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預言者はこう問いかけます。
「他の誰のせいでもなく、自分自身で、今日のその惨め
さを招き寄せてきたのではなかったか」と。

「喉元すぎれば熱さを忘れる」とあるように、私たちは
辛いことや苦しかったことだけでなく、喜びつつ神の憐
みのもとに立ち帰ろうと決心したこともすぐに忘れてし
まいます。

それは、わたしの民が二つの悪しき事を行ったから
である。すなわち生ける水の源であるわたしを捨て
て、自分で水ためを掘った。それは、こわれた水た
めで、水を入れておくことのできないものだ。

(エレミヤ2：13)

何ということでしょうか！
こんなことがあって良いでしょうか！

水をほんの少しも蓄えておけない、粗末な壊れた水た
め。その当てにならず役にも立たないモノに、あなたは
従って行った。おかげでますますノドが渇き、ますます
あなたの心はかたくなになった。信頼できなくなり、あ
なたは捕われの身となってしまったと神様が言われるの
です。

虚しく当てにならないものに頼ったり、
恐れたりしながら、
どこまでもどこまでも操られてゆくこと。
私たちの思いはどこまでも虚しくなり、
愚かになっていきます。

しかし、罪と悲惨は、同時に、回復への入口でもありま
す。
預言者エレミヤ、いや、聖書全体が証言しているのは、
まさにこの一点です。
祈りを合わせてください。
主イエスが私達を執り成し、支えてくださるように。

主なる神さま。聖書から示されてもなお自分の力で
はそこに立ちえません。自分自身の力では悔い改め
ることができないのです。ただあなたご自身の憐み
によって、私たちの心をあなたへ向けさせてくださ
い。あなただけが私たちを救う事がおできになるか
らです。あなたの御子、主イエスが来てくださった
のは、私たちをあなたご自身の手で連れ戻してくだ
さるためでした。私たちの耳を開いてください。聞
こえると強情を張る私たちをお救いください。
主イエスのお名前によって祈ります。アーメン。

◆

生命の水を、主イエスに願い求めた人がいました。井戸
の前で、「その水を私にください」と。ヨハネ福音書四
章に残されたサマリヤ人の一人の女性とイエスの出会い
の物語です。

サマリヤの女が人目を避けて太陽の照りつける真昼に水
を汲みにきました。その井戸の辺りでイエスはこの女に

「水を飲ませて下さい」と求めます。しかし、この女は
「あなたは汲む物を持っておらず、その上、井戸はとて
も深い」とあざけった。

しかし、イエスはこの女に告げるのです。

この水を飲む者はだれでも、またかわくであろう。し
かし、わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、か
わくことがないばかりか、わたしが与える水は、その
人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が、わきあが
るであろう。 (ヨハネ4：13～14)

捕らわれの身だったあの一人の惨めな女性は、その時か
ら主イエスを信じて生きる者とされました。私たちもそ
うです。

僕もかつては神を捨てて長くさまよ
い、自らのよこしまさと苦さを味わ
いました。高校2年くらいの時、神を
信じることができなくなって、嫌に
なって。それから13年ほど神がいな
い世界を生きました。そして、苦し
くて苦しくて困り果て、教会に戻っ
てきたのです。礼拝で聞いた神の言
葉は、まるで金づちでガンガン殴られるような言葉でし
た。しかし、「こういうことを聞きたかった」のです。
牧師が話してくれました。「金田君、君も神ナシの世界
を味わってきたんだね。神がいないとなんでもかんでも
手当たり次第に神にしていく。なんでも神になってい
く。調子がいいと自分がまるで神にでもなったかのよう
になり、旗色が悪くなるとまわりの人々を恐れたり、そ
うやって上がったり下がったりし続けて、ほんの少しも

自分を愛することを学ぶ。
自分の様々な欠点や限界を知りながら、
良いものがすべて失われたわけではないと知る。
これが神に出会って、人間が変えられていく部分だ
と思います。
誰も愛してくれないから自分を精一杯愛して自分を
守る自己愛とは違います。

そうではないんです。

心の休まる暇がなかったね」と。

僕も虚しい水ためにしがみついていたのです。「慰め、
慰め。平安、平安」と虚しく歌い続けるばかりの壊れた
水ために。誰かを見上げたり見下したりを繰り返しなが
ら。
水を飲んでも飲んでも、ますます喉が渇くばかりでし
た。飲めば飲むほど、かえってますます喉が渇き、心も
虚しく惨めになるばかりでした。ひもじくて心細くて惨
めで、とても困っていました。どうしていいか分かりま
せんでした。だから！主なる神ご自身がわざわざ連れ戻
してくださった。この私を。永遠の生命の水が湧き出続
けるこの井戸の傍らに、ついにとうとう戻って来られ
て、生命の水を飲むことができて嬉しかった。嬉しかっ
た。

この私も通りかかった旅人の一人でした。
水を差し出されて、飲んでみました。
うまかった。とてもとてもうまかった。

そこでようやく、自分がどこにいて何をしてきたかを
はっきりと知りました。
命の水、それをとうとう飲むことができたからです。永
遠の命の水が湧き出続けるこの井戸の傍らについにこう
やって戻ってこられたからです。

生ける水の源であるわたしを捨てて、自分で水ためを
掘った。

それは、こわれた水ためで、水を入れておくことので
きないものだ。 

（文責・月刊誌編集部）

自分を支えてくれるものは、自分ではない。もっと
大きな何かで愛されている人間だと知る。そのこと
を受け取るところから、自分を愛していくというこ
とです。
愛するというのは、しがみつくことよりも、本当に
大切にするということだから。

人間は、生きていく中で、信頼や自己肯定感という
ものを揺るがすような出来事に何度も直面していく
と思います。人からの裏切りとか、あるいは災害や
事故でも。
そうした時に人は、それまで信じていたものを信じ
られなくなり、もう自分の存在にも安心できなくな
ります。そういう不安定さの中に一旦投げ込まれて
しまうと、自分を守ろうと空回りするように、自分
を必死の努力で守っていく世界に陥ってしまうんで
す。

自分の罪という問題も、それに似ているかもしれま
せん。
自分は何かとんでもないことをしてしまったという
時に、そこに現れてくるどうしようもないエゴイズ
ムの塊の姿。
結局は自分はどうしようもなく悪い人間であって、
本当は生きていても価値のない人間だというふうに
感じられてしまう。そこではとても、自分を肯定す
る、自分を大切にする、なんていう気持ちにはなれ
ません。
そして、それだと苦しくなるばかりですから、人間
はなんとかごまかそうとするわけですね。
自分は確かにひどい人間かもしれないけれど、他の
人と比べたらそれほどでもない。
世の中にはあんなひどい人もいる。そうやって表面
的にはなんとか自分の中で合理化したり言い訳をつ
けたりして、自分を守ろうとする。

でもそこではやっぱり、本当の意味で自己を肯定す
るという感覚は失われていて、本当に自分は大切な
存在なんだということも揺らいでしまっている。そ
れが、もしかしたら多くの人が経験していることで
はないかと思います。 (２ページへ続く)
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ヨハネ 1～ 3章を読んで。私は、以前から聖書
の話に時々、触れてはきました。ですが、神がい
ること、イエスが本当に存在したこと、その辺が
分かりません。もし本当に神がおられるなら、そ
れを知りたいと思います。1章 1節「初めに言が
あった。言は神と共にあった。言は神であった。」
もしこれがヨハネという人が勝手に書いたのな
ら、たんなる出鱈目だと思います。でももし、神
自身がそう言うならば、それは聞く必要があると
思う。1章 3節「万物は言によって成った。」世
界の長い歴史からすると、私が生きている十数年
は、ほんの一瞬。そんな小さな存在も神の言、意
志で出来たと言えるのでしょうか。1章29節「見
よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。 」洗礼者ヨハ
ネの時代は、「見よ」と言われたら、見れる。でも、
今はイエスは目には見えない。今は見えないイエ
スを、かつて存在した人だと信じることはできる
かもしれない。でも、今も存在しているとどうし
たらわかるのか。今、目の前でイエスが何かを語
りかけてくれる訳ではないし…。

今、イエスが存在しているとどうしたらわかる? 4日

一人暮らしをなさって7年、最初
は働いていらして、いろんな

ところに出かけて活動なさって…。とこ
ろがこの3年はメンタル面も身体面も力
がなくなってしまわれたとのこと。そし
て、どこにも所属していない、誰にも関
心を持たれない、深い孤独、これがご自
分が癒やされるべき傷だと、祈りの中で
気付かれたのですね。
お仕事をして、いろいろ活動していらし
た時は、そこで人間関係もおありで、「こ

れをしている」という実感も持てたことでしょう。でも実際
には「これをしている」「あの人たちと一緒だ」という事が

ご献金 4,066,335円 （683 名）

9月のご報告

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

維持会員数  

10 年前 1,599 名／ 1年前 1,381 名

1,315名
（前月よりー3名）

9月末の

いくらたくさんあっても、本当に心の深いところは満たされ
ないのですよね。何ができるとか誰かがいてくれるとか、そ
れは素敵なことですけれども、同時に、失敗したり関係がこ
じれたりすることもあって、そういう何かや誰かには依存で
きないし、そこで自分が何者であるかは確立できないのです
よね。本当にあなたがそこで生きていることがなんと素晴ら
しいことか、それは誰かが言ってくれるのではなく、あなた
に命を与えた神様が「素晴らしい」と言ってくださる。それ
がなければ、何をしていても意味がないのですよね。イエス
様が「わたしのもとに来なさい。わたしはあなたと共にいる」
と言ってくださる、その喜びがどうか与えられますように。
そこにしか私たちの癒やしはないなと思います。 (27日 )

本当の意味で私たちが自分の存在を良しとして、自分
を大切にすることができるとするならば、それはそう
いうごまかしではないはずですから。 

神は、そのひとり子を与えるほど、世を愛してくだ
さった。(ヨハネ3：16)

神に敵対している「世」。
キリストを受け入れない「世」。

神は、その「世」を愛された。
しかもひとり子イエスを与えるほど愛されたと言うん
ですね。

それはやっぱり、その「世」の中に、失われていない
良さというものを見ているんではないかと思います。
人間の罪によって決定的に破壊されてしまっても、な
お。
それは創世記の天地創造の物語に何度も繰り返される
神の言葉「神はこれを見て、良しとされた」あの言葉
です。

この見方は、やはり聖書の根底にあ
る見方としてものすごく大切だと思
います。

もうどうしようもなく傷ついてし
まっているかもしれない。
もうボロボロになって見えなくなっ
てしまっているかもしれない。
それでもやっぱり、すべての人の心の深いところに、
神様は働いている。聖霊の働きと言ったらいいかもし
れません。どんな人の中にも、一番深いところに、神
様の、聖霊の働きがあるんだと信じること。そうでな
ければ私たちは、この自分の素晴らしさ、自分自身の
ありのままの姿を愛することはできないんではないか
と思うんですね。

ジャン・バニエは「愛するということは、相手の美し
さを気づかせること」と言っています。自分が相手に
何かしてあげることじゃないんです。それだと相手は
助けられるだけの存在になってしまう。愛するという
のは、本当にその人の中にある素晴らしさにこちらが
気づき、そしてその人自身が気づくようにすることな
んだと言うんです。神様が私たちを愛してくださると
言う時に、そういう愛で愛してくださったと言えるの
ではないかと思います。福音書の中に出てくるキリス
トの姿はそういうものだったんじゃないでしょうか。
イエスは、その人の中にある命の輝き、その人の中
にある大きな大きな価値に、その人自身を目覚めさせ
る。そういうキリストに出会った時に、私たちは本当
に自分を大切にするというのはどういうことかという
のがわかっていくんではないかと思うんです。

でも、私たちの周りには、人間が人間として尊重され
ていない現実がいっぱいあるわけですね。本当にたく
さんの人が傷付いていると思います。人として尊重さ
れていない。だから、どこかで歪んでしまった時に人
間はどうするかというと、必死になって何かにすがろ
うとするわけです。それは、お金であったり、権力で
あったり、地位であったり、そういうものを必死に求
めてすがろうとする。それは本当の意味で、自分を愛
している、自分を大切にしているということにはなら
ないんです。この問題は、非常に難しい問題です。私
たちがそういう社会の中にあって、だからこそ自分の
存在は良いものであって、自分を本当の意味で大切に
することができていく̶これは大きなテーマではない
かと考えています。 （文責・月刊誌編集部）

̶１ページより続き　「自分を愛することを学ぶ (1)」
福音を生きる―信仰生活への招き― ( 再 )・幸田和生

教会で苦い経験をし、教会から足が遠ざかってお
ります。しかし、教会に行ってみたい、再びイエ
ス様を賛美したい、と強く思い、過去に FEBCか
らいただいたメールを読み返してみました。する
と、2012年にいただいた聖書通信講座のガイド
を見つけました。無精もよいところで、なんとガ
イドを7年も置いてあったのです。

今回ヨハネ4章を読み、サマリアの女が私と被っ
て見えました。この女性は、自分の過去をイエス
様にえぐられていきます。私は、これまで他人に
悩みを打ち明けたことは山とありますが、指針が
得られたこともあれば、納得がいかないこともあ
りました。しかし、肝心の主に苦しみを、過去を、
打ち明けたことがどれほどあったでしょうか。聖
書を読んだ後、声を震わせながら「私は目先の人
間関係にとらわれて賛美も礼拝もささげることが
できなかった。この罪を悔い改めたいのです」と
主に打ち明けました。とつとつとながら、その言
葉が口からあふれたのです。これからは、聖書に
向かいながら、少しずつではありますが、信仰を
取り戻していきたいと願っています。

「この罪を悔い改めたいのです」
とつとつとその言葉が… 18日

ヨハネ受講中の男性

お手紙をありがとうございます。お手紙を読み、
主の愛が信じられなかった傲慢が示されました。
ただ不思議で仕方ないのですが、僕は何か罪をお
かしてしまい、ゆるしを祈ってもその中で最後に
は必ず讃美と感謝に終わるのです。何故でしょう。
僕は日々こうして、祈りのうちに主が語ってくだ
さることを書き留めています。これは前任の牧師
さんに教えてもらった「主の良くして下さったこ
とを何ひとつ忘れるな」とのみことばから、文字
で書き残しておきなさい、と言われたのが始まり
でした。それを読み返すとき、今生きて働いてお
られる主を痛感します。主の祝福と恵みは日々絶
えることがありません。そして、先日、実に久し
ぶりに教会へ行くことができました。これも教会
の背後の祈りがなければありえなかったと思いま
す。

主が語ってくださることを
日々、書き留めています 11日

男性
先日の練馬区で起きた痛ましい事件。本当に切な
いです。我が子を殺めてしまった父親、テレビで
は強く非難されています。きっと誰も親身になっ
てくれない、そう思い、孤独だったんだと思いま
す。恐ろしいことにその人の気持ちが少しだけ分
かる気がします。…いいえ、その人の判断は間違っ
ていました。私の子供も不登校から引きこもりに
なり8年が過ぎてしまいました。彼も私も精いっ
ぱい頑張っているつもりなのですが…。神様に祈
りは届かないのでしょうか。イエス様、助けてく
ださいと祈っても、お前など知らないと言われて
いる気がします。「わたしを愛する人は、わたし
の言葉を守る」心弱くどうしても守り通せない私
は救われない者なのでしょうか。

私の子供も
引きこもりになり8年が過ぎ… 25日

男性

※先月号の「7月のご報告」は、「8月」の誤りです。なお、金額等は正しい

ものとなっています。謹んでお詫びいたします。




