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「死は、復活のための死である。」

　これは、マーラーの『復活』という曲に、繰り返
される言葉です。私たちにとって大切なことの一つ
は、死が復活のための死であるということです。何
故なのか。それは、私たちがやがて死を迎えること
は、復活によって、永遠のいのちへの始まりとなる
からです。死は終わりではなく、永遠のいのちへの
始まりです。つまり、キリストの復活に与るからこ
そ、永遠のいのちへの希望を私たちは語りうるので
す。

　私が衣笠病院の再建に着手致しました時に、「こ
の病院で死んで良かったと思えるような医療と看護
を提供したい」と思い、そのためにターミナルケア
（終末期医療）を受けていらっしゃる方々に病名告
知を致しました。何故か。それは、ある国際会議
に出席した時のことがきっかけです。配られた資料
に、日本語では「病名告知とホスピスケア」と書
いてあったのですが、英語では「Truth telling and 
Hospice care」（真実を告げることとホスピスケア）
とありました。「病名告知」と「真実を告げるこ
と」とでは全く意味が違います。つまり「自分の真
実」を受け入れて、死をどのように迎えるかが問題
なのだということなのです。

　終末期の患者の方と交流しております時、私の一
番の関心は、その方の「怒りの時」です。というの
は、「何故、自分が病になり、死なねばならないの
か！」と、自分自身と他者への怒りが交錯して出て
くる一番の苦悩の時が、実はその方にとって一番大
切な時期だからです。人は本当に抑えがたい苦悩が
ある時、怒りとしてぶつけざるを得なくなる。しか
し、その方は、ご自身の中で自らの死を問うている
のです。その怒りを引き起こすのは、何か。私の体
験から言えば、死の彼方が分からないことではない
かと思います。死ほど未知のものはありません。も
ちろん、苦痛への不安、離別への不安はあるでしょ
う。しかし決定的な不安は、死の彼方の未知という
不安です。
　「死んだらどうなる？」と問われた時、私は「存
じません」とお答えしています。そして、「ただ、
聖書にはこう書いてあります」と付け加えます。
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しかし、そこで私は「永遠のいのちがあります」と
は言わず、「私たちには、キリスト・イエスにある
復活があります」と答えるようにしています。何故
なら、あたかも死後すーっと永遠の憩いの中に入っ
ていくことであるかのようにすり替えられて受け取
られてしまう恐れがあるからです。これでは、聖書
が言う「死」の意味は理解出来なくなります。

本当の希望が見出されるところ

　何故、復活がそれほど大切か。それはキリスト教
の葬式がどういう視点で行われるか、から理解する
事が出来ると思います。

　キリスト教の葬儀は、正確には「告別式」ではあ
りません。「葬りの式」です。つまり、キリスト教
に於いては、葬らなければ死は死となりません。そ
れは、遺体の処理という話を超えて、私たちの生は
「葬ってもらう」必要があるものです。ですから、
キリスト教の葬儀は、「今生の別れ」と決定的に違
うのです。
　イエスは、死んで葬られました。福音書の中でな
ぜイエスの葬りが多く描かれているのか。それは、
大切だからです。降誕から始まるイエスの生涯の全
ては、十字架の死に向かっての歩みだということは
言うまでもありません。教会の「葬りの式」は、そ
の意味であるのです。

　キリスト教葬儀には基本的な要素が3つあります。
故人略歴、葬儀の辞（説教）、祝祷です。
　まず故人略歴は「神が、いかに恵みをもってこの
人の生涯を顧みていて下さったか」ということを知
るため述べられます。「この方はこんなに立派な方
でした」と羅列することではありません。それはも
ちろん、非常な苦悩の歴史や不幸な時代もあるで
しょう。 (２ページへ続く)

私たちの信仰の中心である「キリスト
の十字架」は、全く神の「恩寵」―賜
物に他なりません。私たちの努力など
に依るものではないのです。ところが

同時に、この「恩寵」は人に課題を与えるのです。神が
与えたものに対して課題を負わされているというのが、
聖書の「恩寵観」だと思います。パウロはそれを「新し
く造られる」(ガラテヤ6：15)ことだと言っていますが、
一体どういうことなのでしょうか？

よく「清濁併せ呑むのが、大きな人間だ」などと言われ
ますが、聖書はそんなことは言いません。心の中の汚れ
や醜さ、私たちのエゴといったパウロが言う「古い人」
から決別させることができるのもキリストの十字架なの
だと。だから、彼は言うんです。

わたしはキリストと共に十字架につけられた。 (2：19)

この十字架は、私たち一人ひとりの内側に対してだけで
はなく、取り囲む世界に対して大きな力と意味を持ちま
す。

この十字架につけられて、この世はわたしに対して死
に、わたしもこの世に対して死んでしまったのである。
 （6：14)

これは、えらいことです。この世の力に勝てる人など誰
一人いないからです。しかし、世と私との間に十字架が
立って、断絶せしめられている！世は私のところに来ら
れないというのです。だから十字架は力です。私たちが
自由を持って生き抜くことができるとすれば、十字架が
世と私たちの間に立っているところからしか来ないので
す。

私自身クリスチャンになって一番驚いているのは、イエ
スさまの御旨に喜んで従うことが出来ることです。なぜ
なら私ほど頑固で、我がままで、どうしようもない者は
ないからです。神の前にはそれ以外の何者でもありませ
んから。だから新しく造られる事が問題なんです。そこ
で、パウロは勧めます。

互に重荷を負い合いなさい。そうすれば、あなたがたは
キリストの律法を全うするであろう。 (6：2)

重荷を負い合う̶つまり、私たちは本当に愛されたと知
り、その感激がなければ、他者を愛することなどできま
せん。
キリスト教は不思議です。十字架を負うことは具体的な
のです。パウロもそうでした。

私たちの生涯には、それぞれの重荷があり
ます。パウロはそれを「避けてはいけな
い」と言うのです。重荷は神が与えられる
からです。

「そうか、これは大変だけれども、神が私にさせられよ
うとしているならば、やろう」と、その荷を負うとき
に、それは単なる重荷ではなくなります。それが「十字
架」なのです。そういう十字架が誰にもあると聖書は言
う。
ですから、私たちはその重荷を負うべきです。なぜな
ら、負うことができるようにされているからです。

わたしは、イエスの焼き印を身に帯びているのだから。
 (6：17)

（文責・月刊誌編集部）
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「光は暗闇の中で輝いている。」（ヨハネ1：5）今
まで生きてきて、「私にとってこの世は地獄では
ないだろうか？」と思わずにはいられませんでし
た。機能不全な家庭、それによるうつ病…。大
人になっても、そのトラウマと生きていく絶望感
が拭いきれず、毎日「神様がいるのなら、私を殺
して下さい」と祈っていました。教会に通うよう
になり、牧師に相談しましたが「私があなたに出
来ることは何もない」と言われ、教会に行けなく
なりました。また、どん底でした。それでも礼拝
したいという思いはなくならず、「一人でもいい。
ただ、イエス・キリストを信じる人間でありた
い！」と祈り続けました。そんな時、偶然教会が
見つかりました。行ってみて、本当に「主を見上
げる礼拝」だと思いました。

もしかしたら神様は、「闇」も「光」も見せてく
れたのかもしれない…「闇」の後に「光」を見た
から、より神様の恵みを受け取れた、そんな粋な
ことを私なんかの為に…そう思えてきました。本
当に「光は暗闇の中で輝いている」んだなあと思
います。

神様は「闇」も「光」も
見せてくれたのかも 4日

ヨハネ受講中の男性

リスナーの声　2月

ご子息のことで胸が張り裂けそうな
ほどに悩んでいらっしゃるのです

ね。ご子息は神様の創造の業で、天地全
てを造られたお方が「これは素晴らしい
出来だ！」と仰る、かけがえのない存在
として生かされていらっしゃいます。
そして今あなた様は、ヨハネ4章のガイ
ドに「人生問題は自分自身の問題となり、
それは必ず宗教問題にならなければなら
いのが本当の対話です」とあるのをお読
みになって、「そうだ、これは私自身の

問題だ。私がイエス様を心から救い主として信じ、生き続け

ご献金 7,505,522円 （1,039 名）

12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 1,587 名／ 1年前 1,322 名

1,299名
（前月よりー16名）

12月末の

るならば、私の家族も息子も救われる。私は息子の不安を解
消することはできないけれども、今からでも『私の救い主は
イエス様』そう唱えます」と。その告白を、主があなた様に
お与えくださったのですね。
このことを示すために、神様はこの聖書通信講座にあなた様
をお導きくださったんだ！神様の祝福と御心を見せていただ
いた！と思いました。そのあなた様がそこに、イエス様を信
じる存在としていらっしゃることにおいて、既にご子息は神
様の祝福の中にいらっしゃいます。どうぞこれからも、主イ
エス・キリストに満たされたお母様として、ご子息と共に生
きることができますように。ご一緒に祈ってまいりましょう。
 (26日 )

ルカ6章には「人を裁くな」とあります。「自分
を棚に上げて他者を非難することです。神が示さ
れ、打ち砕かれるまで、人は気付くこともないの
です。」とガイドにありましたが、私は、砕かれ
ても砕かれても人を非難している自分に出会いま
す。なぜ他人を認められないのだろうと思います。
そしてそれは、自分をも肯定できていないのです。
多分、人を許すことと自分が許されることは同時
に起こるのだと思います。このことは私の大きな
課題です。それには、真に「主を仰ぎ見ること」
しかないように思います。イエス様の愛によって
回心させていただけるように、願ってやみません。

他者を認められず、
自分をも肯定できていないのです 17日

ルカ受講中の男性

ヨハネ14章。「わたしの名によってわたしに何か
を願うならば、わたしがかなえてあげよう」とい
う御言葉から、祈りについて思い巡らせています。
私は結婚5年目になりますが、子どもに恵まれず
にいます。妊娠はしたのですが、流産をしてしま
いました。その時はつらく悲しく、神さまに「ど
うしてこんなひどいことをするのですか！」と問
うていました。それでも、苦しい時期が過ぎた頃、
また神さまに心を向けることができるようになり
ました。毎朝御言葉に聞き、書いて祈るようになっ
て、間もなく FEBCとも出会ったのです。今振り
返ると、流産してしまったから、今この信仰が与
えられ、祈りの生活に導かれたのだと感じます。

正直に申しますと、「子どもを授けてください」
と祈ることに抵抗を感じる時もあります。心から
信じ切ることが難しいのが実際です。なかなか願
いが叶わない現実の中で、不安がよぎり、祈るこ
とが苦しくなります。それでも忍耐強くあきらめ
ずに、イエス様を信じて祈り続けるにはどうした
らよいのでしょうか。やはり、一番は信じること
ですよね。でもそこが揺らいでしまう自分がいま
す。揺らいではイエス様に立ち帰り、また揺らい
では立ち帰り…を繰り返しています。信仰が弱い
のだと思います。なにかアドバイスをいただけま
したら幸いです。

子供に恵まれますように…
どうしたら信じて祈れますか? 24日

ヨハネ受講中の女性

いただいた聖書通信講座のガイドは、届き次第、
さっそく目を通しました。すると、聖書そのもの
を熟読吟味することが先ず第一です、とありまし
た。また、聖書の「要点」といった引用は一切あ
りませんね。「これはマジだ」私はそう思いまし
た。これはしっかり聖書を読まないとできない課
題です。教会では、礼拝前にプリントが配られ「あ
なたはどう思いますか」と具体的な課題が書かれ
ていますが、それよりずっと難しいです。しかし、
やりがいある喜びです。以前『恵子の郵便ポスト』
で、恵子さんがおっしゃっていたとおり、循環さ
せながら読んでみようと思っています。

ガイドに目を通し
「これはマジだ !」と 25日

ヨハネ受講中の男性

　̶１ページより続き　キリスト信仰としての「終活講座」・
「死は、復活のための『死』である―終末期医療の現場から」木村知己

　私は、前科のある方の葬儀をした時、そのことに
触れながら故人略歴を述べました。その方の過ちも
またキリストにあって赦されたからです。実際、参
列された方々には、そのことを知って頂くことが出
来たと思っております。

　だから、葬儀の辞（説教）では、キリストにある
復活について語るのです。そして、何より罪の赦し
が語られねばなりません。教会の葬儀では、罪の
赦しをすり抜けることは出来ないのです。私は、
亡くなった方のベッドサイドで臨終の祈りをいたし
ます。その時に「知りつつ犯した罪、知らずして犯
した罪を、あなたの十字架のゆえに憐れみ赦して下
さい」と必ず祈ります。罪の赦しを願う祈りが無け
ればならないということは、葬儀に於いても同じで
す。主の十字架の憐れみの中で、はじめて私たちは
葬るのです。主が罪を赦して下さるという喜びを希
望しながらでなければ、葬ることなど到底出来るこ
とではありません。

　そして、葬儀の最後には祝祷
があります。葬儀に参列したご
遺族、親しい者、見送る者全て
の者の上に、主の祝福は豊かに
あるということを教会は祈るの
です。この死にゆく者を通して
です。葬られる者・葬る者も共
に、神の栄光を心から仰ぎ望み
ながら希望を新たにすることが
出来るのです。

私たちは、いつも遺言を書いている

　私たちが、自分の意志を遺族に本当に明確に遺そ
うとするならば、「書かれたもの」として明確でな
ければなりません。ですから、私たちにとって遺言
はとても大切です。だから、キリスト教にとって遺
言は、お金の処理のために書かれるものではないの
です。遺言というのはもともと、自分が本当に生き
てきた恵みを、その家族に継承するために書くもの
であると私は思います。ですから遺言には、財産分
与について書く前に、自分が何をこの世に語り遺し
ていくかという、自分の信仰のことをきちっと書き
残したら良いと思います。

　そもそも、書かれたものだけが遺言ではありませ
ん。葬儀に於いて故人略歴が大切に述べられるよう
に、「生きるにも、死ぬのにも唯一の慰め」として
生きてきた、私たちの信仰生涯それ自体が私たちの
遺言でもあるのです。その意味で、今日、私たちは
遺言を書いているのです。私たちは、この生涯の中
でいつでも遺言を執筆しているのです。

　死は、深い恐れです。本当に、死は恐ろしいもの
です。私は年間300人くらいの方を看取りますが、そ
の時に、本当に死は恐ろしいものだと思います。そ
して、そのような言い知れない不安の中で死を受け
入れていくのには、復活の希望以外に支えはありま
せん。私たちは自らの死を予感する者です。そうで
ある以上は、自らの葬りの式に於いて、人々と共に
本当の希望を分かち合いたいと思います。まさに私
たちの葬りは、私たちにとって、主に仕える最後の
場なのですから。

（文責・月刊誌編集部）




