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Important point of minister Anthony Haywood reconciliation with God’s 
will. 
I’m happy to be here to tell you about some history, many of you don’t 
know. 
The history is about slavery and all human injustices to the African 
Nation,  
In the late 18th. Century 11,000,000 African men, women and children 
were taken from Africa.  
They were taken to the west Indies and The American Colonies. 
Great Britain had the most number of slaves. Great Britain used the 
slaves to build their empire(Europe).  
Many people thought that slavery was OK in those time. A very, very few 
would speak out against slavery. 
In the 18th Century there was one man and a small group of followers who 
spoke against slavery and the slave trade. 
This man’s name was William Wilberforce. Mr. Wilberforce tried very hard 
to stop slavery and slave trade. He had a lot of trouble getting NO slavery 
law into action. 
An African Prince – Olaudah Equiano Could not speak out their mind. 
Olaudah Equiano heard about Mr. Wilberforce being a man of true justice. 
He heard Mr. Wilberforce was fighting slavery. Olaudah showed Wilberfrce 
the brutal scars and body injuries. 
Olaudah gave Wilberforce proof (tell-tell-signs) of the brutal treatment of 
slaves on slave ships. 
Wilberforce made contact with Mr .John Newton. John Newton was a 
former captain of a slave ship. 
John Newton was a Captain of a slave ship for 20 years. 
John Newton began to lose sleep. John Newton was thinking about the 
inhumane and brutal treatment of the slaves. John Newton’s mind would 
not allow him to sleep. After many years of his doing to slaves, he feel 
guilty and a shame. He asked God to forgive him for his behavior to 
humans (slaves). 
John Newton’s wrote a song giving his testimony and admission of his sins 
( Amazing Grace). 
Amazing Grace is a world famous song of admission of sins and guilt. John 
Newton began to give his life to Jesus teachings.  
John Newton became a pastor, The bible says God starts a change in our 
hearts- A change in our hearts bring us away from separation (races being 



separated) Then we can learn to forgive…. By not forgetting our own 
personal sins. You must think about how you want to be treated. 
If you believe in Christ ( or if you follow the teaching’s of Jesus)….You will 
have contact with God’s heart… And If you have contact with God’s 
grace….Then there is chance for reconciliation and forgiveness. The 
Ambassador of France and French political leaders told many lies about 
slave labor and slaves treatment and living conditions.  
They said the slaves were happy with the hard back breaking work in the 
sugar fields.  
They also said the slave were happy with their living conditions and living 
in chains and being treated like animals. 
There were 390 thousand signatures from political leaders and slave 
merchants telling this lie. 
Newton said he controlled 20,000 slaves. He said, He was a great sinner. 
His mind was disturbed very much by his doing.  
The Bible say’s we must recognize our hostility and how much separation 
we are from God and man kind. If we are loving just for our self with in our 
self…..Then we will never have desire to change for the good of man kind. 
Wilberforce and his supporter met in London England to design a plan. It 
was a plan to end the slave trade low. 
There was a new ambassador in England…. Then the anti slave trade low 
was passed with a vote of 283 to stop slave trading and 16 to keep slave 
trading. 
Wilberforce hard work made his dream come true. Wilberforce believed all 
men are equal God’s eyes.  
Wilberforce’s fight against human in justices in health care and prison 
reform… 
Changed many leaders and people hearts and minds about doing the right 
things to help man kind. 
Wilberforce died 1833 – Olaudah had died before passing of law. 
Today, there are 3 Statues of Reconciliation: Benin Africa, Liverpool 
England and Richmond Virginia USA, My wife (Mrs.Haywood) Visited 
Benin. 
She saw all of the signatures of reconciliation. 
She was very happy to see the hands of nations and nation leaders Joined 
together on the slave’s structure. 
It is very, very good to see nations trying to come together in peace. Do not 
think about negative people trying to stop peace. 
If you are here today….It is a beginning for reconciliation of the past. 
It is also a beginning for your change of heart to the right things, to bring 



people together in peace. It is also a day to start learning the truth. 
Here are many different skin colors and races of people here today – 
African Americans< Japanese men, women, children. 
Afro Americans Japanese Etc: 
Remember….God’s miracles are all around us. We must open our mind and 
hearts to see them.  
We are each other’s miracles. 
The more good you do in life – The more good will come to you. The more 
bad you do – The more bad will come to you. 
God made the perfect Universe…It is our responsibility with God’s grace to 
take care of it and everyone in it. 
We must not forget – without Jesus Christ’s teachings, we can do nothing – 
through Jesus we have God’s Grace. 
Thank you. 
 
 
 
 

訳  

18 世紀後半に 11,000,000 のアフリカ人の男性、女性、および子供はアフリカから奪われ

ました。 

国それは西インド諸 とアメリカのコロニスに連れて行かれました。 

国 数英 は、最も多くの の奴隷がいました。 国 国英 は、彼らの帝 ( ーヨ ロッパ)を建てるため

に奴隷を使用しました。その時代、多くの人達の考えは奴隷制度があることを認めていま

した。 

対ほんのわずかの人達しか奴隷制度について反 しませんでした。 

18 売 随 ー世紀に、奴隷制度と奴隷 買について反論した追 者の一人の人間と小さいグル プが

ありました。 

その人の名は、ウィリアム ー ー ー ーウィルバ フォ スです。ウィルバ フォ ス氏は、一生懸命奴

売隷制度と奴隷 買を止めようとしました。 

彼は, 労奴隷制度をいけない事だと言う行動をおこし苦 しました。 

アフリカの王子オラウダ 当 来エクイアン氏は、彼の本 の考えを言う事が出 ませんでした。 

オラウダ ー ー 当エクイアン氏は、ウイルバ ホ ス氏から本 の人間における正義ということに

ついて聞きました。 

ー ー 戦彼は、ウィルバ フォ ス氏が奴隷制度と っていたと聞き、 残オラウダ氏は 忍な傷跡と体

ー ー ーの負傷をウィルバ 氏に示しました。オラウダ氏はウィルバ フォ ス氏に奴隷船における奴

残 拠隷の 忍な証 を提示しました。 

ー ー ・ ーウィルバ フォ ス氏はジョハン ニュ トン氏にコンタクトをしました。 ・ ージョン ニュ トン

・ ー氏は奴隷船の元キャプテンでした。ジョン ニュ トンは 20 年間の奴隷船のキャプテンで

した。 



ジョン ー 残ニュ トン氏は、船をなくし、奴隷の薄情で 忍な扱いについて考えていました。

彼は、長い間奴隷にしてきた事に罪と恥を感じました。 

彼は、人間（奴隷）に今までの彼の行ってきた行動を神に許しを請いました。 

・ ー ージョン ニュ トン氏は、彼の罪（アメ ジング ー 関グレ ス）に する証言を入れ作詞しまし

た。 

ー ・ ーアメ ジング グレ スは、罪を歌った世界的に有名な歌です。 

・ ー 教 歩ジョン ニュ トン氏は彼の生涯をイエスの えに み始めました。 

・ ー 変 変 変ジョン ニュ トンは牧師になり、聖書には神が私達の心を え、その 化は私達の心を

学 来え、そして私達は許しを ぶ事が出 ます。 

私たち自分自身の罪を忘れないことによって。 処あなたがどうやってあなた自身を 理して

行きたいか考えて行かなければなりません。 

教もし、あなたがキリストを信じるなら（また、もしあなたがキリストの えにしたがって

ゆくのなら） 

様 触 来あなたは、神 の心に れる事が出 るでし ・・ 様 恵 触 来ょう。 そして、神 の みに れる事が出

・・るでしょう。 そしてそれらは神との和解と許しのチャンスです。 

強 労働 条 関フランス人の政治的指導者の大使は 制 と奴隷についての証言や生活 件に して多

嘘く をついてきました。 

労働 軽 状彼らはとても幸福で困難な は崩れ去り い仕事の 態であると言いました。 

状また、彼等は、奴隷達は手かせ足かせをはめられ動物のように扱われた 態の生活水準を

満幸福で 足をしていると言いました。390 嘘万人からの政治指導者と奴隷商人の の署名が

あります。 

ーニュ トンは、2 ー万人の奴隷をコントロ ルしたと言いました。 偉大な罪人でしたと言いま

した。 

乱彼の心は彼のたいへんな行いにより されました。 

聖書が言うには、私達は、神と人間の行いとの違いを認めなければならないと言っている

のです。 

・・もし、私たちが自己のために自己を愛しているなら。 そして、私たちには、人間の良い行

いの願いはけしてありません。 

ー ー 画 会ウィルバ フォ スと彼の支持者は、計 を立てるためにイギリスのロンドンで いました。 

売 画それは奴隷 買を終わらせる計 でした。 

対新任の大使がイギリス…にいました。次に、奴隷反 派は 283 票が奴隷取引を止め、16

票が奴隷取引 続を けるという票で通過しました。 

ー ー 実ウィルバ フォ スは、つらい仕事の中で彼の夢は 現しました。すべての人間は神の目に

ー ー等しいとウィルバ フォ スは信じました。 

ー ー ーウィルバ フォ スの健康なケア は正しい正義、そして刑務所の改善…正しい行いをする事

ー ーはに人の行いを助ける事だと多くのリ ダ と人の心をうちました。 

ーウィリアムフォ ス氏は、１８３３年に亡くなり、オラウダ氏は法案が通過する前に、亡く

なった。 

今日、和解の銅像は、３箇所にあります：アフリカのベナン、 ーイギリスのリバプ ルとアメ

ーリカのバ ジニア州リッチモンド。私の妻( ーヘ ウッド夫人)はベナンを訪問しました。彼女



は、和解のすべての書類を見ました。 

国 国 ー ー 緒彼女は、 と のリ ダ の手が一 でジョイントしている構成を見て非常に幸福でした。 

国 々が集まろうとしているのを見るのは非常に良い事です。平和を止めようとする否定的人

を思わないでください。 

今日あなたがここにいる事は、それ.は、あなたの過去の和解をするための始まりです。 

々 変 真実 学お互いに人 に平和をもたらすあなたの心が わる始まり、それは、 を ぶ初めの 1

日目です。 

・・アフロアメリカ人、日本人 その他の 

覚えていてください。 神のミラクル（奇跡）は私達の周りにあります。私達はそれを見

為る に心を開かなければなりません。私達お互いががミラクルなのです。 

より良い事をすれば人生は － 来もっと良い事があなたに るでしょう。 

悪より い事をすれば- 悪 来もっと い事があなたに るでしょう。 

ー ・・ 々 恵 ー神はこの世をパ フェクトに作られました。 我 の責任は、皆が神の みをケア する事で

す。 

私達が忘れてはいけない事は、イエス 教キリストの えが無ければ私達には何も無いと言

恵う事です。イエスを通じて私達には神の みがあります。 

ありがとうございました。 

 
Amazing Grace 
Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me! 

I once was lost but now I’m found. Was blind but now I see. 
I was grace that taught my heart to, And grace my fears relieved; 

How precious did that grace appear, The hour I first believed. 

Thru many dangers toils and snares, I have already come; 

Tis grace hath brought me safe thus far, And grace will lead me home. 

 
アメージング グレース何と美しい響きでしょう  私のような愚か者までも救ってくださる 
道を踏み外しさまよっていた私を神は救い上げてくださり今まで見えなかった神の恵みを 
今は見出すことができる  
神の恵みこそが 私の恐れる心を諭しその恐れから私の心を解き放ち 
信じる事を始めたその時の神の恵みはなんと尊いことでしょう 
これまで数多くの危機や苦しみや誘惑がありました 
私を救い導いてくださったのは他でもない神の恵みでした 
 
 
 


