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待降節第 3 主日礼拝 説教「私たちの口にあるもの」 要旨 

日本キリスト教団藤沢教会 2018 年 1２月 16 日  

ゼファニア書 3 章 14～18 節 ルカによる福音書 1 章 5～25 節 

四本あるアドヴェントクランツのロー

ソクに、三本、火が灯され、クリスマス

まで残りわずかとなったことを思わされ

ます。そこで、子どものようにわくわく

する気持ちを抑えられずにいる方もいら

っしゃることと思いますが、私自身、そ

んな一人であるのは間違いありません。

なぜなら、私たちがアドヴェントをこう

して一緒に過ごすということは、クリス

マスの恵みを一つ一つ、自分自身の内に

増し加えられる体験をするということで

あり、神様を日一日と、間近に感じさせ

られることでもあるからです。先週１週

間、様々な方々をお訪ねし、共に聖餐に

与り、共に讃美のひとときを持つ中で、

牧師として、このことを改めて知らしめ

られたように思います。また、だから、

御言葉も、この日、私たちに次のように

語るのでしょう。 

「娘エルサレムよ、心の底から喜び踊

れ」と。そして、そのように喜び踊る私

たちに向かい、御言葉はまた、「主はお

前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前

を新たにし、お前のゆえに喜びの歌をも

って楽しまれる」と語るのです。このこ

とはつまり、クリスマスを私たちがこう

して共々に祝うということは、それが、

私たちの楽しみだけで終わるのではなく、

神様の楽しみでもあり、神様と私たちと

が、心弾ませ、一緒になって祝うもの、

それが、クリスマスの祝いの時であると

いうことです。そして、それは、神様が、

私たちと一緒にクリスマスを祝いたい、

祝わねばと、そのように思っておられる

からであり、また、御言葉が「愛によっ

てお前を新たにし」と語るように、神様

と共に祝えばこそ、私たちは、神様によ

って、そこで新たにされる経験をさせら

れるということです。ですから、そのよ

うに、私たちが神様と共に祝うクリスマ

スの喜びを選び取るから、神様の心弾ま

せる喜びが歌となって現され、さらには、

その神様と共に楽しむ私たちのその姿を

もってして、まさに目に見える形で、神

様ご自身の喜びが、この世に現されるこ

とにもなるのです。それが、クリスマス

の祝いの時だということです。 

ところで、この新たにされるというこ

とをもう少し詳しく言うとどういうこと

なのでしょうか。これについて、自らの

その経験をもって伝えてくれているのが、

福音書に記されているザカリアとエリサ

ベトの夫婦です。ここでは、特に、夫ザ

カリアのその姿もってして、明らかにさ

れてもいるのですが、この、新たにされ

るということを私たちに知らしめるため

に神様が選ばれたのが、祭司であるザカ

リアと祭司の家柄出身であるエリサベト

でもあったということです。ですから、

この夫婦は、家柄や身分的なものに加え

て、御言葉が「二人とも神の前に正しい

人で、主の掟と定めをすべて守り、非の

打ち所がなかった」と語るように、まさ

に、この二人こそが、クリスマスの祝い

の出来事を担い、神様の導かれる幸いに

与るにふさわしい人たちで、この人たち

をおいて他に、この貴い役割を任せられ

る人たちはいないと、誰もがそう思うも

のを持っていたのがこの夫婦でもありま

した。ただし、多くの人たちが、いくら、

この人たちしかいない、と思っても、ゼ

ファニア書で、御言葉が、「彼らはお前

から遠く離れ、お前の重い恥となってい

た」と語るように、イスラエルにとって

の恥とも言える一つの大きな問題を抱え

ていたのが、このザカリヤとエリサベト

の夫婦でもありました。それは、この夫

婦には子どもがなく、そのため、ユダヤ
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の社会においては、神様の祝福の外に置

かれていると、自他共に認めざるをえな

い現実に置かれていたからです。しかし、

そういう難しさを抱えながらも、なお、

非の打ち所がなかったと言われていると

ころに、この夫婦の偉さがあるように思

いますし、また、だから、神様は、この

二人を特別に選ばれたとも言えるのでし

ょう。御言葉に「私は、祭りを祝えず苦

しめられていたものを集める」とあるよ

うに、二人は、日々、この御言葉を思い

起こしつつ過ごし、そして、現に恥がそ

そがれる経験をすることで、「主は今こ

そ、こうして、私に目を留め、人々の間

から私の恥を取り去ってくださいまし

た」と、クリスマスを神様と共に祝うそ

の喜びへと、こうして導かれていくこと

になったのです。 

従って、神様と共にクリスマスを祝い、

新たにされるということは、神様の御心

から遠いと思わされるような悲しい現実

から遠ざけられ、自らが変えられるとい

うことです。つまり、ザカリアとエリサ

ベト夫婦がそうであったように、クリス

マスを通し、私たちが味わい知る喜びと

は、恥がそそがれ、生きる苦しみそのも

のから解放されてこそのものだというこ

とです。けれども、そのためにまた、神

様は、この夫婦のように、私たちにも一

つのことに徹することを求めるのです。

それが、御心に聞き、御心に従うという

ことなのですが、それは、神様が、この

一に徹する二人にその恥をすすぐべく子

を与え、二人が神様の祝福の外ではなく

内側にあったことを知らしめたことから

も明らかです。けれども、御言葉がここ

で関心を置くのは、神様への信頼に徹し、

信仰に生きたこの二人を褒めそやすこと

ではありません。 

時に、私たちは、結論を急ぎすぎ、そ

こからすべてを分かろうとすることがあ

ります。特に、この時期、神様と喜びを

分かち合うという点で、先を急ぎ過ぎる

きらいがあるように思います。そのため、

どうしても、この夫婦の優れた資質ばか

りに目が向いてしまうのですが、けれど

も、私たちがこうしてクリスマスを祝う

上で目を留めるべきことは、この夫婦の

そのような資質の高さ、誰もが認める表

面上の偉さではありません。なぜなら、

クリスマスの喜びへと導かれたこの夫婦

は、ことがなるその前に、心の内にひた

隠しにしているものがあり、御言葉が関

心を注いでいるのは、それを含めてのも

のでもあるからです。ですから、私たち

が見つめるべきところは、表と裏のそれ

ぞれを含めてのことであり、むしろ、表

に表されているところよりも、その背後

に退いているところに目を留める必要が

あり、その上で、この二人の上に現され

た神様の御心に聞いていく必要があるの

です。 

従って、神様を信じ従う敬虔な態度と、

その反面、自らの境遇を呪い、神様の御

心を疑う不信仰な態度と、クリスマスを

神様と共に祝う上で、私たちは、そのそ

れぞれに目を留めなければならないので

す。けれども、その両方を同じように見

つめることは、口にするほど簡単なこと

ではありません。なぜなら、私たちに求

められることは、この夫婦を観察するこ

とではなく、この二人の置かれた現実そ

のものを同じように生きることだからで

す。つまり、二律背反する事柄それぞれ

を引き受け、対立する現実の狭間に立っ

て、この夫婦のように生きるということ、

そして、それは、矛盾する自らを我がこ

ととして引き受けることであり、ですか

ら、そのような状況に身を置くと言うこ

とは、気が滅入ることでありますし、誰

もが避けたいと思うことでもあるのでし

ょう。そして、このことは、ただ気持ち

がふさぎ落ち込むだけで終わるものでは

ありません。天使を見たザカリアが不安

になり、恐怖すら感じたように、また、

天使がザカリア夫婦にとっていいことず

くめのことを伝えてくれているにもかか

わらず、それについて、ザカリアが、そ
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んな馬鹿な、そんなことが絶対にあろう

かと、そう思い、御心を伝える天使ガブ

リエルの言葉をはねのけたように、神様

を信じ信頼するその思いと、何一つ変わ

ることのない過酷な現実への鬱積した気

持ちとが、その人の心の中でせめぎ合い、

このように、私たちから素直さ、喜ぶ気

持ちを奪い去り、歪ませることがあるか

らです。そして、それは、信じられるこ

と、信じたいこと、人がそれしか受け付

けなくなるからであり、それはまた、自

分が壊れていくのを無意識のうちに避け

ようとするからであり、けれども、その

ような人に神様の御心として伝えられ、

もたらされたものが、クリスマスの喜び

でもあったのです。 

そこで、この天使ガブリエルを通し、

神様がザカリアになさったことは、様々

な言葉で口の中が一杯になっているザカ

リアより言葉を奪うことでした。それは、

ガブリエルが「時が来れば実現する私の

言葉を信じなかったからである」と語る

ように、ザカリアの悲惨な現実が、これ

以上御言葉を欲してはいなかったからで

す。また、だから、天使ガブリエルは、

ザカリヤより言葉を奪い、その心にぽっ

かり隙間を与えたわけですが、従って、

天使ガブリエルがザカリアからその語る

べき言葉を奪ったのは、その不信仰を罰

するためではありませんでした。人が神

様の御心を知り、神様と喜びを分かち合

うために、自らの苦しみを苦しみとして

引き受け、何があっても、どんな時にも

変わることない神様の御心を知る必要が

あるからです。それは、自分の気持ちや

考え、そういうもので一杯になった心の

中を一端空っぽにしなければ、人が新た

にされることはないからです。そして、

神様が、そのようにいささか乱暴とも思

えることをなさるのは、私たち人間には、

苦しみを苦しみとして、そのありのまま

を経験できる力があるからです。だから、

諦め、悲観し、絶望に陥り、空しさを抱

えながら、なお、自らのその思いをひた

隠しにして生きるしかないザカリアから

言葉を奪い、苦しみを苦しみとして担う

ことのできるこの力を知らしめ、新たな

者にしようとされたのです｡また、だか

ら、矛盾を矛盾として引き受けることを

避け、自分の気持ちを誤魔化しながら生

きるしかなかったザカリアもまた、自分

自身のありのままを引き受けることを可

能とする言葉を神様から与えられ、こう

して、神様を信じ、信頼する、新たな存

在へと変えられていくことになったので

す。 

ただ、ザカリアが経験したこの神様ゆ

えの新しさは、ザカリアにとっては目か

らうろこの新しい出来事でもありました

が、ザカリアを見つめ続けてきた神様に

とっては、それ以前もそれ以後も、何一

つ変わらないものでありました。なぜな

ら、神様にとって、ザカリアはあくまで

ザカリアであり、だから、このザカリア

夫婦と喜びを共にしたい、しなければと、

神様はそう願いこの夫婦にその御心を現

わされたのです。ですから、神様がここ

で現されたその御心は、ザカリア夫婦に

とって、子が与えられたというところに

限定されるものではありません。それは、

この夫婦に与えられたその子の名が、初

めからヨハネと決められていたように、

この子は、イエス様の到来の先駆けとし

て、やがてその命を悲惨な形で奪われる

定めにあり、従って、この夫婦にとって

は、むしろ、与えられなかった方がよほ

ど良かったとも言えるからです。けれど

も、この与えられる経験も、そして、奪

われる経験も、そのそれぞれが神様の御

心によるものであり、それゆえ、私たち

が、もし神様のこの御心を「与えられ

る」ということに限定して受け止めよう

とするなら、このザカリア夫婦が経験し

た神様の新しさは、束の間のものに過ぎ

ないことになり、もしそれが神様の御心

であるなら、新たにされた喜びが大きけ

れば大きいほど、それを倍する悲しみと
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苦しみがやがてその人を包みこむことに

もなるのでしょう。 

ですから、神様のこの新しさをそのよ

うに受け止めてしまうと、私たちは、そ

のような新しさなど御免被りたいと、多

くは、そのように考えるのでしょう。そ

れは、自分自身の人生を自分が思い描く

ように形作りたいと願う私たちの思いに

反することだからです。そして、また、

そうであるからこそ、ザカリアがそうで

あったように、信仰という言葉を隠れ蓑

にして、この嫌だという気持ちを誤魔化

し、さらに、それを誤魔化すことがあた

かも信仰であるかのごとく、錯覚を抱い

てしまうことにもなるのです。つまり、

私たちが、自らに対する嫌悪感、恥ずか

しさ、罪深さ、そして、周囲の者に対す

る恐れや不安、そうしたものをその心の

奥底に隠そうとするのは、神様の新しさ

を実際に経験し、知らないために起こる

ということです。けれども、信仰という

言葉を隠れ蓑にし、ありのままの自分を

見つめえないその心根を良しとはなさら

ないのが私たちの神様でもあります。だ

から、神様は、神様に祝福された私たち

本来の姿を取り戻すべく、その人が執着

し、しがみつくものを奪うことで新たに

されようとしているのです。つまり、そ

れが、私たちが願い求める御心であると

いうことです。 

この神様の御心は、私たちの手の中に

多くが与えられていても、何一ついいも

のを見いだせなくても、こうして御言葉

に聞き、クリスマスの祝いの時を神様と

共に迎える私たちすべてに、いついかな

るときにも、どこにあっても与えられて

いるのです。だから、私たちは、いつで

も、どこでも、この神様のみ心を喜べる

し、まただから、人も優しくなれるし、

大切にすることができるのです。神様が

私たちに与える人々と精一杯喜びを分か

ち、共に喜ぶことを選び取ることができ

るのです。そして、このことをイエス･

キリストの出来事を通して、神様によっ

て知らしめられたのが私たちであり、そ

れほどまでに神様に思われているのが、

こうしてクリスマスを共に祝い、喜ぶ私

たちであるということです。では、その

私たちとは、一体どんなものなのでしょ

うか。 

お腹がすいたとき、気持ち悪さを感じ

たとき、不安や恐れを抱くとき、赤ちゃ

んは、泣いて親を呼ぶものです。そして、

そのようなとき、赤ちゃんが泣き叫ぶの

は、親を奴隷のように思い、扱おうとし

ているからではありません。親の愛の中

にあることを信じ、そこに立ち帰ること

を願い、泣き叫ぶのです。そして、それ

は、泣き叫ぶ赤ちゃんのところに親が必

ず来てくれることを、赤ちゃんは知って

いるからであり、だから、泣き声を上げ

るのです。そして、親も赤ちゃんもそう

するのは、赤ちゃんにとって親は親でし

かなく、また、親にとって赤ちゃんは我

が子以外の何者でもないからです。イエ

ス･キリストの出来事は、私たちにとっ

て、神様がそのような方であることを知

らしめるものであり、だから、どんなに

気が滅入るようなことがあったとしても、

この神様の御旨の中に私たちは立ち帰り、

神様の子として、自分の力ではどうする

こともできないようなことでも、そこで、

神様から大きな励ましと慰めを受け、自

分を超えていく生き方を喜びの中に選び

取ることができるのです。ですから、私

たちがクリスマスを神様と共に祝うとい

うことは、そういう神様の御心に立ち帰

るということであり、また、立ち帰るか

らこそそこで、親のとって我が子が我が

子であるように、イエス様を信じる私た

ちのことを、神様は、ご自分の子どもと

しての見方しか持っていない、このこと

を心から味わい知るのが、神様と共に祝

うクリスマスなのです。だから、この神

様の温かさを感じながら、残りの一週間

を大事に大事に過ごして参りたいと思い

ます。 

祈り 


