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春日部福音自由教会	 2020年4月12日	 復活祭礼拝	 中央会堂		

聖書	 ローマ５章５節〜８節   
説教『神の愛が注がれている！』小野信一牧師	

 

	 主イエスはよみがえられました。 復活祭おめでとうございます。 
	 よみがえられた主イエスに感謝と賛美をささげます。これまでにない復活祭を迎え

ています。これまでにない、世界になっています。その中で変わらない私たちへの愛

を貫いてくださる方に、礼拝をささげます。十字架で死んで、死んで葬られて、日曜

日、朝早く、墓の中から立ち上がり、よみがってくださった、死に飲まれず、死を飲

み込んで勝利された、キリスト・イエス様に、礼拝をささげます。 
 
Ⅰ	 今は「教会に来ないでください」という“異常な状態” 
	 今日私たちはここに、この中央会堂に、少ない人数が集まって礼拝をしています。 
そして多くの方は、家に留まって、その場で礼拝をささげておられるでしょう。こち

らの様子が見えているのではないかと思いますけれども、こちらからはそれぞれの場

所の様子は見えません。顔を思い浮かべているという感じです。今、これは“異常な

状態”です。「教会になるべく来ないでください」ということを言っているのです。

本来、「教会にどうぞ来てください、どうぞおいでください、誰でもおいでください、

いつでも開いています」と言うべきところ、 教会の私達の方から「なるべく教会に
来ないでください」と言うのは、異常なことです。 今日ここに来られた方達には、
復活祭の礼拝に来てくださったことを感謝し、歓迎したいと思います。そして今日こ

こに来られなかった方達にも、家に留まってくださっていることを感謝したいと思い

ます。そしてそれぞれの場ではありますけれども、心を合わせて賛美ができるように、

祈りができるように、心からの礼拝ができるようにと願って、今私たちはここに、ま

たそれぞれの場所に一緒にいます。  
	  
	 この異常なこと、おかしなこと、もしかしたら間違っていることを、私たちは今、

しようとしています。今日はここにいるのは、16、7人でしょうか。しかし来週から
は、もっと、「みなさん家に留まっていてください！」というお願いをしなければな

らないことになりました。本当にわずかな人がここにいて、この場所から皆さんのい

るところに届けようとして、ほんとにわずかな人の数でその奉仕にあたろうとしてい

ます。とにかくこれは“異常なこと”です。しかし、普通はしないこと、教会に来な

いでください、など言うべきではないこと、すべきではないことを、今はしようとし

ています。〈人の命を救うこと〉になるそのために、そして〈お互いの命を守るため〉

にするのです。それを優先する時であると、色々考えたのちに判断するに至りました。
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ですから、人と人との接触に移動をなるべく少なくして感染を遅らせる、それによっ

て命が助かるようにするために、集まることをできるだけしない、ほとんどゼロ、し

ない。しかし同時に礼拝は不要でもないし不急でもありません。大切なものです。信

者の信仰生活に欠かせないものです。神様を求めたい人にとって大切な場です。です

からこの場所に顔を合わせて集まれない時にも、何とかしてともに礼拝できる方法を

模索してきています。 
 
	 今日もこの礼拝の様子が、同時中継、同時配信でインターネットの YouTube を使
って行われています。無事にそれが皆さんに届くように願っています。先週一回目に

試験的に行って、つながりましたけど、途中で切れてしまいました。今日、そしてこ

れからは、それが繋がり続けられればと願っています。来週から集まらない形で礼拝

をします。ですから、できるだけ家などでそれぞれの場所に留まって、呼吸を同じく

して、共に礼拝に参加していただきたいと思います。 YouTube、パソコン、スマホ、 
そういうものを見られないっていう方もいらっしゃるでしょう。それぞれの事情に応

じて、可能な形で出来る限りのことをさせていただきたいと思っています。  
 
Ⅱ	 今日のみことば「神の愛が私たちの心に注がれている」（ロマ 5:5） 
	 さて今日は、 ローマ人への手紙の 5章 5節から 8節が朗読されました。 「神の愛
がわたしたちの心に注がれている」という御言葉です。 実にキリストは私たちがま
だ弱かったときに、まだ罪人だったときに、私たちのために死んでくださった。不敬

虔な者たちのために死んでくださった、というのです。私たちが正しい人だったから

とか、善良だったからとか、敬虔だったからというのではなくて、不敬虔な私たちの

ため、私たちがまだ迷子だったとき、頑固だったとき、そして私たちのこの肉の目で

はなくて、心の目が盲目であったとき、私たちが自己中心だったとき、キリストが私

たちのために死んでくださった。それによって神は、ご自分で、私たちへの愛を明ら

かにしておられる、それが今日、このみ言葉で伝えられていることです。 
  
	 マタイの福音書の 5章にこういう言葉があります。「自分を愛してくれる人を愛し
たとしても、それがなんの良いことをしただろうか、何の報いがあるだろうか。取税

人でも同じことをしている。自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ優ったこ

とをしたことになるだろうか」。イエス様は自分を愛してくれる人のために死んだの

ではありません。 自分を尊敬し、リスペクトし、自分に挨拶してくれる人のために
死んだのでもありませんでした。  
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	 自分を愛してくれる人ではない、それは私たちのことですが、私たちがまだ弱かっ

たとき、罪人だったとき、迷子だったときに、キリストは私たちのために死んでくだ

さった。それによって神は、ご自分の愛を明らかにしておられるのです。 
 
Ⅲ	 この状況で「神の愛が注がれている！」と言えるのか？ 
	 いま私たちが置かれているこの状況、新型コロナウイルスの感染が広がり、それを

何とかして止めて、多くの人が亡くなってしまうということがないようにしたい、こ

のどうしたらよいか分からない、難しい状況の中で、 なぜこんなことが起こるのか、
と思うこの状況の中で、果たして私たちは「神の愛が注がれている！」と言えるので

しょうか。つまり私たちは、今ここにも、そしてこの私にも。神の愛が注がれている

と信じられるのかっていう問題です。「この世界の人々に、神の愛が注がれている！

と信じられるのか、そう私たちは言い切れるのだろうか」ということです。神様の愛

が注がれているって言うのに、なんでこんなことになっているのか。どう答えたらよ

いのでしょう。愛するって何でしょうか？ 
  
	 前に、どこかに書いてあると話したと思うんですけれども、愛するとは、見ている

こと、思っていること、そして共にいることじゃないだろうか。愛するっていうのは

見ているその人のことを見守っている、注目している、そしてその人のことを思って

いる、関心を持っているということ、そして共にいるということ、 一緒に歩いてい
る、あるいは一緒に背負う、一緒に悩む、一緒に揺れる、一緒に喜んだり、一緒に泣

いたりする。 愛するとは、見ていて思っていて共にいることじゃないだろうか 。 
 

	 いま私は、ひとつの風景と言うか、景色と言うか、ある場面を思い出しています。

それは船の中のイエス様、そして船の中のイエス様と弟子たち、湖の上で、一緒の船

に乗って風と波が来て嵐が来て揺れている、そういう様子です。マルコの福音書にそ

のことが書かれています。揺れているのです。「先生、私たちが溺れて死んでも構わ

ないのですか。私たちは死のうとしています。それでもいいのですか。見てくれてい

ないのですか。関心を持ってくれていないのですか。なぜみんなで水をかき出して何

とかしようとしているのに、先生イエス様、あなただけは眠っておられるのですか」

と弟子たちは言いました。でも、そこにイエス様は一緒におられます。眠っているよ

うに思うときがあるかもしれません。でもイエス様は、船の中に一緒にいるのです。

だってそれが〈インマヌエルの神〉だからです。 私たちは見えない神を信じるでし
ょうか。見えない神の愛を信じることができるでしょうか。また、答えない神を信じ

ることができるでしょうか。イエス様は時に眠っているようで、揺れても揺れても、
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水がどんどん入ってきても全然答えてくれない、何もしてくれないってことがありま

す。  
 
	 神様はどこで見ているんでしょう。上の方で見下ろしているんでしょうか。でもそ

れだけじゃない。イエス様は天と地の造り主です。父なる神と御子イエス様が一緒に

この天と地を創って、天におられた方なのに、この地に降りてこられたのです。 
	 イエス様の体ってどんな体だったでしょうか。もしイエス様が今ここにいたら、あ

るいは今のイスラエルにいたらでもいいですが、どんな風に行動して、イエス様は何

に触って何に触らないで過ごすんだろうか。今私たちは恐れ警戒しています。人から

人にうつらないために、人と人が離れようとしている。でもイエス様は、このウイル

スにもし触れたならば、感染し得る体だったんですよね。〈インマヌエル〉これはマ

タイ１章 23 節、「神われらと共にいます」という言葉です。 そしてヨハネ１章 14
節にも、「我らの間に」、つまり我らと同じになって、「我らと共に」という言葉が

あります。言葉は人となって私たちの間に住んだ、私たちと同じになってくださった

ということです。これら二つの御言葉は、降誕祭に開かれることが多い御言葉ですけ

れども、神が人となったんだということを、私たちに大きなインパクトを持って指し

示す言葉です。神は遠くにおられるのではない、上から見下ろしているだけではない、

身体を持ってこの地球に来られ、私たちと同じになり、人類の一人になられました。 
 
	 今は人類全体が同じ悩みを抱えて、同じ事に取り組もうとしていると言っても良い

でしょう。同じ病気を恐れて不安になっているこの人類の一人として、イエス様が生

きてくださったのです。神であり、人である方として生きてくださった。  
 
	 今日は復活祭です。先週は受難週でした。金曜日が受難日、イエス・キリストが十

字架にかけられた、殺されて死刑になったことを記念するその日です。今日はそれか

ら三日目、金土日、安息日が明けた日曜日の朝、イエス様は墓から出て来られました。

イエス様の十字架の様子を思い出しましょう。イエス様は鞭で打たれました。そこに

はとげ、あるいは先端におそらく石か鉄片か何か金属片が付いている、それで打つと

皮膚が破れます。イエス様の体はそういう体でした。 打たれたら皮膚が破れる、そ
して皮膚が破れれば赤い血が流れました。兵士には棒で叩かれて「王様万歳」と言っ

て軽蔑されて、そしてどうされたんでしょうか、顔に唾を吐きかけられたのです。 顔
と書いてあったか、ちょっと記憶が定かじゃないですが、しかし今思うと唾を吐きか

けられるって言うのは最悪なことですよね。まあ私はこれを読んで、すごい侮辱だ、

肉体を痛めつけられるのなら、まだ耐えられると思った時がありましたけど、唾を吐

きかけられる、馬鹿にされる、侮辱されるっていうのは、本当に耐え難い。でも今は
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もうそれだけじゃなくて、濃厚接触というか、顔にツバですからね、飛沫どころでは

ない。もしあの時代に地球全体に今のようなウイルスが存在していたとしたら、そし

て兵士の一人がそのウイルスを持っていたとしたら、唾を吐きかけられたイエス様は

感染したでしょう。イエス様の体は、イエス様の人格は神としての性質、〈神聖〉と

いうバリアをまとっていたのではなかった。イエス様は神様だから、ウイルスが来て

も鞭で打たれても痛くない大丈夫、という体じゃなかったのです。むき出しの人間で

した。脆い体の人間でした。そのような弱さを持ってリスクを持って、殴られ殺され

捨てられるというリスクを取って、イエス様、神の子が人となって来られました。そ

して殺されたのです。釘で手を貫かれて。復活のイエス様の手には釘の跡がありまし

た。イエス様の体には破れ目があったですね。神様は遠くで見ているだけではいられ

ずに、この地上に生きている人間たちを遠くで、高い所から見ているだけではいられ

ずに、もっと彼らの近くに行きたい、彼らと同じになりたい、と思ってくださいまし

た。そして神はそれを実行してくださった。神が人になったらですね、人に攻撃され

る、やられる、人から捨てられるってリスクがあるのです。それで実際そうなりまし

た。 十字架の上で人から捨てられました。 人からだけでなく天の父からも捨てられ
ました。でもそれが実は父と御子との共同のご計画だったと言うんです。 
 
もう 1回ローマのところに戻って、5章のところを確認しましょう。「私たちがま
だ罪人だったとき、キリストが私たちのために死なれた。それによって神は私たちへ

の愛を明らかにされた」（5:8）というのです。 私たちのところに来て同じ人間にな
って私たちのために死なれた。神は遠くにいるだけではありませんでした。人間とひ

とつになって苦しんでくださいました 神は人となりイエス様という人となり、人間
たちと同じ船に乗って一緒に揺れてくださる方になったのです。神様は今何をしてる

んでしょうか。上から見てるんでしょうか。人を裁いているのでしょうか。あるいは

人間たちを試しているのでしょうか。神は今何をしておられるのだろうと思います。 
もしかしたら神は人を裁いておられる、試しておられる、それもそうかもしれません。

しかし同時に、神は同じ船に乗って、一緒に揺れていてくださるのです。一緒に苦し

んでいてくださるのです。 
 
Ⅳ	 神は「もっと近くに！彼らと同じに！」と願われる 
	 旧約聖書のイザヤ書 53章 6節を読みたいと思います。 「私たちはみな羊のように
さまよいそれぞれ自分勝手な道に向かって行った」。 私たちが神を知らずに神に背
き、 神を不要だと考え、そして自分は自分でできると自分勝手な道に向かって行っ
たその時、キリストが私たちのために死なれたのです。私たちが「私は間違ってまし

た」と言ったり、良い人間に変わったので、イエス様が愛してくださったのではあり
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ません。自分勝手な道に向かって行ったその時、キリストは私たちのために死なれま

した。53 章 6 節の後半「しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。私た
ちの自分勝手な道に向かった。私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた」。それが

イエス様です。 
 
羊の如くさまよい、各々の道に向かい、しかしその時に、私たちのその過ちを私達

に負わせないで、彼の上に、主のしもべの上に、救い主キリストの上に負わせたので

す。 神は私たち人間への愛を明らかにしておられます。何によってでしょう。御子
キリストが私たちと同じ人間になり私たちのために死なれたことによって、です。 私
たちは呼ばれています。イエス様が私たちと同じ人間になってくださった、私達のた

めに死んでくださった、ということを信じて生きるように招かれているのです。 呼
ばれているのです。 

 
Ⅴ	 呼ばれている、招かれている（Ⅰペテロ 2:22-25） 
ペテロの手紙の第 1 の 2 章に、「たましいの牧者のもとに帰った」（25 節）とい
う言葉があります。これは先ほどのイザヤ書 53 章が言おうとしているところでもあ
ります。「キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。その打ち

傷のゆえに、あなたがたは癒された」。そして 25 節「あなたがたは羊のようにさま
よっていた。しかし今や、自分のたましいの牧者であり、監督者である方の元に帰っ

た」。帰ったのです。帰った、と歌われているんですね。 私たちはたましいの牧者
のもとに帰るように、ずっと招かれています。パウロは語ります。「神の愛がわたし

たちの心に注がれている。この希望は失望に終わらない。艱難があって、ここから忍

耐、忍耐があってそこから品性になり、品性から希望になる、この希望は失望に終わ

らない」。私たちにいま希望があるでしょうか。失望に終わらないという希望がある

でしょうか。どうでしょう。聖書は言います。「この希望は失望に終わらない」。な

ぜか。なぜなら、神の愛がわたしたちの心に注がれているからだって言うのです。 
 
私たちは、神様の愛が私の心に注がれていると、信じることができるでしょうか。

神様の愛を信じます、と言い切ることができるでしょうか。 私たちに与えられた聖
霊によって神の愛がわたしたちの心に注がれている、っていうんですよね。「心に愛

が注がれている」。なんて素晴らしいことだろうと思います。今地球上であらゆる国々

の人が、同じ苦しい思いでこの復活祭の日を迎えようとしていると思うのですが、ど

れだけの人が「心に愛が注がれてるんだ」っていうことに思いを向けることができる

だろうか。 今日私たちは賛美をしました。本当にわずかしかできません。来週から
集まって歌うことがもうほぼ出来ない。いつものように歌えない。今日は特別な復活
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祭、イースターの日です。 今も注がれている、今も神は愛を注いでおられます。 こ
の世界、先の見えない暗い世界で何が正解か全然わからない、誰に頼ったらいいかわ

からない、不確かなんだっていうことが、思い切り確かになっている、脆すぎるこの

世界で、それでも神は愛を注いでおられます。見えない愛かもしれません。しかし一

つの事実によって愛が明らかにされています。私たちのためにキリストが死なれたと

いう一つの事実によって、神が愛を明らかにしておられる。見て、思って、一緒にい

ようとしている。破れ果てた、疲れきった、衰え果てたイエス様の姿は、一番私たち

に近い姿です。十字架のイエス様の姿は、神々しい御光がさすようなお姿ではなくて、

輝いていません。私達の近くに来てくれたキリストです。インマヌエルです。そして

惨めに死んでいく。捨てられて死ぬ。ああ、もしかしたら、自分もそうやって惨めに

死ぬかもしれない、捨てられて死ぬかもしれない、でも、そうやって人生終わっても

大丈夫なんだ、と思わせてくれる、教えてくれる、十字架のイエス様です。 
 
そうしてイエス様は葬られました。 墓に眠りました。 金曜日、そして昨日受難週
の土曜日、イエス様が墓におられるということを、心に留めて過ごしました。 死ぬ、
葬られて墓に眠る、それは私たちの将来の姿です。私たち皆、やがてそうなるのです。

もう無力というか力もないし、筋肉が動かないし、意思も息も無い、胸が揺れること

も胸が上下することもない、呼吸がない、墓に眠っておられたイエス様の姿を思いま

した。それもまた私たちの将来の姿、私たちもやがて墓に眠ることになります。 
 
しかし、もう一つの私たちの将来の姿があります。それはそこから、墓の中からよ

みがえられたイエス様の姿です。死人たちの中から立ち上がった、それもまた私たち

の将来の姿なのです。イエス様が死んで葬られて墓から出て立ち上がったように、私

たちも死に葬られ、でもイエス様と同じようにまた立ち上がる、 蘇らされる、 復活
の体、復活の命をいただく時が来る、そこに希望があるのです。 

 

Ⅵ	 今日の問いかけ	 「信じますか？」 
	 お尋ねしたいと思います。「信じますか」という質問です。今日、問いたいと思う

んですね。 自分自身にも問いたい。そして皆さんにも問いたい。顔を見て問いかけ
るつもりでいましたが、顔は見える人、見えない人がいます。でも見えるつもりで言

いたいと思うのです。 「神の愛が注がれていると信じられますか、 信じますか」と。
そして「信じて良いのです」と、言いたいのです。 
 

私たちのために死んでくださった方は、それによって愛を示しておられます。私た

ちのために死んでくださった方は、よみがえって死に勝利されました。私たちは神の
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愛を信じることができます。そして復活の命を信じることができます。皆さん信じま

すか。 今日この礼拝堂にいる方も、またそれぞれの場所にいる方も、神様に答えて
いただきたい。神は愛を明らかにされました。今度は私たちの番です。人間の番です。

神は愛を明らかにされたので、私たちは答えます。つまり神の愛を信じる、受け取る、

神様を素直に見る、ということです。幼子のように素直に、今日、私達は答えたい。 
「あなたはあのようにして愛を示してくださった、信じます」と今日答えるのです。

今日はそれぞれの場で、ひとつの信仰の応答と信仰の決心をしたいと思います。神の

愛を信じます、永遠の命、復活の希望を信じます、神とイエス・キリストを信じます、

という信仰の告白をしようとする準備ができている人がいるならば、今日、私はイエ

ス様を信じます、表明します、という機会にしたいと願って、私はこの復活祭の日を

迎えました。すでに信じている人もいます。すでに信じますと告白して洗礼を受けて

る人がたくさんいます。信じてるけれども、でもまだ公にはしてない、という人もい

るでしょう。 信じようかと考え、いつかは信じようと思う人もいるでしょう。 今日
はこの際、この際がいいか分かりませんけど、この日にですね、これからどうなるか

分からない世界と日本、そして、私たちはいつになったらどうやって集まれるのか、

一応 5月 24日までの予定にしまして、その次は集まれればと願っているけど、先の
事が分からない、そういう世界と日本と教会の中で 私は今日皆さんが、一人一人が、
「私は創造者である父なる神、救い主なる神の御子イエスキリスト、慰め主なる聖霊

の神を信じます」と告白できるならば幸いだと願っています。「創造主なる父なる神

を信ずる、救い主なる神の御子イエスキリストを信じる、慰め主なる聖霊の神を信じ

る」。どうでしょう、信じますと言えますか？今のこれらの言葉の中に、どれかこれ

が信じられないっていうことがありますか？あるならぜひ聞かせて欲しい。今日は、

多くの人の顔は見えないですし、この後に言葉を交わすことはできそうもありません。

もし信じられると思うならば、今日かいつか信じることにしよう、と先延ばしにしな

いで、今日信じますと 言っていただきたい。心を決めるということができるならば、
「信じます」ということを言い表していただきたい。 

 
黙祷のうちに祈り、ともに祈りをささげましょう。  
「主イエスキリストの父なる神様あなたが御子を死者の中からよみがえらせてくだ

さったことを感謝し賛美をささげます。キリストが私たちのために死なれたことによ

って神様、あなたは私達への愛を明らかにしておられます。 神様、あなたの愛がわ
たしたちの心に注がれています。この不確かな世の中にあって、あなたの愛を信じま

す。 新たに信頼して、今日からの人生を生きていくことができるように、 いつも共
にいて導いてください。 私たちが罪人であったときに私たちを愛して死んでくださ
ったことを感謝します。 主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン」 


