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聖霊降臨節第 4 主日礼拝 説教 「平安の中を歩みなさい」 要旨 

日本キリスト教団藤沢教会 2019 年 6 月 30 日  

申命記 8 章 11～20 節 ルカによる福音書 8 章 40～56 節 

神様は、神の子である私たちを礼拝へ

と招き、今週も大切な何かを伝えてくだ

さろうとしています。それは、今日の旧

約聖書が語っているところでもあります

が、信仰の真実です。「私が今日命じる

戒めと法と掟を守らず、あなたの神、主

を忘れることのないように」、また、

「あなたの神、主を思い起こしなさい」

とあるように、「私たちの神様を忘れず

に思い起こす」ことで、信仰の真実は明

らかにされるものだからです。そして、

それは、ただ心の中で神様を思うか思わ

ないかということではありません。神様

を思い起こし、信じるということは、私

たちの心の中だけの問題ではないからで

す。私たちの目の前にいます神様そのも

のを知覚すること、感じること、あって

ある方がここにいまし、私たちに働きか

けてくださっていること、それを感じ取

ることが許されているのが、こうして礼

拝に招かれている私たちだということで

す。このことはつまり、今、この時、神

様が私たちの目の前に、ご自身を現わし

てくださっているということです。です

から、そういう意味で、礼拝において、

神様を見つめ、手を合わせ拝んでいるの

が、この場にいる私たちであるというこ

とです。ただし、どうやらそこには、昔

から神様を見る人と見ない人とがいるよ

うです。忘れるな、思い起こせと、御言

葉が語っているのは、それゆえのことで

もあるからです。 

そこで皆さまにお尋ねしたいのですが、

では、神の子と呼ばれる人々、神様にあ

なたたちと呼ばれる人々には、神様を見

ている者と見てない者といった具合に 2

種類の人間がいて、それとも、見ている

者だけが、神の子であり、この人たちだ

けが、神様からあなたたちと呼ばれるに

ふさわしい人々だというのでしょうか。

もし、そうであるなら、神様の御前にあ

るのは、見ている者だけで、見てない者

は、そもそも御前にはいないわけですか

ら、忘れるな、思い起こせと、モーセを

通して、こう神様が呼びかける必要もな

かったわけです。しかし、そうではない。

つまり、この忘れるな、思い起こせとい

う言葉は、聞いていようがいまいが、見

ていようがいまいが、神様の御前にある

すべての人々に語りかけられているもの

だということです。ですから、神様がい

ることを忘れて、神様を見ようともしな

い人も、気もそぞろに他のことを考えて

いる人も、こうして神様の御言葉の前に

置かれている限り、神の子、神様からあ

なたたちと呼ばれる一人一人であるとい

うことです。ただし、高をくくったよう

な態度は、もちろん褒められたものでは

ありません。けれども、誰がふさわしく、

誰がふさわしくないかなどと、それを私

たちが本当に区別することができるので

しょうか。いずれにせよ、私たちのすべ

てが同じようにこの御言葉の前に立たさ

れているのは間違いのないことなのです。 

そこで、私たちにご自身を現される神

様と私たちの関係を考えるとき、それに

ついて、私は次のようなイメージを持っ

ています。それは、神様から「おーいみ

んなー」と呼ばれ、「はーい、何でしょ

うか」と素直に答えることができる間柄

です。けれども、それは、私がそう思っ

ているだけで、すべての人が私と同じよ

うに考えているわけではありません。

「おーい、みんなー」と神様に呼びかけ

られ、けれども、その心の中では、「う

るせーなー、今それどころじゃないんだ
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よ、あっち行ってろよ」と、心の中でこ

のような受け答えする人もいることでし

ょう。けれども、今申しましたように、

「あなたたち」、「みんなー」と呼びか

けられている「みんな」とは、素直であ

ろうがなかろうが、神様の声が届けられ

ている「みんな」なのです。そして、そ

れは、別の言い方をすれば、神様に見つ

められている「みんな」であり、それが

私たちであるということです。ですから、

忘れるな、思い起こせ、と言われている

ことが、そういうものである以上、私た

ちのいいなりになるお方が私たちの神様

ではありません。 

神様の私たちを見つめるその目には、

私たちのありのままの姿が映し出されて

います。そして、それは、神様の目の前

にある私たちのことを、神様が色眼鏡で

見ることはないということです。神様が

呼びかける「みんな」は、みんな同じだ

ということです。私たち全員を、神様は

そういう目で見つめているということで

す。ただ、このように申し上げますと、

そこで、皆さんは、こう思うことでしょ

う。「モーセが、『もしあなたが、あな

たの神、主を忘れて他の神々に従い、そ

れに仕え、ひれ伏すようなことがあれば、

私は今日、あなたたちに証言する。あな

たたちは必ず滅びる』と言っているでは

ないか」と。そして、モーセがこう言っ

ているように、それは確かにその通りで、

間違ってはおりません。節操なく、神様

の御名をみだりに唱え、自分を世界の主

人のように考え、行動したその先に何が

待ち構えているのか、それが滅びである

のは間違いのないことだからです。 

ただし、そこで、私たちは、この「滅

び」という言葉のイメージに引きずられ

てはなりません。破滅、滅亡、一切が無

に帰されるイメージを、私たちは、この

「滅び」という言葉から受けるのでしょ

う。けれども、この滅びという言葉は、

私たちに惨めで悲しい結末だけを想像さ

せるためのものではありません。「滅

び」とは、神様との一切の関わりが断た

れることであり、これは当たり前のこと

かもしれませんが、有り体に申せば、行

き過ぎれば、最後の最後に神様に勘当さ

れるということです。そして、そこで忘

れてはならないことは、「忘れるな、思

い起こせ」と言われているように、まだ

その時は訪れてはいないということです。

このことはつまり、まだすべてが終わっ

たわけではない以上、「滅び」というこ

とが言われ、どうしようどうしようと思

っている人にも、まだまだチャンスがあ

るということです。と同時に、終わりが

決まっているわけですから、新たな緊張

感を与えることにもなるということです。

このように、「忘れるな、思い起こせ」

というこの言葉は、自分を変えて、神様

の幸いの内を歩み続けるための道が目の

前に開かれていることを知らしめるもの

であり、そして、それを身をもって私た

ちに伝えてくださったのがイエス様でも

ありました。ところが、そうであるにも

関わらず、その私たちが「滅び」という

言葉を耳にすると、身を強ばらせ、ビク

ビクおどおどしてしまう。あるいはまた、

目をつり上げ、ピリピリイライラしてし

まう。それはどうしてなのでしょうか。 

イエス様は、この日、私たちにこう仰

います。「あなたの信仰があなたを救っ

た。安心して行きなさい」と。そして、

この同じ信仰に生きているのが、神様と

イエス様から「みんな」と呼びかけられ

ている私たちなのです。ところが、その

信仰を喜びつつも、時に私たちは、自分

自身の信仰をもって救われたと安心する

ことができない。世界の造り主であり、

私たちの救い主である方から、「みん

な」と呼びかけられている私たちである

にもかかわらず、この「みんな」と呼ば

れることに心から安心できず、ビクビク

おどおど、ピリピリイライラするのはど
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うしてなのでしょうか。神様から「みん

な」と呼びかけられるこの「みんな」を、

安心している人と、安心していない人と

に分けて考え、そして、それを区別する

ことが、あたかも信仰であるかのように

錯覚するのはそのためです。 

ただ、それには、はっきりとした理由

があるように思います。安心しようにも、

また、安心したくても、神様とイエス様

が私たちを安心、平安から遠ざけている、

そうとしか思えない現実があるからです。

つまり、こうして生きる中で、神様とイ

エス様のその御心が「分からない」と思

わされることが度々あるということです。

今日のイエス様の物語は、そういう私た

ちの姿を明らかにしてくれているように

思うのです。ただその一方で、心からの

平安、安心を求める私たちに、安心する

ための道筋、安心するための土台をはっ

きりと教えてくれているのがこの日のイ

エス様でもあるのです。それは、怯え、

また、それを隠すかのように怒りを露わ

にするしかない私たちであるからこそ、

イエス様は、私たちがすでにイエス様の

物語に生かされ、イエス様と一緒にそれ

を我がこととすることが許されているこ

とをこの日の出来事を通して知らしめよ

うとされているからです。 

それにしても、私たちが、主イエスの

なさることの意味が時に分からなくなる

のはどうしてなのでしょうか。ここでも

そうです。それぞれに緊急性の高い二人

がイエス様の前へとやって来て、助けを

請うのですが、ただ、その優先順位がい

ずれにあるかは誰の目にも明らかです。

ところが、イエス様は、優先順位の高い

方に一目散に馳せ参じるのではなく、寄

り道をする始末であったのです。ですか

ら、その娘の親である会堂長ヤイロにと

って、そんなイエス様の態度は、気にな

ったことでしょう。ただ、イエス様が立

ち止まった理由については、ヤイロにも

分からないことではありません。重い病

によって苦しみ、全財産を使い果たし、

なおも、癒やされずにいた一人の女性が、

この方なら、この方しか、そう思い、イ

エス様に近づき、その衣に触れ、そして、

そのことによって自らが癒やされたと、

その説明を本人から聞いたからです。で

すから、それを聞いた瞬間、「えっ」と

思ったヤイロも、さぞや力づけられたこ

とでしょう。イエス様に縋る女性の姿は、

少し前の自分の姿であり、この方にお任

せしていれば大丈夫、そう思ったに違い

ないからです。ところが、そう思ったの

も束の間、その場にヤイロ家の者がやっ

て来て、「お嬢さんは亡くなりました。

この上、先生を煩わすことはありませ

ん」と、こう告げたというのです。そし

て、そこでイエス様が仰ったことは、

「恐れることはない。ただ信じなさい。

そうすれば娘は救われる」ということで

した。 

イエス様のこの言葉は、「あなたの信

仰があなたを救った」とイエス様によっ

て癒やされた女性に語った言葉と内容的

には同じです。それゆえ、悲しみに暮れ

るヤイロ家の人々に語った「泣くな、死

んだのではない。眠っているのだ」との

イエス様の一言は、信仰とそれに伴う救

いとのつながりの中で語られたものだと

言えるのでしょう。そして、それは、イ

エス様が女性に対して最後に語った「安

心して行きなさい」とのこの言葉をもっ

て、表現しうることでもあるのでしょう。

そして、この同じ信仰に生きているのが、

こうして御言葉に聞いている私たちでも

あるのです。ですから、同じ信仰に生き、

この場に臨んでいる私たちは、同じよう

に安心することができるということです。

つまりは、イエス様にすべてを見つめら

れていることを知っている私たちにとっ

て、すべてのものは、主にあって備えら

れ、それゆえに、安心して生きることが

できるということです。しかし、実態は
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どうでしょうか。その私たちが信仰ゆえ

に安心することができない、多くの人々

がこのことに悩み、苦しんでいるように

思うのです。 

信仰をもって平安の内に歩むというこ

とは、イエス様のそのお言葉、その振る

舞いについて、その時々に適った正しい

論評を行うことではありません。そのた

め、ここでもそうですが、イエス様のこ

とが分からなくなる、それが私たちであ

るということです。そして、それは、私

たちの能力が低いからでもなく、また、

視野が狭いからでもありません。私たち

の資質の問題ではなく、経験不足による

ものであり、従って、ここに記されてい

ることは、私たちの経験不足を補ってく

れるものでもあるのでしょう。しかし、

その真意が私たちには分からないのです。

二つの物語がそれぞれ別々に語られ、

個々の問題を一つ一つ解決してくれてい

るならまだしも、それを一緒くたにして、

何かを語ろうとしているところにどこか

不親切さを感じたりもするからです。そ

して、私たちがそこで感じるもどかしさ

は、ここに登場するすべての人々が、イ

エス様と出会うそれ以前に感じていたこ

とでもあったのでしょう。 

瀕死の状況にあるヤイロの娘が 12 歳、

この女性が病に苦しんだ期間が 12 年、

この場の登場人物は、それぞれ関わりを

持つことなく、異なる場所で 12 年間を

過ごすものでありました。そして、イエ

ス様と出会い、それぞれの病は癒やされ、

平安の内に立ち上がることが許されたの

です。ですから、それぞれに異なる 12

年間を過ごしながらも、この平安のただ

中へと導かれ過ごしていたのが、イエス

様と出会ったこの場の登場人物でもあっ

たということです。けれども、それは、

それぞれの思いが思い通りすべて果たさ

れる中で現されたわけではありません。

異なる二つのものを一つにし、優先順位

を変えてまで現わされたところに、イエ

ス様によって平安へと導かれる人々のそ

の姿を見ることができるのですが、それ

ゆえにまた、そこに、信仰の真実が現れ

てもいるのです。それは、信仰の真実は

「生きてこそ、そこに明らかにされる」

ものでもあるからです。 

ここに登場する人々の 12 年の歩みが

一つとして同じものはないように、私た

ちそれぞれの人生も一つとして同じもの

はありません。それゆえ、その受け止め

方はまちまちで、恵みに満ちていると、

あるいは、恵みから遠ざけられたと、そ

れぞれの置かれたところで、それぞれが

それぞれに思うものに従って、答えを探

し出そうとするのでしょう。それゆえ、

一見すると不公平なものに見え、時にこ

の不公平さをイエス様が助長しているか

のように思うこともあるのです。そのた

め、私たちは、イエス様のことが分から

なくなるのですが、今日の御言葉は、そ

のように私たちが分からないと思う中で、

イエス様が私たち一人一人を平安の内へ

と招いてくださっていることを教えるの

です。ただ、それは、経験せずして分か

るものではありません。イエス様のこと

が分からなくなるのは、この経験不足ゆ

えのことでもあるからです。けれども、

ここに登場する人々と同じように、イエ

ス様に招かれ、その都度、「起きなさ

い」とのイエス様の声を聞き、そして、

立ち上がり、イエス様のことを間近に感

じる経験を積み重ね歩むのが私たちなの

です。ですから、分からないこと、分か

らなくなることは、私たちにとって、大

きなことではありません。それは、その

私たちのことを生涯にわたり導かれる方

がイエス様というお方であるからです。

イエス様が仰るように、安心して、新た

な一巡りの歩みに導かれて参りましょう。 

祈り 


