サンディエゴ日本人教会トピックス【2017 年４月】
日本では桜の花の咲き誇る麗しい季節に、目も心もリフレッシュされたことでしょう。
サンディエゴの地より懐かしく思い出しています。最近のニュースでは既に真夏のよう
な気温となったりと、驚くことばかりの気温の変化ですね。教会では子供達がイースタ
ーを前にエグハント・ピクニックや学校の春休みなどで、とても楽しんでおりました。
その後、皆さんいかが何お過ごしですか。神様の豊かな御祝福をお祈りいたします。
今月のトピックスは次のものを掲載いたします。

１．

グッドフライデー集会：十字架上の七言からの証
（コラネリ美佐子姉、町田慶太兄、大倉仰兄）

２．

イースター礼拝でストーンご夫妻の洗礼式と証
（ジェイソン兄、聡子姉）

１． グッドフライデー集会：十字架上の七言からの証
サンディエゴ教会では４月１5 日（金）午後７時よりグッドフライデーの集会が日英合
同で持たれました。当日はイエス様が十字架上で語られた七つの言葉からお証をしてい
ただきました。
日語部からは、次のみ言葉からお証をされました。ここに掲載いたします。

l コラネリ美佐子姉
「よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。
」
（ルカ23 章43 節）

l 町田慶太兄
「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨て
になったのですか」という意味である。 (マタイ27 章46 節)

l 大倉仰兄
「すべてが終わった」（ヨハネの福音書 19 章 3 節）
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証：コラネリ美佐子姉
「よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。」
ルカ 23 章４３節
ご存知のように、これはイエス様が、隣の十字架にかかっている人に言われたお言葉で
す。彼は何という名前だったでしょう。 実は、私と彼には多くの共通点がありました。
彼には私と同じように両親がいました。私には夫と 3 人の子供と、日本に二人の妹がい
ます。彼にも兄弟姉妹や妻も子もいたかもしれません。今のような学校はなくても、会
堂で律法も教えられたでしょう。十字架に至るまで、彼はどんな人生を送ったのでしょ
う。
聖書は彼が強盗だったと記しています。彼が選んだ人生は、いつしか神に背を向け、律
法を破り、犯罪を犯し、ついに彼を十字架に送りました。その時、彼は罪を悔いること
なく、この上ない激しい苦しみと悔しさで混乱しながら、同じく十字架にかかっている
もう一人の強盗と、周りの人たちと一緒に、隣の十字架のイエス様をあざけりののしっ
ていました。
一方、イエス様は、人の罪の贖いの為に、屠られる子羊として残酷な十字架刑を黙って
受けながら、あざけり罵っている人たちのために、大祭司として天の父に執り成しの祈
りをされました。しばらくして、この強盗は、重大な事に気付かされたのではないでし
ょうか。それは、イエス様がメシヤだということと、自分が罪人だと言うことです。
今、私が十字架にかかっているのは、当然受けるべき罪の報いなのだ…。死んで神様の
前に立つとき、私には、何一つ申し開きができない…。こんな私でも裁きの時にイエス
様が思い出してくださったら……と、心の目が開かれた彼の態度はがらりと変わり、も
う一人の強盗がイエス様を蔑むのを戒め、砕かれた心でイエス様に哀れみを乞いました。
するとイエス様は、その場で、そのままの彼に 「よく言っておくが、あなたは今日、私
と一緒にパラダイスにいるであろう。」と言われました。
神様は、この強盗、犯罪人としか記されていない罪人の彼を愛し、無償で御子イエス様
の十字架の贖いゆえに彼の罪をことごとく赦し、義とされ、福音の奥義を現す働きに用
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いられ、神様の栄光を現されました。

私は、強盗こそ犯しませんでしたが、中学生になった頃から、人の尊厳を奪う世の不条
理に疑問を抱き、自分の限界と内に潜む悪に悩み、辛くても素直に認められず、心に多
くの負債を持ちながら、人生の意義を求めて、一人暗中模索している罪人でした。
そして２７歳の時、２０００年前に、イエス様が、隣の十字架の罪人に与えられた無条
件の一方的な救いの恵みは、この罪人の私にも与えられました。イエス様は、
「私が全て
を癒します。弱くていい、足りなくていい、そのままの姿で来なさい。」と、私をも待っ
ていてくださったのです。何という愛、何と言う恵みでしょう！その時、私の心の負債
はすべて拭い去られ、罪の鎖は解かれ、かつて体験した事がない感謝と喜びに満たされ
涙が止まりませんでした。
天地万物を作り維持される神、イエス様は、私の救い主であり、いつくしみ深い親友で
す。あれからの長い歳月、主は常に私の歩調で共に歩いてくださり、数々の試練の時も、
みことばの真実は、主にある喜びを増し加えて下さいました。ハレルヤ！そして、天国
へ行った時、あの強盗にお名前を尋ねてみたいと思います。

証：町田慶太兄

そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、
「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われ
た。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意
味である。 (マタイ２７章４６節)
このイエス様の言葉と向き合い、特に自分の心に響いたことをシェアーしたいと思いま
す。注解書などはあえて読まなかったので、変なことを言うかも知れませんがご了承下
さい。 この言葉を黙想することで、僕の中にあった三つの疑問に光があてられました。
ニュースで流れる悲惨な出来事や、友人・知人が直面している苦難などを見聞きし、な
んでこんなことが起こるのだろうと思うことはどなたでもあるかと思います。僕もそう
ですが、そのような時に”神様、どうして”と思います。その苦しみの中を通っている本
人も”神様、どうして”と心の中で叫んでいるのではないでしょうか。しかしイエス様の
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この言葉を黙想して気づかされたのは、イエス様ご自身が、心から神に叫ぶ苦しみを誰
よりも知っており、自ら経験されたということでした。

二つ目に示されたことは、このイエス様の言われた”どうして”という叫びの理由、それ
は僕自身にあるということでした。愛においても、義においても、完璧なイエス様が父
なる神に見捨てられる理由は、イエス様ご自身には一つも無い。しかしイエス様が僕の
罪をすべてご自分の上に背負われたので、その罪のゆえに見捨てられたのだ、というこ
とを示されました。
三つ目は、何故こんな自分が、これだけ大きな愛を神様から受けているのかという疑問
です。僕はクリスチャンになってからのほうが、神様を悲しませることを多くしてきた
のではないかと思います。自分のことを深く見つめれば見つめるほど、自分の愛の無さ、
汚れ、傲慢、臆病などが自然と見えてきます。そのような自分の弱さがむき出しになる
出来事に直面すると、思わず心の中で”もう俺なんかダメだ、生きてる資格ないです、神
様どうして俺みたいなやつを生かしておくんですか”、と思うことがあります。しかしこ
んな自分でも神様が見捨てられず、愛し続けて下さるのは、イエス様が十字架の上で僕
の代わりに見捨てられたからなのだと気づかされました。
僕が抱えてきたすべての疑問の答え、その答えはイエス様以外に無いということを、今
回改めて気づかされました。

証：大倉仰兄

「全ては終わった。」

（ヨハネ１９章３０節）

預言の成就を示しているかもしれませんが、その一言までにいたるイエス様の姿を読む
と、ゲッセマネの園での祈りがあります。血の汗をかいて、できることならこの杯を取
り除いてくださいと祈ったイエス様がいます。しかしその祈りの後、ペテロが群衆の一
人の耳を切り落とすとイエス様は平常心を持ち十字架に挑みます。
すべてが終わったとは、イエス様が神様の意志を知りそれを全うしたことだと思いまし
た。僕も、イエス様のように確信を持ち「すべてが終わった」と言えるように神様の計
画のために祈っていこうと思わされました。
4

２．イースター礼拝でストーンご夫妻の洗礼式と証
（ジェイソン兄、聡子姉）
イースターサンデーはサンライズサービスが朝６時半から始まり、清々しい朝「主はよ
みがえられた」と先ず礼拝と祈りの時からはじまりました。キッチンでは、早くから、
多くの方々が朝食作りにいそしみ、おいしい食事を提供してくださいました。一同はあ
たたかい朝食に微笑を持って集い、良い交わりの時をエンジョイしました。
「キッチンの
皆様ありがとうございました。とても楽しく、美味しかったです。」
礼拝では、
「イースターおめでとう。ハレルヤ！ハレルヤ」と挨拶を交わし、よみがえり
の主を崇めました。

ストーン・ジェイソン兄の洗礼式

礼拝の中でストーンご夫妻は、大倉信牧師の司式のもと、洗礼を受けられ、後の時間で
は洗礼の祝会がもたれました。大きなおいしそうなケーキにご夫妻はカットを入れ、お
証を伺いました。

ストーン・ジェイソン兄と聡子姉ご夫妻のお証です。
洗礼おめでとうございます！
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Baptism Testimony for Jason Stone
I was baptized in at the Prince of Peace Church in NE Portland when I was 2 or
3 years old. I did not know what was happening and I asked the pastor for
shampoo.
I prayed regularly and Jesus helped me through a difficult childhood. I
gradually drifted away from Christ and sinned more from my teen years. I
lived with my father who is a non-believer and I only attended church a few
times when I lived in Japan as an English teacher. In college I attended a few
youth groups when invited but rarely attended church and I was becoming less
of a Christian. I graduated from college but really needed to confess read the
bible and be baptized.
Back in 2002, I met my wife, Satoko, which helped me become a better
Christian. She was raised in an SDA family and went to SDA boarding schools.
My uncle and grandfather were pastors and my grandfather, who was a pastor
in Paraguay attended out wedding. I still needed to commit to Christ and be
cleansed of my sins.
When I was in the Navy in Japan and visited San Diego, I found a great town
and a great church that would be ideal for my family. Christ has helped me and
my family and now it is time for me to be a more committed Christian, a
better role model for Sarah and possibly a missionary overseas. This means
committing my life to the Lord.
Philippians 4:6-8
"Tell God what you need and thank him for all he has done. Then you will
experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace
will guard your hearts and minds as you live in Jesus Christ."
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証：ストーン聡子姉

今日、イースターの日に、バプテスマを受けることが出来たことを、嬉しく思います。
今まで、バイブルクラスや、祈りなど、様々な形で私を支えてくださった方々に本当に
感謝の気持ちで一杯です。今から簡単にバプテスマを受けるに至った過程をお話しさせ
ていただきたいと思います。
私は、クリスチャン家庭に産まれ、子供の頃から両親に連れられて、教会に通っていま
した。そのような環境で育った私は、自然にイエスキリストの事を受け入れて育ちまし
た。思春期あたりから、その存在を疑う事もありましたが、今は又子供の頃のように、
考えられるようになったと思います。今回、バプテスマを受けるにあたり、今一度、キ
リスト教について、考え直す機会が与えられたと思っています。
今思えば、私は、中学生の時から、バプテスマを受けるかどうかを悩んでいました。私
は、キリスト教の全寮制の中学校におり、そこでは祈りの週という、一週間の間、他の
教会などから牧師先生が中学校にこられ、毎日聖書のお話しをして下さるプログラムが
ありました。そして最後の日に、たくさんの生徒が同時にバプテスマを受けていました。
その人たちを、見ながら、私は、まだ何か乗り越えないと、いけないものがある気がし
て、受けないでいました。そんな事を、繰り返し、ついに今まできてしまいました。
しかし、今回なぜバプテスマを受けるに至る事が出来たかというと、もっと簡単に考え
て良いと気づいたからです。何か、劇的な変化が必要なのではないか、とか、もっと勉
強してからでないと、など、考えすぎていたと思います。でも、シンプルに、信じてい
れば、良いのだと気付かされました。
また洗礼を受けることにより、クリスチャンとしての新しい自分を発見できるように思
いました。聖霊様が、私に長い間迷っていた、洗礼という素晴らしい恵みを、うけるよ
うにと、働きかけてくださったように思います。
また沢山のクリスチャンの方々が、私の為にバプテスマを受けることが出来るように、
助けて下さいました。本当に感謝です。その存在がなかったら、私はもっと先延ばしに
していたように思います。
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これから、クリスチャンとして、分からない事が、沢山ありますが、どうか、宜しくお
願い致します。

ピリピ人への手紙４章６〜９節
「何事も思い煩ってはならない。ただ、事ごとに、感謝をもって祈と願いとをささげ、
あなたがたの求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知ではとうてい測り
知ることのできない神の平安が、あなたがたの心と思いとを、キリスト・イエスにあっ
て守るであろう。あなたがたが、わたしから学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見
たことは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたと共にいますで
あろう。」
ラッドとし子
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