
MESSAGE FROM SUMMER 2016 

◇Pastor Takahashi’s Message◇     

May 29: “Who is Worthy?” Luke 7:1-10 A centurion, one of the Roman Imperial Army’s 
commanding officers, asked Jesus to heal his seriously ill servant. In Matthew’s Gospel chapter 
8, this centurion asked Jesus directly to heal his slave, but in Luke 7, he sent Jewish elders to 
Jesus for the request. You might sense awkwardness from this scene. He was a Roman Imperial 
Army officer and a Roman citizen, not an Israelite, but most likely a Greek-speaking Gentile. 
He had the political and military power to control Capernaum, a small town near the Sea of 
Galilee, by sending his soldiers for whatever was needed by the Roman Empire, especially 
collecting taxes. Some might wonder if he was powerful, important, and “worthy” enough to 
send some local Jewish religious leaders to Jesus in order to save his servant. Other might think 
that he was compassionate since he cared for his slave’s life. He saw the life of his servant as 
worthy of being saved. So, he asked Jesus, the supposedly King of Jews, who was known as a 
miraculous healer. And the commanding officer surprised even Jesus by what he said about 
himself. In Luke, he again sent his friends this time to tell Jesus, while in Matthew, he spoke to 
Jesus in person. This commanding officer’s remark has become a communion liturgy in Latin 
for Roman Catholic Mass: “I am not worthy to have you come under my roof. So, speak the 
word only” (Luke 7: 6-7). Paul called people like this centurion “God-fearer”, the Gentiles who 
attended worships at Jewish synagogues. In Luke 7, the elders who were sent by the 
commanding office were eagerly telling Jesus, “He is worthy of having you do this for him, for 
he loves our people, and it is he who built our synagogue for us.” (7:4-5) In fact, the ruins of a 
Jewish synagogue in Capernaum near Sea of Galilee bears both Jewish religious symbols and 
Roman military symbols. It was a hybrid synagogue of Jewish and Roman tradition. Though 
the current structure was rebuilt around the 3rd century or later, the building was believed to 
have some similarities to the previous synagogue that existed in Jesus’ time. This centurion 
might have attended the Jewish synagogue in Capernaum. At least, he was associated with the 
synagogue, and could send the elders to Jesus. ◆This commanding officer declined Jesus to 
come to his house even though he desperately wanted Jesus to heal his servant. The centurion 
asked Jesus his word, instead. “My lord, say the word.” There are a few possible interpretations 
of why he did not want Jesus to come to his place, (1) because he totally feared the 
awesomeness of Christ. He did not think he was worthy to have Jesus in his place; (2) because 
he truly believed all he needed was Jesus’ word. As a man of authority himself, he believed the 
power of Christ’s authoritative word; or (3) because he was afraid what others, especially his 
fellow Gentiles might think of him asking Jesus of Nazareth to come to his place to work a 
healing miracle for his servant. There was risk for him to be seen with Jesus. ◆In this scripture, 
the centurion said he was unworthy, but clearly thought his servant’s life was worthy of the 
divine’s healing miracle. In the 21st century, we can agree in most parts of the world, life is 
worthy no matter whose life is. Life is equally worthy though it may be only philosophically on 



the earth. ◆Memorial Day was formerly known as Decoration Day and originated after the 
American Civil War to commemorate the Union and Confederate soldiers who died in the Civil 
War. By the 20th century, the scope of Memorial Day extended to honor all Americans who 
have died in the military service. It is important for the JAUC community to keep the legacies 
of the 442nd Regimental Combat Team of the United States Army alive.  The combat unit 
composed almost entirely of American soldiers of Japanese ancestry fought in World War II 
primarily in Europe, and made enormous sacrifices. Many young “Nisei” or the second 
generation Japanese Americans fought for their country not only to defend the nation’s value of 
freedom but also to prove their loyalty to the country where they were born, while many of 
their families had to be incarcerated in the internment camps. ◆Last month, President Obama 
made a historical visit to Hiroshima as the very first President of the United States and 
delivered his message to call nuclear disarmament. It is a mission for our generation to not 
repeat the same mistake of indiscriminate mass destruction. All lives matter. In God’s eyes, we 
are equally worthy. It is a mission of our generation to pass the message of “No More 
Hiroshima, No More Nagasaki”, and “No More Okinawa” onto the next generations. ◆When 
facing huge responsibilities, we often decline saying, “No, no. I’m not worthy for that. So, 
please ask someone more suitable.” I have struggled with my “unworthiness” since I was very 
young. When finishing my graduate school education, becoming a teacher was the last item in 
my wish list of future vocations. After becoming one, I even tried to minimize my fear by 
asking students not to call me “sensei” but it did not work well. I ended up with “sensei” for 
many decades. When God called me to a local church ministry, I asked God, “Why me? There 
are many people who want to be pastors. They said they wanted to be pastors since their 
childhood. I don’t know if I want to be a pastor. I am not ready yet. I’m not worthy.” And yet 
God sent the Holy Spirit to push my back with a strong tail wind anyway. I am still unworthy, 
but I have learned something since then. Our unworthiness does not matter because our 
awesome God knows it in the first place and still wants us to serve him and one another. God 
can make the unworthy a good tool for building his kingdom. God is almighty to transform the 
unworthy into the worthy. There is absolutely no way for us to use our unworthiness as our 
excuse for declining God’s call, because, as we all know, the Lord is almighty and absolutely 
worthy. 

◇高橋先生のメッセージ◇ 

■5 月 29 日：「値打ちのあるもの」ルカによる福音書第 7 章１節-10 節 ローマ帝国軍の百卒長、

すなわちユダヤの民ではなくギリシア語を話す「異邦人 (Gentiles)」の百人隊長が、主イエスに自

分の信頼するしもべが病気になって死にかかっているので助けてほしいと頼みます。マタイ書の

８章では隊長が自ら直接にイエス様に頼むのに対して、ルカ書７章では、カペナウム（カファルナ

ウム）のユダヤ寺院の長老たちを遣わしてお願いします。ガリラヤ湖近くの小さな町カペナウムの

ユダヤ寺院の長老たちは、 「あの方はそうしていただく値打ちがございます。ユダヤの民を愛し、



会堂も建ててくれたのです。」と熱心にイエス様に頼みます。カペナウムには、３世紀くらいに建築

されたユダヤ教寺院の遺跡がありますが、そこにはユダヤ教の伝統的なシンボルとローマ帝国

軍のシンボルが共存しています。この建造物の前にあった寺院の建物を再建する形で作られた

と考えられているところからして、この聖書箇所の時代に、この隊長がカペナウムの寺院で礼拝

していたことは十分考えられます。少なくとも、寺院の長老たちと付き合いがあったことは明らか

です。ローマ帝国の市民であり、帝国軍の百人もの兵隊を率いる力のある隊長が、ユダヤ寺院

の長老たちを送って、イエス様に癒しの奇蹟をお願いする。このシーンをちょっと妙だと感じる方

もあると思います。百人隊長は自分の権力ある立場から、ローマ帝国軍の力を恐れるユダヤ教

寺院の長老たちをイエス様に元へ使者として送ったのか？百人隊長の信頼するしもべの命の値

打ちを隊長は重んじて、彼の命を救うべく、相互に敬意を払う関係にあったユダヤ教寺院の長老

たちを、奇蹟の起こし手として当時評判が上がっていたナザレのイエスのもとへ送ったのか？百

人隊長をどちらの視点から見るかによって、この聖書箇所の意味合いも随分と変わってきます。

◆この百人隊長の言葉がイエス様をも驚かせます。ルカ書では隊長の送った友達が伝言したと

されていますが、マタイ書では隊長本人が主イエス様に語ります。「主よ、どうぞ、御足労ください

ませんように。わたしの屋根の下にあなたをお入れする資格は、わたしにはございません。それ

ですから、自分でお迎えにあがる値打ちさえないと思っていたのです。ただ、お言葉を下さい。そ

して、わたしのしもべをなおしてください。」（７章６節—７節）そのなかの「私には主を私の屋根の

下にお迎えする値打ちがない。ただ御言葉をください。」 という部分はローマカソリックの聖餐式

のラテン語のリタジーになり、聖餐式において３度繰り返されます。使徒パウロは、この百人隊長

は「神を恐れる異邦人」のひとり、すなわちユダヤ教寺院での礼拝に参列する非ユダヤ人、異邦

人だったと考えています。この百人隊長のような異邦人はこの後も増えて行き、４世紀には多くの

兵士たちが、またローマ皇帝の母を始め、やがては皇帝自身も洗礼を受けることとなり、それま

で禁教とされていた「イエスの道」、のちの「キリスト教」は国教化されてゆきます。◆どうして百人

隊長は、もう家の近くまで来ていた主イエスを彼の家へ来ることを断ったのでしょう。それには幾

つかの解釈があります。（１）主イエスを恐れ多く思い、自分の家のようなところへ来て頂く訳には

行かない、自分には「資格がない」と考えたから。（２）彼自身、隊長として言葉、命令という権威

の力を熟知していたので、信頼するしもべの命を救うには「主の御言葉」さえあれば良いと信じて

いたから。あるいは（３）ユダヤの王たるナザレのイエスが訪ねてくるところを他人、ことに他の異

邦人たちに見られることを「恐れた」から。◆隊長は、自分の信頼するしもべの「値打ちのある」命

を主イエスの癒しの奇蹟で、救ってもらいたいと頼みますが、自分には主を我が家の屋根の下に

お迎えする「値打ちがない」から、ただ御言葉をくださいと言います。しもべには値打ちがあるが、

その主人である隊長には「値打ちがない」と言うのです。当時、奴隷制は合法化されていて、人間

界の理解では、その反対は考えられても、しもべに値打ちがあり、隊長にないというのはきわめ

て逆説的です。◆メモリアルディは元来、南北戦争で亡くなった兵士を称えるデコレーションディと

して始められました。南北戦争はアメリカ国内でおきた唯一の大規模な内戦で北軍南軍合わせ

て５０万人近くの命が失われたとされています。第一次世界大戦の後、あらゆる戦争、軍事行動

で亡くなった米国の兵士を追悼することを含むように拡大されました。第二次世界大戦では、日



系アメリカ人社会は板挟みに会いました。第 442 連隊戦闘は、日系アメリカ人のみで編成された

部隊で、最も多くの勲章を受けた部隊としても、また多くの犠牲者を出したことでも知られます。自

由と民主主義のため、というより、自分が生まれた国への忠誠心を「証明する」ため、約 3 万 3 千

人の日系二世がヨーロッパ戦線に投入され、 9 千５百人近くの死傷者を出したと記録されていま

す。彼らのことを覚えて忘れずにいること。歴史を風化させず次世代に渡してゆくことは、このコミ

ュニティにとって大切なことです。また先月、オバマ大統領が初めての合衆国大統領として被爆

地広島を訪れ、核廃絶のメッセージを世界に向けて発信しました。時に戦争の早期終結させるた

めの核兵器の使用が正当化されるか否かの議論に気をとられがちですが、最も大切なことは、

人類としてあのような大量無差別破壊兵器の使用という「同じ過ちを二度と繰り返さない」こと。広

島、長崎のことを、また沖縄で島民が盾として用いられたという歴史を忘れず覚えていること。「覚

えること」はクリスチャンにとって、主が教えて下さった大切な信仰の証です。歴史を風化させず

次世代に渡してゆくことは、この信仰共同体にとってとても大切なことです。◆私たちはよく「自分

にはそんな大切な仕事をするような資格も、能力もはないので、もっと『ふさわしい』方にやって頂

いてください。」と断ります。２０代で教師をなる道を示された時、そう感じました。教える側より教

わる側でいたいと思っていましたが、長年先生稼業をしているうちに、教えることは教わることだ

と気がつきました。牧師になる道を神様に示して頂いた時も、「私がですか？勘弁して下さい。私

にはそんな資格も経験もありません。子供時代から牧師になりたかった方もいらっしゃるのだから、

そういう方の方が適任かと思います」。そんな逃げの一手を打ってみましたが、神様の導きという

ものは、逃げても逃げ切れるものではありません。次から次とドアを開けて下さり、暗闇の中で明

かりをともしてくださり、コッチだコッチだ。もう少しだとひっきりなしに導いてくださる。気がついて

みると大変遠くまで歩んできていました。そしてハタと気がつきました。私に値打ちがないことなど、

神様はハナっから分かっていらっしゃった。それでも主は喜んで力のない自分を使ってくださる。

自分の値打ちの有無などそもそも問題ではないのだ。ただ主の凄まじいばかりの恵み、愛を信頼

して従って行けば良いのだと教えて頂きました。私たちに値打ちがあってもなくても大丈夫。私た

ちの神様の凄さには、この上ない値打ちがあるのですから。 

 


