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春日部福音自由教会 2021年 1 月 31日 11:00 中央会堂礼拝（同時配信） 

聖書 新約聖書 マルコ 10章 13 節〜16 節 

説教 「子どもたちを来させなさい」小野信一牧師 

 

おはようございます。 

この講壇にアクリル板が設置されましたので、今日は久しぶりにマスクを取ってお話をさせて

いただきます。 

今日もまた同時配信をしてくれています。皆さんのところに、この映像と音声が届いています

でしょうか。 

今日は、マルコの福音書 10 章 13節から 16 節までが朗読されました。イエス様が「子どもた

ちを、わたしのところに来させなさい」と言われたみことばです。今日はこの 14節のみことば

を中心として、この説教をさせていただきます。 

また、このみことばは、私が自分の歩み、自分の人生を 20代のところから振り返って自分の

人生を導いてきた大切な３つのみことばのうちのひとつでありますので、今日はこのみことばを

中心として３つのみことば、また、あるいは４つのみことばについてお話をしたいと願っており

ます。 

 

Ⅰ．私のヒストリア①～二十歳まで 

初めに少し、私自身が導かれてきた人生のヒストリアと言いますか、歴史というか、物語とい

うかを、少しお分かちさせていただきたいと思います。 

私は昭和 42年、1967 年に岡山県で生まれました。岡山は生まれて 3歳までいましたのであ

まり記憶には残っていませんが、岡山県の御津
み つ

郡御津
み つ

町というところ、岡山市から北に少し山に

入っていたところ、そこで生まれました。その教会に父が行きまして、その教会での奉仕をして

いたんですが、御津キリスト教会というところでした。そこには「ゆりのはな園」という子ども

の園があったそうです。私はまだ 0歳 1歳 2 歳だったので、たぶん園には入ってないくらいだ

ったと思うんですけれども、そういう園があったというふうに聞いています。 

父は、その前は長野県の諏訪の教会の牧師をしていましたけれども、聞いたところによると、

海外宣教を志してその教会を辞めて岡山に行ったということだそうです。その御津の教会の牧師

先生は大森三郎先生という先生で、当時台湾に行かれたりしていたということで、父も海外宣教

を志してそちらに行ったそうです。ただ、これは外交の話ですけども、日本と中国の関係とかが

1970年くらいから変わっていきました。そういうことで、台湾に行く道は閉ざされたというこ

とであったんだと思います。大森先生も日本に帰ってきて、そしてその留守の間その教会で奉仕

していた父も、海外に行く道もなくなったということもあり、東京に戻ったということでした。 

それが 1970年。私が 3歳の時、東京の調布市というところに、私たちの家族は住むようにな

りました。岡山で私の一つ上の姉と私が生まれまして、それから調布で私の 7つ下の弟が生まれ

ました。3人兄弟です。調布でずっと育ちました。そこには保恵学園教会という教会があり 保
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恵学園幼稚園と保育園がありました。そこが私の育ったところです。教会学校と、そして私は幼

稚園にも保育園にも、両方行ってました。あまり覚えてないんですけど、朝、幼稚園に行って、

幼稚園が終わって皆帰った時間になったら今度は保育園に移動していた、みたいな生活だったと

思います。保恵学園というのは「保つ」に「恵み」と書きますが、「弁護してくださる方」「助

け主」という聖書の言葉を昔の文語訳の聖書で「保恵師」（恵みを保つ師）という風に書いてい

たそうなんですが、そこから取られた人の名前ですね。その漢字からつけられたのが「保恵学

園」という名前でありました。私はそこで 3 歳からずっと過ごして、小学校、教会学校、分級は

「男子組」っていう分級でしたね。お兄さん・お姉さんが庭で野球をしてくれて。中学、高校、

浪人して大学に入るまで、ずっとその教会学校に通い、高校からですかね、いわゆる大人の礼拝

にも出るようになった。そういう教会でありました。 

父がその教会で最初、お手伝いをしていたと言いますか、女性の牧師が最初、私が幼い時はい

ましたけれども、父がその教会の牧師になり、牧師としての奉仕をしていたわけです。そこで私

は二十歳の時に洗礼を受けました。 

 

Ⅱ．私のヒストリア②～ブラジルに導かれるまで 

もう少しちょっと人生のヒストリアの話を続けて、今日のみことばのマルコに戻りたいと思っ

てますけれども、二十歳の時洗礼を受けて半年後にですね、教会にいろいろなできごとがありま

して、父が突然でしたけれども「牧師を辞める」というふうに言いました。神学生として奉仕し

てくれていた、自分にとってはお兄さんのような存在となっていた人が、その教会で伝道師にな

るはずでありましたけれども、その道が閉ざされてしまい、別の働きに移るという結果が起こ

り、それらの事の中で父が突然牧師を辞める、ということを言ったんですね。6月の中頃のこと

でした。「7月いっぱいで自分は牧師を辞する」ということを言いました。突然のことで、私は

礼拝の日曜日一番後ろの席に座っていましたけれども、礼拝後にそれを父が言うのを聞いて、な

んだかよくわからないけど涙が出た記憶を覚えています。 

それが大学 2年の夏であり、それからあと、いくつもの教会に 1 回ずつ行ってですね、夏と

秋を過ごして、11月に吉祥寺の東京武蔵野福音自由教会に、2度目に行ったのは初めてだった

のですが、そこに行き、それから毎週通うようになった。それが私の福音自由教会との出会いで

した。古山洋右先生が、今覚えばたぶん 55 歳か 56歳、50代半ばでとてもお元気でエネルギッ

シュであったことを思い出します。 

ビリーグラハム大会という伝道大会があって、1980年に私は中 1 でしたけど、後楽園球場に

行きまして、あの巨人ヤクルト戦を観に行ったことのある後楽園球場で、何だかよく分からない

けども、なんかドアが開いて、グランドに入っていく人たちがいて、「えっ、野球のグランドに

入れるの？」って思いながら後楽園球場のグランドに降りていったことを思い出します。そうし

たら何か話しかけられて、「何を決心したのか」とか、何か聞かれたんですけど何も答えられな

かったという、80年の中 1の時はそんな感じでした。94年にも、今度は東京ドームになって、

またビリーグラハム大会がありました。そこでも通訳をされた古山先生が武蔵野の牧師であった
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時です。88年は複数の牧会が始まって小堀先生や高橋秀典先生が牧師になり、そして複数会堂

になっていく、立川チャペルが始まり、東村山サンライズチャペルが始まった、その頃のことで

ありました。 

私はそれから大学を卒業して、23歳から 2 年間ブラジルに行きましたが、帰ってきて 94 年

に神学校に入り、95年に結婚をしました。その武蔵野での第一礼拝、朝の 7時半の礼拝で一緒

に礼拝していた山田理映子姉妹と結婚しました。97年に卒業してインターンを 1年間して、98

年に逆井に行き、東地区の開拓宣教師として 7年間奉仕させていただきました。その時は燃えて

いたと思います。でも、燃え尽きて 2005年に春日部に来ました。…というので今に至っていま

す。 

 

今日はその間のですね、ブラジルの事、またマナウスという町のことを少しお話ししたいと思

っています。マナウス日伯初等中等学校、初等学校っていうのは 1 年生から 4年生までで、次

が 5年生から 8年生まで。1年生の一個下にアルファベチザソンという、アルファベットを習う

クラスというのがあって、それを合格しないと 1年生に入れないのですね。なので 1年生も、5

歳の子もいるし８歳の子もいるみたいな、留年もある、そういう学校でありました。学校の中に

住んで、子どもたちと 2年間は駆け回っていたというか、遊んでいたというか、サッカーをした

り、あるいは日本語のクラスや英語のクラスを教えたり、陶芸をしたり、水泳を教えたりしてい

ました。また子どもたちと一緒に暗唱聖句をして、賛美をして、というようなことをしていまし

た。 

ブラジルまで導かれるまでのみことばとの出会いがありまして、それが今日話したい３つのみ

ことばなんです。 

 

Ⅲ．わたしの愛のうちにいなさい 

ちょっとその前に、その 2年前、大学 2年の二十歳の夏のみことばとの出会いについて先に

話をしたいと思います。 

父が牧師として説教する最後の日は 7月 31 日でした。私はいつものように家を出て自転車で

教会まで行き、1分ぐらいなんですけど自転車で行って、そしていつものように説教題がその玄

関の門のところに掲げてありました。そこには”わたしの愛のうちにいなさい”というみことばが

掲げられていました。ヨハネの 15 章 9節のみことばです。私は、父がその教会を辞めてそこか

ら離れるということを聞いた時に、どうしたらいいかわからなくなって悩みました。私はまだ洗

礼を受けたばっかりで、洗礼を受けてから数ヶ月、春の 4月から教会学校のヘルパーの奉仕を始

めました。1年生のクラスのヘルパーで、1 年生が 10人ちょっといたと思います。毎週子ども

たちのために祈り、毎週子どもたちの前に立つという奉仕をスタートしたばかりでした。自分が

子どもの時に、教会学校の先生たち・お兄さん・お姉さんたちがしてくれたことを自分もしたい

と思うようになって、奉仕を始めたばかりの時でした。それからわずか 4ヶ月でその場所を去る

などできるだろうか、とてもできない、という思いでありました。そして、その時は神様に一生
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懸命祈りました。「神様、私はここにいたいです。ここを離れたくないです。たとえ父母がここ

から離れても、私はここにいたいのです」とも祈りました。そして、「ここにいられないとする

ならどこに行けば良いのでしょうか。神様、あなたが教えてくださらないならば、とどまること

も出て行くこともできません。私がどこに行ったら良いのか、どこにいたら良いのか教えてくだ

さい」と祈りました。二十歳の時ですね。それまでも、いつもお祈りはしていたかもしれません

けれども、初めて真剣に神様の答えや導きを求めて祈って、神様の声を聞こうとした時であった

と思います。この話は、私は 21歳の 2月の冬の井の頭公園で、当時の山田理映子さんとしたこ

とを思い出しました。 

聖書を読みながら、その時必要だった導きを求めて祈って、自分の思いを神様に伝えて、周り

の状況も神様に伝えて、神様の声・思いに耳をすまそうとして、6週間くらいを過ごしました。

エレミヤ書を読んだり、詩篇やイザヤ書や福音書を読みながら、夏休みのバイトへチャリをこぎ

ながら祈り、走りながら賛美していました。当時出たばかりの『リビングプレイズ』っていう賛

美のテープがあったんですけど、それを聴きながらチャリで賛美をしていました。最後の日、私

が教会に行くと”わたしの愛のうちにいなさい”という説教題がそこに書いてありました。ヨハネ

15章 9節のみことばから説教がなされました。それが『神様からの答え』だったわけです。自

分が祈り問いかけた答えを神様がくださった。「私はどこにいたらいいんでしょうか、この調布

のこの場所ですか、他のどこかですか、神様教えてください。どこに行ったら良いのか分かりま

せん。」と祈った、それに対して神様は、「あなたのいるべき場所を教えよう、あなたはここに

いなさい。あなたの居場所、それは『わたしの愛の中にいる』ということなのだ。わたしの愛の

うちにいなさい」と。神様は祈りに答えてくださる方だということを知りました。また、神様は

聖書によって、この私たちが持っているこの日本語の聖書によって、今生きている自分に、また

自分たち人間に語られる方なのだと知りました。そして父は、教会の人たちから見たら牧師先生

ということだったと思いますけれども、自分から見たらただの人で、ただの父親で、ただの人間

です。ただの人間に過ぎない人を通して、神様は語られるのだ、ということも知りました。これ

が自分の原点だったと思います。20歳の夏 7月の終わりの、父の牧師としての最後の日のこと

でした。 

 

Ⅳ．小さい者たちを大切にする 

それから 2年が経って大学４年の夏にですね、今度は卒業した後にどういう道に進んだら良い

かということを祈り求めていて、また神様の導きを求めて真剣に祈っていました。当時は、就職

しようと思ったらどこでもできるんじゃないかって言われたり、思ったりするような時代でし

た。大学の先輩の証券会社とか、先輩に会いに行ったりとか、訪問したりとかいくつかしました

けれども、就職活動はあまり進まずというか、進めることができなかったのだと思います。そう

いう中で導きを祈っていました。 

夏に KGKの夏期学校（キリスト者学生会の大学生の夏のキャンプ）がありました。そこで講

師であった中田智之宣教師との出会いがあり、ブラジルのこと、マナウスの学校のことを初めて
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聞きました。それらのことを含めていろんなことを祈っている中で、３つのみことばへの応答と

して、自分は３つのことを、みことばに応答してしたいと願っているんだというふうに思うよう

になりました。３つのみことばを通して神様は大切なことを語っておられる。自分を招いて呼ん

でおられるんだと、だんだん分かっていきました。 

その一つが今日のみことば、マルコ 10章 14節のみことばです。もう 1度お読みしたいと思

います。14節の途中からです。「子どもたちを、わたしのところに来させなさい、止めてはい

けません。」主イエス様のところに来ようとする子どもたちがいました。連れて行こうとする人

たちがいたんですね。もしかしたら母親たちだったかもしれません。けれど、それを大人が止め

ます。もしかしたら男性たち、特に弟子たちが止めるわけです。受難劇でも、ある時の受難劇で

は、最初の場面に子どもたちが出てきて「イエス様、イエス様」と言って近づくと、弟子たちが

バっと出てきて止めます。「子どもはだめだ。先生は忙しいんだからな」と言って弟子たちが止

める。そのような受難劇のセリフのようなことを言ったかどうかは少し想像が入りますけれど

も、ともかく弟子たちは止めたのです。「彼らを叱った」と書いてあります。こういう子たち

は、こういう人たちはイエス様のところに来るのにふさわしくない、イエス様の時間を使わせ、

手を煩わせるのには、これらの子たちはふさわしくない、値しない、不適当だ、と弟子たちは考

えたのでしょう。弟子たちは、イエス様のことをたぶん思って子どもたちを止めたのです、叱っ

たのです。「イエス様は大事な方なのだから、君たちなんか、子どもたちなんかが邪魔をする

な」。弟子たちはイエス様のことを思ってそう言ったのでしょう。ところがイエス様は違うんで

す。イエス様は言うのです、憤って。「子どもたちは大事な存在なのだ、だから君たちが邪魔を

するな。止めるな」と言われました。このマルコの福音書の前の章のところで弟子たちが言いま

した。ヨハネが言ったんですね。「あの人たちの悪霊追放をやめさせますね。」イエス様は答え

ました。「やめさせなくて良い。」今日の箇所では弟子たちが言っているようです。「あの子ど

もたちは私たちが止めます」。「止めるな」とイエス様は言われます。弟子たちはイエス様のお

心がわかっていません。 

こういう一つ一つの経験を通して、少しずつ少しずつイエス様のお心を知っていきます。弟子

たちもだんだん学んでいったのでしょう。それは私たちも同じです。イエス様のお心と離れてし

まって、ずれてしまって、「自分が止めます」とやめさせようとしてしまう。あるいは「自分が

これをします」と言ってしまう。でも、それはイエス様の心とズレている場合がある。そうする

とイエス様に怒られます。怒られて、叱られて学んでいくのです。イエス様のお心を。この 14

節のみことばを、英語のある翻訳の聖書『ザ・メッセージ』っていうのがあるんですけど、そこ

を見るとこんな感じに書いてあります。現代的な英語です。日本語に直すとこういう感じ。「わ

たしと彼ら子どもたちとの間に入り込むな」。「間に入り込むな」とイエス様は言われるわけで

す。「子どもたちを追い払うな。これらの子どもたちこそ、神の王国のまさにセンターなのだ。

中心なのだ」と言うんです。そして 15節。「子どもたちの純真さ、素直さで神の国を受け入れ

るのでなければ、あなたがたは決してそこに入れないのだ。それを覚えておきなさい。」「子ど

もの素直さを持って神の国を迎える人でなければ、その神の国には入れない」とイエス様は言わ
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れました。15節で、「まことに、あなたがたに言います」。「まことに」っていうのは「アー

メン」という意味ですね。「まことに言います、このことを覚えておきなさい。」そう言ってイ

エス様は「子どもたちを抱き、腕を子どもたちにまわして、彼らの上に手を置き祝福された」と

書かれています。弟子たちは「子どもたちは来なくて良い」と止めようとした、叱ったのです。

でも、イエス様は「来させなさい」と言って腕に抱いて、手を置いて祝福してくださいました。 

 この「子どもたちを止める」ということが、このマルコの福音書の平行箇所であるルカの福音

書の 9章とか、マタイの 18章にも出てきます。それらの箇所では「子ども」というのは「小さ

い者」と結び付けられています。マタイの 18章 1節から 5節では、「子どもたち」とか「子ど

もたちのように自分を低くする者」という言葉が出てきて、そして 6節から 9節では「小さい

者たち」というふうに出てきます。繋がっていきます。マルコでは、「この小さい者たちの一

人」という言葉は 9章 42節に出てきてます。10章の前に出てくるんですね。マタイではそれ

が「子どもたちのように自分を低くする人」というのと、「この小さい者たち」というのがつな

がって出てきます。それからマタイの先に進むとマタイ 25章では、終わりの時に訪れる裁きの

ことが語られていて、王が右と左に、羊飼いが羊と山羊を分けるように右と左に人々を分ける、

という話が出てきます。 

そしてマタイ 25 章 34節でこうあります。「王は右にいる者たちに言います。『さあ、わた

しの父に祝福された人たち。世界の基が据えられたときから、あなたがたのために備えられてい

た御国を受け継ぎなさい。あなたがたはわたしが空腹であったときに食べ物を与えてくれた。渇

いていたときに飲ませてくれた。旅の途中にあったときに泊まらせてくれた。裸のときに着せて

くれた。病気のときに見舞ってくれた。牢にいたときに訪ねてくれた。』するとその人たちは言

います。『主よ。私はいつあなたが空腹のとき、渇いているときに、旅のときにそのようにした

でしょうか。』王は言います。25 章 40節。「『まことに、あなたがたに言います。あなたが

たが、これらのわたしの兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、わたしにした

のです。』」イエス様は最も小さい人たちを「わたしの兄弟たち」というふうに呼んでおられ、

「その小さい人たちにしたことはわたしにしたんですよ」と言われました。反対に 45節では、

「この最も小さい者たちの一人にしなかったのは、わたしにしなかったのだ」と言うのです。子

どもたちも、最も小さい者たちのことでしょう。胎児もそうでしょう。生まれる前の子ども、生

まれたばかりの子ども、小さな乳児・幼児・子どもたち、そして、それだけでなく、空腹の人、

渇いている人、旅人、裸の人、病気の人、牢にいる人たちのことをイエス様は語られて、「子ど

もたちや最も小さい者たちの一人にすることは、わたしにするんだ」というふうに言っておられ

ます。 

ですから私たち教会は、いつでも子どもたちがイエス様のもとに来ようとする時に、それを止

めてはいけません。また、子どもたちに限らず、小さい者たちが主のもとに来ることを妨げては

いけない、ということです。私たち一人ひとりも、最も小さい者の一人として今ここにいます

し、小さい者の一人として、イエス様に迎えられ、祝福され、抱かれ、手を置いていただいてい

る一人一人であります。 
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この教会で言えば、ＬＳＣリトルシープクラブがあります。教会学校、小学生の子どもたち。

それから、めぐみ幼児園の子どもたち。またＥＬＣにも子どものクラスがありますし、もちろん

子どもだけでなく大人もそうですが、小さい者、子どもたち、病気の人、牢にいる人、旅の途

上、飢え渇いている人、裸の人、そういう人たちがいる。また、例えば庄和のＬＳＣでは、ＬＳ

Ｃは本当は小学生が対象ですけども、実年齢としては小学校を超えている中学校、高校、また

20代の人たち、さらにその上の人たちも含めて一緒にＬＳＣをしている。その一人一人がイエ

ス様が「最も小さい者たちの一人」と呼び、「わたしの兄弟たち」と呼んでくださる、そういう

人たちです。私たちは教会において子どもたちを、また小さい者たちと呼ばれる人たちを大切に

迎えていくこと、またイエス様のもとに連れて行く、イエス様の所に行くことを妨げず、助ける

ことがとても大切なことです。「それはわたしにしたのです」。あのトルストイの『靴屋のマル

チン』の話を思い出すんですよね。マルチンはそうとは知らずに、子どもやおばあさんや困って

る人を見つけて声をかけて迎えて助けました。おもてなししました。「ああ、イエス様来てくれ

なかった」。「あれはわたしだったんだよ」ってあとで聞くんですよね。 

 

Ⅴ．みことばと願いが繋がる場所 

さて、今日はこのマルコ 10章のみことばを含めて、３つのみことばのことを話ししたいと言

いました。 

１つ目のみことばは、マタイの 11章 29節のみことばです。「わたしのくびきを負いなさ

い」とイエス様が言われました。私はマナウスの学校のことを聞いて、将来の自分の人生の導き

のことを祈っていた、そういう中でですね、このみことばが響いてくるということがありまし

た。「わたしのくびきを負いなさい」。『くびき』という言葉は、この間の結婚の話、夫婦の話

の所で、「神が結び合わせる」という言葉は「くびきに共に繋ぐ」という言葉なんだっていうこ

とを話ししましたけれども、イエス様が引っ張っていくくびきに 2 頭の牛が首に木を繋がれて並

んで真っ直ぐ歩くように、一人の人と一人の人が、結婚において言えば夫婦がともに繋がれてま

っすぐ歩く、ということがあるでしょう。それがイエス様のくびきを負って従うということであ

ります。 

同時にもう一つの捉え方ができると思います。私たちひとりひとりがイエス様と横に並んで、

イエス様と一つのくびきに繋がれるということです。つまり「わたしと一緒に歩みなさい」「わ

たしと並んで行きなさい」と言ってくださる。「わたしが負っているくびきをあなたも一緒に負

いなさい」と言って繋いでくださる。それがイエス様のくびきです。「わたしが愛する人をあな

たも一緒に愛しなさい」「わたしがすることをあなたも一緒にしなさい」「わたしが触れる人に

あなたも触れなさい」。そのようにイエス様は私たちに招いてくださる。 

私はこのみことばを、父が牧師を辞してから 6ヶ月経った 89年 2月に、ＫＧＫのインテグレ

ーションセミナーという 12日間ほどあった長いキャンプの最後の最後に気がついたのです。そ

れまで一緒に毎週私が 3歳から二十歳まで、毎週毎週日曜日に同じ場所に集まって教会学校をし

て、分級をして、遊んで、そして礼拝をしていた人たちが、あの時から一緒に日曜日に同じとこ
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ろに集まることができなくなりました。父はある教会に行き、母は別の教会に行くように、私は

また別の所に行ったんです。そして、ほかの方たちもそれぞれのところに移っていった、という

ことがありました。一つの教会で一緒に礼拝していた人たちが会えなくなる。日曜日に一緒に礼

拝できなくなる、ということが実際に起こったわけです。私たちは教会のことで傷ついて、残念

だと思っていましたし、苦しかったし、また、悲しかったんですね。一緒に礼拝していた人たち

ができなくなってしまった、とても残念で悲しいことでした。でも、主イエスは、そのことをご

自分のからだのこととして今も傷んでおられる、ということに突然気が付いたんですね。「これ

はわたしのからだの痛みなんだ」。教会というのはキリストのからだです。イエス様のからだで

す。私たち一人ひとりがその部分です。一つのからだとしてつながっているはずなんですけれど

も、その繋がりが続けられなくなることがある。からだの部分と部分が裂かれてしまう。イエス

様は「わたしのからだが傷ついているんだ、裂かれているんだ。わたしのからだが傷ついている

痛みを、それをあなたも感じているんだ。これをわたしと一緒に負ってくれ」。「わたしのくび

きを負いなさい」っていうみことばがそのように響いてくるようになりました。「わたしのこの

痛みをわたしと一緒に負いなさい」、そう言っていただいているのだと突然気づいたのです。 

それはやっぱり変わらずに痛みであり悲しみでした。それから 1 年が経ち、10年が経ち、

1988年から 32年半が経ったわけですが、今でも時と共に癒されたものもありますし、癒され

ない傷として残ってる部分もあるな、というふうに思うことがあります。それは痛みであり悲し

みです。でも、イエス様が痛んでおられる。それを一緒に感じている、一緒に負っているとする

ならば、主と共に苦しみを負うことは、なんという慰めであり、また喜びであるだろうか、と気

づいていく始まりの時でありました。 

１つ目のみことばはマタイの 11 章 29節「わたしのくびきを負いなさい」というみことばで

す。 

２つめは今日のみことば、マルコの 10章 14節「子どもたちをわたしのところに来させなさ

い」。 

３つめにいきます。コロサイ書 1章 24節。パウロが教会のことを言っています。「キリスト

のからだのために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしています。また、

満たすために、私の分を果たしています」と。前の聖書では別訳が脚注に書いてありました。パ

ウロはもうこの世にはいないイエス様のその苦しみを、今地上にある自分として負ってるんだ。

そして【私の分】と言っている、【私の受ける分】があると言っている。 

私は 22歳のその頃に、自分にも【私の分】があったらいいな、と漠然と思っていた、という

ことを思い出します。 

そしてマナウスの学校の話を聞き、祈っている中で、今お話しした３つのみことばと３つの私

の願い、つまり、「みことばに応えてこれをしたい」という願いが繋がる場所が、マナウスの学

校なのではないか、と思うようになりました。行ったことのないマナウスという町にはこの間聞

いた学校がある。主が招こうとする子どもたちがそこにいる。それを思いました。私が実際に行

った時は学校ができて 2年目で、生徒が 16 人でした。１年目は 8人だった。2年目 16 人、3



9 

 

年目 32人、それからまたどんどん増えていった。当時は 1年生から 3年生までしかいなくて、

その下のアルファベットのクラスがありましたけれども、今はもう中学校までできて、高校まで

できて、というように進んできている。そういう学校が今も残っているのです。そして、イエス

様ご自身が、私のまだ行ったことのないブラジルの国で生きておられ、そこで人々を愛そうとし

ておられるのだ、それを思い浮かべました。そして、まだ知らないそのマナウスの町にも主の教

会がある、それが見えるように思いました。二十歳の時に離れてしまった教会で、そこで今はす

ることができないそのことを、子どもたちをイエス様のもとに招き、主とともにその子どもたち

やその町の人たちを愛し、教会を愛して建て上げていくということ、それができるところなので

はという思いになり、マナウスに行きたいという思いになりました。そこから一つ一つ道が開か

れていきました。行ってみたら本当にその通りのところでですね、いい 2年間でした。子どもた

ちと一緒に過ごして、賛美をしたり、泳いだり、暗唱聖句をしたりしたわけです。宣教の現場、

その素晴らしさとその現実の苦しさ、難しさも知らされました。その両方含めて身体で経験でき

て良かったなというふうに思います。 

今振り返って今日話した３つのみことば、これは私にとっても今も大切なみことばとして続い

ています。20代の頃に受け止めたみことばですけれども、そして、私自身にとってそうです

が、それを教会の皆さんとともに大切に受け止めていければと思います。 

イエス様のくびきを負うこと。 

イエス様が招く子どもたちや小さな者たち、「わたしの兄弟」と呼ばれる人たちを招くこと。 

イエス様のからだである教会を建て上げ、愛すること。 

そしてもう一つはイエス様の愛のうちにい続けることです。 

これらは地球上のどこに行っても変わらない、変わらなかった、と今日まで思っています。調

布でも、吉祥寺でも、マナウスでも、逆井でも、そしてこの春日部でも、それは同じです。主の

くびきを負う、主と共に負う。主のもとに子どもたちや小さい者を連れて行く、主のからだの教

会を愛する、主の愛にとどまる。主の民と共に、今年もこれからも続けていきたいと思います。

その旅路には痛みや苦しみが含まれています。ですが、喜びがありますし、慰めがあります。交

わりがあります。主にある友がいる、主の民がいるのです。そして主が共におられます。 

 

Ⅵ．初めであり、終わりである方 

私はこの年末年始、年が明けて、もう今日で一か月過ぎちゃったわけですけれども、2020 年

を振り返りながら、2021年度をどうなっていくのかなって展望して考えなきゃなぁって思いな

がら、未来への責任ということを考えてそれを重く受け止めていました。教会全体のことを思っ

た時に若い世代の育成のこと、それから教会の建物を新しくしていくこと、それはどちらも教会

の未来のためです。主にあってどんな未来を残していくのか、私自身もいろいろ考えました。

「今未来のためにできることをしなければ」という思いとか、「今しなかったらどうなってしま

うんだろうか」という思いとか、コロナで見通しがない中、「それでも何とかして担わなければ

ならないな」というふうに思いました。それは正直に言うとですね、重かったと思います、重い
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です。重いことだなと思いました。皆さんもこういうことお話しすると、重たいなって思うので

はないかと思います。でも先週聖書のみことばを読んで気づいたことがありました。それをお分

かちしたいと思います。 

黙示録 2章に（今私黙示録を読んでるんですが）、７つの教会への言葉、7つの教会の 2 番目

がスミルナですね。最初がエペソで、2番目がスミルナ。去年はサバティカルでギリシャに行っ

て、トルコの方、エペソだけは行きたいと思いながら、全然その旅もできなくなりましたけれど

も、「スミルナにある教会の御使いに書き送れ」というところです。「初めであり、終わりであ

る方」「死んでよみがえられた方がこう言われる」。「わたしは知っている」と「何も恐れる

な」と言われる内容もとても大事ですけれども、その前に「初めであり終わりである方が言われ

る」んだというところに心が留まりました。神様ご自身、主ご自身が【初めであり、終わりなの

だ】ということ。全てを始めるのは主であり、終えるのも、終わらせるのも主だ、完成するのも

主なのだ、ということに改めて気がついたのです。過去のことを思い、現在の状況を考え、何と

かしなければと思い、未来のことを考えた時に、重くなり苦しくなる。でも、始めるのも完成す

るのも主なのだ、ということをもう一度思い出しました。 

もう一つは、そこから思い起こしたローマ 11章の最後、33節から 36節のところ。「すべて

のものが神から発し、神によって成り、神に至るのです。アーメン」と結ばれているところで

す。ですから私たちは私たちのからだを主へのささげものとして献げましょう。そして自分を造

り変えていただきましょう。私たちは自分が造り変えられる必要がある。そして神に喜ばれるこ

とを見分けられるように、ローマ 12章 1節から 2節にあるように、見分けられるように識別力

をいただききましょう。全てをなさるのは主です。主が始めて、主が完成してくださる。「そう

なんだな」と改めて思いました。そのことに信頼して、主が全ての責任を自ら取ってくださると

信頼して、安心して進めば良いのだと気が付いたのです。 

 

お祈りを捧げましょう。 

天の父なる神様。あなたは子どもたちを招き、小さい者たちを招いてくださいます。私たちの

周りにいる、小さな子どもたちを、また、私たち自身も最も小さい者の一人として、あなたのも

とに招かれ、呼ばれ、迎えられて今ここにおります。どうぞこれからも、子どもたちが、また、

大人たちが、あらゆる人たちが、主のもとに来ることができるように。私たちがその妨げをする

ことなく、助けをなすことができるように導いてください。全ての事をあなたが始め、あなたが

成し遂げ、あなたが完成し、あなたの栄光としてくださいます。信頼して、安心して、あなたと

共にくびきを負って進むことができますように。 

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。 


