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イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子た
ちも従った。安息日になったので、イエスは会堂で教え
始められた。多くの人々はそれを聞いて、驚いて言っ
た。「この人は、このようなことをどこから得たのだろ
う。この人が授かった知恵と、その手で行われるこのよ
うな奇跡はいったい何か。この人は、大工ではないか。
マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟
ではないか。姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでい
るではないか。」このように、人々はイエスにつまずい
た。イエスは、「預言者が敬われないのは、自分の故
郷、親戚や家族の間だけである」と言われた。そこで
は、ごくわずかの病人に手を置いていやされただけで、
そのほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかっ
た。そして、人々の不信仰に驚かれた。それから、イエ
スは付近の村を巡り歩いてお教えになった。
(マルコによる福音書6：1〜6)

今日の第一朗読で、主はエゼキエルに仰せになりまし
た。
わたしはあなたを、イスラエルの人々、わたしに逆らっ
た反逆の民に遣わす。(エゼキエル2：3)
エゼキエルとしては、そんなしんどい役割は引き受け
たくないと思ったはずです。しかし、エゼキエルは自分
の足で立ち上がれるようにされたと告白しています(同
2：2)。それは彼の中に入られた神の霊のゆえだと。そ
して、神の霊に支えられて、預言者の道を生き始めま
す。これが今日の福音朗読を理解する鍵となります。
イエスとその一行がイエスの育ったナザレに入った
時、ナザレの人々も、イエスの教えの素晴らしさや奇跡
の噂を聞いていたはずです。そして、それを直接聞い
て、大いに驚いたのです。ところが、ナザレの人々は
「いや、彼を知ってるよ」と自分の情報だけで、それ以
上問い続けることがなかった。そして、ゴシップの世界
に落ち込んでしまったのです。
「実はね、あの人、知っているでしょう。ここに昔いた
人よ。」
「この人は大工ではないか。マリアの息子で、彼の親戚
たちも皆住んでいる。だから特別なやつじゃないはず
だ。」
自分なりの答えに納得してしまうと、イエスの声は聞
こえても、今イエスが何を語っているのか、もう耳に入
らない。何をなさっているか、もう目に入らないので
す。目に見える出来事の意味を探ろうとしなくなり、声
は聞こえていても、その話の中身を理解しようとしなく
なっていったのです。その結果、イエスはナザレでは奇
跡を行うことすら出来なくなってしまわれたと聖書に記
されています。

聞く気がない人。見る気がない人。学ぼうとしない
人。
そのような人の前では何をやっても無駄だということ
なのでしょう。
本当に私達は「問い続けること」が出来ない。
そんな私達に、今日の第二朗読のパウロがコリントの
教会に宛てて書いた手紙は、ピッタリのメッセージじゃ
ないかと思います。
思い上がることのないようにと、わたしの身に一つのと
げが与えられました。それは、思い上がらないように、
わたしを痛めつけるために、サタンから送られた使いで
す。この使いについて、離れ去らせてくださるように、
わたしは三度主に願いました。すると主は、「わたしの
恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に
発揮されるのだ」と言われました。
(コリントの信徒への手紙二12：7〜9)
パウロには、どうしても克服できない弱みがあった。
彼はそれを「とげ」、あるいは「サタンから送られた
使い」と表現し、それから解放されることを何度も主に
願ったのです。ところが主は、「私の恵みは、あなたに
十分である。力は、弱さの中でこそ十分に発揮されるの
だ」(9節)というメッセージを届けた。自分ではどうする
こともできない「とげ」に積極的な意味があると分かっ
た時、パウロはその「とげ」を抱えて生き始めます。そ
れは苦しんでいる者だから、自分の力では乗り越えられ
ない者だからこそ与えられたメッセージです。
もちろん、それはあくまでも「とげ」であり、「サタ
ンからの使い」であり、それをごまかしてはいけない。
むしろそれこそが、私なんだということです。しかし、
その弱さの中で、実は神がもう働き始めておられること
に気が付く。つまり、「とげ」に目を向けることが出来
た時、すでに乗り越える道を歩み始めているのです！
エゼキエルは、恥知らずで強情な人々のもとに遣わさ
れると分かった時、恐れて立っていることも出来ません
でした。私達一人ひとりも、抱えている痛み、とげ、
サタンからの使い、弱さがあります。それを正直に見つ
め、祈りの中でそれと戦っていく。そのように主を信頼
して問い続けることを、主の助けによって受け止め直し
ながら、自分に与えられた使命を果たすことが出来るよ
うに心を込めて祈って参りましょう。神は力をすでにく
ださっている、恵みをくださっているはずだからです。
(文責・月刊誌編集部)
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ところが、あなたがたはこのイエスを引き渡し、ピラト
が釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒
みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦す
ように要求したのです。あなたがたは、命への導き手で
ある方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中
から復活させてくださいました。わたしたちは、このこ
との証人です。
(使徒言行録3：13〜15)

「よ
イ

く頑張ったな」と
エス様は言ってくださるでしょうか…
13 日
40 代の男性

私は 49 歳の男です。20 歳頃までは教会に出席
してましたが、今は離れています。FEBC を聴き、
一人で信仰を守っている日々です。

ここでペトロが言っておりますのは、「神様がお遣わ
しになったイエス・キリストを、あなたがたは拒んだ」
ということです。人間はイエス・キリストを拒否した。
「そんなものはいらない！」そうやって、神様が差し出
した手を振り払った。

教会から離れたのは、メンバーと気持ちが一致し
なかったためです。教会員の多くは、死後、天国
に行くことにばかり重きを置いて、現世での生活
を軽んじていました。この世界のために身を捧げ
て働くことが神様に喜ばれる生き方だと私は思っ
ていたので、教会から離れました。

「神に対して真っ直ぐな人間は、たぶん救われる。し
かし、真っ直ぐでない歪んだ人間、そんな人間は神に厳
しく見咎められ、裁かれる。神とは、そういう方だ。」
私たちは、神についてこんな風に考えているのではない
でしょうか。しかし、聖書はそうではないと言う。「良
い人間が救って頂ける」なんてことは、聖書は言ってい
ません。今回の聖書箇所の前のところに出てくる足の不
自由な男は、「こんな自分でも赦されているのか！」と
思った。だから、彼は躍り上がって歩き始めたんです。

私は病院で働いています。毎日、仕事以外の時間
はほとんどありません。早朝から夜まで必死で働
き、家に帰ってそのまま倒れ、気がついたら翌朝
という日が多いです。聖書を開いて祈る時間がな
いのが残念ですが、仕事中、折に触れて心の中で
祈っています。いつか私の命が終わるとき、イエ
ス様は「よく頑張ったな」と言ってくださるでしょ
うか。

神
宝

様は
そうです、「こんな人間でも救われる」というのが福
物を隠している ?
27 日
音なんです！それが私たちの信仰な
ヨハネ受講中の女性
んですよ。「このように立派に生き
ている私は救われています」という
イエス様はヨハネ 6 章で「あなたがたはわたしを
のは、証ではありません。「こんな
見ているのに、信じない。
」と言われました。イ
私、こんな素直じゃない私のために
エス様を見て、信じる事のできる人とできない人
キリストは苦しんで下さった、その
とでは、そもそも何が違うのでしょうか。また、
ために十字架がある。」それが私た
月刊ＦＥＢＣ ２０１9．2 月号 ６７×６２イエス様は最初から、信じない者が誰か知ってお
ちの証です。私たちの喜びです。
られたともありました。何度読んでも腑に落ちな
い箇所でした。結局、選ばれた人だけなの？と。
この使徒言行録を書いたルカによる福音書の中に、今
日の場面に出てくるペトロがイエスを知らないと言う箇
「信仰は神様からの賜物」と言いますが、宝物を
所があります(ルカ22：54〜62)。そこに、彼は「外に出
隠すような事をしないで、みんなに気前よく信
て、激しく泣いた。」とあります。私はこの箇所をずっ
仰を与えて下さればいいのに…そう思った瞬間、
と考えていました。何故、ペトロは激しく泣いたのか。
ハッとしました。神様は宝物を隠している訳では
イエス・キリストが言われた通りに自分は三度「知らな
ないのかもしれない。みんな宝物だと気付かない
い」と言ってしまった。では、「なんて自分は情けない
だけなのかも。新
神様は何とかして民を救いたくて、
刊
色んな形で呼び掛けていて、その最たる投げ掛け
人間だろう」と泣いただけなのか。私はそうではないと
−十字架の道行−
がイエス様だったんだ！そして先に宝物に気付い
思います。
著者／ティモシー・ラドクリフた私は、まだ気付いていていない人に教えてあげ
訳者／児島 杏奈
イラスト／マルティン・エルスパメル
なければ…と、少しずつですが、思い始めました。
何故キリストが自分の目の前で裁判にかけられて、苦

救いと希望の道

死の宣告を受け、鞭で打たれ、十字架を担わ
しめられて、鞭で打たれて、そして十字架で死んでいか
され、釘で打ち抜かれ、殺され、墓に葬られ
なければならないか、その意味がペトロには分かった。
るイエス・キリスト。そのキリストの「十字
だから彼は泣いた。「なんてことだ！こんな歪んだ自分
架の道行」に対する黙想と、著者自身が語る
を救ってくださるのか、こんな情けない人間が救われる
体験を通して人びとを深い祈りへと導く。
物の信仰を与えていただきた
のか、そのためにキリストの十字架があるのか！」と。
本体 1,200 円＋税 B6 判 92 頁
いのです」と…数十年前、私
そのことが分かって、彼は泣いた。だから、彼は立ち上
〒160-0004
も同じ気持ちでしたよ。
「私には信仰
東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 3 階
がることが出来ました。だから「恵み」なんです。
☎03-3359-0451 FAX 03-3351-9534
なんかない」と。でも目の前の母の信
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp
(文責・月刊誌編集部)
仰を見ていて、
私も母と同じように「イ

「本

エス様、私のところに来て下さい！」
と祈り始め、聖書を読み始めました。
朝一番にイエス様との交わりの時間、
と決めて。
「わたしは、既にそれを得たというわ
けではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。
何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・
イエスに捕らえられているからです。
」( フィリピ 3：12) 私
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12 月末の

維持会員数

1,332 名

（前月よりー 14 名）
10 年前 1,598 名／ 1 年前 1,416 名

この私の 温い」信仰
「生

25 日
ルカ受講中の男性

ルカ 5 章 8 節 ペトロの「主よ、わたしから離れ
てください !」という叫びに対し、イエス様は「恐
れることはない」とおっしゃった。ペトロ達は「そ
こで、彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨てて
イエスに従った。
」とても私には出来ないことで
す…思えば福音書には「熱い心」を持った人たち
がたくさん登場します。5 章 17 節の屋根から病
人をつり降ろしてイエス様に出会わせた人々も
そうです。
「とにかく私をイエス様に会わせてく
れ！」もしくは「必ず俺たちがイエス様に会わせ
てやる！」だったのか…このなりふり構わずに救
いを求めた人達の「熱さ」に心を打たれます。果
たして自分は大声を出してイエス様を呼び止める
ことが出来るだろうか…今までの生き方を変えて
イエス様に従ってゆけるだろうか…「生温い」自
分には無理だろうな、と思わずにはいられません。
この頃、福音が縁遠いものに感じられます。御言
葉はイエス様の言葉に本気で泣いたり喜んだり出
来る人達の為にあるのであって、自分の様な「生
温い」人間は対象外なのだ…と。とてもネガティ
ブになってしまいましたが、それでも聖書を読み
続けております。このままでは終わらないとも感
じているからです。決断を下すのは私ではなく、
神様…。いつの日か「何か」が神様から私に訪れ
ることを信じています。

ニンジンを切りながら
小さい声で祈っています

26 日
60 代の女性

真実の祈りってなんですか？どうすることです
か？私は主婦ですが、案外と一人になれる時間が
なく、静まって祈るというのは難しいのです。ど
うしようもない時は、トイレで祈ったりします。
御台所に立って、ニンジンを切りながら小さい声
で祈ったり。背後では主人がテレビをつけて、新
聞を読んでいたりします。
きわめつきは、
就寝前のお祈りです。お風呂に入っ
て、湯船の中でお祈りしたりします。まして、も
うすぐ主人は退職します。よくがんばってくれた
主人ですが、
「はて、どうやってお祈りしようか
しら…」と思ってしまいます。

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

は今でも、自分には本当は信仰がないのでは…と思うんです
よ。ただイエス様におすがりするしかないんですね。あなた
様は「もう信仰は捨てようと思いました」と。随分つらい思
いをなさったのですね。神様を信じているのに、どうしてこ
んなことが…と、信じてきたものが崩れ去った。それでも不
思議なことに、イエス様をもう一度身近に感じたいと願って
おられる。そのような思いを持たれたのは、イエス様に捕ら
えられているからですね！私たちはイエス様を知りたいと思
うけれども分からない、でもイエス様は分かって下さる。イ
エス様はあなた様を知っていて下さるのですね。このイエス
様と親しくなるために、毎日聖書をお読みになって下さい。
必ずイエス様は出会って下さいます。あなた様のために心か
らお祈りしています。
(4 日 )

