
◇牧師からのメッセージ◇ 

「主の歩みに従って」 

あっという間の４年間でした。初めて日米合同教会を訪ねた時から数えれば５年という月

日が経とうとしています。もう皆さん、理事会からの手紙、またメールで御存知かと思いま

すが、私たち家族はカリフォルニアに戻ることになりました。メソジストの牧師はビショップと

District Superintended 地区監督からなる会議で次の任地が決定されますが、今のところ

まだ何処に行くのかは分かりません。ですが主を信頼し、家族と共に行く神様の計画され

た行先に乏しいことがあるはずがないと信じ、その知らせを待っているところです。これま

での皆さんのサポートと優しいお心遣いに深く感謝致します。ある意味では、「もっとああす

れば良かった」というような後悔もあるのですが、自分にできることを４年間精一杯やった

のだからという平安が私に与えられていることに感謝するばかりです。牧師は人々の命と

触れ、向き合い、寄り添うという本当に難しい仕事だということを学んできました。神様の

「的をハズす」ということが「罪」の元々の意味であるということはこれまで何度かお話しさせ

て頂きました。主がその光をもって示してくださる的、それは射ることは容易くはありません。

人として、神の子供として射るべき的を外してしまう。それを悔い改め、「今度こそ」と挑んだ

的、また外してしまうことがあります。もう自分にはキリストの義にかなった「的を得た」生き

方は無理なのかも知れないと、いう思いがフッと頭をかすめる時、自分は所詮人間で、神

の義に生きるなど不可能だ、といわば居直ってしまいそうになることはないでしょうか？私

がそのような誘惑を受け希望を失いかけた時、神様は例外なく、どなたかの口を借りて勇

気付けてくださったり、また私よりもっと重い十字架をひきづって苦しんでいる方を私の前に

送ってくださり、もう自分の力不足を嘆いている場合ではない状況を作ってくださる。その方

の担ぐ重い十字架を少しでも軽くして差し上げたいと願ってもどうすることもできず、ただ一

緒に神様に祈るだけしかできないこともあります。それでも何よりの恵みは神様が常に寄り

添い、導き、支え、祝福してくださること。立ち上がるのもやっとなほど疲れたときでも、主は

慰め、力づけてくださる。神様にすがるしかない状況に置かれ、心を込め、精神を込め、魂

をこめ、一生懸命勤めることのみを心がける日々。ことに日曜の朝目覚め、教会に向かい

皆さんと共に主の御名を賛美し、礼拝を共にする、言葉に尽くせない喜びは今まで経験し

たことのないものです。残された日々を引き続き精一杯勤めますので、どうか家族共々宜

しくお願い致します。牧師に限らず、教会のリーダーが教会を離れるとなると様々な感情が

入り乱れ、乱気流や、嵐になったり、時には竜巻となってしまうこともあります。ショックを感

じ、がっかりしたり、怒ったり、悲しんで、「自分も教会を出る」などと言う方まで出てきます。

実は私の母教会でもそんなことがありました。同情してくださることはありがたいのですが、

牧師のことで教会へのコミットメントを云々することは正しいことではありません。教会は牧

師のものではなく教会員である皆さんのものだからです。これはいつも新転入会員の候補

の方々に申し上げるのですが、どんなに自分が愛する教会であったとしても、イヤなことを

見聞きすることは必ずおきます。「もしおきたら」ではなく、「いつかおきたら、」その時に自



分の、キリストの家族たちを赦し、キリストの愛を示し合う、という誓いをすることが、教会員

となる誓いです。それができない方は「魂の放浪」をすることになります。牧師の間でも、

「放浪者」のことはしばしば話題になります。神様はひとつだから「教会が違っても、皆ひと

つの主の群れだ」という意見もあります。同じ人間であっても、それぞれの家族が違うよう

に、教会もひとつひとつ独立したキリストの家族。自分の家族と兄弟姉妹と向き合い、キリ

ストの愛を互いに示し合うことを日々の霊的な訓練 (spiritual discipline) とするのに、教会

は格好の信仰の訓練の場、道場でもあるのです。その羊をまとめてくださるのは「まことの

羊飼い」である主イエス。その見習い(under shepherd)、「使いぱっしり」として、任された羊

の間、周りを忙しく走り回る仕事を与えられていることを感謝します。主イエスの復活の朝、

墓に向かって走ったペトロが書いたとされるペトロの手紙第一。この手紙は主イエスが死、

蘇り、そして神の御栄光を通して私たちを救ってくださったということに根ざしたクリスチャン

信仰を強調します。主イエスによってもたらされた救いと希望は、私たちの信仰共同体、教

会において、神の約束として実現することを明らかにします。イザヤ書第５３章の４節と５節

は、その救いの約束を予言 しています。 「まことに彼はわれわれの病を負い、われわれの

悲しみをになった。しかるに、われわれは思った、彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられ

たのだと。 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、われわれの不義のために砕

かれたのだ。彼はみずから懲しめをうけて、われわれに平安を与え、その打たれた傷によ

って、われわれはいやされたのだ。」すべての重荷を担ってくださった主イエス。「ののしら

れても、ののしりかえさず、苦しめられても、おびやかすことをせず、正しいさばきをするか

たに、いっさいをゆだねておられた。さらに、わたしたちが罪に死に、義に生きるために、十

字架にかかって、わたしたちの罪をご自分の身に負われた。その傷によって、あなたがた

は、いやされたのである。」と「ペトロの手紙第一」第２章２３および２４節は伝えます。誰ひ

とりとして、それに値するものなかったにもかかわらず、主がその命を私たちのために投げ

出してくださった。それは神様の聖なる約束です。その神様とキリストに従って生きる約束

をする私たち。毎月第一日曜に行われる聖餐式で兄弟姉妹、キリストの家族と共に、主か

ら頂戴する命のパンと命の杯を分かち合い、今日こそは、今週こそは、今月こそは神の的

を得た生き方をする決意を、共にしようではありませんか。 

◇Pastor Takahashi’s Message◇      

"Follow His Steps” 
It’s been 4 years since I started serving at JAUC. Time flies. As you may already know, 
my family and I will be leaving New York by the end of this year for California, where 
we started. As a Methodist pastor, a cabinet of Bishops and District Superintendents 
make the appointments regarding where I am going to serve next. Though I don’t know 
where I am going to, I am OK with it. With God in our hearts, my family will go 
wherever God’s plan wills us to go. Thank you for all of your support and care for the 
past (almost) 5 years, ever since the time I came to New York to meet JAUC. I do have 
some regrets: What I should have done, or what I shouldn’t have, what it could have 



been… However, I am at peace with these decisions because there are a few things I am 
very sure about my 4 years here: God’s presence, God’s guidance, and the abundant 
blessings for the church. In addition, I am also sure that I did my best. Day in, day out. I 
gave all I had to God. Therefore, I believe God will forgive me for whatever my 
shortcomings may be. I have the peace of Christ within me. When a pastor is leaving 
their post, there is always an emotional whirlpool, sometimes even a storm, or a tornado. 
We get emotional: shocked, sad, furious, confused, or discouraged. Some even want to 
quit the church and switch. I have received phone calls like that. Though I appreciate the 
disposition of loyalty, sympathy, and support, it is not the right move for Christians. Even 
though we see and hear something we are not comfortable with, or something we don’t 
like, we should not quit or rapidly switch churches. Yes, sometimes we do experience 
“off the mark” demeanor. “Missing the mark” is the original meaning of “sin”, but we 
should not quit or switch our church community. God gives us a very high standard to 
strive for. “The mark” is extremely bright and clear, but not easy to shoot directly at. 
Sometimes we miss the mark. Every time we experience it, we get upset, and there is a 
temptation; “I don’t want to be a part of this. I don’t want to be here. I quit.” Some end 
up with “spiritual drifting”. We seek and hope to find the “perfect” church in which 
everything is perfect, a mission impossible in this world. We are “wonderfully imperfect 
mortals”. We are imperfect, we are mortal, but our life is still wonderful because God 
gave it to us. In order to live well, we try very hard to love God, our Lord with all of our 
heart, mind, soul, and strength, and try to love our neighbor as ourselves, so that we can 
be God’s good tools, agents, or instruments to bring about the kingdom of God on earth. 
We make our best efforts to live the Christian life for the kingdom of God. The emotional 
storm associated with pastoral transition is a sign of the humanness of the church, a group 
of people connected by faith. But we are not a human-centered church. We are trying to 
live as a Christ-centered community.  A pastor comes, a pastor goes, but a church never 
does. Pastors are not supposed to be the face of a church, but the congregation is. A 
church will go on as long as God wants us to go on this journey called Christian faith. 
Church is the best training ground for our Christian faith. Without a community, 
Christian faith cannot be practiced because Christian faith is a communal faith tradition. 
Our world can be complicated, messy, and even chaotic sometimes. However, as God 
often tells us through Jesus and the angels, don’t be afraid. We have the Shepherd, with a 
capital S, Jesus, the true Shepherd and our savior. We may not really know his face, but 
do hear his voice. “He calls his own sheep by name and leads them out.” (John 10:3)  
The First Letter of Peter calls upon us to live Christian lives. The author, supposedly the 
Apostle Peter, sketches a vision of the Christian life rooted in God’s actions to save us 
through the death, resurrection, and glorification of Jesus. Peter assures us of 
salvation and reminds us of the hope Jesus’s death, resurrection, and glorification 
brought us, the Christian community. The prophet Isaiah foretold the promise God 
made for our salvation. “Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: 

	  



yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our 
transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon 
him; and with his stripes we are healed.” (Isaiah 53:4-5) Jesus did not point his finger at 
the persecutor and executioners. He understood all of our grief, our sorrow, our 
shortcomings, and our transgressions. He entrusted God who judges justly. “He himself 
bore our sins in his body on the cross, so that, free from sins, we might live for 
righteousness; by his wounds you have been healed.” 1 Peter 2:24 says. Jesus gave 
himself up for us, for our salvation even though no one deserves it. That is God’s promise. 
In the covenant relationship with the divine, we pledge to live Christian lives for 
righteousness. On the first Sunday of the month, we have the Holy Communion Service. 
Please come and take the bread of life and the cup of life with your community. As we do, 
we become one. One body of Christ, the church.	  


