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◇Message from Pastor◇    
“To Answer God’s Love”  

  
The season of Advent highlights the light of hope in the darkness, and the year of 2017 has been full 
of incidences that remind us of the darkness in this world. The Apostle John often emphasizes the 
images of the light and darkness in order to symbolize what Christ is and what our world is. He also 
stresses the Commandment of love: “Love God, Love your neighbor”, which made him to be 
known as “the apostle of love”. According to scholars, this epistle was written nearly 60 years after 
the Crucifixion of Jesus. The aged and possibly last surviving Apostle wrote to the followers of 
Jesus, beginning with his famous remark “My little children” or “Beloved”. John was concerned 
about the schism in the community. Earlier when the Jesus Way was facing severe persecution, the 
primary threat was mainly external for the community. At that point communal unity was essential 
for their survival. However, as the number of Christians among Roman citizens grew, conflicts 
began to grow not only around them, but among them as well. We know of similar things that have 
happened to us as well. Around the time of WWII, Japanese and Japanese-Americans faced hostility 
from those outside of our community. People tried to stay united to survive in this time of trial. But 
as the situation for the Japanese-American community improved drastically after 1980, internal 
conflicts began to surface time and again, over and over. These conflicts even caused splits of 
churches in the past. ◇The division has been caused by human reactions, especially negative 
emotional reactions, such as frustration, irritation, and resentment. The resentment towards those 
with different viewpoints is still relevant today, and is not an issue Christians have left behind two 
thousand years in the past, but an issue that continues to echo in our time. “Whoever says, “I am in 
the light,” while hating a brother or sister, is still in the darkness.” (1 John 2:9) No matter how 
much one says s/he loves God, if the person hates a brother or sister, that person is not in the light, 
and as such, is not in Christ. Christ is the light, and the light is hope. There is no such thing as 
negative hope. “Whoever hates another believer is in the darkness, walks in the darkness, and does 
not know the way to go”. (2:11)  The church John wrote to was just like the church that we are 
part of: a group of humans who sought the light, found the light in Christ, and desired to follow the 
light in the darkness. ◇The world is, according to John, a dark place because the world does not 
know Christ. Even though we try hard to be the people of God, we fall short in becoming the people 
whom God has created for His divine purpose. We are trying to get there, but it has been an uphill 
battle. We live against the mainstream culture in this world, one that idolizes wealth, fame, power, 
and human dominance, or in other words, a self-centered lifestyle. Christian love is selfless and 
Christ-centered. ◇We care about our covenant relationship with God. We think about God, and 
who God is. And we think about the relationship between God and ourselves. However, there may 
be a potential stumbling block. When we think of us, we tend to focus on ourselves. Though we 
need to know who we are, the Christian faith requires us to be self-less. We ought to think of who 
we are, but we must act selflessly as children of God. After all, the Commandment of Love 
requires us to be selfless and to care for others. “Love God, Love Your Neighbor” the 
Commandment of Love is the heart and soul of Christian discipleship. ◇1 John 4:7-8 states the 
motto of this church that we display in front of the church building, “Beloved, let us love one 
another, because love is from God; everyone who loves is born of God and knows God.  Whoever 
does not love does not know God, for God is love.” What we ought to do is to discern God’s will, 
what God wants us to do in order to love one another, and how to give our hands to those in need. 1 



John 2:8 says, “Yet I am writing you a new commandment that is true in him and in you, because 
the darkness is passing away and the true light is already shining.” John also says in 1:5, “The light 
shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.”  
Even though we end up short of being God’s holy people, God never gives up on us. “O give thanks 
to the LORD, for He is good, for His steadfast love endures forever.” as Psalm 136 promises. “See 
what love the Father has given us, that we should be called children of God; and that is what we 
are.” (1 John 3:1) God is perfect. God has given every one of us His steadfast love abundantly, 
even though no one deserves it. When God is revealed himself, we will be like him, for we will see 
him as he is. And all who have this hope in him will purify themselves, just as he is pure. “What 
has come into being in him was life, and the life was the light of all people.” as John 1:4 says. Hope 
for us is not a mere noun, but a verb. Hope without action is not hope, just optimism. Our hope 
drives us to act the love of God, love in Christ towards our neighbors.  
1 John 3:18 says, “Little children, let us love, not in word or speech, but in truth and action.” Our 
Hope moves us to serve one another and to serve those in need. Our hope transforms our negative 
emotions as humans to the light in the dark world, so that we can forgive and be forgiven. Our hope 
in Jesus makes us children of God. Let us respond to the love God has given us. This winter, please 
join us with our community service project called “Operation Compassion”.  As the disparity of 
wealth in this city is further increasing, the population of those in need on the street increases. 
Simply sharing warm clothes, food, and kind words with those brothers and sisters pushes aside the 
darkness and shadows of this city, for Christ is the light of the world.  

◇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。 
 


