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聖霊降臨節第 7 主日礼拝 説教 「もう泣かなくともよい」 要旨 

日本キリスト教団藤沢教会 2019 年 7 月 21 日  

エレミヤ書 38 章 1～13 節 ルカによる福音書 7 章 11～17 節 

みくに幼稚園が夏休みに入り、毎日の
ように顔を合わせていた子どもたちとも
しばらく顔を合わすことがなくなりまし
た。それを思うと、少し寂しい気もしま
すが、今日の礼拝後には、保護者主催に
よる幼稚園の納涼祭が行われます。準備
に当たっては、私も多少なりともお手伝
いをしたのですが、一緒に汗を流しなが
ら、つまらないことを言い合いながら、
子供たちやそのご家族の浮かべる笑顔を
思い起こしながら、お父様方と一緒に準
備をし、行事を作り上げるお手伝いがで
きたことはとても楽しくもありました。
そして、思ったのです。ここに、私たち
藤沢教会のコミュニティとしての姿があ
る、そういうことでもありました。そし
て、その姿でありますが、それは、主イ
エス･キリストを中心とする交わりの豊
かさです。弾む会話、あふれる笑顔、楽
しい分かち合いのひとときは、それゆえ、
他の人たちをも魅了することでしょう。
教会っていいな、素晴らしいな、イエス
様を信じる人たちのその背中を見て、か
つての私もそう思いましたし、皆さんも
そうだと思います。それゆえ、この「い
いなあ」との素直な思いから教会の門を
くぐった方は、皆さんの中にも大勢いら
っしゃることと思います。それゆえ、そ
うした一つ一つの出来事が私たちの思い
出、記憶となっているのは間違いありま
せん。ですから、そういう私たち一人ひ
とりの背中を見て、幼稚園の中から一人
でも多くの子供たち、そのご家族が、私
たち神の家族の一員となることを祈り願
わないわけには参りません。 

ただ、こう思うと同時に、今日のそれ
ぞれのみ言葉にこうして聞いてゆき、改
めてあることに気づかされました。それ
は、楽しいイベントを繰り返すことだけ
が、私たちのコミュニティを築くわけで
はないということです。もちろん、だか
ら、楽しいイベントなど必要ないと、そ
んな野暮なことを申し上げるつもりもあ
りません。楽しいことも、そうでないこ
とも、そのそれぞれの出来事の中に、主
イエス･キリストを中心とするコミュニ

ティの姿があるからです。ですから、辛
く苦しい出来事も、私たちにとっては必
要なものだということです。けれども、
だから、意味もなく、苦しい思いをすれ
ばいいということではありません。大切
なことは、楽しいことも苦しいことも、
それぞれが私たちにとって一緒に分かち
合うべきものであるということです。つ
まり、美味しいものだけを食べるのでは
なく、美味しいものもまずいものも一緒
に食べるということ、あれは美味しかっ
たという美味しいと感じた記憶、また、
あれはまずかった、あれは嫌だったとい
う記憶、そのそれぞれを同じように経験
をすることが、私たちにとってとても大
切であるということです。まただからこ
そ、御言葉は、私たち教会に集められて
いる者を神の家族と呼ぶのです。ただ、
それは、嫌いな給食を無理矢理食べるこ
とでもなく、また、食べさせようとする
ことでもありません。同じものを同じよ
うに食べることが、家族が家族であるた
めの目的ではないからです。大切なこと
は、すべてのものを分かち合い、互いに
家族として歩み続けること、家族とはそ
ういうものだからです。 

従って、今日のそれぞれの御言葉に記
されていることは、そういう意味での神
の家族の家族としてのありのままが記憶
されているということです。そこで、私
たちは、このエレミヤ書にあることも、
また、福音書に記されていることも、そ
れぞれにあることをしっかり受け止めな
ければならないのですが、ただ、それを
どのように受け止めれば、しっかり受け
止めたことになるのでしょうか。それぞ
れに記されていることは、今ならさしず
め、携帯で記録され、拡散されるに違い
ありません。特に福音書に記されている
ことは、亡くなった者が主イエスの呼び
かけによって、生き返るわけですから、
多くの人々の関心を集めるに違いありま
せん。それゆえ、このナインの寡婦の話
は、多くの人々にとって、主イエスその
ものに触れる素晴らしい機会を提供する
ことでしょう。ですから、もし、携帯な
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どの媒体によって記録され、それが大勢
の人々の間で拡散されれば、教会が負わ
ねばならない苦労もそれだけ少なくすむ
はずです。けれども、そのような形で記
録され、拡散されたものが、仮にそれが
どこまで真実であったとしても、果たし
てどこまで人々の心に残り続けることに
なるのでしょうか。ネット上では、再生
回数何百万回と言われるものもあります
が、人々が感じるであろう一時の感動、
驚きが、いつまでも長く続いたという話
は聞いたことがないからです。 

聖書に記されていることが、長く教会
の人々の記憶に刻まれ、多くの人々に受
け継がれてきたのは、それが家族として
の記憶だからです。ですから、それぞれ
に記されていることは、そういう点で、
この場にいる私たち一人ひとりと直接関
わり合うものでもありますが、それゆえ、
この家族としての記憶は、ただ消費され
るだけのものではありません。つまり、
その当事者として、私たちの中にしっか
り記憶されるということです。しかし、
テーブレコーダー、IC レコーダーなど
の記録媒体と違って、私たちが、そこに
記されていることのすべてを余すところ
なく記憶することなどできません。です
から、そこでまた、私たちは、取捨選択
することにもなるのですが、では、何を
どのように私たちは記憶すればいいのか。
何を忘れず、そのためには、どのように
優先順位を設定すればいいのか。そして、
そこで求められることは、記憶する上で
の切り口です。神の家族に生きるその当
事者として、様々な出来事を記憶する上
で、私たちなりの切り口はどこにあるの
かということです。 

そこで、エレミヤ書とルカによる福音
書を見ますと、それぞれに共通している
ことは、登場人物の身に及んだ危険が取
り除かれたということです。従って、恐
らく、多くの人は、奇跡的な出来事を先
ず心に刻むことになるのでしょう。ルカ
のナインの寡婦の話などは、特にそうい
う傾向にあるように思いますが、そこで、
聖書に記されている出来事を私たちが記
憶する上で、今日の箇所で言えば、奇跡
とも言えるこの出来事が、その切り口に
なるということです。しかし、人々の関
心の向かうところは、各人各様、皆同じ

ではありません。その一つが、普段私た
ちが用いる普通という言葉に表されてい
るように思います。普通とは何でしょう
か。それは、その人が長く慣れ親しんで
きたことであって、その人にとってだけ
の普通です。そして、物事の記憶のあり
方もそれと同じです。それぞれがそれぞ
れの関心に従って、記憶することになる
わけですから、その切り口は自ずと異な
ってくるのが、それこそ普通だからです。 

従って、聖書の読み方がそれぞれ必ず
しも同じではないのはそれゆえのことで
もあるのでしょうが、ただ、もちろん、
個々ばらばらに好き勝手に読みさえすれ
ばそれでいいということではありません。
読み方に当たっては、やはりある一定の
線が求められることになるのですが、そ
の一つの試みとして、その最大公約数を
元に意見集約を図ろうとすることがあり
ます。つまり、今の言い方で言えば標準
化ということです。そして、そこで導き
出された意見が大勢を占める場合、やが
て説得力を持つようになり、そして、時
間の経過に伴い、それが表の意見として、
「私たち」の公式見解というポジション
を持つに至るわけです。けれども、では、
そこでいうところの「私たち」とは一体
どのような私たちなのでしょうか。最大
公約数は最大公約数に過ぎず、それは単
に意見、主張が重なり合うところでの
「私たち」にすぎません。それゆえ、そ
れだけを指して、家族としての記憶と呼
ぶことはできないのでしょう。 

そして、それは、このナインの寡婦の
話にも言えることです。主イエスに「も
う泣かなくとも良い」と声をかけられ、
「起きなさい」との主イエスの呼びかけ
どおりに死者が起き上がった出来事、そ
れを感動をもって聞いていく姿勢を表と
するなら、その反対に、この話を裏から
見る人も必ずいるわけです。そして、福
音書には、このナインの寡婦の話に限ら
ず、会堂長ヤイロの娘の話、ベタニアの
ラザロの話と、主イエスによって死者が
甦った話は計三つその実例として記され
ているのです。ところが、裏から物事を
見ようとする人は、自分との直接的なつ
ながりを見いだせないことから冷めた目
でそれぞれの出来事を見つめることにも
なるわけです。それだけではありません。
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大きな期待感を寄せつつ、ナインの寡婦、
会堂長ヤイロ、ベタニアのラザロの次は
自分だと、自分は四人目じゃないかと、
そう思う人は、結果、期待通りにならな
いとき、きっと裏切られたとの思いを強
くすることにもなるのでしょう。そして、
この四人目とは誰でもない、死者の甦り
を身近で経験したことのない私たちすべ
てだということです。それゆえ、自分も
自分も、そう願いながらも、どうして自
分だけがとの思いに至った人々は、その
期待感の大きさゆえ、大きな失望感を現
すことにもなるのでしょう。このことは
つまり、卑近な例で申し上げれば、お兄
ちゃんばっかり、お姉ちゃんばっかりと
いった類いの話と同じようなことが私た
ちの中で起こるということです。ただ、
そういったことは、放蕩息子のたとえ話
が示すように、お兄ちゃんばかり、お姉
ちゃんばかりという、お兄ちゃん、お姉
ちゃんに限定したことではありません。
弟だって、妹だってということもあるか
らです。 

ただ、だからこそ、またそこで思うの
です。その是非は兎も角として、それも
家族の記憶の一つであるということです。
つまり、表のことだけが記憶され、裏の
ことが隠される、もちろん、家族として
の記憶には、表に出せないということは
あるのでしょうが、でも、少なくとも家
族の間柄においては、表のことも裏のこ
ともそれぞれ記憶としてのこり続けるこ
とになる、家族としての記憶はそういう
ものだと思います。それは、それが家族
というものだからです。ですから、私た
ちがこうしてそれぞれの御言葉に聞き、
神の家族の記憶を記憶する上での切り口
は、それぞれの拘りからでないのは明ら
かです。それゆえ、私たちに求められて
いることは、自らの拘りを捨てるという
ことにもなるのでしょうが、けれども、
拘りを捨てるか捨てないか、相手の拘り
を捨てさせるのか捨てさせないか、もし、
私たちがそこに拘ることになれば、それ
こそ本末転倒の結果をもたらすことにも
なるのでしょう。ですから、様々な場面
で時々耳にすることですが、愛を語りな
がら愛のない状況を招くのは、それゆえ
のことでもあるのでしょう。 

ですから、そう考えますと、この日私
たちに求められていることは、拘りを捨
てるか捨てないか、自分が何をするかし
ないか、自分が何をもらえるかもらえな
いか、そういうことではありません。た
だ、何かをして欲しい、そのために何か
しなければ、そう思うことの多い私たち
にとって、このように考えることは、返
って新たな混乱をもたらすことにもなる
のでしょう。なぜなら、拘りを捨て去る
と言うことは、一体何をどこでどのよう
に聞いていけばいいのかとの思いに至る
からです。そこで、主イエスが仰った一
つの言葉に目を向けたいと思います。そ
れは、今日の説教題でもある、「もう泣
かなくともよい」と主イエスが仰ったこ
の言葉です。ただ、主のこの言葉は、す
でに皆さんの心にしっかりと届けられて
いるものでもあるのでしょう。ですから、
もう分かっている、主イエスは、私たち
の傍らに立っておられ、私たちに慰めと
癒やし、励ましを与えてくださる方なん
だろ、そんなことはよく分かっているよ、
それよりも、分けが分からず、今にもこ
っちは泣き出しそうなんだから、そこを
すぐになんとかしろよ、してくれ、そん
な皆さんの声が聞こえてくるように思い
ます。そして、こう思うのは、日々いろ
いろな声を耳にし、執り成しの祈りを献
げる私にとって、それが、私自身の言葉
でもあるからです。 

では、私たちの主は、言葉だけの、た
だ言いっ放しの、自分のことも人のこと
も顧みない、ただ偉そうで、指図がまし
いだけの、そういう方だというのでしょ
うか。もちろんそうではない、ならばど
ういうことなのか。この日、私たちが御
言葉を通し聞いていかなければならない
ことは、主イエスが悲しみくれるこのナ
インの寡婦に「もう泣かなくともよい」
と仰ったということです。つまり、何が
何だか分からずに、しゃくり上げ、泣き
じゃくるしかない、このナインの寡婦の
姿が、こうして御言葉に聞いている私た
ちそのものであるということです。従っ
て、私たちが、この姿をもって主イエス
の御前に自分が立たされていることを思
い起こすなら、そこで、私たちは何かを
感じないわけはありません。そして、そ
れが、今日のみ言葉に聞き、この家族と
しての記憶と自分自身の記憶とを重ね合
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わせる上での切り口であるということで
す。ここに立つからこそ、御言葉は、ま
さに家族の記憶として、こうして分かち
合われることになるからです。 

この「もう泣かなくともよい」と主イ
エスが語るその直前で、御言葉はこう語
ってくれています。それは、「主はこの
母親を見て、憐れに思い」とあるように、
主はこの母親への憐れみからこの「もう
泣かなくともよい」という言葉を発せら
れたということです。そして、それは、
単なる同情、悲しみの共有を意味するも
のではありません。気の毒に、かわいそ
うに、でも、自分には何もすることがで
きない、共感とそれに伴う無常感が、主
イエスをしてこう言わせたのではないか
らです。しかし、主イエスには確固たる
自信があったのです。それゆえ、この裏
付けの元に語られているのが、「もう泣
かなくともよい」というこの主イエスの
言葉でもあるのですが、ですから、そう
であるからこそ、私たちは、主の憐れみ、
「もう泣かなくともよい」と仰る主の気
持ちがどこから出て来ているのかをはっ
きりと知らなければならないのです。そ
して、そのことを私たちに教えるのが、
主の憐れみ、主が憐れに思い、とあるこ
の言葉なのです。 

主の憐れみを示すこの言葉は、犠牲動
物の内蔵を指す言葉から派生したもので
あり、つまり、屠られた小羊である主イ
エスの腹の奥底から絞り出すように、ほ
とばしるように現れ出ることになったの
が、この主イエスのありのままの気持ち、
思いであったということです。そして、
それが、この母親に対し、注がれたとい
うことですが、しかし、それは、この母
親だから、この母親だけに、ということ
ではありません。この憐れみという言葉
を、福音書記者ルカは、放蕩息子の譬え、
良きサマリア人の譬えで、同じように用
いているのですが、つまり、絞り出すよ
うに、ほとばしるように、主の腹の底か
ら私たちに向かい現されたこの憐れみは、
一体誰に向けられたものなのかというこ
とです。それは、私たち一人一人です。
私たち一人ひとりに注がれているのがこ
の主の憐れみであり、つまり、ここに主
と私たちの関わり、神の家族としての原
点、主を私たちのもとに送り出された神

の御心、私たちがが御言葉を通し聞いて
いくすべてのことが、主のこの激しくも
慰めに満ちた言葉の中に現されていると
いうことです。それゆえ、私たちがおお
よそ経験するであろうすべての出来事は、
すべてがこの主の思い、気持ちの中から
出てくることであり、だから、私たちに
与えられる様々な出来事を私たちは感謝
の中に心に留めることになるのです。そ
して、このことはまた、その一つ一つの
出来事を、それこそ、表も裏も私たちが
共に分かち合ということであり、だから
こそ、表も裏もない主の御心によって、
私たちは主の慰めにより、神の家族であ
り続けることができるのです。ですから、
この主イエスの「もう泣かなくともよ
い」という言葉は、次のように理解して
もいいのでしょう。 

家族であらねば、家族とならねば、家
族でなければ、この、なければ、あらね
ば、との思いに破れ、ただ泣くしかない
のがこの世に生きる私たちでもあるので
しょう。けれども、だからこそ、主は、
「もう泣かなくともよい」と、主イエス
の御前に立つ私たちにこう仰るのです。
泣きたくなるような出来事を私たちに忘
れなさいと仰るのではなく、拘りの強い
私たちに、ただ「もう泣かなくともよ
い」と仰る方が主イエスだということで
す。そして、それは、私たちがもうすで
に主に呼び集められ、神の家族とされて
いるからです。従って、家族であろうと
することが、家族でありたいとの拘りを
強めることが、主が私たちに求められて
いることではありません。すでに家族と
されているのだと、表も裏もない、兄と
弟の区別もない、姉妹の区別もない、も
ちろん男と女の区別もない、健常者障害
者の区別もない、主イエスの憐れみは、
主の御前にこうして集められている私た
ち一人ひとりすべてに注がれているもの
であり、私たちすべての記憶、神の家族
としての記憶は、この主というお方、主
という言葉の上に置かれているものなの
です。この日、御言葉は、主イエスと共
に神の家族の一人として生きる私たちに
この大切なことを伝えてくれているので
す。祈りましょう。 

祈り 


