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春日部福音自由教会 2021 年９月 12 日 11:00  敬老礼拝（同時配信オンライン合同礼拝） 

聖書 新約聖書 エペソ人への手紙６章１節～3節 

説教 「父と母を敬え」小野信一牧師 

 

 

2021 年の 9 月 12 日、今日のこの日曜日は「敬老礼拝」として共に礼拝をささげています。  

今日は、この中央会堂、そして丘の上記念会堂、庄和会堂の三つの会堂に集まり、オンラインで共

に合同礼拝をささげています。 又オンラインで、各ご家庭において参加してくださっている方も

いらっしゃることと思います。 

 ようこそ敬老礼拝にご参加くださいました。 皆さんを心から歓迎いたします。 今見えるとこ

ろにいる人と、また見えないそれぞれの場所にいらっしゃる方、それぞれがあるわけですけれども 

心を一つにして礼拝できればと願っています。 賛美も、今は皆で声を出すことは減らしました。

デルタ株の影響の中でなお気をつけながら集まって礼拝をしております。 集まって礼拝をします

が、集まってこの場で、教会の場で、感染を起こすことがないように互いに気をつけましょう。 

そこに焦点を当てて行なっております。 どうぞ互いに協力して続けていければと思います。  

 

 

Ⅰ 集まることは出来なくても 

昨年に続いてこの敬老礼拝は、残念ながら、一ヶ所にみんなで集まるということはできませんで

した。本来であれば、みんなで集まる、子ども世代、親世代、祖父母の世代ですね、あるいは祖父

母の世代、子ども世代、孫世代がですね、一緒に集まるということが、とても大切な意味を持つこ

の敬老礼拝なのです。 本来であるならば、一緒に歌うこと、一緒に食べること、それをずっとし

てきたわけですね。土曜日に「敬老の集い」が長いこと行われていました。2019 年に、日曜日の礼

拝でそれをしましょうということで、変更をしました。場所と曜日が変わっても、“一緒に歌い、一

緒に食べる、ということを大切に” ということでしてきたわけですが、去年から “一緒に食べるこ

と” はひとまずお休みしましょうということになっています。今年もなしです。今年は、一緒に歌

うということも、より減らして行うことになっています。会衆賛美は声を出さずに、心でささげ

る。最後の頌栄だけは声を出して歌いましょう、というやり方にしています。できないことが色々

あるということは残念であります。しかし、お互いのいのちのために、お互いのご家族のために感

染対策に気を付けながらこの日を過ごしましょう。 そして気をつけながら電話でもいいと思いま

すし、メールでもいいと思いますし、オンラインやテレビ電話もできるかもしれません。あるいは

はがきを書くということでもいいと思います。 何かの繋がりを持つ日にしましょう。そのように

して今日の日を過ごしたいと思います。 

 

 

Ⅱ 父と母を敬え 

今日の聖書はエペソ人への手紙の 6 章の 1 節から 3 節を朗読していただきました。 
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「父と母を敬え」という聖書のことばです。 私にとっては子どもの頃、そして 10 代の頃のこと

思い出しますと、聖書を読んだり聖書のことばを聞いたりしてるのですが、（これは聞きたくない

な）っていう聖書のことばがいくつかありました。 皆さんそういうことってないでしょうか。 

聖書のこのことばを聞くと、嬉しくなるということがある。でも聖書のこのことばを聞くと、何か

ちょっといやだなっていうか、まずいなっていうか、聞きたくないなって思う、そんなことあるで

しょうか。 自分の 10 代の頃を思い出すと、聖書の中で最も聞きたくなかったみことばの一つがこ

れだったように思います。「あなたの父と母を敬え」。 出来ていないからそう思ったんだろうな

と思います。 反抗期だったんでしょうねきっと。 今はそうそういうふうに思うわけです。出来

ることがある、出来ない時がある。 しかし大事な十戒のうちの一つです。 エジプトの奴隷状態か

ら、旧約聖書の神の民、イスラエルを解放した主が、救われた後、自由の地でどう生きるかを教え

て下さった十の戒めの一つです。その十戒中の戒めには、神と人の関係の戒めが四つあります。そ

して人と人の関係の戒めが六つあります。その六つの中の一つ目、第一がこの「あなたの父と母を

敬え」ということばです。 

 

 

Ⅲ いのちを産み出してくれた人々 

 ですから今日、私たちはこのことばをもう一度心に留めて、私たちのいのちを産み出してくれた

人たちに、感謝を表し敬いたいと思います。 

 誰にでも産んでくれた父と母がいます。アダムはそうじゃなかったと思います。エヴァも違うで

しょう。そしてイエス様はまたちょっと違います。 しかしそれらの例外を除けば、人間なら皆産

んでくれた自分の父親、自分の母親がいました。どんなお父さん、どんなお母さんだったでしょう

か。若い人たちにとっては今もこの地上に父親がいる、母親がいる、そういう人もいるでしょう。

あるいはだんだんと大人になり、歳をとってきますと、もう自分の父、母は地上にはいないという

人もいるだろうと思います。 どんな父親だったでしょうか、何を受け継いだでしょう。またどん

な母親だったでしょうか、どこが似てるでしょう、また似てないでしょう。それぞれ自分を産んで

くれた父親、母親のことを思い出して見たいと思います。 そして父母のその父親、母親がいます

ね。祖父や祖母です。今中学生、高校生である人たち、まだ若い人たちにとっては、この地上にお

じいちゃんがいる、おばあちゃんがいることだろうと思います。 でも生まれた時には、もうおじ

いちゃんはいなかったという人もいるでしょう。 私の場合は、祖母は二人ともいましたけれど

も、生まれた時に、祖父はもう二人ともいませんでした。 どんな祖父であり祖母であるでしょ

う。またあったでしょうか。会ったことがある場合もない場合もあります。 親であっても、会っ

たことがない、祖父母に会ったことがない。またその更に上のひいおじいちゃん、ひいおばあちゃ

ん、曾祖父、曾祖母になると、会ったことがない自分の先祖が増えていくと思います。 でも今日

は、自分の親を、またその親の親を、もしできるならそのまた親を、思い起こして見たいと思いま

す。 
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 自分を産んでくれた人たち父と母。一人ひとりが生まれてくるために、体をもって産み出してく

れた人たちです。 そして神様が、創造者が、一人一人のいのちを、私のいのちを産み出すため

に、母の胎の内でそのいのちを組み立ててくださいました。 私のいのちが地上に生まれてくるた

めに、お互いのいのちが生まれてくるために、創造者が、私の父と母を通して一人ひとりにいのち

を与えてくださったのです。 そういう父と母が、今生きている人間一人ひとりにいます。またそ

の親を産んでくれた人たちがいます。その人たちがいなければ自分は生まれてこなかった。神様

が、その人たちを通して私にいのちをくださった。そういう人たちがいるわけですよね。まだ地上

におじいちゃん、おばあちゃんが生きているならば、是非顔を合わせたり、それができなくても声

を聞かせたり、声を聞いたりすることを大切にして、過ごしてくれればと思います。 私の祖父

は、父方も、母方も、もう祖父はいなかったので、会ったことはないんですが、父方の祖父は、日

露戦争という戦争で、左太もも貫通銃創を負ったそうです。左の太ももを銃で撃たれて、銃弾が通

り抜けるという傷を負ったことで、一回日本に帰って来ましたが、また戦地に行ったとふうに聞い

ています。左の太ももですね。もしそれが 30 センチぐらい、あるいは 40 センチ ぐらい上にずれ

て、この胸や心臓の辺りに当たっていたとしたら、その場で死んでいたでしょう。結婚する前、父

が生まれる前のことです。もしそこで祖父が亡くなっていたとすれば、父は生まれてこなかった

し、私もいなかったわけです。 

 

そういう人たちが一人ひとりにいます。それぞれに。今この地上に生きている皆さんが、何歳

で、0 歳から大人になってまた歳を重ねて何歳になっていたとしても、親が、その親の親が、その

また親が、一人ひとりにいるわけです。それぞれに二人の親がいますね。そして四人の祖父母がい

ますね。そして 8 人の曾祖父母がいた。さらにその上の人たちがいます。そういう人たちがいなか

ったら、その人達が一人でも欠けていたなら産まれてこられなかった。その先の親、またその親、

先祖たちがいてくれた。だから私たちは生まれてこられたのです。 

 

聖書では「父たち」っていう言葉が出てくる時、旧約聖書で特に多いんですけれども、自分の父

親のことだけではなくて、父親の父親、またその父親のことを指す時もあります。 また今日の新

約聖書で言いますと、「両親に従いなさい」と書いてあって、4 節にも「父たちよ」っていう言葉

がありますが、これは男親だけではなくて、父親と母親両方のことを指していると言えるでしょ

う。ですから「父たち」ということばは、父親のことも指すし、両親のことも指すし、父の父、つ

まり親の親のことを指す。そのまた親、先祖たちを指す。そういう意味で広い意味で、幅広く使わ

れています。私たちのいのちを生み出してくれた親、親の親、先祖たちに感謝したい。その想いを

表す今日の日を、そして今年は敬老の日が 9 月 20 日、月曜日だそうですけれども、その日をそう

いう日としたいと思います。私たちのいのちを産み出した人たちに感謝を表し敬う、そういう日に

しましょう。 
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Ⅳ お互いに 

今日聖書交読で読んだみことばは、旧約聖書の箴言の 17 章でした。特に 17 章の 6 節を、今週の

みことばとしても挙げましたが、17 章の 6 節をもう一度ご覧いただければと思います。 週報の中

にも印刷されています。 「孫達は老人の冠。父祖たちは子らの栄え。」 祖父たちは、直訳する

と父たちです。けれども先ほど申し上げたように、意味としては父親と先祖たち、父親、母親たち

と先祖たち、ということです。 直訳的に少し訳し直してみますと、こういう感じです。 

「老いた人たちの冠は、子らの子ら。子らの誉れはその父たち。」人にとって「孫は冠」だとソロ

モンの箴言は語っています。歳を取った時、孫達の姿を見、その存在を感じることは「冠」であ

る。何よりの「喜び」である、「栄え」である、と言うんですね。そして反対に子供達、孫達にと

っては、自分の親、祖父母が「栄え」である、「誉れ」であり「誇り」である、というのです。老

いた人たちの「冠」は、「子らの子ら。子らの誉れはその父たち」。 祖父母の世代にとって、そ

して孫世代にとって、お互いの存在が、喜びだ誇りだと言うのです。 今日の敬老礼拝の日を、そ

のようなことを心に留める日にしたいと思います。 

  

まずは自分の肉のいのちを産んでくれた親であり、親の親、先祖たちのことを考えたのですけれ

ども、もう一つ考えたいことがあります。それは共同体の中の年長者の人たちということです。 

共同体の年長者、先輩たちを敬うということです。すなわち前の時代を作り上げた人たちに、感謝

し尊敬を表すということです。なぜ父、母を敬い、また年配の方たち、人生の先輩たちを敬うの

か。それはその人たちが私たちのいのちを生み出してくれたからであり、また私たちが生まれてく

るまでの、私たちが大人になるまでの、前の時代を作り上げてくれた人たちだからです。 

 

聖書を一つ二つお読みしたいと思います。 旧約聖書を一つ、レビ記というところの 19 章の 32

節。聖書をお持ちでなければ、お聞きいただければ結構です。レビ記の 19 章の 32 節、「あなたは

白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。わたしは主で

ある。」 歳をとった先輩の人の前では「起立し、立ち上がり、老人を敬い、そしてあなたの神を

恐れなければならない」と言われています。 そういう先輩に感謝を表すことは、造り主に感謝を

表すことと同じことです。 もう一つ新約聖書です。テモテへの手紙第一、5 章の 1 節と 2 節には

こういうことばがあります。「年配の男の人を叱ってはいけません。」聖書の翻訳も色々ことば遣

いなどが変わってきます。前は「年寄り」とかいろんな言い方がされていましたけども 新しい翻

訳では「年配の男の人」っていうふうに書かれています。そしてこう続きます。「むしろ、父親に

対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するよう

に、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で勧めなさい」。 年長者を尊敬し、また

年配の男性、女性に対しては、「自分の父親や母親に対してするようにしなさい。」とパウロはテ

モテに勧めています。共同体の中の年長者たちをこのように敬いましょう。父親に対するようにま

た母親に対するように。  
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私たちの国という共同体、この地域という共同体、そして信仰の共同体であるこの教会にも、私

たちにとっての年長者の方たちがあります。父母、先祖が、いのちを産み出してくれた人たちへの

感謝を表すことだとするならば、共同体の年長者、先輩たちを敬うことは、前の時代を作り上げた

人たちに感謝し、尊敬を表すということだと思います。私はそのように思ったんですね。ただ生ま

れた年代によって、自分の生まれる前の時代、子どもだった時代のことを感謝する思いになるかど

うか、違いがあるのかもしれないなとも思いました。皆さんの世代、それぞれの世代ではどうでし

ょうか。 

 

自分は昭和 42 年生まれです。その前の、昭和 30 年代から昭和 50 年代、生まれてから、私が子

ども時代 10 代の頃までの日本の人たち、当時の大人の人たちのがんばりって凄かったんだなって思

うわけです。尊敬の思いが湧きます。新幹線ができたとか、最初のオリンピックを開いたとか、そ

ういう時代ですね。社会や経済が建て直されていった時代と言っても良いでしょう。 ですから、

自分の生まれる前、また自分の子ども時代の、時代を作り上げてくれた人たちに感謝しなければと

いう思いになるわけです。でも時代によって、もしかしたら違うかもしれないなと思いました。そ

の前の時代に生まれた人はどうでしょうか。例えば私の母は昭和 17 年生まれです。私の父は昭和元

年に生まれましたけれど、母は 17 年です。母が生まれる前というのは、戦争に向かっていくという

時代であり、生まれたのは戦争中、そういう時代でした。 だから自分の前の時代を作ってくれて

感謝だっていうふうには、必ずしも思えないこともあるのかもしれない、と思いました。また私よ

り後の世代で言えば、例えば私が結婚したのは 1995 年でしたけれども、その頃に生まれた人にと

っては、バブルが崩壊して、社会が変わっていく、成長しない社会、成長しない経済、人口も増え

ないしという社会に変わっていた。そういう中で育ったということかもしれません。  

 

ですから前の時代を作り上げた人たちに感謝して尊敬を表す、と言っても時代や世代によって感

じ方など違うかもしれないな、というふうにも思いました。ただ世代によって、そういう生きてき

た状況が違った、そして感じ方も違った、というその違いも、お互いに理解できるようになれれば

良いと思います。 

 

肉の親 親の親だけでなく、私たちはこの共同体、国や地域や信仰の共同体の年長者になすべき

ことがあります。リスペクトすべきなのです。そして反対もあります。先輩の世代の皆さんにも、

わが子、わが孫だけでなく、共同体の中の子ども世代、孫世代そしてひ孫世代のためにお祈りして

欲しい、関わって欲しい、出来ることをしていただきたいと望みます。期待したいと思います。 

 

 

Ⅴ 互いに、尊敬と感謝を表しましょう 

聖書の中では、それぞれの世代が、互いに、相手を尊重するということが教えられています。 

今日読んでいただいた聖書は、エペソの 6 章の 1 節から 3 節まででした。3 節までを読んでいただ
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きましたが、実はその次の 4 節を読みますと、こういうふうに書いてあります。 「父たちよ」っ

て書いてあるんですね。1 節には「子どもたちよ。主にあって両親に従いなさい。これは正しいこ

となのです。」「父と母を敬え。」「これは、十戒の中の約束を伴った、第一の戒めだ」と言うん

ですね。 で、約束というのは、「そうすれば、あなたは地上で長生きし幸せになる。」そのため

にって言われるわけです。「子どもたちよ」という言葉に続いて 4 節に、（この週報に印刷されて

いませんけれども）続きの 4 節にこう書いてあります。「父たちよ。自分の子どもたちを怒らせて

はいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい」。 子どもたちに対する勧めがあるの

と同時に、反対に親に対する、親世代の人たちに対する勧めもあります。親たち、すなわち父や母

や年長者たちには、若い人たちに、自分の子どもやあるいは孫や子ども世代の人たちには、こう接

しなさい、という勧めがあるわけですね。「子どもたちを怒らせてはいけません。」これは「怒り

を引き起こしてはいけない」、ある聖書の訳では、「厳しくする、ハードに辛く当たることによっ

て、怒りを引き起こすのではなく」、というような言い方をしていました。後半は新共同訳では

「主がしつけ、諭されるように育てなさい。主の教育と訓戒によって。」というところを、「主が

しつけ、諭されるように育てなさい。」とあります。「また彼らの手を取って導きなさい。」「主

がしてくださるようなやり方でしなさい。」という聖書の訳もあります。ここには、このエペソ 6

章 1 節から 4 節には、子どもたちへの勧めもありますし、同時に父たち、親たちへの勧めもありま

す。新約聖書がいつも「互いに」と言っていることに、心に留めましょう。 

 

このエペソで言いますと、6 章の前の、5 章の 21 節に「互いに」ということばがあります。 そ

して 5 章の 21 節から始まって三つの関係がずっと続いているわけです。  

その第一は、「夫と妻」の関係です。夫と妻は互いにこうしなさいということで、 2 番目が今日

のところで、「親と子」です。 子どもは、両親に対してこうする、父たち、親たちは子どもたち

に対してこうする、そのことが命じられ勧められています。 三つ目は「奴隷と主人」にです。 

それぞれの人間関係の中に勧めがあります。 

 

聖書、特に新約聖書は、一方的に従えとか、一方的に仕えて働けとか、そういうふうに命じてい

ません。「互いに」ということが多いのです。 

今日は、本来ならば招待者として参加される皆さんにも、若い人たちから尊敬をおくられる、また

記念品を贈られるっていうことだけでなく、招待者の皆さんにも、神様からの勧め、命令、神様か

らの期待があります。主がしてくださるようなやり方で、彼らの手を取って、主がしつけ、諭され

るように導きなさい、ということです。 主がなさるように、慈しみ育てなさい、と勧められてい

ます。ですから子ども世代も、親世代も、互いに仕え合い、互いに尊敬し合いましょう。それを表

しましょう。もしかしたら、親としてこのことばを聞いて振り返ると、「怒りを引き起こしてはな

らない」とか「主がなさるように」っていうことばを聞くと、反省することがあるかもしれませ

ん。 もしかしたら、後悔することがあるかもしれません。そうしたら、できるなら、その何かを

伝え合いましょう。「あの時はこういう思いだったんだ」とか、「こういう状況だった」とか、
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「今思うと悪かったと思っている」とか、「感謝している」とか、「誇りに思っている」とか、反

対に「あの時はこれが嫌だった」とかですね、そういうこともあるかもしれません。「でもありが

とう」とか、そのようなことばを伝え合えれば嬉しいなと思います。それがまた祝福のもとになる

と信じます。 

 

聖書はいつも「互いに」と命じ勧めます。若い世代から年長者に贈るものがあるわけです。そし

て年長者から若い世代の人たちへも、贈り物をしてほしいと願います。  

 

今年は 2019 年に行なった記念品贈呈式も、去年に続いてありませんし、食事もありませんし、

おばあちゃんから孫たちへの手紙などの、午後のプログラムもなしですけれども、でもそれぞれ今

いろんなことができない中ですが、何を贈れるだろうか、お互いの世代を超えて、考えてみる日に

なればと思います。そして出来る人は、共に時間を過ごす日になればと思います。リアルでもオン

ラインでも、直接会えれば良いですけれども、今無理してそうすべきではないかもしれませんの

で、そうでなければ電話で声を聞くとか、メールか何か文字を書いたものを送るとか、そういう形

でも良いのではないかと思います。 

 

お互いに尊敬を表し、感謝を表しましょう。お互いの存在を喜び、そしてそれを伝え合うことが

できればと願います。中々会えない、そして関わりを持つことが難しい、そういう場合もあるかも

しれません。今日改めて、地上にいる親、親の親、また地上にいない親たちのことを思い起こしな

がら、もしまだ地上にいるのであれば、その親のために祈り、またできるならば、何か声をかけて

見ることができればと思います。子ども世代、孫世代の皆さんには、そのように何ができるか考え

てみていただきたいと思います。また先輩の世代の皆さんには、子ども世代のために、孫世代のた

めにこちらから贈ってあげられるものは何だろうか、考えてみていただければと思います。 

互いに尊敬と感謝を表しましょう!! 

 

  

Ⅵ 祈り 

お祈りをささげます。  

 

全てのいのちの源であり、造り主である、私たちの父なる神様。御名をあがめます。今私たちの

いのちを支え、お守りくださいますように。この教会に連なる、またこの礼拝に、三つの会堂にお

いて、そしてオンラインで各御家庭において、参加しておられる一人ひとりに、またそのご家族

に、健康上の試みがあったり、感染の危険があったり、様々のことがあります。 神様。どうぞ私

たちのいのちを守り支えてください。また、お互いに支え合うことが出来るように、私たちを導き

助けてください。尊敬と感謝を表し、伝え合うことが出来ます様に。私たちのいのちを産み出して
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くれた人たちに、また私たちの生きる時代を作り上げてくれた人たちに、感謝を表しながら、世代

を超えて共に生きていくことが出来るように、これからも導いてください。 

主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。 アーメン  


