ヨハネは十二使徒の中で最後まで生き残ったもので

はないかと考えられ、この書簡が書かれたとされる一世紀

の終わり頃、主イエスが十字架に架かってくださった時か

ら６０年はすでに経過していたとうことになります。 
老いて尚健在な最後の使徒ヨハネの、「私の子たちよ」「愛

する者たちよ」と、次世代のクリスチャン、キリストの歩みに

従おうとするもの達を思いやる心遣いのこもった言葉が特

徴です。◇ ヨハネは教会コミュニティの分裂を心配してい

ました。主イエスが十字架にかけられて死なれた時から、

イエスの道という新たな信仰への迫害が熾烈を極めた時

代には、敵は外にある教会の存続を危うくする敵でした。 
団結していなければ潰されてしまうという危機感から教会

はひとつにまとまっていましたが、日に日にクリスチャンの

数は増え、当時は未だ法的には認められていない信仰で

あったものの、その存在はローマ帝国市民の間にも知ら

れ、異邦人の間でイエスキリストへの信仰は急速広まるよ

うになり力を増すようになると、今度は教会内での異論、

意見の違いから衝突、葛藤、分裂が生じるようになりまし

た。これは第一世紀の終わりの頃の教会をめぐる状況で

すが、私たちの時代の教会にも同じようなこと言えるので

はないでしょうか。第二次世界大戦、そして戦後。日系人

が文字通り白い目で見られ、厳しい差別のなかに置かれ

た時代、この教会は信仰の伝統や教派、教義の違いを乗

り越え１９５０年代に合同し、この教会を建て上げました。

ですが１９８０年代になり、日系人そして日本人のアメリカ

国内での地位が向上し、社会的、経済的にも成功するよう

になると、教会内部での意見の違い、衝突、葛藤で紛糾す

る事態が何年かに一度定期的に訪れるようになりました。

ときには教会を二分することにもなりました。二千年近く前

も、そして今も、教会の分裂は神学的な理解の違いという

より、それに伴う感情的な食い違いによるものが多いと考

えられます。ことに私たちの信仰や、教会コミュニティのあ

り方への思惑の違いが、苛立ちや欲求不満、恨みがましく、

また怒りといった否定的な感情を呼び起こし、無礼や無作

法をしてしまう。その結果、亀裂が生じ、分裂に至る。「山

を動かすほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、

わたしは無に等しい。」とコリント人への第一の手紙第１３

章２節が教えるとおり、愛を忘れた私たちは無に等しい。

またヨハネの第一の手紙第２章９節から１１節は「光の中

にいると言いながら、その兄弟を憎む者は、今なお、やみ

の中にいるのである。兄弟を愛する者は、光におるのであ

って、つまずくことはない。兄弟を憎む者は、やみの中にお

り、やみの中を歩くのであって、自分ではどこへ行くのかわ

からない。やみが彼の目を見えなくしたからである。」とも

教えています。使徒ヨハネの言葉は現代の私たちが遭遇

する教会の問題にも当てはまります。私たちは皆キリスト

を救い主として頂き、その歩みに従っていこうとするものの

群れ。ですが人の群れである以上、意見や趣味趣向の違

いがあるのは当然のこと。その人の違いを見るとき、私た

ちはときに人の世の闇を教会に持ち込んでしまう。人の世

は父なる神様を知らない闇深き世界。ですから人は苛立ち、

恨みがましく思い、怒ってしまう。それは私たち人の世界が、

キリスト中心ではなく、自分という人を、己を中心にしてい

る証です。その世にありながら、私たちは己を無きものにし、

神を愛し、隣人を愛する、ということを日々心がけ、霊的な

訓練をすることを求められています。その訓練を怠れば、

世の闇に飲み込まれてしまうからです。 私たちは神様を愛

します。神様がどんな方をよりよくもっと知ろうと日々学ぼ

うとします。神様との関係をより良きもの、清いものとしよう

と努力します。 それでも私自身「また失敗してしまった。神

様ゴメンナサイ。赦してください。」ということも多い日々で

す。悔い改め神の赦しを乞い願う毎日。 
「神のみまえに心を安んじていよう。なぜなら、たといわた

したちの心に責められるようなことがあっても、神は私たち

の心よりも大いなるかたであって、すべてをご存じだからで

ある。」（ヨハネの第一の手紙第３章 1９-20 節） 
失敗を繰り返しながらも、ただ一生懸命、 ひたすら神様の

愛を感謝し、全身全霊を込めて神様を愛そうとする。しかし

ここでつまずくことが起きることがあります。神様と自分の

間の関係を思うばかりに、自分のことのみを考え、自分を

無きものにして隣人を愛する、ということを忘れてしまうこと

です。愛の戒めは己を無きものにすることを求めます。神

を愛し、隣人を愛する。 愛の戒めこそがキリストの弟子た

ることの心。聖書を読んでも、それを実行に移す訓練をし

 『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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ないことにはどうしようもありません。教会はその最適の訓

練場、道場と言われています。というのも本当に難しい状

況、自分の好みに合わない人や、全く自分とは違う人もそ

こにはいるからです。あの人はどうもムシが好かない、あ

の人とは言葉が通じないからと、敬遠してしまうことも。もし

周りが敵だらけで、私たち教会の存続を脅かすような環境

だったらどうでしょうか。ともに主を礼拝し、神に祈りを捧げ

ようと集まって来た人々は、皆愛する兄弟姉妹に思えるの

ではないでしょうか。 
「愛する者たちよ。わたしたちは互に愛し合おうではないか。

愛は、神から出たものなのである。すべて愛する者は、神

から生れた者であって、神を知っている。愛さない者は、神

を知らない。神は愛である。」 ヨハネの第一の手紙第４章

７節と８節。この教会の表玄関に記されているこの教会の

顔です。「神は愛なり」。この教会の前を通る観光客の

方々がよく足を止め、写真を撮って行かれるのを見かけま

す。闇多きこの世界において、主という世の光が与えられ

たからだと考えます。 
「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であっ

た。…この言に命があった。そしてこの命は人の光であっ
た。光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝

たなかった。」 ヨハネによる福音書の冒頭は、神の御言

葉、永遠の命、そして人の世の光、という主にあって闇か

ら光へと導かれる希望を宣言しています。希望というのは、

私たちにとってはただ単に名詞ではなく、行動を伴った動

詞であることを忘れないようにしようではありませんか。キ

リストの希望は私たちを行動に駆り立て、神を愛し、隣人

を愛します。キリストの希望は、私たちの抱く苦い思いや暗

い感情を光の満ちたものへと変換してくれます。そして私

たちは他を赦し、自分たちも赦して頂きます。キリストの希

望は私たちを神の子供たちとしてふさわしい生き方に導い

てくださいます。さぁ、神様から賜った大きな愛に応えて働

こうではありませんか。◇ この冬、私たちの「オペレイショ

ン・コンパッション」という地域社会奉仕の働きに御参加頂

ければと思います。この街における貧富の格差が一段と

広がるなか、路上生活をされる方々の数がさらに増えてい

ます。暖かい衣類、食べ物、そして思いやりのことばを、兄

弟姉妹、隣人に差し上げることで、キリストが闇深いこの

世にその光として御降臨してくださったように、この街の暗

闇を少しでも光へと、変えることができたらと願っています。 
	 

 
◇教会活動の報告◇  

■クリスマスのお祝い  
今年も 12 月 24 日日曜は、クリスマスイヴの聖日礼拝及

洗礼式のあと、社交室にて恒例の持ち寄りによるクリスマ

スのお祝いの会がもたれます。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。ま

た 25 日月曜の午後 1 時か

らクリスマスの聖餐礼拝式を行います。 
 
■	 日曜の朝の祈りの会  
お祈りの必要なことはたくさんある今日この頃。毎日曜の

朝９時２０分から９時４５分。地下社交室で集まって朝の祈

りの会をもっています。お気軽にご参加ください。詳しくは

丸橋リカ姉までお願い致します。 
 
■UMW 合同メソジスト婦人の集い  
先月 11 月の第 2 日曜に、新たに国際色豊かな女性クリス

チャンの活動を紹介する話し合いの集いが持たれました。

霊的な成長を目指し、私たちの信仰について更に学び、

様々な日常の挑戦に立ち向かい、義の使いとして主に仕

え、互いに支え合う新たな場の創ることを目的としていま

す。活動の詳細について検討する一方、聖霊の導きにした

がってゆくこの旅路の行く末に喜びをおぼえます。また

United Methodist Women (UMW) の掲げる「姉妹の恵み」

について学び、どのように信仰深い女性たちのネットワー

クとつながってゆくかについて考えました。UMW は全米

に広がる女性組織で、「姉妹の恵み」は霊的な成長、リー

ダーシップの育成、改革教育への参加、神の愛の奉仕と

その主唱擁護への関わりを大切にしています。これらは相

互に関わり宣教活動の枠組みを形作っています。すなわ

ち、個人、コミュニティの背景、私たちの暮らす世界を理解

し、神の召しに応え、仕え、神の御心にそぐわない不義な

制度を変えるべく活動してゆくということです。学び、リーダ

ーシップトレーニング、相互を支え合うネットワークを通して、

UMW は信徒が様々な場面でクリスチャンとしてリーダー

シップを発揮できるよう支援します。個々の教会において

は、神を知りイエスキリストを通して一人の人として自由を

経験し、クリエイティブで、互いを支える交わりをもち、世界

的規模の教会の働きを通して宣教活動の概念を広げるよ

うな女性のコミュニティの形成を支援します。このヴィジョン

は信仰、希望、そして愛を私たちの身の回りの、そして世

界中の、女性、ユース、子供たちのための活動へと変えて

ゆきます。12 月 10 日の第二日曜に、3 階でランチを食べ

ながらの集いを持つ予定です。UMW のメリー・チャン姉も

再度参加してくださり、これからの活動の可能性について

貴重な情報を提供してくださいます。 
(アントワネット・ジョーンズ記) 
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◇建物の修繕◇  

■屋根の新たな塗装補修工事が

ほぼ完了に近づいています。 

■雨漏りで損害が発生した 4階
アパートと 2階のメザニンの天
井の修理が始まります。	 

■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”Japanese	 American	 United	 Church”とフルネ

ームで（イニシャルの「JAUC」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”Building	 

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◇  

■	 １９８８年から NJ 日本語教会の会員

で、以前日米合同教会員としても様々

な奉仕をしてくださった後藤彬文兄が

御旅行先のハワイで天に召されまし

た。日曜礼拝のコミュニティのお祈り

の時間でも皆さんと共に祈らせて頂き

ました。兄を突然失った悲しみにある

御家族、教会の皆さんのうえに主の慰めと平安がもたらさ

れますように。 

 

■	 自宅療養を余儀なくされ教会礼拝に参列できない教会員の

方々がいらっしゃいます。訪問チームを結成し、順次交代で

定期訪問をして差し上げたいと思います。奉仕に御関心の

ある方はお知らせください。宜しくお願い致します。 

 

 

◇地域教会ネットワーク◇ 	  

■JCFN/VIP 集会	 	 

11 月 11 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。今回は宮崎早苗さんのオルガ

ンコンサートです。教会右側のインターフォンを押してお

入りください。皆さんの御参加をお待ちしています。	 

	 

■	 レオニア礼拝  
SMJ （Special Ministry to J apanese）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

碍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、教会の新たな季節に引き続き主の恵みと導

きを：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、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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