
English Service June 10th, 2020 
 
Hymn: Jesus Loves Me (E-461) 
Bible Passage: Matthew 6:6 

“When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father 
who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.” 
 

Finding Papa in the Secret Place 
 

Have you ever played Hide & Go Seek with your parents? I think many of us have 
played Hide & Go Seek with our parents. And most parents usually aren’t very good at hiding. 
Watch any parent play hide and go seek with their children, and you’ll see, parents want to be 
found by their children, so they make it really easy to find them. Maybe they let their leg stick 
out of the hiding spot, or they make noises. But they usually make sure their children can find 
them. 
 

In my previous encounter message, I talked about how God is our Father, our Papa. 
But perhaps many of you were thinking, “Mr. Stephen, This idea of God is our Papa is great 
and all, but it doesn’t feel like he’s my father, I don’t really feel loved by him or close to him the 
way my actual father loves me.” And of course, you can’t really see God, and it’s not like you 
can actually touch him physically. So how can we get close to God? How can we experience 
the love of our heavenly Father? 
 

I’ve got a secret for you! I think God is playing Hide & Go Seek with us! And just like 
parents, God wants to be found by us! So he hides, but just like our parents, He’s not really 
that good at hiding. He actually tells us where he’s hiding! He’s hiding in the secret place. It 
can be any secret place! Maybe it’s your room, or your closet, or an unused study room, 
anywhere where you’re alone, and it’s just you and God. He says He’ll meet us there. 

 
In my life, some of the moments I have felt closest to God have simply been when I’m 

alone in my room. There are no distractions, nothing special or exciting, it’s just me. But I read 
the Bible, I pray, I sing to God. And there, in my secret place, God comes. I don’t actually hear 
or see him physically. And I don’t necessarily always feel something either. But it is in those 
moments most of all that I know I’m loved. In those moments, I have the most peace. In those 
moments, I am most aware that God is always close. Those moments give me the strength to 
live and love well, and I notice the difference when I don’t have those moments. 

 
So, I know that so many of you have busy lives with lots of important studying and club 

activities, but I want to invite you to try this sometime. Find a secret place, and set aside a time 
to be alone with your Heavenly Papa. It could be 10 minutes a day, or an hour every Sunday. 
You can read the Bible, or pray or talk to God, or sing some hymns. And though you may not 
feel anything, God’s Word is clear, Your Heavenly Papa will meet you there, in the secret 
place. Let’s pray. 

 
 
 



 
英語礼拝 　　　２０２０年６月１０日 
 
讃美歌：主われを愛す（Ｅ－４６１） 
聖　書：マタイによる福音書６章６節 
　　　　　「だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れた

ところにおられるあなたの父に祈りなさい。 そうすれば、隠れたことを見ておられるあなた
の父が報いてくださる。」 
 

隠れたところでパパを見つける 
 
　親たちと一緒にかくれんぼをやったことはありますか？たぶん多くの人はやったことがあると

思います。そして、たいてい親という存在はかくれんぼがそんなに上手ではないでしょう。子供

と一緒にくれんぼをしているどんな親を見ても、わかるはずです。親は子供に見つけてもらいた

いですから、見つかりやすいように隠れます。たとえばその隠れているところから足を出したま

まにしたり、隠れたまま音をたてたりします。とにかく、子供に見つかりやすいようにします。 
 

　この前の出会いのメッセージには神様は私たちのお父さん、またはパパだという話をしまし

た。でも、多くの人が、「スティーブン先生、神様がパパだという概念はもちろんいいけど、ワ

タシのパパだというふうに感じていません。自分の実際のパパに愛されていると感じているよう

に神様に愛されていると感じていません。」と思っているかもしれません。そして、もちろん、

神様は実際に目で見えない、手で触れない存在ですね。それでは、どうやって神様を近くに感じ

られるでしょうか。どうやってその天なるお父様の愛を経験できるでしょうか。 
 
　秘訣を教えてあげましょう。神様は私たちと一緒にかくれんぼをしているのです。そして、親

のように私たちにみつけられたいのです。ですから、神様は隠れはしますが、親と同じようにか

くれんぼがあまり上手ではありません。実は、どこに隠れているか教えてくださっているので

す。隠れたところにいます。どんな隠れたところでもいいのです。ひょっとすると、自分の部屋

とかクローゼットとか、使われていない自習室、とにかく、一人でいるところならどこでも、そ

こが神様と一対一になれるところです。そこで会ってくれると言ってくださっています。 
 

　私の人生の中で、一番神様に近いように感じたときの一つが、単純に自分の部屋に一人でいた

ときでした。気が散ることもなければ、特別なことや面白いこともなくて、私だけいるのです。

そのとき私は、聖書を読んだり、神様に祈ったり、讃美歌を歌ったりしています。そして、その

隠れたところには、神様が来てくださいます。実際に目で見たり耳で聞いたりしているわけでは

ないし、いつも何かを感じているというわけではありません。しかし、そのときは、一番愛され

ているとわかっているときです。そのときには一番平安があるときです。そのときは、神様がい

つも近くにいるということを一番感じています。その出会いによって、良く生き、良く愛する力

をもらいます。その出会いができていない日に、いつもとの違いに気づきます。 
 

　さて、皆さんは大切な勉強と部活で忙しい人が多いと思いますが、いつかこれを試しにやって

みてほしいと思います。隠れたところを見つけて、天なるパパと一緒にいる時間を作ること。

たとえ毎日１０分、あるいは毎週日曜日に１時間でもかまいません。聖書を読むことでも、神

様に祈ったり話したりすることでも、讃美歌を歌うことでも、何でもOKです。そして、何も感
じないかもしれませんが、聖書にはっきりと書いています。天なるパパはそこで出会ってくだ

さいます。隠れたところで。祈りましょう。 


