2000 年 2 月(主日 B 年)

2 月 6 日 年間第 5 主日
ヨブ 7：1〜7

I コリ 9：16〜23

マコ 1：29〜39

１．ヨブ
初めに、私たちはヨブ記から、その嘆きの言葉を聞きました。 「わたしの一生は機の梭よりも早く、望み
もないままに過ぎ去る。忘れないでください、わたしの命は風にすぎないことを。｣(vv.6-7)
私たちは普段は殆ど全く忘れている “人間の悲惨” というものに、聖書を通してふと気付かされる ・・・
・・ 、ということがあります。今朝私たちは、そんな経験をしているのではないでしょうか。今日の主日のミ
サで、この ヨブ 7:1-7 は、私たちの受けた救いがどんなに大きく、イエス･キリストの福音なしには人間はど
んなに悲惨であるかを、教えてくれるのです。
私たちの聞かされている福音は神の国の福音です。私たちはイエス･キリストの救いに与かって、罪のゆ
るし、からだの復活、永遠のいのちを信じて歩んでいるのです。

２．マコ
「わたしの命は風にすぎない ・・・・・ 」(ヨブ 7:7)、そのような人々のところに、救い主イエス･キリストは来
られました。私たちは勿論のこと、福音書に登場するすべての人々も、みんなイエス･キリストの救いなしに
は “滅び行く命” でしかなかったことを忘れてはなりません。
vv.29-31

主イエスと共に、神の国の福音が力をもって働き始めていました。福音書の中には非常に多

くの奇跡物語りが語られていますが、それらは “主イエス･キリストと共に、神の国が力をもって働き始め
た” ことを、私たちに教えてくれます。
vv.32-34

イエスの弟子たちの目撃証言に由来すると思われるこのような報告を聞いて、私たちは神

の国の福音の力に驚かされます。
vv.35-39

当然のことながら、町の人たちも弟子たちも、イエスがこのような悪霊払いや病気のいやし

をもっともっと続けてくれることを期待しました。ところがそれに対してイエスは、 「わたしは宣教する。そ
のためにわたしは出て来た ・・・・・ 」 と答えられたことを、福音書は語っているのです。
悪霊払いや病気のいやしを止めるというのではありません。しかし、宣教こそが第一の目的なのだと主
イエスは語られたのです。宣教 ・・・・・ 、言うまでもなくそれは “神の国の福音の宣教” です。

３．
主イエスも宣教されました。しかし聖書が語る “宣教” とは決してイエスの “単なる教え” ではありませ
ん。神の国の福音は、イエス･キリストの福音です。それは神の子イエス･キリストの十字架の死と復活によっ
て実現した “救いの福音” です。
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使徒たちから始まって代々の教会は、福音を宣べ伝えて来ました。人々が福音を聞いて救い主イエス･キ
リストを信じるようになり、洗礼の秘跡を受けて実際にこのキリストの福音に与かる者となるように、教会は
宣教を続けて来たのです。
ミサは、主イエス･キリストの死と復活を記念し、十字架のいけにえをささげ、一同がこれに与かる “感
謝の祭儀” です。すべて洗礼の秘跡を受けたキリスト者は、ミサに与かり、神の国の福音に与かる権利と義
務を持っています(ミサ典礼書の総則 3)。
罪と死のもとにあって、 “滅び行く命” でしかなかった者 ・・・・・ 、それが私たちすべての人間の姿です。
イエス･キリストの福音なしには人間はどんなに悲惨であるかを、私たちは思いましょう。
私たちの聞かされている福音は神の国の福音です。私たちはイエス･キリストの救いに与かって、罪のゆ
るし、からだの復活、永遠のいのちを信じて歩んでいるのです。
ハレルヤ、 アーメン。
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2 月 13 日 年間第 6 主日
創 3：16〜19

I コリ 10：31〜11：1

マコ 1：40〜45

１．創
今朝の初めの朗読に用いられたテキストは、いわゆる J 資料に属するエデンの園の物語りの一部です。
“女はなぜ苦しんで子を産むのか ・・・・・ 、男は生活の糧を得る仕事でなぜこんなにも困難と闘わねば
ならないのか ・・・・・ 。”

そのような人間の現実の姿を、その起源であるエデンの園の出来事に遡って説

明するという形で、これらの物語りは語っています。そのような語り方を用いて、人間が陥っている “神の前
での深い罪の事実” を説き明かしている ・・・・・ 、それがこの J 資料の “原因譚物語り” の深遠な意味なの
です。
男と女が結婚して、二人の間に子供が生まれるということは、本来は神の祝福でありました。神は御自
分の姿にかたどって人を創造し、これに 「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ」 と言われたと、創
1:28 には記されています。同じように、人が労働によって生活の糧を得ることも、それは本来、神の祝福を
刈り取ることでありました(創 2:15)。それなのに現実の世の中では、女は苦しんで子を産み、人は多くの困
難や労苦なしには生活の糧を得ることが出来ないのです。
このような日常生活の中の多くの苦しみや労苦、病気や困難の数々に、聖書は “神の前での人間の罪
の姿” を見ているのです。

２．マコ
v.40 「さて、重い皮膚病を患っている人が、イエスのところに来てひざまずいて願い、 “御心ならば、わ
たしを清くすることがおできになります” と言った。｣
“重い皮膚病” ・・・・・ 、それは典型的な神の呪いのしるしの一つと考えられていました。律法ではこの
病気の人は “汚れた者”とされて共同体から追放され、その症状のあるかぎり健常者に近づくことを許さ
れませんでした(レビ 13:45-46)。何故このような呪われた病気が存在するのだろうか ・・・・・ 。 “それは、
神の前での人間の罪に原因がある” という聖書の考え方を、私たちは理解する必要があります。しかもそ
れはここにいる一人の “重い皮膚病を患っている人” の個人的な罪というよりも、もっと根底的な “神の前
でのすべての人間の罪” のゆえに、このような病人のいる “この世の現実” が存在するというふうに、この
聖書の物語りを理解しなければなりません。
「御心ならば ・・・・・ 」 は、原典の直訳では 「もし、あなたが望まれるなら ・・・・・ 」 であり、イエスの答
えられた 「よろしい ・・・・・ 」 は、 「わたしは望む ・・・・・ 」 です。私たちはここに、 “神の子イエス･キリスト
の救いの到来” が、あのエデンの園の物語りで語られていた “神の前での人間の根底的な罪” に対する戦
いの開始であったことを見るのです。
神は御子イエス･キリストによって、すべての人を罪から救い出して、本来の創造の祝福へと引き戻す業
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を始められました。この “重い皮膚病を患っている人” のいやしの物語りは、そのような神の救いの御業の
開始の、いわば “しるし” なのです。しかし、それは歴史を逆戻りさせて、私たちを創世記のエデンの園の
時代に導き帰すというのではありません。そうではなくて、神は将来の神の国に、イエス･キリストの救いを
受けたすべての人々を復活させてくださる、終末的な救いの業を始められたのです。ですから、私たちが
聖書で聞かされている “病人をいやし、悪霊を追い出し、福音を宣教された” イエスは、やがて終末の日に
「生きている者と死んだ者を裁くために来られるイエス･キリスト」(II テモ 4:1) と同じ方なのだということに、
目を開かなければなりません。

３．
現代の私たちの教会を通しても、この神の救いの御業は進められています。教会は、いつの時代にも神
の国の到来を待っている群なのです。その教会の中で、いろいろな活動いろいろな働きがあって、一般には
そのような各種の活動を見て、人々は “これがキリスト教なのだ” と理解しています。
確かに、いつの時代にもキリスト教会は、いろいろな活動いろいろな働きによって世の中に貢献して来ま
したし、そのようにしてイエス･キリストの恵みや愛を多くの人々にもたらして来たと言えます。しかし、主イ
エス･キリストによる終末的な救いの業に目が開かれていない人は、教会についてもキリスト教についても、
まだ本当には分っていない人です。
神の国の王であり、終末の審判者であるイエス･キリストがかつて地上に来られたとき、今朝のテキスト
の中の “一人の重い皮膚病を患っている人” もいやされたのでした。彼は再び、社会復帰をすることが出
来ました。しかしそれがすべてではありませんでした。 「彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々
に告げ、言い広め始めた」(v.45)。そして今なおこの人は、彼をいやしてくださった方は神の子･救い主であ
ることを、聖書を通して現代の私たちに向かっても語っているのです。
私たちは神の国の福音を信じ、主の再び来られるのを待ち望みつつ、主日ごとにミサをささげている群
です。各自はそれぞれいろんな形で教会の活動にも参加しています。 「何をするにしても、すべて神の栄
光を現すためにしなさい。｣(I コリ 10:31) 神は御子イエス･キリストによって、すべての人を罪から救い出し
て神の国に復活させてくださる終末的な救いの業を、教会を通して進めてくださっているのですから。
ハレルヤ、 アーメン。
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2 月 20 日 年間第 7 主日
イザ 43：18〜25

II コリ 1：18〜22

マコ 2：1〜12

１．マコ
神の子イエス･キリストの救いは、 “神の前での人間の根底的な罪” に対する戦いの開始であったと、先
週の学びでお話ししました。今朝の福音書のテキストは、そのような罪の赦しが “人の子なるイエス” と固
く結び付いていることを、非常に明確に証言していることに注目したいと思います。 「人の子が地上で罪を
赦す権威を持っていることを知らせよう。｣(v.10)

“人の子なるイエス” とは、かつて地上に受肉され、御

自身をいけにえとして十字架の上に献げ、死者のうちから復活して今や天に昇り、やがて終りの日に再び来
たり給うイエス･キリストのことです。
vv.1-5

近代と現代のキリスト教会は、信仰の事柄を “神中心に” ではなくて “人間中心に理解する”

方向に一直線に突き進んで来たと言うことが出来ます。私たち 20 世紀後半に生きるキリスト者たちは、
“この時代の子” として、聖書をも常に人間中心の目で読むことを当然のことと考えて来ました。人はだれ
でも、その “生きている時代” から逃れることが出来ないのです。
しかしそんな私たちに対して、聖書自身は “時代の眼鏡を外して、神のことばを聞く” ことを要求してい
るのだということに、近年の聖書神学は気付かせてくれました。 ”時代の眼鏡を外す ・・・・・ “ そのような
助けの一端を、聖書神学は提供して来たということが出来ます。
今朝の福音書のテキストでは、 「イエスはその人たちの信仰を見て ・・・・・ 」 という部分と、 「子よ、あな
たの罪は赦される」 という部分が続けて語られていて、この二つのうちのどちらが “より根底的” で “より
重大なこと” だと判断するかという問いが、この物語りで提出されているのです。
v.9 「中風の人に “あなたの罪は赦される” と言うのと、 “起きて、床を担いで歩け” と言うのと、どち
らが易しいか ?」

このテキストの朗読を聞いた私たち会衆は、その判断のために “時代の眼鏡を外して、

聖書から神のことばを聞く” ことを要求されるのです。

２．II コリ
v.19 「神の子イエス･キリストは、 “然り” と同時に “否” となったような方ではありません。｣
v.20 「わたしたちは ・・・・・ この方を通して “アーメン” と唱えます。」
私たち会衆がミサの中で、折にふれて “アーメン” と唱えるのは、神の子イエス･キリストにおいて罪の
赦しが実現したことへの信仰の表現なのです。神は御子イエス･キリストによって、すべての人々のために
罪からの救いを実現してくださいました。このイエス･キリストの救いを信じて洗礼の秘跡を受けた人々は、
聖霊の証印を受けており、ミサに参加してキリストの奉献に一つに結ばれ、そして祭壇のいけにえを食べて
永遠の命に至ります。
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この救いは確かです。 「この方においては “然り” だけが実現したのです。｣(v.19)

“然り” とは、神の

子イエス･キリストによる “罪の赦し” です。

３．イザ
「中風の人に ・・・・・ 、どちらが易しいか ?」(マコ 2:9) の問いに正しく答えるために、今朝のイザヤ書の
テキストは重要なヒントを与えてくれます。
① ここでは、国が滅びバビロンに捕囚となっているイスラエルの “民としての罪” が取り上げられている
のであって、もはや罪は “個人的な、私的な事柄” ではありません( vv.21～24)。
② 罪の赦しは全く一方的に神から来る ・・・・・ 。それは神だけがなし得る新しい創造の業に他なりません
(v.19)。
このイザヤの預言の光を当てて、マコ 2:9 の問いを考えてみましょう。ここで福音書が取り上げている中
心主題は “個人的な、私的な事柄” でしょうか。それとも神の子イエス･キリストによる “罪の赦し”、人間の
根底的な罪に対する神の戦いの開始、神の新しい創造の業でしょうか。
「起きて、床を担いで歩け」 とは、現代風に表現すれば、医療事業や福祉事業などによって弱者や困窮者
を助けることです。それらは現代の国家や社会にとって非常に大きな課題であることは間違いありません。
そしてキリスト教会も、大いにそのような奉仕や事業に関わって来たという実績を持っています。そこでは
“個人的な、私的な” 困窮への助けがきめ細かく提供されて来ました。それは決して不必要なものでも間
違ったものでもありませんでした。
しかし、 「あなたの罪は赦される」 という主イエスの言葉が聞かれるとしたら、それはやはりミサの中に
おいてではないでしょうか。私たち会衆がミサの中で “アーメン” と唱えるのは、神の子イエス･キリストに
おいて罪の赦しが実現したことへの信仰の表現なのです。神だけがなし得る新しい創造の業、人間の根底
的な罪に対する神の戦いの開始こそが、今朝のマルコのテキストが語っている “人の子なるイエス” の “罪
の赦しの福音” なのです。
私たちのミサが、これからも更に良いミサ、内容の充実したミサになることを願って行きましょう。 「人
の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを」、私たちはミサによって体験するのです。 “やがて実現す
る神の国に、すべてのキリスト者を復活させてくださる希望” こそが、私たちの信仰なのだということを、
ご一緒に宣言しましょう。
「聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じま
す。」

ハレルヤ、 アーメン。
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2 月 27 日 年間第 8 主日
ホセ 2：16〜22

II コリ 3：1〜6

マコ 2：18〜22

１．マコ vv.21-22
今朝は、聖書の中でも特別に有名な、「新しいぶどう酒は、新しい皮袋に入れるものだ」 というイエスの
言葉の出てくるテキストの朗読を聞きました。その意味するところは明瞭で、 “新しい時代には、新しい生
き方がある ・・・・・” ということです。
こういう種類の言葉は、しばしば聖書やイエス･キリストや、また教会からも切り離されて、 “一つの格
言” として独り歩きするものです。そしてそのように独り歩きするようになった格言は、たとえそれが聖書
から出たものであっても、 “もはや福音でも神のことばでもない ・・・・・” ということを指摘しておきたいと
思います。
私たちが今朝このミサで、聖書の学びを通して聞かなければならない “新しい生き方” とは何なので
しょうか。今日の主日のために配分されて朗読された聖書のテキストは、今朝ここに集まっている私たち会
衆に向かって何を語っているのか ・・・・・ 、ということが重要なのです。
世界中のカトリック教会のミサで、 “ことばの典礼” が “感謝の典礼” と並んで大切にされるようになっ
て、既に 30 年近くになります。各教会の主任司祭は、主日ごとのミサで説教を語り続けて来ました。しかし、
その “説教” とはいったい何なのか ・・・・・ という反省が、司祭にとっても会衆にとっても、そろそろ必要な
時期に来ているのではなかろうかと思うのです。
私たちは今朝、父･子･聖霊なる神が今日の主日の朗読聖書を通して、今朝ここに集まっている会衆に何
を語ろうとしておられるのか、何を語っておられるのか ・・・・・ 、というふうに考えてみたいのです。

２．ホセ
vv.16-17 「それゆえ、わたしは彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。 ・・・・・ そこで、
彼女はわたしにこたえる。おとめであったとき、エジブトの地から上って来た日のように。｣
v.21 「わたしは、あなたととこしえの契りを結ぶ。｣
“イスラエルの神ヤーウェは、今一度新しく御自分の民に語りかけ、これと (新しい)契約を結んでくださ
る” というのが、預言者ホセアを通して語られた神の言葉でありました。ホセアは紀元前 8 世紀に、かなり
長期にわたって預言者として語った人であります。
この世の歴史の中では、いわゆる “純粋” というものはあり得ないのでしょうが、ホセアが活動した紀元
前 8 世紀もまた、イスラエルがヤーウェに対して決して純粋ではなかった時代であります。イスラエルの民
の歩みの現実と、ヤーウェの預言者たちの叫びとの間には、かなり大きな隔たりがあったことが聖書から分
かります。その意味で、今朝のテキストでホセアが語っているヤーウエの救いは、その時代にとっては全く
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新しい(現実とはかけ離れた)ことでありました。神がイスラエルのために行われる救いは、 “全く新しいこ
と” 以外の何ものでもない ・・・・・ というのが、このホセアの預言が語っていることであったという点に注目
しましょう。

３．マコ vv.18-20
イエスが来られたことによって、歴史の中に新しいことが起こり始めていました。このテキストでは、ヨハ
ネの弟子たちとファリサイ派の人々は、古い時代の人々の象徴として登場しています。
振り返って、キリスト教会は早い時期から “典礼暦” という形で、イエス･キリストを通して現された救い
の出来事を一年を通して学びながら、異邦の人々とは違う “全く新しい生き方” をして来たのでした。その
“新しい生き方” の中心に、キリストの死と復活を記念するミサがあったということが、特に強調されなけれ
ばなりません。

４．II コリ
パウロはコリントの教会への手紙で、この “新しいこと ・・・ 聖霊の御業” について語るのです。ミサを司
る者は聖霊に仕えているのだ(v.6)と言うのです。言うまでもなくパウロはここで、ミサにおいてパンとぶど
う酒をキリストの血と肉に変えてくださる聖霊の御業、このいけにえに与かる会衆をキリストのうちにあっ
て一つにしてくださる聖霊の御業のことを語っているのです。
地上の教会は、主イエス･キリストの再び来られる神の国の完成の日まで、この “新しい生き方” である
ミサをささげる民として、これからも歩んで行きます。私たちは今朝このミサで、 “新しい生き方” とは “ミ
サに結ばれ、ミサから流れ出、ミサに向かって秩序づけられ” (ミサ典礼書の総則 1) た生き方であることを
聞かされているのです。ミサを離れては、本当の新しい生き方はどこにも無いのだということを、主なる神
は今日の主日の朗読聖書を通して私たちに語っておられるのです。
ハレルヤ、 アーメン。
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