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◇Pastor Takahashi’s Message◇     

Christmas of 2016 came on Sunday, and 2017 New Year’s Day will come on Sunday as 
well. Usually we gather for Christmas Eve service but celebrate Christmas Day respectively. 
This season, we are blessed to be together to worship on both Eve and Christmas Day. ◆ 

We all may agree that the season of Christmas holidays is a beautiful tradition that brings 
us joy, hope and warm memories. Those warm memories help to sustain us in cold seasons, 
both literally and metaphorically. Christmas comes near the darkest day of a year, the 
winter solstice, the longest night paired with the shortest amount of daylight in the northern 
hemisphere. During this dark and cold season, warm and cozy memories of Christmas 
morning: Christmas decoration, Christmas tree, presents under the tree, hot chocolate, 
friends and families sharing a feast, the memories of our beloved, and loving others in this 
season give us a security blanket that helps us survive this cold season of adversities. 
Encountering life’s challenges is not a matter of “what if” but “when”. Challenges and 
crisis will be upon us some day, sometimes more than once in our lives. ◆“The light 
shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.” (John 1:5) As we seek the 
light in the darkness, we long for the Christ, the light for the world in this world that is so 
often ruled by the darkness. Remembering the birth of Christ our Lord, we wait for His 
return in this dim globe. There is no shortage of media reports these days on disasters and 
tragedies from all over the world, including our city of New York. We gather under the Star 
of Hope in Christ as the Christmas narrative tells us. ◆Nowadays we depend on email, text, 
and phone messages to stay in communication. Our direct human contact is replaced by 
these convenient technologies. They are essential for those who live a fast-pace 21st century 
modern life. With those technologies, we can multitask with the global community. While I 
was visiting my father in Tokyo a few month ago, I could still work with the church’s 
worship leaders to plan the next worship service and taking care of other church business. 
However, I am one of the strong believers of the irreplaceable value of face-to-face 
meetings. Even though it takes more time and energy for participants, we get things done 
right. Ultimately it may be time-saver in the big picture. The best of all, we can see the 
divine presence among us and within us, which we hardly see in e-communication, even 
though we try to. Our physical presence matters. We need each other’s presence to thrive as 
a community. When we are not there, we don’t know what we are missing. We instead 
wonder, imagine, and speculate what we are missing. Sometimes we wrongly presume it. 
“Ignorance leads us to inconsiderate. Inconsiderate leads us to hatred. Hatred promotes 
war.” Mitsuo Fuchida, a former Japanese imperial navy pilot who led the Pearl Harbor 
Attack and later transformed himself to be a Christian missionary who shared the Gospel in 



the post-war US said. ◆ In our post 9/11 realities, radical extremists of both Muslim and 
Christianity see each other as enemies and demonize each other. Recently the NY Times 
published an Op-ED article entitled “Why It’s Not Wrong to Wish Muslims Merry 
Christmas” by Mustafa Akyol. The Turkish writer talks about the parallel line between the 
Bible and Quran. Both share the common understanding on the birth of Jesus, the prophet, 
the Messiah, and the “Word” of God, according to Akyol. We must remember that the 
Christian faith was born as an inclusive faith tradition. The Christmas narrative tells us 
about Three Wise Men, or Magi from the East. According to Matthew’s gospel, an 
unspecified number of the wise men from the East, who observed the stars, were sent out. 
They offered 3 gifts of gold, frankincense, and myrrh to the newly born Jesus, which 
created a tradition of Three Wise Men from the East. They were probably astrologists. At 
least one of them was from Persia, or modern day Iran according to the tradition. At the 
time, the Islamic religion had not been established yet. The Three Wise Men’s faith 
tradition may be Zoroastrianism, the oldest existing religion which originated in the 6th 
century BCE whose teaching was about twin spirits: one for the light and truth, the other for 
the darkness and untruth. ◆ The Christmas story tells us that we all gathered under the Star, 
including “others” from different faith traditions. Two thousand years ago, we all came 
together for the Light, a hope in the darkness. Then, the darkness was the oppressive regime 
of the Roman Empirical occupation. Now, we live in the modern day global empire as 
“Israelites or Gentiles”. We all must gather under the Star of Hope in Christ. “The light 
shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.” No matter how different our 
opinions may be, Christ the Lord offers the widest table that has ever existed. Everyone can 
find her/his spot to sit at the Lord’s Table as the Lord welcomes all. Despite all the 
differences including languages, ethnicities, nationalities, genders, ages, views, cultures, or 
preferences, we all are people of God and are welcomed as Christ Jesus welcomes us all 
without conditions. Christmas is a time to reset and calibrate our faith clock for a new 
beginning. Let us gather under the Star of Hope in Christ. Grace and peace, 

 

◇高橋先生のメッセージ◇ 

2016 年のクリスマスは日曜日でした。普段の年ですと、クリスマス前の日曜日にクリスマ

ス礼拝を守り、クリスマス・イヴ礼拝に集まり、クリスマス当日はそれぞれに祝するのが

慣例ですが、今回はイヴにもクリスマス当日にも集って主の御聖誕を祝い、ともに御再臨

を待ち望む恵みに預かりました。また 2017 年の元旦も日曜日で聖日礼拝のあとに皆で

お雑煮で正月を祝える祝福に感謝します。◆待降節、クリスマス、そして大晦日、元旦と

続く季節は、外の寒さ、日照時間の短さとは対照的に、私たちに温かな思いを与えてくれ



ます。クリスマスツリー、その下のプレゼント、幼い子達のはしゃぐ声、友達や家族と御馳

走を囲んでの交わり。この季節に欠かせない楽しみです。それらはただ楽しい思い出と

いうだけではなく、厳しい季節を乗り切るのに欠かせない糧とも言えます。世の光、イエ

ス・キリストの御聖誕を祝うクリスマスが夜の最も長く、昼の短い冬至近くにやってくるの

にも象徴的な意味があります。 愛を貰った温かな記憶、また愛を分かち合った柔らかな

記憶が辛く寒い時を乗り切らせてくれます。寒く辛い季節、自然界の冬はもちろんのこと、

それは誰の人生にも訪れ、それは 来るかも知れないということではなく、いったい何時来

るかが問題です。◆ 「初めに言があった。…この言に命があった。そしてこの命は人の

光であった。光は闇の中に輝いている。そして、闇はこれに勝たなかった。」 ヨハネによ

る福音書第１章は、私たち人間の世界の闇とそこに与えられた光、そして光の勝利を教

えます。『創世記』の冒頭部分に、この世の始まりにまず闇があり、そこに神が「光あれ」

と言われた、と記されているように、この世界に発生する災害、災難の報道を挙げるまで

もなく、闇の存在の例には枚挙の遑がありません。私たちはキリストの希望の星の下に

集い、共に祈り、礼拝することが肝要です。◆近年、人が顔を合わせて直接に行う会合

が、便利なメール、テクスト、ビデオ会議といった通信テクノロジーに取って代わる場面が

多くなりました。これらの通信技術のおかげで、世界の様々なところに暮らす人々と、時

間と場所の違いを問わず、共同して仕事ができるようになりました。ですが、それは人と

人が一箇所に集い顔を合わせて共に話し合い、協働することの重要性を失わせるもので

はありません。それどころか、通信テクノロジー依存が進む環境では、その重要性はさら

に一層高まっています。確かに時間も労力もかかるのですが、人が集って面と向かって

する意思疎通は、結局のところより確かなもので、長い目で見ると時間効率も良いという

ことに気付かされます。互いの存在は極めて重要で、教会という信仰共同体の成長には

不可欠と言えます。私たちがその場にいない時、私たちが経験できなかったことを憶測

するしかない。時として私たちは間違った憶測をすることもあります。「無知が思慮の無さ

を生み、思慮の無さが嫌悪を、そして嫌悪が戦いを引き起こす。」と元帝国海軍中佐とし

て真珠湾攻撃の先頭に立ち、後に受洗しキリスト教伝道者となってアメリカ国内でも福音

を通して憎しみの連鎖を断つことを宣べ伝えた淵田美津雄は言いました。◆９・１１を契

機にイスラム教過激派のみならず、キリスト教者の中にも互いを敵視し悪魔呼ばわりし、

憎悪を募らせている現実があります。最近ニューヨークタイムスのコラムに「なぜイスラム

教徒に“メリークリスマス”と言っても間違いではないのか」と題した記事が掲載されまし

た。コラムを書いたトルコ人の作家のムスタファ・アキョールによれば、聖書とイスラム教

の聖典コーランには、主の降誕、預言者、救世主、そして神の御言葉についてなど共通

した理解があるとされています。◆キリストの御聖誕の物語に欠かせない「東方の三博

士」の話はマタイによる福音書によるキリスト教伝統ですが、そもそも黄金、乳香、没薬



の３つの贈り物をイエスに捧げたことから、聖書ではその人数が定かではないものの

「三」博士と伝えられるようになったと言われています。後にその中の一人はペルシア、

現在のイランから占星術師で、当時の宗教事情からゾロアスター教の神官だったのでは

ないかとも言われています。これらのことを含めて考えると、主イエスの御聖誕は、ユダ

ヤ教信者のみならず、他の信仰をもった者にも崇められていたことになります。ゾロアス

ター教の教えでは光と真理、闇と不真理という双子の霊が伝えられ、闇に光る主キリスト

の栄光と不思議な平行線を描いています。◆クリスマス、主イエス御聖誕の物語には、

闇に生きる人々がキリストの希望の星の下に集まったことが語られています。当時はロ

ーマ帝国の占領圧政下の闇の中、そして現代では地球規模でその触手を伸ばす帝国の

闇の中にある私たちの間に世の光、主イエスは御降誕になったということです。「光は闇

の中に輝いている。そして、闇はこれに勝たなかった。」 キリストの希望の星の下には

主の食卓が用意されています。いかに言葉、人種、国籍、ジェンダー、年齢、文化、意見

や好みが違っていたとしても、主イエスはその大きな主の食卓に私たちを招いてくださり、

そこでは主の愛の恵みにあずかりたいものは誰でも、自分の場所を見つけることができ

ます。さぁ、キリストの希望の星の下に皆で集まろうではありませんか。主の慈しみと平

安に感謝しつつ。 

  


