
◇Pastor Takahashi’s Message◇     

Message for Advent There are two The season of Advent marks a new beginning in the 
Christian church calendar, followed by Epiphany, Lent, Easter, Pentecost, and “Ordinary Time” 
as odd as it sounds. There are some special days in between such as Transfiguration Sunday, 
Ash Wednesday, Palm Sunday, Holy Thursday, Good Friday, Trinity Sunday, Christ the King 
Sunday, and so on. The beauty of living according to the liturgical calendar is that we follow 
the footsteps of Jesus closely, step by step, Sunday after Sunday throughout the year. Advent is 
the season of waiting not only for the birth of Christ, but also for Christ’s return. We are 
thinking of new beginnings, while expecting the end. Sometimes, our rituals and routines 
betray the original thoughts and intentions. In fact, Jesus came to straighten them up. For 
instance, Sabbath was created for our sustainability, but in Jesus’ time, Sabbath was practiced 
for Sabbath per se. To the majority of people in this city, the nativity scene of “crèche” 
becomes a cliché: a seasonal reminder of holiday season. A nativity scene in a storefront 
represents an overused extraordinary event without ever thinking of the original meaning. ◆
The original event of the birth of Christ was not a normal event in any sense, the location, the 
circumstances, and the encroaching dangers were just a few of the less than circumstantial 
event. The couple, Mary and Joseph, who were on the run, had to give the birth to their baby, 
and ended up with laying the new born in a manger. In our time, the holiday season gives many 
of us warm feelings of comfort: the Christmas tree in Rockefeller Center is lit up, family and 
friends gathering, gifts, and of course, a feast. The warm memories of Christmas can help us 
sustain ourselves when the cold season comes into our lives. Life is hard and we all struggle 
more or less. The cold season comes sometimes even to those who have a “good life”. It is not 
a question of “if”, but “when” crisis comes to our lives. Life is unpredictable. Living with some 
kind of uncertainty is inevitable. For believers and the faithful, Advent is not just the beautiful 
prelude of Christmas; also waiting anxiously for the divine judgment. “But about that day and 
hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.”(Matthew 
24:36) ◆God planted the seed of JAUC here in NYC 123 years ago. The seed sprouted, grew 
up into a tree, went thorough many storms, and survived them all. We must remember the 
legacies of this faith community and the struggles and sacrifice that the people before us made 
in order to pass God’s beloved church onto next generations. They knew that things on earth 
are mortal and vulnerable through their firsthand Japanese American experiences during World 
War II, including the destructions of their parents’ hometowns, the Internment Camp and the 
442nd Infantry Regiment. They knew that we should not take anything for granted. We should 
keep awake, otherwise a flood would come and sweep all away. People before us knew that we 
must keep awake, otherwise when two will be in the field; one will be taken and one will be left. 
We are blessed to have the permanent worship space in a convenient location. But we must 
remember not  to take it for granted. When a flood comes, we might be swept away. Or we 
might be taken away when a thief comes. Unexpected things may happen or will happen. 
However, we should not fear. “Do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your 



God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand.” 
(Isaiah 41:10) Emmanuel means “God is with us.” ◆As December comes, my personal 
computer loaded with so many files that I have worked on throughout these years becomes 
overwhelmed and sluggish. When I multitask on my old trusty laptop, it begins to overheat and 
its cooling fan works so hard and loud. I become a little anxious that my laptop might be on fire 
and is about to break. In that case, I tentatively stop what I am doing, close multiple files that I 
am working on the screen, and reboot computer. It works always. The Random Access Memory 
gets a clean slate. Everything starts working. Just like personal computers, we also need to 
reboot our faith sometimes. When we are overwhelmed by the amount of things we do: work, 
study, personal life, relationships, or whatever we do, we lose clarity and efficiency of what we 
do. Many things in our lives can be tangled, clogged, and stagnated. In that case, we need to 
clean up the clogs of life in order to wipe a slate clean, to make a fresh start. Advent is the 
perfect season to reboot, restart, or renew our faith commitment.   

◇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。 

 


