
1 

 

春日部福音自由教会 2021 年７月 18 日 11:00 オンライン聖書講演会（同時配信オン

ライン 3 会堂合同礼拝）   

聖書 新約聖書 マルコの福音書６章３０節〜３４節 

説教 「この時代を導く方」早矢仕宗伯師 

 

Ⅰ.顔を向ける 

「イエスは舟から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが飼い主のいない羊の群れのよう

であったので、イエスは彼らを深くあわれみ、多くのことを教え始められた。」 

 

今日今ここで、私たちはこのイエス様にお会いするのですね。ある人が言いました。「臨在こ

そ我が救い。」神様が、イエス様が、主が、ここにおられることこそが私の救いだと、そんなふ

うに言った人がいるのです。神様がその顔を私に向けてくださっている。私たちに向けていてく

ださっている、これが救いだと、そう言ったのですね。 

私は絵を描き始めて、描き始める前から、一人の作家に非常に心惹かれて憧れています。そう

いう絵を描きたいという風に思っている人がいます。まあ、なかなかそこには近づかないという

か、別の人間なので全然違う作品っていうか、全く違うものになってしまうのですけれども、フ

ランスのジョルジュ・ルオーという絵描きがおりました。彼はキリストの絵をたくさん描きまし

た。そのキリストの絵がなんとも心を惹かれるっていうのでしょうかね、見ていると心が、ま

あ、たとえようもないというか、言葉でうまく表せないのですけれども、ずっとそこにいたいと

思うような、そんなキリストの絵を描きます。写実的に上手くというそういったものではない

（写実がなんなのかっていうことも話せば長くなるわけですけれども）、何か子どもが描いたよ

うな、雑に描いたようなというか、そんな風にも見えるような絵ですけれども、その彼がです

ね、何枚も何枚もキリストの顔を描いているのですね。キリストの姿ではなくて『聖顔』という

風に、聖い顔という風に題した作品。ただもうイエス様の顔だけを描いている。それも 1 枚じゃ

ない、何枚も何枚もそのようにキリストを描いているのですね。なかなか他には見ない作品じゃ

ないかなと私は思っているのですけどね、顔だけ描いているのです。目を見開いている顔もあれ

ば、目を閉じている顔もあります。 

汐留にルオーの作品をたくさん展示して毎年のように企画展を催しているパナソニックの美術

館があります。是非ご覧になったらとお勧めします。そこで彼がなぜそんな風に描くようになっ

たのかっていうところのエピソードみたいなものを少し読ませてもらいました。最初に彼がそれ

を描き始めたのは、〈聖骸布〉という亡くなったキリストを包んだであろうといわれる布、そし

てそこにキリストの顔が写っているそういうのがありましてね、それを見た彼はそこからインス
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ピレーションを受けて、というかそれに感動して、そこからずっとその顔を描き続けている、

と。 

何枚も何枚もキリストの顔を描いて、なかなかすごいなあと思います。十字架におつきになっ

たお姿とかを描くっていうのであればよく分かりますけども、顔を描くってね、私たちは実際に

見たことがないわけですから、なかなか顔を描くってとても難しいことだと思います。何枚も何

枚も顔を描いています。「なんでこんなに顔を描いているのだろうかな」なんていうことを、今

週この説教を準備しながらも、少し考えておりました。ハッと思うところがありました。先ほど

の言葉と結びついたのですね。「臨在こそ我が救い。」主が御顔を私に向けてくださっている。

神様が私に顔を向けてくださっている。これが救いだ。聖書の詩篇の中にこういう言葉があるの

ですね。「御顔の救いを」。「神様、顔を向けてください」。祝福の言葉にあります。「神があ

なたに顔を向けてくださるように」。 

なかなか私たちの習慣の中で顔を向けるってね、ピンとくるようなピンとこないような。でも

あるでしょ、顔を向けるって。とっても大事なこととして私たちは知っているのじゃないでしょ

うか。大事な人たちには顔を向けるのですね。しっかり顔を見るのです。小さい子ども・幼い子

どもがいらっしゃる方ならその事ってわかるのじゃないでしょうか。じーっと顔を見るのですよ

ね。一生懸命顔を見るのですね。 

我が家にはもう小さい可愛い子どもはいなくなりました。成長しちゃいましたので、もう小さ

い可愛いとは言ってられなくなって。でも今も小さいものがあります。小さいハムスターってい

うネズミを飼っていましてね。まあ随分 2 年近く生きておりますからもうだいぶお年寄りになっ

ているのだろうと思いますが。ネズミはいいですね、お年寄りになっても可愛らしいって言われ

るから。ああごめんなさい、お年寄りが可愛くないって話じゃないですよ。でも姿形が変わらず

年取ったなっていう風に思えないように可愛いわけです。餌をねだるのですね。餌をねだるハム

スターってなかなかいないのじゃないかと思うのですけど、家のハムスターですね、餌をねだ

る。餌の時間になると出てきて、ゲージをこうやってですね、かじったり、引っ掻いたり、登っ

たり、立ち上がったりして私たちにアピールするのですね。まあ可愛いものだからみんなでその

ハムスターを見ながら、時にこう手で持ちながら、顔をじっと見るわけですね。「いい子だね」

って言いながら餌をあげる。 

 

顔を見るってとっても大事なことです。そして顔を向けるということは、決してその相手を憎

らしいと思わない。まあ時に憎らしいと思って睨みつけることもあるかもしれませんが、けれど

も嫌な相手は「ふんっ」て顔を背けてしまうわけですね。顔を向けないのですよね。見ないので

す。神様が顔を向けてくださっている。イエス様が顔を向けてくださっている。そして私たちは

この方とお会いして、その顔を私たちも見るのですね。その時に何かが生まれるのです。顔を見
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なかったら何も生まれないのですね。顔を向けてもらっていても私たちの方がそっぽを向いてい

たら何も生まれません。でも顔を向けた時に何かが生まれるのです。なんなのだって言われたら

なかなか言葉でうまく説明できないのですけども、きっとわかるでしょう。この心に何か温かい

ものが生まれているのを私たちは感じるのです。まあ、お家に帰ってご主人なり奥さんなり子ど

もなりの顔を向けて見て、実験してみてください。顔を見合わせた時に恥ずかしいかもしれない

けれど、想像だけでしといてもらってもいいと思いますけど、でも、顔と顔が合う時に何かが生

まれます。幼い子は父母の顔を見て安心する。 

幼い子だけじゃない、さっきペットの話ししましたけれども、ペットもそうだなって思うとき

がありますね。特に犬なんかそうですね。犬なんかも散歩しているとき、よく観察していると、

時々ちらちらっと飼い主を見るのですね。飼い主と顔が合うと嬉しそうにまた駆けていく。飼い

主との信頼関係が結ばれて、「ああ、飼い主は大事にしているんだなあ、このワンちゃんのこ

と。このワンちゃんも自分が大事にされていることわかっているんだなー」っていう、この両者

の中には言い知れぬ何かがあります。そして、そういうワンちゃんは胸を張って散歩をしている

のです。今度是非観察してみてください。私は発見したのです。飼い主と信頼関係を結んでいて

本当に愛されているっていうことを知っている犬は、颯爽と胸を張って歩いています。時々それ

で飼い主の顔見て、また嬉しそうに前を向いて歩いているんですね。とぼとぼとぼとぼと歩い

て、飼い主に引っ張られるようにして歩いている犬っていうのも時にはいます。幼い子は本当に

父母の顔を見て安心する。 

嵐が吹き荒れ、そしてまた暗闇の中に覆われてしまうようなそんな試練の中にあっても、その腕

に抱かれてその顔を見ていると安心する。 

子どもっていうのは不思議でね、いいなと思いますよね。父さんお母さんが「明日どうしよう

か」って色んな悩みや心配事を抱えているのだけど、子どもはそういうのを知らないで楽しそう

にしていたりすることってありますよ。父母もなるべくそういう心配かけまいと子どもには笑顔

を向ける。そうすると子どもは自分に顔を向けてくれているその顔を見て安心して、「きっと大

丈夫だ」、そんな風に思える。思えるというか、思ってきたのですよね、私たちは。私なんかき

っとそうだと思います。思ってきたのですね。苦しいことがいっぱいあっただろうと思います

よ、自分の両親なんかのことを今から思えばね。自分が親になってみた時にやっぱり思うわけで

す。「こんなに親って大変なのだなー」って。色んな事心配してね、自分の事だけじゃない、自

分の家族のことも心配しなきゃいけない、子どもたちの事を心配し、その子どもたちが将来どう

なっていくかってそういったことも全部いっぱい心配して、生きているわけですよね。けれども

そんなことは子どもには見せないで、そんなこと抱えながらも笑顔で子どもにその顔を見せてい

る時に子どもたちがその顔で安心する。「ああ大丈夫なのだ。」親が心配そうな顔をしていたら
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「大丈夫だろうか？」って思うのですよね。でも親が笑っていたら「大丈夫なのだ」って。顔っ

て不思議ですよね。 

 

Ⅱ.苦しみの中を生きる 

私たちはどうすることもできない問題がたくさんある。途方に暮れる。そして嵐のように苦し

みや悲しみ、思い煩いというものが、人生の嵐というものが、いつの時代にも、誰にでも襲いか

かってくる。今ここにいる私たちは、ある意味守られた中で過ごしている。もしかしたらここに

今は心を向け、今日はオンラインですからこの場所を画面で見ている方もいらっしゃる。教会堂

で画面を見ている方もいるだろうし、また自分の家でそれを見ている方もいるでしょう。ここに

来ているとその場所から離れているので、その苦しさや悲しさというものを少し距離を置いて見

ることができるかもしれないけれども、その現場にいるならわかるのじゃないでしょうか。そこ

は嵐の中かもしれない。苦しみの現実がそこにはある。 

そんな中で私たちは嘆き悲しみもがく。こんなに苦しい中でどうして私たちは生きなければな

らないのだろうか、って。こんなに苦しいのに生きなきゃいけないのか？これは以前にもご紹介

したかもしれませんけれども、私の父が私にメールをしてきた、その言葉なのです。長い闘病生

活をしておりましたので本当に苦しい。自宅に帰っておりましたが、もうあまりの苦しさに再度

入院をしたら、それが最後の入院になってしまったのですけれども、その時の夜に、私も遠方に

おりましたからメールでのやり取りしか出来ませんでしたのでメールで送ってきたその言葉なの

です。「どうしてこんな苦しみの中で生きなきゃいけないのか、教えてくれ、若い牧師さん。」

って言ってね。その当時、若くなかったっていうか 10 年ほど前ですから、もう 40 代に差し掛か

った頃だったので若くはないのだけども、父にとっては、「若い牧師さんよ、教えてくれ。この

苦しみの中でなぜ生きなければならないのか」って。この言葉は私にとっては今でも宿題のよう

にこの心に響いている言葉です。大事にしたい言葉です。未だに答えの見つからない言葉です。

でも一生懸命そのために、その言葉に答えるように私は説教していると言ってもいいかもしれな

い。 

この嘆きや悲しみや苦しさをどこに持って行ったらいいのか。この苦しみを抱えた魂をどこに

向けたらいいのだろうか。持ってく場所が分からないのですよね。どこにそれを向けたらいいの

か。悲しみに苦しみに向き合っていくということは、私たちは生きる上で本当に大事なことで

す。悲しみや苦しみを避けて生きることはできない。そういうものがない人生を生きることもで

きない。苦しい中にいると、「そんなこと言わないで」って言いたくなりますけどもね、でもや

っぱりこれが現実なのですよね。苦しみがあって悲しみがあって試練があって。その中でどう生

きたらいいのか、ということを私たちはいつも自分たちの中に問う。私たちが問わなくても誰か
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が、誰かが、この世界の中で誰かが、今日も問いかけているのです。この苦しみの中でどうして

どうやって生きたらいいのかって。 

 

人々がイエス様の後を追いかけてきました。苦しみや患いを抱えてイエス様の前に集まったの

です。イエス様はその彼らの中に立って彼らをご覧になった。その顔を向けられた。じっとその

顔を、一人一人の顔を、ご覧になったのではないかと私はここで想像します。その顔を向けて、

その眼差しを注ぎ、そしてその自らの瞳にその一人一人を刻み込むかのように、イエス様はご覧

になった。 

そう、今私もですね、できるだけ皆さんの顔を見ようとしているのです。が、緊張してなかな

か目が向けられない。できればそんな心のゆとりがあればいいなと思いますけどもね。皆さんは

どんな顔してらっしゃるのだろうなって思う。マスクでほとんど分かりませんけどね。時々教会

でお互いの顔を見る時間があってもいいんじゃないですかね。 

 

Ⅲ.孤独でもがく群れ 

最近少し勉強始めまして、グリーフケア研究所っていうのがあって、まあグリーフケアがなん

なのかっていうとそれも説明するのに時間がかかってしまうのでなかなか簡単には説明できない

のですけども、「悲嘆、悲しみを抱えた、またそういったことに出会った人たちに寄り添って見

守っていく」、そういったことかなと今私は理解しています。まだ勉強中ですから完全に分かり

ませんけれども、そういったことを勉強して「人の話を聞く」ということを学んでいます。傾聴

ということで。その時によくおっしゃるのは、「言っていることももちろん大事なことです。よ

く聞きなさい。でも言っていることだけではなく、言っていることよりもその人がどんな風に話

しているのかをよく見なさい」っていうことも言われる。悲しい話を笑顔で話している人もいる

かもしれない。そこには何があるのだろう。顔を見てその心の深いところに入っていこうとなさ

る、そこに寄り添おうとなさる。そうした時にイエス様がそこで見たものは、「飼い主のいない

羊の群れのようであった」。私たちが今持っている聖書では、「羊飼いのいない羊の群れのよう

であった」という風に言葉で訳されておりますけども、別の翻訳の聖書を見ると“飼い主のいな

い”。同じですけどね。“飼い主”ってなんなのかっていうと“羊飼い”のわけですからね。だけど私

はこの「羊飼い」よりも「飼い主」の方がいいなと思っているのです。「羊飼い」っていう何か

こう特定の固有名詞のように見える。「飼い主」って言うと明らかにその羊を飼っている人、羊

との繋がりがなんか見えてくるような気がするのですよね。 

飼い主のいない羊の群れ。自分が身を委ね、身を寄せるそういういう場所を見失っている。ま

た、もう生きる術を見失っているような。群れでありながら群れではない。そうなのです。飼い

主がいないと羊はバラバラになっちゃうのです。たくさん集まっているけれども群れじゃないの
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です。ただいっぱいいる、っていう話になるのです。大勢いてもバラバラに分断されて、それぞ

れに孤独にもがいていて、時には生き残りをかけて互いに食い合っているような、相手を蹴落と

してまでも自分が生きようとするような、お互いを思いやったり愛し合うっていうようなことは

もうする余裕がないほどに傷ついて弱り果てているような、みんなが必死になってなんとか生き

ようとしている、けれども、みんな自分勝手、「私のこと私のこと」そう言ってどうやって互い

につながって一緒に生きるのかが分からなくなっている、「飼い主のいない羊の群れ」。イエス

様は今ここにお立ちになって私たちをご覧なっている。その顔を向けている。私たちの顔を見て

いる。そのまなざし、瞳の中に刻み込まれたその姿は、「飼い主のいない羊の群れ」。 

私たちはどこに心を向けたらいいのか。この痛みを悲しみをどこに持って行ったらいいのか。

何を見たら良いのかがわからない。どこに目を向けていいのかがわからない。苦しい、悲しい時

に私たちは視点が定まらなくなってしまう。何処へ何処へと目が泳ぎ始めるというか、もうどこ

を見ていいのかも分からないようになってしまう。視点が定まらないと心ってのは落ち着かない

のですよね。不思議なものです。からだっていうのはみごとにその心を表すのですよね。自分が

落ち着かない時ぜひ観察してみてください。その視点はもうあっちに行き、こっちに行き、一点

には落ち着かなくなっているでしょ。逆に、視点を定めて行くと妙に浮ついた心も静まってくる

こともあります。 

一体私たちはどこに心を向けたらいいのか。その魂をどこに向けたらいいのか。お互いを見る

余裕もない。自分が生きることで精一杯で、互いを思いやって愛し合って赦し合う、それはもう

大切なことだってのは十分に分かっているのです。だけどどうしたらいいかわからない。結局

「私一人が何かやったってどうにもならないしな」なんてなことで大勢で一緒にいるのだけど

も、でも隣はあまり関係がないっていうか、つながりが見えなかったり、時には繋がっていても

ライバルだったり、私たちはどこかで「一人で生きることができなきゃいけないのだ」って思い

込んでいるね。思い込まされているのですよね。「一人で何でもできなきゃいけない」って。だ

からみんながみんなで、一人ひとりでもがいているのです。バラバラにもがいているのです。い

っぱいみんないるのです。だからよく聞くのです。いろんなそういう悲しいこと苦しいことを、

時々分かち合う、そういった場が設けられたりします。その中である人が苦しい経験を話してく

れた。そうした時にある人がこう言うのですね。「私だけじゃないのだ。」「私だけがこんな苦

しいと思っていた。」そう言って慰められたり励まされたりして。苦しみがなくなるわけじゃな

いのだけども、悲しみがどこかに行ってしまうわけじゃないのだけども、そういったことを経験

した人生が全部まっさらになって、1 から全く出直すことができるわけではないのだけれども、

でも、「私は一人じゃないのだ」っていうことが分かることで一歩前に進もうっていう気持ちに

なる。 
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でも、それまでは、みんながみんなでたくさんいながら、一人でもがいている。これをちょっ

と客観的に離れてみたら非常に滑稽だと思いますよ。そう思いませんか。みんながみんなで隣に

いっぱい勢揃いしながら、バタバタと一人で跳んでいるわけですね。高い所に何か欲しいものが

あるかなんかで、ぴょんぴょんぴょんぴょんみんなで飛んで。協力して肩車でもすれば届くよう

なところを、みんながそれぞれに跳んでいる。そんな私たちをイエス様はご覧になってこう呼ば

れるのです。「飼い主のいない羊の群れ」。でも、それは決して責めているのではない。「イエ

スは彼らが飼い主のいない羊の群れのようであったので彼らを深くあわれみ、多くのことを教え

始められた。」イエス様は、この飼い主のいない羊の群れの中に入って行かれたのですね。飼い

主のいない羊の群れの飼い主になって。人を互いに一つに結びを合わせて共に生きるようにする

ために、群れの真ん中に立たれた。 

 

Ⅳ.群れの中に立つイエス様 

この福音書はイエス様が彼らの中に立っているその姿を描いています。あえてこう言います。

“描いています”。教えているのじゃないのです。その姿を“描いている”んです。聖書というのは面

白いものです。たくさん教えが書かれていて教えの書物だというふうに私たちはどこかで思って

いるかもしれない。けれども聖書というのは時に、私も昔教会に初めて行ったときは「なんだろ

うこの電話帳みたいなものは」と思いました。たくさん文字が書いてこんな分厚くてこんな分厚

い本。ちょうど高校生の頃に行きましたから 17 年ぐらい生きておりましたけどねその頃はね、

17 年生きてきてこんな分厚い本を開いたことはないって。電話帳以外に開いたことないって。で

開いて何が書いているのだろうかって、きっと何か上に数字が書いてあるからね、”一、何々しな

さい”、とかいうそういったことが書いてあるのだろうなと思いながら「ぶ厚いな、大変だなあ」

って、六法全書みたいなそういう法律か何か書いてあるのかなって思いましたよ。でもそうじゃ

ないのだね。そういう面もありながらも、ただの教えが書いているのではない。どちらかという

とこの福音書などを見ると、物語が記されているのですね。物語は何か私たちに教訓を知らせよ

うとしているということだけではない。 

聖書はもう一面において、今で言うビデオとか動画のようなものだと言っていいのじゃないか

と思うのです。見せようとしているのですね。私たちに見せようとしているのです。イエス様は

こんな人で、こんなこと言いましたよっていう、その彼の教えたことを記しているって言うこと

ではない。むしろその人物像を浮き彫りにしながらその姿を見せようとしている部分がある。だ

から福音書は４つあるのです。なんで同じイエス様の話なのに、イエス様が教えたことならば 4

つある必要ないじゃないかって思う。４つあるってことは４つの視点があるってことなのですよ

ね。そして４つの視点がそれぞれのところからイエス様を見た姿を描いているのですよね。だか

らそこで、イエス様の姿がいわゆる立体的に見えてくるわけです。横顔もあれば正面の顔もある
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し、後ろ姿もあるというようなかたちになって見えるのですよね。一生懸命イエス様を描こうと

しているのだろうと思うのです。冒頭に話したルオーという作家も、イエス様の顔をただただ正

面からの顔だけではない、横顔も描いています。また趣きがあるわけですよね。正面からの顔だ

けじゃない、横顔を見る時に。私はどちらかと言うと横顔の方が好きだったりしてね。正面から

こうやって見られたら、近づきがたいとかある程度距離を保ちたくなるのだけど、横顔だったら

すーっと近くに寄りたくなる。 

今日私たちが開いてるこの聖書は、この羊の群れの中に立っているイエス様の姿を見せてい

る。だから今日私たちは、ここでしようとしていることは何かというと、イエスを見ようとして

いるのですよ。見るのです。見るのです。見てください。この目では見えないかもしれない、だ

から心で見るのです。目を閉じてその姿を想像するのです。とても大事なことだと私は思うので

す。想像力を働かせるということね。そうすると、案外自分が分かっていたと思うことが分かっ

ていなかったっていうことに気づきます。心が動いて想像ができないことはほとんどわかったも

のではない。作品を描くときには、やっぱり見るのです。一生懸命その場面を見ようとするので

す。私はどちらかというと、見て描くというのではなくて、描きながら見ているっていう感じで

すね。描きながらどんどんどんどん見えてくるのですよね。でもやっぱり見ようとしているので

す。イエス様が見たいと思って私は作品を描いているところがあります。 

 

イエス様が立っているのです。イエス様が彼らを深くあわれみ、その中に立っている。その姿

はまるでこう言っているかのようです。「わたしが飼い主だ。あなたがたはわたしの大切な羊

だ。わたしが飼い主だ。あなたがたはわたしの大切な羊だ」って。羊は自分たちが群れであるこ

となんてほとんど意識しないかもしれないけれども、イエス様はこの人たちを「わたしの群れ

だ」と、そんな風に見ておっしゃった。私たちはこのイエス様が立っているお姿を思い描いて見

るのです。そう、昔からこの福音書が読まれるときに、この福音書の言葉を聞く人々は、そのと

きイエス様の姿を思い描いて見たのです。みんなイエス様を見たのです。群れの中に立っている

イエス様を。羊飼いのいない群れの中に立っているイエスを見たのです。そして私たちも見るの

です。今日、今ここで。イエス様が立っている。深くあわれみを持って。私たちの中に。その顔

は私たちに向けられている。その瞳には私たちが映っている。私たちが飼い主のいない羊の群れ

のようならば、なおさらイエス様はここに立っていてくださるのです。 

「あわれみ」っていうのはかわいそうに思って遠くから高いところから眺めていることじゃな

いのですよね。どちらかというと私たちは「あわれみ」という言葉にあまり良い印象を持ってい

なくて、何か上から下を見下ろすような形で私たちを見ているかのように思うかもしれない。け

れども「あわれみ」というのは身を投げ出して苦しみ悲しみのただ中に飛び込んで、その中に身

を沈めることなのです。イエス様は今ここにおられる。今ここに苦しみや悲しみがあるならば、
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今あなたのいるその場所に、あなたが毎日過ごすそこに苦しみや悲しみがあるならば、どうして

こんなことがあるのかというようなそういうものがあるならば、それは否定できない確かさを持

ってそこに存在しているでしょう。目をつぶることもできない、忘れることもできないものとし

て確かにあるでしょう。けれどその確かさと同じ確かさをもって、あわれみ深いお方はそこにい

るのです。 

信仰っていうはある意味、気づきである、そんな風に言うことができるかもしれない。気づく

ことだ。「あ、ここに神様がいる。ここにイエス様がいる。」イエス様が私に顔を向けてくださ

っていると気づくということが、信仰なのかもしれないですね。絶望している方がいるかもしれ

ない。ならば希望を持って欲しい。目を覚まして見て欲しい。ここにイエス様がいる。希望を持

てなくても、それでもイエス様はそこにいる。あなたがそう言うことができないのだったら、私

が言う。「イエス様はそこにいる。」「今あなたのところにいる」。私が言うことができなくな

ったら誰か言ってください。「あなたにイエス様はいる」って。あわれみの心を携えて私たちの

中に住んでくださっています。 

 

Ⅴ.あわれみ深い群れになる 

イエス様は希望をお捨てにはなりません。今は苦しい時代、過去の色んな苦しい時代と比べて

もどうにもならないことですけれども（過去は過ぎ去ったことですから）、今は苦しい時代で

す。その中で私たちはいかに生きるのか、いかに生きるべきか。何ていう問いかけでしょうか。

いかに生きるべきか。答えが見つからないような問いかけです。答えはわからなくてもいいかも

しれない。いかに生きるべきかって言ってね、こうこうこうしてこうやるべきだなんていうこと

を教えたり分かったってメモしたりして、「じゃあ今日からこれ実行しましょう」なんて言って

ね、帰っていただけたらいいのですけども、まことに申し訳ない限りにおいて、私はそういうこ

とは一切申し上げることはできない。この時代に翻弄されて、その嵐の中に飲まれているよう

な、まさにあそこの階段の向こうにある絵のように、嵐の中に私は揉まれている、嵐の中にいる

者です。いかに生きるべきかがわからなくてもいい。そこに主がおられる。そしてこのお方は、

飼い主のいない羊の群れの飼い主は、私たちをあわれみによって共に生きる群れにしてくださ

る。そう、これがイエス様の使命だったのです。イエス様はただ個人個人の問題を解決して、は

い楽になりました、よかったですねって、そんなことをしようとはしてなかったのです。 

面白いことにこのマルコ福音書は、イエス様がたくさんの群衆が集まった時に何をしたのかっ

ていうことを記しています。まず何をしたかって、奇跡をしたのじゃないのですね。多くのこと

を教えを始められたって。何か教えたのです。何を教えたのか分からないですけど、イエス様が

教えたことってなんだと思いますか。それは福音書全体に書かれていることでしょう。「神の国

のこと」であったりしますけども、イエス様が教えたこと、教えようとしたことで一番大事なこ
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とは何かって言うと、「互いに愛し合いなさい」ってことなのです。「これがわたしの戒めだ」

って。「父があわれみ深いようにあなたがたもあわれみ深くありなさい」。イエス様がしようと

してらっしゃったこと、命をかけて成し遂げようとしておられたことは、十字架についてよみが

えられたそのことは、この『あわれみによって互いを一つに結び合わせていくということ』だっ

たのではないかと、そんなふうに思うのです。私たちはこの方のあわれみに触れ、このあわれみ

のうちにあわれみ深く共に生きる者になっていく。そして世界が新しくなるのだって。あわれみ

に導かれる世界。私たちがあわれみ深く生きる、あわれみ深い群れになる、共に生きるようにな

る。イエス様はそのために、今ここで私たちの日々の生活の中でお働きになっているのだって。 

一緒に生きましょう。一緒に生きていきましょう。一緒に生きていきましょう。これがどれか

だけ難しいことが分かっています。でも一緒に生きていくことを、私たちは諦めないでいたい。

新しい世界を創造して、絶望の淵で何とか踏みとどまって待ち望みながら、今ここに立ってお働

きになっているお方を見て、私たちは祈るのです。「わが飼い主である主よ。私たちをあわれん

でください」。 

 

祈りましょう。 

わが飼い主である主よ。私たちをあわれんでください。今この時代にあってさまざまな困難を

抱えている中で、またそれぞれが個人的にも、それぞれの人生の中でたくさんの課題を抱えて苦

しみを抱え悲しみを抱えてる中で、どうしたらよいのかわからずにさまよっている者たちです。

主よ、あわれんでください。主よ、あわれんでください。今ここにお立ちになっていることに、

目覚めさせてください。 

主イエス・キリストによって祈ります。アーメン 

 


