政治と宗教について ニューヨーク教区主教マーク・シスク
２００８年秋（ニューヨーク教区のニュースレターに掲載された記
事を主教からの許可を得て、翻訳いたしました。）
政治と宗教；このふたつは昔から社交の場での会話では、禁句と言われているト
ピックである。このトピックさえださなければいい宵を過ごせるのに、へたをす
れば、議論が瞬く間にその場の雰囲気を壊すといこともありえるのである。この
ふたつの持つ力というのは、相似、いわゆる両者で一体のトピックとでもいおう
か、友人他人などの関係を問わず、人間の思考にかなり影響するもので、人に
よっては必要以上に自分が持ち備えている信念をゆるがされる場合もある。私が
あえて政治と宗教を相対するものではなく、相似するものと言い換えるのは、政
治も宗教も人生の意味づけ、展望、抱負を語るにあたり、理解、形づけ、また表
現の基盤を与えてくれるからである。どちらも、自己理解のヒントを与えてく
れ、人間が社会の中でいかに生きていき、活動また表現できるかを教えてくれ
る。また、社会の在り方についても説いかけてくれるのである。
西洋社会では、政治と宗教は全く別のものとして扱われ、いやそうすべきである
と思う風潮にがある。ところが、私にしてみれば、それは到底無理なわけで、こ
の双方を全く別にするということは、基本的また必然的に価値観を捨て、一方が
もう一方より価値があるという論理をも否定するということである。何故なら
ば、もし政治と宗教がそれぞれ、人間が最終的に行き着く目的にたどりつく上
で、別の要素を持ち合わせているのであれば、政治と宗教を多くの視点から見
て、どう合体することができようか。
この二つを合体をさせようとするということで、将来性を感じると同時に反面、
論議を行う際その奥に潜む危険な緊張関係を起こす可能性も感じるのである。
我々は他人を悪人とすることの危険性を承知しており、この現象はいわば閉鎖的
とでもいおうか、主に同質的な要素をもった社会でよく起こるのではないだろう
か。このような社会では閉鎖的な価値観が浸透し、誰もが問題意識を起こさぬま
ま存在する社会であり、あえていえば、そんな社会は純粋さを失った弱い社会と
いっても語弊はないであろう。
宗教について言えば、無神論者は、異端者とみなされ、または神から守られず、
地獄に落ちた霊の魂とも公言されるであろう。政治においては、相手の愛国心は
異論をよくかう。"相手”を批判するということは、よく言えば不調和に向かう螺
旋状の階段の始まりにいるといわれ、悪く言えば暴力に向かう可能性もあるので
ある。
比較的開放的で雑多な、しかも他民族からなる社会に住む上で有利な点といえ
ば、沢山の考えの異なった人々がいる中で、個人の主張に対し意義申し立てられ
るということは滅多にない。それと同時に、自分を強く主張くする人達に（時に
は自分とはかなり違った見解を持った人達）に出くわすことも少なくない。大抵
の場合、お互いに意見が合わなくてもうまくやっていけるのである。Cont. p.21
BISHOP SISK CONTINUED

二人の「功さん」との出会い マリア 遠山京子
この１１月は私にとって、すばらしい二人の日本人の方との出会いがありまし
た。一人はMJMの多くの方がお会いになったテゼーの黙想会の日本での代表者で
ある植松功さん、そして、もう一人はアテネオリンピックの体操競技で、団体で
金そして個人の鉄棒で銅メダルをとられた米田功さんでした。このお二人は別に
同じ時にニューヨークを訪問したわけでもなく、もともと私の知り合いというこ
とでもなかったのですが、ちょっとしたきっかけで、別々の出会いであり、私に
とってはとても貴重な出会いになりました。ふと、考えたときに思ったのは、お
二人とも、「功」というお名前をもっていらっしゃいます。ご両親はどんな気持
ちでこのお名前をつけられたかはわかりませんが、この「功」のひとつの意味
は、功績から由来するといわれましょう。
植松功さんは、今回ニューヨークの滞在はほんのつかのまでしたが、MJMのメン
バーにとってとても大切な場を与えてくださいました。以前景山恭子さんからテ
ゼーの話を聞いていたにせよ、なんとなくわからずじまいで、今回も半信半疑で
参加させていただきましたが、すばらしい体験でした。なんともないシンプルな
歌を何回もみんなで歌っていくうちになんとなく心が洗われ、素直な自分をみつ
めることができるとでもいいましょうか。その後の私の生活にはっきりいって波
紋というか、確実に毎日の忙しい生活にちょっと時間を作ろうという余裕と自覚
が出てきました。また、人とのかかわり方がなんとなく変わったような気がしま
す。功さんの人間性に習ってまではいきませんが、功さんとの会話を通して、今
までがんばりすぎていた自分に気づくようになり、人の話を以前以上に聞いてあ
げらるようになったような気がします。それと同時に、気のせいかもしれません
が、人との関わりの中で相手も私の行動、言動に対して、とてもやわらかく応対
してくるようになったのにも気づきました。
また、他の聖公会のグループはもちろん、超教派の方々とのつながりがもてたの
も、功さんのおかげです。これからどこまで自分達でやっていけるかは我々の手
にかかっていますが、お手本にちかづけるよう、我々のペースでやっていこうと
思います。マンハッタンの礼拝でもすこしづつテゼーの音楽を取り入れていって
おります。功さんのいらしていた一週間には、野球のワールドシリーズの決定戦
（フィラデルフィアのフィリーズ優勝）があったり、ハローイン（功さんはいと
このマズールともこさんとマンハッタンのウェストヴィレッジである有名な仮装
行列を見に行かれたそうです）、そして最後は大統領選挙でオバマ上院議員が画
期的な勝利をとげたというアメリカ全体が今までにない、雰囲気を持っていまし
た。そのまっただ中での功さんの訪問だったので、こじ付けかもしれませんが、
この訪問がアメリカに住む我々MJMのメンバーにとって、特別な意味のあるもの
になりました。
日本語でテゼーの歌を歌い、またお祈りをしている時に、すんなり入ってくる言
葉をかみ締めながら、やはり私は日本人なんだとつくづく思うとともに、大統領
Continued on page 13

二人の「功さん」との出会い マリア 遠山京子
選挙活動で、ペンシルバニアにまで出かけていき、地元の人達と大統領候補に
ついて語り合っている自分を見たときは、なんという機会を外国生まれの私に
あたえられてるのだろう、とアメリカの懐の大きさを感じました。それとうら
はらに、日本で生まれながら、日本の国籍をもらえずに、政治にもかかわれな
い人種に対する日本政府の政策にも疑問を覚えておりました。
そうしてから約一週間たった１１月半ば、今度は仕事の関係で日本から訪れ
た、スポーツ選手のメンタルトレイニングにかかわっているグループに会う機
会がありました。その中に、アテネオリンピックの体操競技で、メダルをとっ
た米田功氏がいらしたわけです。最初は金メダリストということで、自分に
とってはまったく縁のない方でマスコミからも取り扱われ、言わばこちらの有
名人という感覚でお会いしましたが、その考えはみごとはずれで、実際にお会
いした米田氏は４年前テレビで見た体つきとお顔といえ、まったく変わってい
らっしゃらず、話してみると、本当に誇りぶらず、逆に、質問しなければ自分
がメダリストだということを謙遜しておっしゃりませんでした。訪問自体、５
月に北京オリンピックの選考試合で残念ながら失格、無念の引退ご、ご自分の
アメリカではスポーツ選手がどんなメンタルトレイニングを行っているかとい
うのを勉強するのが目的でしたので、本当に普通の人という姿勢で参加してい
らっしゃいました。また、ご自分の子供の時からやっていた体操が自分のため
より大人のためにやっていたのことに改めて気づき、これから若い選手の養成
に携わっていくうえで、選手との関係を一番においたトレーニングをしていこ
うという姿勢はとっても新鮮さを感じると共に、尊敬の念をいだきました。
それでも、４年前に私が一時帰国していた時に、テレビで見たあの感動の場面
は私の目に焼きついて離れません。特に、外国生活の長い我々にとって、アメ
リカで見るオリンピックはもちろん、一時帰国の母国で見たオリンピックこそ
すばらしく、愛国心がみなぎってくるのを感じたのを覚えています。４年に一
度自分の日本人としてのプライドが高まり、日本人であることのすばらしさを
痛感させられ、ついつい日本人の選手の応援に熱が入るのを感じるのがオリン
ピックです。
偶然とはいえ、二人の日本からの訪問者「功さん」との出会いは私にとってう
れしい出来事でした。すばらしい人間であるゆえに、ほこり高ぶらず、自分の
人生をマイペースでおくり、しかもたくさんの人々へのやすらぎと喜びを与え
てくださっている「功さん」のお二方。感謝でいっぱいの１１月でした。功さ
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TWO ME AMED ISAO
Reflections by Kyoko Toyama

I met two wonderful visitors from Japan in November. One is Iaso Uematsu , a Taize leader in Japan, who has been introduced in our newsletter and
many of us met in our gatherings on his visit to New York. The other was Isao
Yoneda, a team Olympic gold medalist and an individual bronze medalist (bars) in
gymnastics in Athens. They did not come to New York at the same time and I particularly did not know them before but they made a great impact on my life. When
I thought of these two men, I noticed that they both have the same name, Isao. I
am not sure what their parents were thinking in naming their son, but one of the
root meanings is “accomplishments”.
Isao Uematsu’s visit to New York was short but he provided an important
opportunity to MJM people. Our former missioner Kyoko Kageyama used to talk
about Taize quite often but most of us were still not quite sure what it was. In fact,
even when Isao came, I went to the gathering without any clear sense about Taize.
To my surprise, what I experienced was beyond my expectations. Singing a simple
song over and over made me feel that my mind was cleansed and I was able to observe an obedient and gentle side of me.
My experience with Isao and Taize has clearly impacted on my daily life.
I am now more conscious about making time to reflect despite my busy schedule. I
also notice how I interact with others even though I can’t imitate Isao’s gentle way
of relating with all of us. I noticed how much pressure I was putting on myself
regarding work and family but now I feel I am more intentionally listening to others. At the same time, I get the same reaction back to me from people I am interacting with, gentle and warm, though this may be just my imagination.
Isao also created an ecumenical bridge between other Japanese Christian
denominations and us. We are not sure how much we can continue carrying on his
effort but we are trying to sustain what Isao taught us. In our regional services, we
are integrating Taize songs we learned.
It was an interesting week or so during Isao’s visit to the U.S. as it was
experiencing major, exciting and rather historical events: World Series of baseball
(the Philadelphia Phillies won); Halloween celebration (I understand Isao and his
cousin Tomoko Masur enjoyed seeing a famous Halloween parade in Greenwich
Village in Manhattan); and finally Senator Barak Obama’s epic-making victory in
the U.S. Presidential election on November 4th. Surely exciting it was for all of us.
I don’t think it was an accident that Isao came during the most exciting time of the
year and perhaps in the U.S. history and his visit made a significant meaning to
MJM community as well.
I truly felt how Japanese I was when we were singing Taize songs and
sharing the prayers in Japanese because the words in my native tongue were more
meaningful to me. On the other hand, I could not have felt more fortunate as a
naturalized citizen when I had an opportunity to join the campaign in Pennsylvania
and to have a dialogue with people on the issues that were discussed during the
election. I was amazed by the generosity of this country that someone like me,
born outside the U.S. but naturalized, was able to exercise democracy. Cont.p.15

TWO MEN NAMED ISAO (Continued)
Reflections by Kyoko Toyama

At the same time I was reminded by the harsh reality and the policy that non-ethnic
Japanese are not given the right to have a citizenship and equally to participate in
politics despite their birth in Japan.
In mid-November, a week after the departure of Isao Uematsu, I met a
group of Japanese who came to New York to learn about mental training for athletes. Among them, there was an Olympic gold medalist in gymnastics in Athens.
His name was Isao Yoneda. When told that he was a gold medalist I had an image
of someone who had appeared on TV a number of times, is out of reach and almost
considered a celebrity. However, my assumption was completely wrong. To my
surprise, Mr. Yoneda, who looked the same as four years ago when I saw him on
TV during the Olympics with his slim body and splendid facial expression, was
extremely modest about his accomplishments. He did not even volunteer to say
that he won the gold medal when introducing himself until asked.
The goal of his visit was to learn about athletes’ mental training in the U.S.
after his unfortunate Olympic trial for Beijing and retirement in May. He did not
want to stand out. His interest in this new venture is genuine and serious since he
recognized that his hard work to be a superior gymnast was almost a way to please
adults when he was a child gymnast. He plans to ensure that the current and future
gymnasts will train to be a superior gymnast because they want the accomplishment for themselves. He particularly wishes to learn how to develop a good relationship with his young students first, as well as teaching techniques. It was refreshing to hear from a top athletes but I was impressed with his humbleness and
felt a great respect for him.
I still remember the emotional moment during the gymnastics competition
in the Athens’ Olympics. I watched it on TV four years ago during my visit to my
family in Tokyo. I, as someone who lived outside Japan for many years, became
extremely patriotic. The Olympics does make me proud of being Japanese and to
feel how wonderful we are. I, then, became very enthusiastic and went on to cheer
for Japanese athletes every year.
The meeting with two Isaos was by chance. I don’t think it was accidental.
They were special visitors from Japan and it was a special occasion for me. Both
possess wonderful traits and gifts. Yet, they don’t’ brag or show off because they
are centered on their own right. Both Isaos live their life on their own pace yet
they both give comfort and joy to many people. I am full of gratitude in the month
of November. Isao-san, thank you for an opportunity to meet!
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友人の皆々様、
つい先ほど、ＭＪＭの寄留者６、７月合併
号を読ませていただきました。景山恭子姉
のはからいで、だいぶ前に留者を送ってい
ただいて以来、いつも送られてくるのを楽
しみに待っている次第です。私はまだ寄稿
したことはありませんが、今回の号を読ん
で、ぜひいつものお礼を兼ねてと、ペンを
取りました。
今回こうしてお便りをさせていただこうと
思ったのは、デイヴィッド・エディー兄の
書かれたジョン・バッチェラー牧師と遠山
京子姉の書かれた大越女史の追悼を読んだ
からです。デイヴィッドは、外国人がクリ
スチャンという名のもとに、日本人を脅威
においやり、末は日本を鎖国へとまで導い
た時のことから、その後３００年の鎖国に
終止符が打たれ、門戸を開いた日本ですば
らしい宣教活動をなさったジョン・バッ
チェラー牧師について回想してくださいま
した。この孤独な英国人宣教師の伝道は、
彼が選んだ（いや、選ばれたとでもいえる
かも知れません）宣教の地が蝦夷（今の北
海道）という境地ということで複雑だった
と伺えます。
内村鑑三は、彼が札幌農業学校（今の北海
道大学）の学生時代にこう書きしるしてい
ます。「札幌は今でこそ”開拓者の街”と
いえるが、その当時は２０００人の魂が
眠っている街であった。」それにもまし
て、ジョン・バッチェラー牧師は、５０年
もの間、アイヌと共に生活しました。なん
という神へお仕えだったことでしょう。こ
のバッチェラー司祭のとてつもない働きと
平行してあげられ、忘れてはならないの
は、"ライ病”の患者のために沖縄に渡っ
たイギリス人・アメリカ人男女の宣教師達
です。ライ病人患者は、その当時想像もつ
かないほど、敬遠された伝染病のひとつに
病んだ人達でした。キリストを通して神に
仕えたこういった宣教師の人々の働きが、
実は日本聖公会の基盤になったわけです。
こうした過去の宣教師達の働きをみると、
我々はまだまだ彼らほどまでの働きができ
ていないでしょう。しかしながら、今こそ
が、先駆者達の行ったことを現実化できる
時なのではないでしょうか。

九月に昔からＭＪＭのサポーターで、ＥＡＭ
（聖公会アジア宣教）の日系委員会の幹事長も
なさったジェームス小寺司祭よりお手紙をいた
だきましたの。小寺司祭は、ヒラリー・クリン
トン上院議員や、マデリーン・オブライト元国
務長官など、アメリカでの女性指導者をたくさ
ん生んでいるマサチューセッツの名門女子大学
ウェイズリー大学で、宗教学の教授をなされて
いらっしゃいます。久しぶりのうれしいお便り
ということと、小寺司祭のご専門から伺われる
日本の宣教史もお手紙の中で垣間見ることがで
きますので、皆様にご紹介いたします。

遠山京子姉の大越女史を回想する記事も
快く読ませていただきました。また特
に、京子姉のジョン・バッチェラー司祭
の記事の後記もうれしく拝見しました。
もう２０年以上も前のことでしょうか。
京子さんと初めて西海岸のどこかでＥＡ
Ｍの年会議でお会いし、その時にお母様
が北海道出身だと言われたのを覚えてい
ます。
ＭＪＭのミニストリーを分かち合ってく
ださっている皆さんに感謝しつつ

LETTERS TO THE EDITOR
We received a letter from the Rev. Dr. James
Kodera in September. He has been a friend of
MJM for years and he has served as convenor of
Japanese Convocation in EAM (Episcopal Asia
Ministry) years ago. He is on the faculty of Religion at Wellesley College in Massachusetts
where many prominent women leaders of the
U.S. have graduated from, including Senator
Hillary Clinton and a former Secretary of State,
Dr. Madeline Albright.
We also appreciate
sharing his reflection and insights on our articles
from his expertise and knowledge in the Japanese history of Christianity and his own ministry.

Dear friends,
I just read the June/July 2008 issue of
KIRYUSHA. Kyoto Kageyama was so kind
many years ago to send the newsletter to us.
Ever since, we have eagerly awaited to arrival of
each issue. I have never written. This time I am
moved to write to thank you.
What prompts me to write is the article
on John Batchelor by David Eddy, and the obituary for and tribute to Eugenia Okoshi by Kyoko
Toyama. David recalled the extraordinary ministry of John Batchelor at a time, when Japan had
just opened its doors to the foreigners whose
ways, especially Christian, had frightened the
Japanese so as to isolate the country for nearly
three centuries. The lonely work by the English
missionary must have been compounded by the
location he chose, or was chosen for him. Uchimura Kanzo's writings, some of which deal with
his days as a student at Sapporo Agricultural
School (today's Hokkaido University), suggest
that Sapporo was then a city of 2,000 souls,
whom we would now regard "pioneers." In addition, John Batchelor lived among the Ainus for
fifty years. What a record of work for God! A
close parallel to Batchelor's tireless ministry are
the missionaries, both English and American,
women and men, who went to Okinawa to minister to the "lepers," who were infected with the
most dreaded contagious disease of the time.
These are the works of God through Christ that
built the foundation of the Nippon Sei Ko Kai.
We have not lived up to the standard set by
them, but time is always ripe to start yet again.
I would also like to commend Toyama
Kyoko for her thoughtful and sensitive tribute to
Eugenia. I especially liked her postscript. I remember learning from Kyoko san, when I first
met her over 20 years ago at an EAM conference
somewhere in the West Coast, that her mother
came from Hokkaido.
Thank you for sharing the work of
your ministry.
T. James Kodera,
Rector, St. Luke's, Hudson, MA; &
Professor of Religion, Wellesley College

ERRATA
A picture in the Summer Kiryusha was
improperly placed with the wrong article.
The picture is of Father Tim akayama and
his wife Keiko. Father akayama is recovering from a recent serious illness and we
wish him the best. He was kind enough to
point out our error and also took the time to
write the following:
Thank you for your response and
kind words.
MJM is an important ministry. I
wish it were not so unique because I believe
several other metropolitan areas could benefit if the MJM example were emulated, and
in turn, help evangelism and ministry
among Japanese speaking people living and
working in other parts of the USA, developing awareness of this kind of need by
American dioceses, as well as the Nippon
Sei Ko Kai.
Tim & Keiko Nakayama
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THE RACE DOES NOT GO TO THE SWIFT…

NEW YORK CITY MARATHON NEWS
ニューヨークマラソン
By Kyoko Toyama-Special to Kiryusha

Majorie Buller, one of our MJM family
members and a daughter of Kumiko
Buller, completed the New York City
Marathon on November 2, 2008. She
was spotted by Kyoko Toyama who
also participated in the marathon, but
not as a runner. Kyoko Toyama and her
boys Akira and Mayur are members of
New York Taiko Aiko Kai/Teachers
College Taiko Society, an official music
group for the marathon.

ハリソンのESLのクラスも１２月で
第一セメスターを終え、1月に新学期を
迎えます。
1月にあらたに参加したい方は、MJMオ
フィス、914-723-6118、までご連絡下さ
い。
今秋のクラスは、色々な勉強とともに
自由会話で充実したものになりまし
た。植松功さんが、クラスに来てくだ
さった事も大きな感激でした。植松さ
んは、ギターを弾いて英語の歌えを指
導して下さり、また、クラスの生徒さ
んの殆どが、実用英語の経験無しに渡
米し多くのチャレンジに向かっている
事を良く理解され、生徒さん達の話を
聞いて下さいました。
All Saints Churchで秋のAngel Fairがあ
りました。景山恭子さんがESLのクラス
の生徒さんに呼びかけて始まった、こ

MJMの家族の一人のブラー久美子さんの
お嬢さんマージョリーさんが今年もま
た見事いいタイムでニューヨークマラ
ソンを完走なさいました。またその沿
道で、マラソンの公式ミュージシャン
として参加、走者の応援演奏をしてい
たティーチャーズカレッジ・ニュー
ヨーク鼓愛好会のメンバー、遠山京
子、そして息子達のバルア・晶君と真
由留君もマージョリーさんをブロンク
スで見つけ、応援に熱が入ったようで
す

2009 PLEDGE
2009年Pledgeのお願い

We appeal to you for your continued
financial support in 2009. Your support
and contribution are vital to the operation of our ministry and the distribution
of Kiryusha. Enclosed please find the
pledge / contribution card with an envelope and send it back by the end of
January 2009. Together we can continue to serve Christ through our minis-

MJMの活動及び寄留者は皆様からのプ
レッジにより支えられております。
2009年も引き続き、神様に導かれ活動
出来ますよう、ご支援をお願い致しま
す。
同封されているカードにご記入

METROPLITAN JAPANESE MINISTRY
FOR KIRYUSYA
I enclose a contribution of $_____to cover the cost of quarterly "KIRYUSYA".
FOR MINISTRY
I pledge $_____for the year 2009
Name:_________________ Date:__________
Address:___________________________
______________________________________
Signature:_______________________
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I felt lucky to have met Isao who came a long distance
from Tokyo. I cannot forget what he said during the
gathering, "be simple without limit..."This is the key to
true peace and freedom from ego. Wouldn't it be nice if

ANNOUNCEMENTS
We will not hold Westchester service on Sunday, December 14 and
MJM Christmas service will be held
on Thursday, December 25 from
1:30pm.
The MJM Annual Meeting will be held on
January 11th, the Second Sunday in January
at St. James the Less following the regular
service.
Plans are afoot to do make some omochi
in honor of New Years.
KIRYUSHA welcomes all articles and photos with the understanding that not all submissions will be printed. Because of our
format, we encourage shorter rather than
longer articles, clearly honored in the
breach in this issue. Your submission
should be sent to mjm.ny@mindspring.com

KIRYUSHA STAFF
EditorDavid Eddy
Associate Editor- Akiko Watanabe
Yoshi Watanabe
TranslatorsAkiko Watanabe
Kyoko Toyama
Mailings
Setsuji Uematsu

Ideas for MJM Activities? Please contact
Shoji Mizumoto or Tomoko Masur. Our
latest idea is a Japanese movie night at the
Jacob Burns Center in Pleasantville, NY.

考えを出し合い、また異なった意見
を交わすということによって、我々
を教区制度から開放させてくれる可
能性を与えてくれる。それは、実際
この夏に開催されたランベス会議
（１０年毎に英国ロンドンのランべ
スで行われる聖公会の会議で、世界
中から主教が総結集する）でもみら
れる光景だった。世界中から、強い
信念を持った人々が、生命と信仰を
通して遭遇することによって、"相手
方”との関係を持つ機会を施された
わけである。それぞれの見解に変化
はなかったかも知れないが、確かに
一人一人のものの見方は変わっただ
ろうと思う。

BIBLE STUDY? LOOK UP O THE
MJM WEBSITE FOR MEETIGS.

MJM OFFICE HOURS
MONDAY 12 TO 3 PM
TUESDAY 9:30 to 12:30
Please visit or phone or e-mail
St. James the Less
Church & Crane Avenue
Scarsdale, New York
914 723-6118
Fax-723-3776
E-mail-mjm.ny@mindspring.com
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親愛なる皆様
クリスマスの祝福を皆様へ！
今や世界中でクリスマスが馴染み深くなったため、クリスマスに何を祝うのか、真の
意味をつい忘れがちです。その意味には、サンタクロースやトナカイ、ツリーやプレゼン
ト、また、美味しい食べ物などでなく、大切なものが含まれています。
クリスマスとは、人々が不可能と思われること、とてもありえないと思うことを思い
出し、それを祝うことなのです。すなわち、最初のクリスマスにすべての生き物に命を与
えて下さり、ご自身が創造されたこの世に、聖なる神が人として現れたと言う事なので
す。私達がキリストを見る時、まさに神様を見ているのだと実感できるようにするためで
す。
以下の美しいクリスマスキャロルでは、このクリスマスの意味が良く表わされています。
“LOVE(神)はクリスマスに来られました、
愛、美しい愛、聖なる愛、
愛はクリスマスに生まれました。
星と天使達がその良き知らせを伝えました。“
このキャロルにあるように、この方LOVE（神）は、人類の愛の概念をはるかに超える
愛をもってクリスマスにお生まれになったのです。私達不完全な人間が持つ愛（親の、子
供の、妻の、夫の、兄弟姉妹の、そして友人同士の）には、神様の愛が反映されているの
です。
クリスマスに来られたLOVE（神）はすべての人々に届く愛です。良き人々に、悪しき
人々に、私達のような人々に、又、私達と異なる人々に、公平な考えを持つ人々に、自己
中心の人々に、そして愛されない人々にも、このLOVE(神)は人類すべてを包み込み愛で満
たして下さっています。
このようにクリスマスの意味を考えると、クリスマスこそ、色々な人々に愛を届ける
のがふさわしい時期に思えるのです。貧困に苦しむ人々、愛情を必要とする人々、病気に
苦しむ人々、悩み苦しみを背負っている人々、忘れられている人々、周りから置き去りに
されている人々、また、孤独な人々に、愛を届ける必要があります。
イエスは“あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の天の父をあがめる
ようになるためである。”と言われます。この言葉は、私達の良い行いは、実はすべての
善の源、神様の反映、という意味です。これが真の愛であり、私達の人を愛するという行
為は、神様の愛に基づいていているという意味です。
さあ今年のクリスマス、クリスマスにお生まれになったLOVE（神）に眼を向けましょう。
そして、神様が私達を愛して下さったように、愛する事を学ぼうではありませんか。
愛、平和、すべての祝福がありますように、
ジョン ロイド+

A CHRISTMAS MESSAGE
FROM FATHER JOHN LLOYD
Dear Friends:
A very blessed Christmas to all!
Because Christmas is so popular all over the world it's easy to forget what we are celebrating. The real meaning of Christmas is not about Santa Claus and reindeer and is
much more important than Christmas trees, presents and delicious food.
Christmas is our recollection and celebration of what may seem to many people as an
impossibility: that on the first Christmas, Holy God who gives life to every living creature came as a human being into the world he created. He came so that we, when we
see him, Jesus, might see the very face of God and come to know him personally.
The meaning of Christmas is expressed so well in a lovely Christmas carol:
" Love came down at Christmas,
love all lovely, love divine;
Love was born at Christmas:
star and angels gave the sign."
This person, Love, was born at Christmas. Love whose love transcends all human
loves, but is reflected in an imperfect way in every kind of human love, love of parent
and of child, of wife and husband, brother and sister, friend and friend... - That Love
came down at Christmas. Love who reaches out to everyone - to 'nice' people and to
those who are not so 'nice'; people like us and people who are very different from us;
'good' people but also to even the most self-centered and unlovable. Love born on
Christmas Day embraces the whole of humanity.
That is why it is especially appropriate at this time to remember the poor and needy, the
sick, those with heavy burdens of any kind, those who are forgotten, who are not noticed, who are alone.... To reach out in some way to folk like these as well as to those
we know and love, that is to love as Love loves who was born on Christmas Day.
Jesus said, "Let your light shine before others, so that they may ... give glory to your
Father in Heaven." In other words, the good we do reflects the One who is the source
of all goodness. This is true also of love. When we love, we reflect Love who is the
source of love. So this Christmas, let us look to Love who was born on Christmas Day
and learn from him to love as he loves!
Love, Peace, and every Blessing!
John Lloyd +
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MISSIO STATEMET
MJM is a ministry of the Episcopal Church of the United States and Japan
( ippon Sei Ko Kai) to the Japanese people which seeks to be an open, inclusive body providing spiritual care and support to all people reflecting
the spirit of Christ as it builds bridges between cultures.

METROPOLITA JAPAESE MIISTRY
c/o St. James the Less, 10 Church Lane, Scarsdale, NY 10583
E-Mail-mjm.ny@mindspring.com
Website-mjmny.org
Tel. 914 723-6118
Fax 914 723-3776

