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平和聖日礼拝 説教 「主のために、人のために」 要旨 

日本キリスト教団藤沢教会 2020 年 8 月 2 日  

列王記上 17 章 8～16 節 ヨハネによる福音書 6 章 22～27 節 

コロナ禍の中にあって迎えた平和聖日
でありますが、8 月の平和月間、聖フラ
ンチェスコの「平和の祈り」を祈り、ま
た、「あなたの平和」を讃美するように、
そこで私たちが覚えるべきは「主の平
和」です。それは、先の大戦が、私たち
人類が主の平和を軽んじたがゆえのもの
であったからです。従って、終戦から
75 年、その間の私たちの歩みは、過去
の反省に立つだけではなく、主の平和を
覚えるがゆえに、将来へと希望を繋ぐも
のでありました。ところが、75 年が経
ち、かつての記憶は以前とは比べようも
ないほどに薄まり、また、それに合わせ
るように、かつて感じた将来への希望も
その輝きを失いつつあるかのように思い
ます。では、この 75 年もの間、私たち
が見つめてきたものも、私たちが感じて
きたものも、夢のまた夢のようなものだ
ったのでしょうか。 

かつて人々が感じた、あのどうしよう
もない気持ち、「もう嫌だ、たくさんだ、
止めてくれ」との思いも、明日(ｱｼﾀ)の
内に見つめた将来の希望も、主の平和の
内にあることを思い、また見つめる中で
のものでした。また、だからこそ、信仰
はよりリアリティをもって、戦後の社会
で受け止められることにもなったのです。
そして、それが、戦後生まれの私のよう
な者にも伝わったのは、このリアリティ
をもって過去と将来を語る人々がいたか
らです。つまり、共に歩む主の平和の内
に生き、生かされている人々が私の周り
にいたからこそのものだということです。
そして、それがここに集まる「私たち」
ということでもありますが、ところが、
かつてと将来とを繋ぐべく「今」を生き
る人々がどんどん少なくなってきている
のも確かなことです。ただ、このことは、
人間には抗いようもないことであり、あ
る意味、自然なことでもあるのです。け
れども、それと呼応するかのように明日
の輝きが失われ、明日が少しずつ小さく
なってきているとしたら、それは是が非
でも避けなければなりません。 

ですから、そうならないためにも、私
たちは、「過去」に学び、その上で自分
の考えや気持ちをきちんと整理して、自
分の言葉で「将来への希望」を人々に伝
えていかなければなりません。しかし、
それが思うようにはうまくいっていない、
そう思う人は少なくないように思います。
ただ、それは、私たちの努力が足りない
からではありません。経験に基づく気持
ちの共有は、そもそものところでハード
ルが高く、食べたことのない食べ物の味
や臭いを人に伝えることが難しいように、
過去の経験を人に伝えることは簡単なこ
とではないからです。特に、国民的〇〇
というものがあったかつての時代と比べ、
価値観が多様化し、しかも、経験者の直
接的な語りかけが少なくなってきている
今、その難しさは容易に想像できます。
ですから、そこで私たちがなすべきこと
は、その背後に隠れたものを見える形で
現すということでもありますが、ただし、
それは、セピア色の記憶の焼き直しや、
デジタル技術を駆使した仮想現実の創出
ではありません。私たちが世に現さねば
ならないことは、「主の平和」です。で
すから、その難しさは、今に限ったこと
ではなく、かつてにおいても同じように
難しいものでもありました。けれども、
過去と将来を繋ぐように世に広められて
いったのがこの｢主の平和｣であり、そし
て、過去の苦しみと将来への希望がその
ように同一線上のこととして受け止めら
れてきたのは、それを伝える人々が「主
の平和」を伝えることの難しさを謙虚に
受け止めていたからです。それは、難し
さを謙虚に受け止め、頭を垂れるところ
に現されるのが主の御心であるからです。 

大切な何かを伝えようとするとき、声
に出して語ることがなければ、その大切
な何かが人に伝わることはありません。
けれども、多くを語れば、それで何かが
伝わるわけでもありません。言葉数がど
んなに少なくとも、伝えるべきものの大
切さは、それが大切だと分かっている人
と一緒にいるだけで人に伝わるものだか
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らです。そして、それは、語る者が語る
上での難しさを、また、聞く者が聞く上
での難しさを知っているからです。です
から、戦争への記憶が薄まりつつある今、
私たちが大切な何かを伝えたいと思うな
ら、一つのことを心に留めたいと思うの
です。それは、かつての悲惨な出来事の
反動のように、かつてと同じ勇ましさ、
同じ激しさ、そういうやかましく空しい
物言いだけはしないということです。語
ることと聞くことの難しさを謙虚に見つ
め、その上で、市井の人々が感じたであ
ろうその時の気持ちと波長を合わせるよ
うに言葉にしたいと思うのです。そして、
そう強く思うのは、その当事者である
方々が時折口にする「あの経験をした者
にしか分からない」という言葉からも分
かるように。戦後 75 年、私たちが向き
合ってきたものは、明らかになった分か
りやすいものだけではないからです。 

明らかにされない、明らかにできない、
まさに戦争について語ることの難しさと
向き合ってきたのが私たち日本人でもあ
りました。ですから、戦争について語る
ということはつまり、だから、経験者と
同じ気持ちにならなければならないとい
うことではありません。ある人が「人間
は自分という宇宙の外に出ることはでき
ない」と言っていたように、人と同じ気
持ちになることはそもそものところで難
しいことだからです。まただから、その
難しさと向き合いながら、私たち日本人
は、まさにこの難しさを抱きしめるよう
に生きてきた、それが戦後 75 年の歩み
だったのではないでしょうか。しかし、
それにも関わらず、戦後生まれの次の世
代の人々にその意が伝わったのは、言葉
数が多かったからではありません。人と
人とが長い歩みを共にしてきたからであ
り、かつての記憶と将来への希望は、そ
ういう形で人々に伝えられてきたのでは
ないでしょうか。ところが、その当事者
である多くの人々が今その生涯の最期の
時を迎えつつある、ですから、この後の
20 年後、30 年後に生きる人々は、その
とき何と向き合い、何を抱きしめること
になるのでしょうか。恐らくは、かつて
の人々が感じた「もう嫌だ、たくさんだ、
勘弁してくれ」との思いと同じものでは
ないのでしょう。では、かつての悲惨な

出来事から、これからの人たちは何を学
ぶことになるのでしょうか。私たちが向
き合ってきた難しさとはまた違った形の
難しさがここにあるように思います。た
だもちろん、難しさを理由に諦めてしま
っていいわけではありません。将来のた
めにも、あの忌まわしい出来事を繰り返
さないためにも、過去の出来事から多く
を学ぶ必要があるのは間違いないからで
す。 

そこで、思い出すのは、私たちの慣れ
親しんでいる一つの御言葉です。それは、
「信仰とは望むべき事柄を確信し、見え
ない事実を確認することです」というヘ
ブル書の御言葉でありますが、この御言
葉を思い出したのは、信仰の歩みを長く
続けるということは、その中で、戦争、
災害、感染症などの私たちの意に添わな
い出来事と直面させられるものでもある
からです。それゆえ、信仰は、その中で
大きな意味を持つことにもなるのですが、
この信仰を脇から支えるのが神様の知恵
です。それは、信仰が指し示すところは、
自分の意のままになるところに意味を置
くものではないからです。むしろ、その
反対に、意に添わない時の力として与え
られているのが私たちの信仰であり、そ
して、意のままにならないことに苛立つ
私たちの、その将来を開く力として与え
られるのが神様の知恵でもあるからです。
ですから、今日のそれぞれの御言葉の中
に登場する人々は、その知恵を持ってい
たし、知恵ある者を通して、生き延びる
上での知恵を与えられた人々であるとい
うことです。 

そこで、御言葉は、「あなたの神、主
は生きておられます」と、明日への希望
を開く知恵の言葉を一人の女性をして語
らせるのですが、それゆえ、この一言を
もって、母一人子一人の身の上にある女
性の将来は開かれることになるのです。
ただし、この女性の正しさが実証された
のは、この女性が正しい知識、処世術を
身につけていたからではありません。こ
の言葉を発したとき、この女性の心の内
は、言葉への信頼で満たされていたわけ
ではないからです。「あなたの神、主
は」とこの女性が語っているように、神
とはすなわち、あなたの神であって、私
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の神ではない、それが証拠に壺の中には
一握りの小麦と僅かな油しかなく、だか
ら、「死ぬのを待つばかりです」と言っ
たのです。つまり、明日が約束されてい
ないことを分かっていたのがこの親子で
あり、ですから、「あなたの神、主は生
きておられます」との発言は、そんな親
子に食べ物を無心するエリヤへの遠回し
な皮肉であったとも言えるのでしょう。
けれども、すべての事情を分かった上で
エリヤが語ったことは、「恐れてはなら
ない、私の言うとおりにしなさい」との
一言でした。 

イエス様がその後を追う群衆に向かっ
て、「あなた方が私を捜しているのは、
しるしを見たからではなく、パンを食べ
て満腹したからだ」と仰るように、意の
ままに生きたいと願わない者はおりませ
ん。ですから、そのような者にとって信
仰は、意のままに生きる上での道具に過
ぎないものだとも言えるのでしょう。な
ぜなら、世の中には私たちの意に添わな
いことが多く、そこで意のままに生きよ
うとするなら、どうしてもその裏付け、
保証となるものを求めざるをえないから
です。ですから、そうした私たちの姿勢
を打算的だと蔑むこともできるのでしょ
う。けれども、イエス様の言葉は、群衆
を蔑もうとして語られているのではあり
ません。信仰も信仰を支える知恵も、私
たちをこの世的に優位な立場に立たしめ
るために与えられているものではないか
らです。それゆえ、私たちが立場に甘ん
じて言葉のつぶてを人に投げかけるなら、
人を傷つけるだけでなく、自分をも傷つ
けることになるのでしょう。また、その
反対に、自分が傷つくことを恐れ、何も
せずにいることもまた、人を見殺しにす
るだけでなく、自分自身の立場をも危う
くすることにもなるのでしょう。なぜな
ら、この度のコロナ禍からも分かるよう
に、一蓮托生、同一線上に生きているの
が私たち人間であるからです。また、だ
から、人を出し抜いてでも意のままに生
きたいと願い、また、そのことに私たち
は意を尽くそうとするのでしょう。です
から、その実現を私たちが幸福と呼ぶの
はそのためでもありますが、ただし、私
たちが意のままに生きたいと願い、その
ために意を尽くそうとすることは間違っ

ているわけではありません。間違ってい
るのではなく、それが歪むことがあり、
そのために命が脅かされ、神様に造られ
た人間の尊厳が深く傷つくことがある、
それを知らされたのが先の大戦でありま
した。 

ですから、意のままに生きたいとの
人々の願いが膨張し、また、そのために
意を尽くすことを最大の目的、至上命題
とする世界はいずれどこかで破れるしか
ありません。私たちはそのことを歴史か
ら学んだわけですが、それは、私たちの
命が脅かされ、人間の尊厳が傷つくこと
が神様とイエス様の願いではないからで
す。まただから、イエス様は、今日の箇
所の少し後で、「私をお遣わしになった
方の御心とは、私に与えてくださった人
を一人も失わないで、終わりの日に復活
させることである」と仰るのです。それ
は、イエス様の十字架の上に現されたも
のが神様の御心であるように、、十字架
の上のイエス様に見つめられているこの
世界と私たちは、終わりまで守られてい
るものでもあるからです。従って、そう
いう意味で神様とイエス様と無関係に生
きる人はこの世界には一人もいません。
ですから、群衆に向かって、イエス様が
「朽ちる食べ物のためではなく、いつま
でもなくらならないで、永遠の命に至る
食べ物のために働きなさい」と仰ること
はこのことと無関係に語られているもの
ではありません。つまりは、それが私た
ちに与えられている使命ということでも
ありますが、では、この｢永遠の命に至
る食べ物のために働く｣ということはど
ういうことなのでしょうか。 

働くということは、油まみれ、汗まみ
れになって、何かのため、誰かのために
身を粉にして働くことです。そして、そ
れが、「恐れてはならない、私の言うと
おりにしなさい」とエリヤがこの女性に
語ったことでもありました。だから、こ
の女性はその通り働き、「あなたの神」
が「私の神」だと知ることになったので
す。そして、そこで知ったことは、神様
が自分の意に添う方だということではあ
りません。神様の意に添わないと思い込
んでいる異教の人々とも神様は共にいま
し、その人をも神様は顧みてくださって
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いると、この女性が知ったのはこのこと
です。つまり、それが主の平安、主の平
和ということなのですが、ですから、私
たちの使命は、この主の平和を現すこと
です。そして、私たちにそれが許される
のは、私たちが神様とイエス様の意に寄
り添おうとするからです。しかし、その
真偽をその目で見極めることは簡単なこ
とではありません。御心と信じたことが
私たちの意に添わないこともありますし、
また、意に添おうとすることが必ずしも
御心に適ったものでもないからです。こ
うして、禍福はあざなえる縄のごとく理
解されもするのですが、けれども、そこ
に間違いなく実現している主の平和なの
です。 

転ぶものがいれば、手をさしのべ、ま
た、空腹のものがいれば、パンを半分分
けてあげ、そして、寂しさ、悲しさを覚
えている人がいれば、その側を離れずに
一緒にいてあげる、それが私たちクリス
チャンであり、また、それが私たちの流
儀なのです。それは、私たちが主の平和
が実現したことを知っているからであり、
そして、この「主の平和」を分かち合う
使命にあるのが私たちクリスチャンでも
あるからです。まただから、裏付けを求
めずに私たちはそれを実行するのですが、
先日亡くなられた中村哲さんは、そんな
私たちの一人でもありました。 

中村さんの平和を実現するための活動
は多岐に亘るものでありました。そして、
その彼が最後に取り組んだのが水路建設
でありましたが、中村さんが作ったもの
はそれだけではありません。アフガンの
人々がそこで暮らす上で欠かせないもの
全般に亘るものでもあり、その一つがモ
スクでしたが、ただ、このことはまた信
仰的には矛盾をはらむものでもありまし
た。そこで、ある時、ある教会での講演
の際に、そのことを指摘されたそうです
が、そこでこの中村さんの姿から私が思
うことは、主の平和を実現するというこ
とは、矛盾を積極的に引き受けることで
あり、けれども、それが節操のないもの
であってはならないということです。つ
まり、そういう意味で、矛盾をはらみつ
つも、自分の欲や保身に駆られるもので
あってはならないということです。それ

が中村さんであり、私たちであるという
ことです。だから、中村さんの活動は、
そこに生きる人々がそこで生きて行くに
はどうすればいいのかということを中心
に置くものでした。つまり、それは、ア
フガニスタンの人々の伝統と文化を大事
にするということであり、水路だけを築
いたわけではなく、人々の暮らしが成り
立つ手助けをするということです。 

そして、それは、分かりやすいもの、
明らかにされているものだけを見つめる
ものではありません。そこに生きる人々
と心を合わせるということであり、同時
に、神様とイエス様と気持ちを共鳴させ
るように人と共に生きることだと思いま
す。中村さんが教えてくれていることは
そのことであり、ただ、それはとても難
しく、簡単ではありません。けれども、
そういう毎日、そういう日常を普通のこ
ととして生きているのが私たちであり、
そして、私たちにそれが許されているの
は、主の平和が実現しているからです。
ですから、この現実は、今までがそうで
あったように、これからも変わることは
ありません。戦後 75 年が過ぎ、私たち
の見ている世界は大きく変わりつつある
のを思いますが、この変わることのない
現実の上にもう一度しっかりと立って、
将来の希望を見つめ、主のため、人のた
めに労を惜しまぬ私たちでありたいと思
います。 

祈り 

天地万有の造り主である、貴き主イエ
ス･キリストの父なる神様 

平和聖日のこの時、この世界とそこに
生きるすべての人々に、あなたの変わら
ぬ眼差しが注がれていることを覚え、深
く感謝します。どうか、そのあなたの眼
差しの中に生きるにふさわしく、これか
らも私たちを用いてください。主の平和
を実現する毎日を、私たちが過ごせます
よう聖霊を豊かに注ぎだしてください。
特に、このコロナ禍の中にあって、私た
ちが希望をもってこれからを過ごせます
よう、励まし勇気づけ、あなたの使命に
生きるものとさせてください。この祈り
を主の御名によって祈ります。アーメン。 


