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であったにも関わ
らず、ローマ人たち
2 月 21 日に「アメリカの牧師」と言われたビリー・グラハム氏
は十字架をイエス
が亡くなられた。氏は二〇世紀の代表的な大衆伝道者であり、
現代アメリカの最も著名な伝道者であった。85 ヶ国、２億人以 に背負わせ、歩かせ
上の人々に直接福音を語り、ラジオ・テレビを通すと 20 億人 たのです。

BILLY GRAHAM 先生記念

もの人々にイエス・キリストの救いのメッセージを届け、今ま
で生きた誰よりも多くの人々に福音を語った言われる。トルー
マンからオバマ大統領に至るまで多くの歴代大統領と親交が
あった。そのグラハム氏の十字架のメッセージを皆様に…。

The Cross 十字架
My Hope for America より抜粋
https://myhopewithbillygraham.org/program/the-cross/
のビデオからご高齢になられたグラハム氏の言葉を拾って翻訳しました。

説教するために観衆を見渡すと、様々な背景、必要、
ニーズを持った人々がおられることが分かります。そ
して私は彼らが神の偉大な愛の対象である事を思うの
です。その愛の深さは、ご自分の子、一人子を十字架
にかけるほどのものでした。

William Franklin Graham Jr.
Nov.7, 1918 ~ Feb.21, 2018

イエスはエルサレムの町の外まで十字架を運ばれ、彼
らはイエスの手を十字架に釘付けにしました。しかし
それが最も大きな苦しみではなかったのです。イエス
にとっての最も大きな苦しみは「わが神、わが神、な
ぜわたしをお見捨てになったのですか。」と言われた
ことの中にありました。それはこの時にこそ、イエス
と父なる神さまとの間に断絶が起きたからです。イエ
スはご自分の血を流されました。その血こそ、神の命
そのものだったのです。
キリストの十字架以外に救われる道はありません。イ
エスは「わたしが道であり、真理であり、命なのです。
わたしを通してでなければ、だれひとり父の身許に来
ることはありません。」と言われました。父なる神さ
まへの道は、父の子であるイエス・キリストを通して
のみ開かれているのです。

十字架は犯罪人を罰するためにローマ人たちが使用し
た最も残酷な処刑方法でした。イエスは私たちの罪を
負ってそれを耐え忍ばれたのです。本来私たちが十字
架にかかり、私たちが地獄に堕ち、私たちが裁かれ、 なぜイエスなのでしょうか。それはイエスのみが罪が
裁きに伴うすべてを受けなければならなかったのです。 ない状態で誕生されたからです。そしてそれ以上にイ
エスのみが義なる方だからです。もし人がイエスのも
私は多くの人が十字架のメッセージに反論して来るの
とにいくなら、神はその人にイエスの「義」を着せら
を知っています。彼らは罪人と言われるのを嫌がりま
れるのです。神はあなたを見る時、もはやあなたの罪
すし、怒ります。十字架は世を支配している悪に真っ
をご覧にならずにイエスの義をご覧になるのです。
向から対立するために、反発を生み出すのです。十字
架は私たちに新しいライフスタイルを「勧める」ので あなたがキリストの元に来るということは、悔い改め
はなく、断固「要求」してくるので反対を引き起こす の道を通して来るということです。悔い改めとは、今
までの生き方を変え、罪に背を向け、イエス・キリス
のです。
トに向き直り、「私は罪人です。私は赦しが必要です。
罪は人間の心の病気です。理性、意志、感情のすべて
あなただけが私を変える力がある方であることを信じ
が罪によって冒されています。私たちの存在のすべて
ます」と言うことです。
がこの病気の影響を受けているのです。どうしたらこ
の束縛と呪いから自由になる事ができるのでしょうか。 今日、あなたの信頼をイエスにおいていただきたい。
そしてこの祈りを祈っていただきたい。一文一文、私
神がその鎖を断ち切ってくださるのです。
の後についてきてください。
聖書は「誰でもキリストのうちにあるなら、その人は
新しく造られたものです。古いものは過ぎ去って全て 天の父なる神さま、
が新しくなりました。」と教えています。神はあなた 私は自分が罪人である事を知っています。私はあなたに赦し
を求めます。イエス様、あなたが私の罪のために死んでくだ
を全く新しい人に作り替えてくださるのです。
あの十字架の上で、神は私たちのすべての罪をイエス
に負わせたのです。
ローマ人たちはイエスの手に釘を打ち込む前にイエス
を鞭打ちにしました。ローマの鞭打ちは残酷なもので
した。釘とかをつけた鞭で人を鞭打ちにし、半殺しに
しました。鞭打たれて弱っておられ、ほとんど不可能

さり、死人の中からよみがえられた事を信じます。私は罪に
背を向け、罪を悔い改めます。イエス様、あなたを私の心と
私の人生にお迎えします。あなたを私の主、私の救い主とし
て、あなたに信頼し、あなたについてまいります。
イエス・キリス
トの御名によっ
て祈ります。■

【 洗 礼 の 証 】Ｍ.Ｇ. (ハートフォード集会メンバー)
父の実家は競走馬の厩舎、母の実家は証券会社、両親は自営
業で、私の育った家には、神棚、仏壇、お稲荷神社がありま
した。毎朝、仏壇とお稲荷さんのお手入れ、手を合わせ拝む

のが日課で、縁
起を担ぐ「勝つ」
や「上がる」が

家族の好きな言葉だったのをよく覚えています。

社を始めたのですが、父に対して尊敬や感謝が無く厳しい態
度が常に。優しく、お洒落でゴルフが得意な父に絶対的な権
力を持つ母、私は結婚して母のようになりたくない、と思い
上がったのです。それは母の立場など考えない、自分が正し
いとする冷たい心、いつしか私が尊敬と感謝のない傲慢な心
を持っていた事です。

そんな中、私はクリスチャンの幼稚園に通いました。海岸沿
いの松林の中にある幼稚園で、門をくぐり、ゆるく曲った坂
道を登りつめると玄関があり、ここに「神は愛なり」と彫ら
れた大きな黒い艶々の石があったのです。毎朝母に手を繋が
れてその石まで歩き、帰りはいつも母がそこで待っていてく
れました。幼稚園での思い出はクリスマスにマリア様になれ
ず、羊だった事。白の毛糸のセーターとタイツで端っこに立
っている写真が今でもあります。

家庭集会からこの悲惨な自分に、またいつも母の期待を裏切
れない不安な自分にも気づかされました。今全てを悔いてい
ます。そして私は安心し穏やかで澄みきっています。心の目
を開いてくださった神様に心から感謝をしています。「神は
愛なり」の意味、私を救うために愛する御子を送ってくださ
り、私の罪を贖ってくださった、その愛の意味を理解できる
よう、神にあって一歩を踏み出します。

その後、学生時代、社会人、結婚、子供ができるまで、私は
み言葉に触れることや聖書を手にする事なく過ごしてきま
した。７年前ハートフォードで子供を通じて知り合った友人
に誘われ、家庭集会へ参加しました。子育ての悩みを分かち
合い、み言葉を通じて知恵を頂き励まされたのが聖書の勉強
会へ通うきっかけでした。そこから私は自分がいかに自己中
心で不安であるかに気づかされたのです。

幼稚園の時、クリスチャンになる種をまいてくれた母へ、い
つも暖かく見守り応援し続けてくださった立石先生ご夫妻、
ハートフォードの皆さんに心から感謝を申し上げます。

心を尽くして主に依り頼め
自分の悟りに頼るな。
あなたの行くところ、どこに於いても主を認めよ。
そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
箴言 ３章 ５ー６節
これから主を見上げ祈り、信頼して歩いて生きます。■

私には沢山の罪があります。
これまで父なる神を知らぬ顔で宗教はいらないと頑固に生
きてきた事。恵まれているにもかかわらず感謝もなく、思い
上がり傲慢自己中心でいた事。何より大切なはずの両親に対
する反抗、心から尊敬できなかった事です。
私の母は教養もあり、実家からの財力、人脈も豊富で大変や
り手の頑張る女性でした。父の勤務先倒産後から母が父と会

■ 2018 年
【定例集会】
★ 日曜礼拝 ／11:10〜12:40
交わり会／12：40-13:00
★ 祈り会 ／日程検討中

春の集会・行事予定■
【各種集会】
★ スタンフォード 聖書を読む会

★

隔週木曜午後 2:00 場所：井上宅
★ ハートフォード 聖書を読む会
隔週月曜、毎週木曜午前 要問合せ

★

★☆★ 新会堂での礼拝開始

下記以外にも週の間に入門クラス、聖書の学び
会等が行われています。お問い合せください。

シニア聖研 聖書を読む会
お問い合わせください:

サラトガ家庭集会
月１回 10:30 場所:キャスパー宅

3 月 18 日(日)11:10 AM〜

Ridgeway Church (465 Ridgeway, White Plains, NY 10605) の地下、ユースルームにて。
尚、お子様連れの方は正面玄関にて子供プログラム参加のためのサインアップを済ませてくださいますようお願いします。

★☆★ 春のゴスペルワークショップ 大人＆子供合併チラシ→ 2018SpringGospel.pdf
大人 3月15日(木)、22日(木) 10時〜12時事前ゴスペル講座（参加自由）
3月29日(木) 10時45分〜１時 ゴスペルワークショップ開始
●日程（9回）：3/29、4/5、4/12、4/26、5/3、5/10、5/17、5/24、5/31
●会場：ニューヨークめぐみ教会（Japanese Grace Church of New York）
c/o Ridgeway Church 465 Ridgeway, White Plains CT 10605
●参加費：$190（初回の方は$175、初回無料体験）

子供 4月10日(火) 午後 ４時45分〜６時

ゴスペルワークショップ開始

●日程（８回）： 4/10、4/17、4/24、5/1、5/8、5/15、5/22、5/29
●参加費：$150 ★参加者が12名以上与えられたら行います。

●会場：同上

本番コンサート ６月３日(日) 午後２時半「春のゴスペルコンサート」

Directors:
Gregory Kelly (左)
Timothy Riley (右)
聖書のお話
立石尚志・聖美

初めて、新しいリッジウェイ教会でのコンサートになります！ぜひお楽しみください。

☆★☆ イースターエッグハント：今年はリッジウェイに合流します。参加無料！
KIDZ Resurrection Event 3 月 24 日(土曜) 9:30am〜12pm (egg hunt, pony rides, etc.)
《教会住所》グリニッチ福音キリスト教会 (Japanese Gospel Church of Greenwich)、 牧師 立石尚志
c/o St. Paul Ev. Lutheran Church, 286 Delavan Ave. Greenwich, CT 06830
website: www.jgclmi.com
★ 3 月１８日より ニューヨークめぐみ教会 c/o Ridgeway Church, 465 Ridgeway, White Plains, NY 10605

《問い合わせ》 教会 TEL (203)531-6450､ 牧師宅 TEL (203)531-1609

e-mail: church@jgclmi.com

