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◇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。

 『教会はキリストの体、一人一人はその部分』 

コリントの信徒への第一の手紙 12 章 27 節 

日米合同教会は、特にニューヨーク市近郊に住む日本人並び

に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣

教の業を通してキリストの福音をのべ伝え、キリスト者として共

に信仰を深めていくことを目的とする信仰共同体です。 
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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。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 夏の日曜礼拝における聖書朗読の箇所は

以下の通り。7 月 3 日：ルカ福音書 10 章 1－11 節、16－

20 節、同 13 日：ルカ 10 章 25－37 節、同 20 日：ルカ 10

章 38－42 節、同 27 日：ルカ 11 章 1－13 節、同 31 日：ル

カ 12 章 13 節－21 節、8 月 7 日：ルカ 12 章 32－40 節、

同 14 日：ルカ 12 章 49－56 節、同 21 日：ルカ 13 章 10－

17 節、同 28 日：ルカ 14 章 1 節、7－14 節（変更あり）。 

■音楽主事 JAUC では、日曜礼拝での奏楽と聖歌隊の

指導を担当できる音楽主事を募集しています。希望者は

履歴書を 9 月 15 日までに高橋先生宛て（pastorkaz 

10001@gmail.com）までお送り下さい。詳しい職務内容は教

会のウェッブサイト www.jauc.org に掲載されています。  

■夏季聖書研究会 夏の期間を利用して集中的に『伝道

者の書』を読み、考え、共に分かち合う時間を持ちたいと

思います。4 回のシリーズを予定していますが、参加希望

者の方々のスケジュールにあった時間帯を設定したいと

思います。興味のある方は牧師までお知らせください。 

■映画上映会/バーベキュー 6 月 12 日（日）に、教会で

映画「The War Room」の上映会が行われ、25 名の方々が

参加されました。祈りが人間関係、結婚生活などに及ぼす

力について描いたドラマです。プログラムはコンテンポラリ

ープレイズによる賛美と共に始まり、 上映会の後、フェロ

ーシップと食事を楽しみました。◆7 月 10 日（日）午後には

教会の中庭で BBQ を行う予定です（調理はキッチンで行

います）。ぜひご参加下さい。お手伝いいただける方は丸

橋理加姉または吉田ジェリ姉までお知らせ下さい。 

■語学コース ＪＡＵＣでは毎週昼食タイムに、アントワネッ

ト・ジョーンズ姉による英語のコースが持たれています。ま

た「J-Forum」として、英語を話す方々が日本語を学ぶコー

スも榎本空兄の指導により昼食タイムに開かれています。 

■献花 7 月 17 日、8 月 21 日、9 月 25 日、10 月 9 日・16

日・23 日に祭壇に献花して下さる方が必要です（35 ドル）。 

■父の日 6 月 19 日の父の日には、日曜学校の子供たち

がランチタイムにパンケーキを調理して下さいました。石井

麻衣子姉その他日曜学校のスタッフの方々に感謝します。 

■墓参会（吉田小夜子姉記） 墓参会は 5 月 30 日（月）メ

モリアルデーに、恒例通り日系人墓地のあるマウント•オリ
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ベットとサイプレスヒルの両墓地で日本総領事館、日系人

会、仏教会、日米合同教会、ライオンズクラブ、日本人学

校などから多数の出席者のもとに執り行われました。日米

合同教会からは西川晃充牧師（ウェストチェスター・ユニオ

ン教会牧師）が代表として両墓地でメッセージを述べられ

ました。サイプレスヒルにある教会の墓地には花輪が飾ら

れ、カーン鈴子さんからの献花も添えられました。 

◇ディスカバリーキャンプ2016◇ 

2016 年度のディスカバリーキャンプは 7 月 24 日から 8 月

5 日まで、例年通りロングアイランドのシェルター島で開催

されます。テーマは「グローバルな絆で実る友情」。今年は

20 名の子供たちと 8 名のカウンセラーが参加します。子

供たちのうち 7 名は、日本基督教団を通じて東北・北海道

の被災地から来た中学生です。JAUC メンバーの榎本空

兄・百子姉がカウンセラーとして奉仕されます。キャンプ

のための献金は、宛名を Japanese American United 

Church とし、メモ欄に「Camp」と明記下さい。 

◇東海岸合同ファミリーキャンプ 2016◇ 

第 6 回東海岸日本語教会合同ファミリーキャンプが 9 月 3

日（土）から 5 日（月）にかけて、NY 州エレンヴィルで開催

されます。今年のテーマは「激動する世界と聖書：見えな

い中東・欧州情勢の背景を読む」、講師として長年ヨーロッ

パで海外伝道をされて来た北浜インターナショナルバイブ

ルチャーチの黒田禎一郎先生が来られます。音楽ゲストと

してはゴスペルシンガー・ソングライターの横山大輔さんが

参加されます。参加申し込フォームが教会に届いておりま

すので、参加をご希望の方はフォームにご記入の上、連絡

担当者の北風英香姉までお知らせ下さい。プログラム等

の詳細はサイト jgclmi.com/FC2016.htm も参照。 

◇教会員・友人関連◇ 

■帰天 下村ジョシュア先生が 6 月 3 日、NJ 州モンローで

88 歳で帰天されました。下村先生は 1928 年にカリフォルニ

ア州ナティヴィダード生まれ。戦時中はアリゾナ州ポストンの

日系人キャンプに収容されましたが、その頃から牧師となる

希望を持たれ、後にプリンストン神学校、デュブーク大学で学

ばれて神学学位を取得。長老派教会の牧師としてオクラホマ

州スティルウェル、ニュージャージー州ブリッジトンなどで奉仕

されました。JAUC では長年にわたり奥様のとし子姉と共に日

曜学校を指導されたほか、聖餐式の司式を手伝われていま

した。◆記念礼拝は 7 月 9 日（土）12 時から、先生が按手礼

を受けられた NJ 州キングストンの長老派教会で行われます。 

■転居 松隈ミチエ姉はイザベラハウスに転居されました

（Isabella Home, #1603, 525 Audubon Ave, NY, NY10040）。 

◇私が好きな聖句◇ 

■石井麻衣子姉 マタイによる福音書 5 章 3－11 節：「こころ

に貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。

悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められるで

あろう。柔和は人たちはさいわいである、彼らは地を受けつぐ

であろう。義に飢えかわいている人たちは、さいわいである、

彼らは飽き足りるようになるであろう。あわれみ深い人たちは、

さいわいである、彼らはあわれみを受けるであろう。心の清い

人たちは、さいわいである、彼らは神を見るであろう。平和を

つくり出す人たちは、さいわいである。、彼らは神を見るであ

ろう。義のために迫害されてきた人たちは、さいわいである、

天国は彼らのものである」。これは私が好きな聖書の言葉の

一つです。「山上の説教」は、クリスチャンがどのように生きる

べきかという明確かつラディカルな教えを示しています。「本

当の幸せとは何なのか」ということを私の心に考えさせてくれ

るので、この８つの教え全てが好きです。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■SMJ レオニア礼拝 SMJ（Special Ministry to Japanese）によ

る日本語礼拝が、NJ 州レオニアの長老派教会（181 Fort Lee 
Road, Leonia, NJ 07605）で毎月第 1・3 日曜午後 3 時に持たれ

ています。お知り合いがフォートリー近辺にお住まいでしたら、ど

うぞお勧め下さい。 

◇祈りのリクエスト◇ 
オーランドーでの乱射事件によって負傷された方、家族を失わ

れた方のために。テキサスでの洪水の被災者のために。熊本・

エクアドルでの地震、東日本大震災を始めとするその他の天災

の被災者のために。世界各地で発生しているテロ攻撃の犠牲者

のために。人種間の和解のために。ヨーロッパに押し寄せている

中東難民のために。並びに下記の方々を覚えて下さい。五十嵐

キミ（吉田ジェリ姉のお母様）、井上照雄、小口愛（アトランタ・ウ

ェストミンスター教会）、小栗ななこ、神崎ヨネ、ヨン・キム、ゴーマ

ン美智子、斉藤不二夫、ジューン・ゴールドバーグ、竹重梅子姉

のお母様、冨田百合子、内藤雅有（タカホー教会、脳梗塞で入

院中）、向井ジョージ、山崎あきら（故堀内姉お兄様）、吉田ケン

タロウ、吉永ジョン諸兄姉。 


