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自分自身に問い質していただこう！
礼拝に出席すれば特別な祝福に与れることを、私た

ないしないのでしょうか。その理由は、ノックの音を

ちは知っております。また礼拝の中で特別な方法で主

聞かなかった、というだけのことかもしれません。イ

イエスを体験できることも知っています。主イエスは

エス様は戸を叩いている――今風に言えば、ドアホン

説教を通して神の御言葉を提供して下さいます。罪を

のボタンを押している、ということでしょうか――の

赦して下さいます。聖餐を施して下さいます。こうし

に、その音を聞かなかった、というわけです。もしそ

て私たちの心の中に入って下さ

うだとすれば、私たちが聞こう

るのです。これを実現するため

としていないことになります！

には、それにふさわしくなるよ

主イエスは毎週日曜日、毎回の

うに自らを整えることが大切で

礼拝において、私たちのところ

す。とても大切な人を、事前に

に来ようとして下さいます。週

きちんと準備もせずにお迎えし

中礼拝でも同じです。イエス様

たいと思うでしょうか。

は私たちの心の扉を叩いておら
れるのです。しかし、私たちが

このことについては、ヨハネ

その叩く音を聞きたいと思うな

の黙示録の中に考えるべき事柄

らば、努めて心を平穏にしなけ

が書かれています。ここにはいくつかの教会に向けた

ればいけません。それが私たちの義務です！雑音が大

手紙が記録されていますが、そのうちの一つに、主イ

きすぎれば、他の音が大きすぎれば、警戒しなければ

エスによる究極の約束が書かれています「見よ、わた

なりません。主イエスが叩いておられる音が聞こえな

しは戸口に立って、たたいている。だれかわたしの声

いからです。

を聞いて戸を開ける者があれば、わたしは中に入って
その者と共に食事をし、彼もまた、わたしと共に食事

今述べたことは単純な喩えかもしれませんですが、

をするであろう」( 黙示録 3:20)。

考えてみれば非常に説得力があります。要は、私たち
の心の平和を阻害するものがたくさんあるということ

これが主イエスの約束であります。

です。日常においても多くのことに束縛されています。
おそらくは心の中で様々な懸念があることでしょう。

この約束の言葉について、
「イエス・キリストは私た

のしかかっている健康上の問題や悩み、あるいはいろ

ちの心の扉に立って、ノックしておられる」と私は解

いろな煩い事に対処しなければならないと思います。

釈します。さて、私たちはどうして扉を開けようとし

心の平穏を阻害するものをもう一つ、例を挙げて説
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明したいと思います。誰かが自分の家に来てドアホン

う「自分には何が欠けているだろう。主の日に備える

を鳴らします。その時面倒なことに巻き込まれたくな

には何が必要だろう。自分が平穏になり、喜びを得、

いと思うと、居留守を使うとします。ドアを開けません。

霊の平静を取り戻すには何が欠けているのだろうか。」

主イエスがおいでになった時も、面倒だからドアを開

そうすると、非常に多くのものを欠いていることがわ

けない、ということがきっとあると思います。言い換

かってきて、聖なる渇望を抱いて礼拝に行こうとする

えれば、自分自身に問い質されるかもしれないからド

気持ちが突如として湧いてきて、主に自分の心を開く

アを開けないのです。たまたま自分の都合の悪い時に

ようになるのです。そして急いで扉を開けます。なぜ

イエス様がおいでになったのかもしれません。つまり

なら「やっと自分に欠けているものをいただける」こ

「ああ、自分の過ち、自分が直さなければいけないこと

とがわかるからです。礼拝のための準備とはこういう

を言われるんだなあ」ということをうすうすわかって

ことなのです！主が扉を叩く音が聞こえるように魂を

いるわけです。しかも自分としてはあまり直そうとす

平静に保ちましょう。そして変わろうとしましょう。

る気持ちになれない。もしかしたら自分に問い質され

喜んで主に問い質していただきましょう。そして自分

るのが嫌なのかもしれません。ですから心の扉が閉じ

に欠けているものを、大いなる渇望感をもっていただ

たままなのです。ただ変わりたくないからです。そこ

きましょう。そうすれば私たちの内なる平和が育まれ

で、礼拝に出席する前から自分の心の中を見て、こう

ます。そして私たちが必要としているものを、主が与

自分に言い聞かせましょう「イエス様のお話を聞こう。

えて下さいます。

そして自分を変えよう！」

主使徒の礼拝より

時々、次のようなことを自問してみるとよいでしょ

( 英語版 Our Family 12 月号 EDITORIAL より )

愛する兄弟姉妹の皆さんへ
今 年 も 残 り 少 な く な り、

余韻を残すことでしょう。
「愛の働き」という標語が単

私たちは感じることがあり

なるスローガンではなく、全世界にある新使徒教会で

ます。それはこの一年間、

実現しているという認識が持てることを、私は嬉しく

主が私たちを豊かに祝福し

思いますし、そのことを誇りに感じております。

て下さった、ということで

皆さんがなさったことは、すべて主のために行われ

あります。この 12 月の礼

たことであります。主はそれらをご覧になり、祝福し

拝を通して、この一年間の

て下さいました。これからも祝福して下さることでしょ

感謝を捧げる機会が与えら

う。私たちはキリストの大使として、皆さんに心から

れることでしょう。

の感謝を申し上げる必要があります。皆さんが主の祝

私もそうですし、教区使

福を感じ取ってその祝福を十分に引き寄せられるよう

徒たちも、教区使徒補佐たちもそうですが、たくさん

にしていただきたいと願っておりますし、そのように

の神の子たちがこの一年間多くの貢献をして下さっ

お祈り申し上げます。

たことも見過ごしておりません。私はここで、会衆の

さらに今年は、新使徒教会の将来をゆるぎないもの

中で行われたすべてのことや教会のために捧げられた

とするために、教区使徒及びその補佐が様々な措置を

すべての犠牲のことを思います。特に、ペンテコステ

講じることを余儀なくされました。具体的には、いく

の祝祭を様々な形で成功裏に導いて下さったすべての

つかの会衆を一つにまとめたり、教区を再編したり、

方々のことを思います。あのペンテコステで行われた

経費の見直しを行ってきました。これらはすべて根拠

イベントは、長きにわたって私たちの心にすばらしい

に基づいた判断であると確信しておりますが、同時に
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痛みも伴うものであるということも認識しております。

愛を育んでいきたいと思いますので、どうかご安心下

ですから既得権益を――後代の利益のために――自ら

さい！

進んで放棄して下さった兄弟姉妹の皆さんには、特別

主の恵みがすべての皆さんの上に臨みますように！

に感謝を申し上げるのです。こうした皆さんには主か
ら特別な祝福が臨み、受けるより与えるほうが幸いで
あることを実感できますように！
敬愛する兄弟姉妹の皆さん、私と結ばれているすべ
ての使徒たちに代わって申し上げます。どうか祝福さ
れた新年を迎えることができますように。主の奉仕に
おける私たちの任務を、決意をもって引き続き遂行し、

ジャン = ルーク・シュナイダー

( アーデ牧者より )

キリストによってわたしたちに勝利をもたらす神に感謝しよう
敬愛する兄弟姉妹の皆さん、

けでなく、将来再びおいでになることを再確認する

11 月 30 日から始まった待降節から、教会は新し

時でもあります。表題に挙げた使徒パウロの言葉通

い年度となります。この待降節で私たちは降誕に備

りに、2014 年を感謝の気持ちで振り返り「勝利を

え、神がイエス・キリストという人としておいでに

得る者は、決して第二の死から害を受けることがな

なったことをお祝いします。またこの待降節は、こ

い」( 黙示録 2:11) というイエス様の言葉を意識し

の世にイエス・キリストが過去においでになっただ

つつ将来を見据えましょう。
ヴォルフガング・アーデ
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( 英語版 Our Family 11 月号 DIVINE SERVICE より )

主使徒、ザンビアを訪問
ジャン = ルーク・シュナイダー主使徒は今年八月の初頭に、アフリカのザンビアを初めて訪問し、
ヌドラに新しくできた中央教会で礼拝を司式しました。
八月一日、シュナイダー主使徒はザンビア、マラ
ウィ、ジンバブエで活動するすべての使徒及び監督を
招集し会議を開催しました。翌朝、主使徒は 320 キ
ロほど離れたカッパーベルト州の州都ヌドラへ飛行機
で移動し、午後、ヒンズー教のホールで行われたコン
サートに行きました。主使徒とその一行が会場を離れ
る際、コンサートを見に来た人たちがめいめいの心に
溜まっていた喜びを一気に発散させて、伝統的な歌を
歌い、踊りはじめました。
翌三日の日曜日、ヌドラの町は大変な興奮に包まれ
ました。朝七時ごろまでに、新しくできたヌドラの中

ジャン = ルーク・シュナイダー主使徒 ( 前列中央 )、ルバシ教区使徒 ( 前列左から 7 人目 )、
クリングラー教区使徒 ( 前列左から 8 番目 )、ヌダンドゥラ教区使徒 ( 前列左から 10 人目 )、
コーベルシュタイン教区使徒 ( 前列左から 11 番目 )、及びザンビア・マラウィ・ジンバブ
エの使徒・監督たち

央教会は人であふれていました。教会の中に入ること
ができなかった、何千という兄弟姉妹たちは、屋外の
地面に張られたテントに腰を掛けました。それでも熱
気が冷めることはありませんでした。火曜日の早朝、
主使徒は北部州の州都カサマに向かい、ここでも礼拝
を行いました。
ザンビア新使徒教会では首都のルサカで開催予定で
ある 2015 年のペンテコステに向けた準備がすでに進
められており、今からその開催が待ち望まれています。
このペンテコステにおいて、主使徒とアフリカで活動
するすべての教区使徒と使徒がザンビアの兄弟姉妹を
訪問することになっています。

ヌドラに新築された教会

＜礼拝記録＞
日付：2014 年 8 月 3 日 ( 日 )
場所：ザンビア／ヌドラ教会
担当教区使徒：チャールズ・S・ヌダンドゥラ ( ザンビア・マラウィ・ジンバブエ )
開会讃美歌：「恵みに導き給う」
出席使徒：チャールズ・S・ヌダンドゥラ ( ザンビア・マラウィ・ジン
バブエ )、ヴィルフリート・クリングラー ( ドイツ )、ベルント・コーベ
ルシュタイン ( ドイツ )、シャドレック・ルバシ ( ケニア ) 各教区使徒、
ロバート・ヌサンバ ( ザンビア )、アーノルド・ムハンゴ ( マラウィ ) 各
教区使徒補佐、及びザンビア、マラウィ、ジンバブエの全使徒
説教奉仕補佐：ルバシ、コーベルシュタイン、クリングラー各教区使徒
出席者総数：約 470,000
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勝利を得る
会衆の中では安らぎを感じるはずですし、
「ここは神の
家だ。素晴らしい教会だな」と思えるはずです。しか
し、私の敬愛する兄弟姉妹の皆さん、もっと大切なこ
とがあります。素晴らしい会衆があるということです。
すべての魂が逃れることのできる場所があるというこ
とです。会衆にいるすべての人が安らぎと愛を感じる
ことができるようにしましょう。すべての人が、自分
も受け入れてもらえるんだな、と感じられるようにし
ましょう。
先ほどお読みした今回の聖句は、事実上、私たちの
信仰によって到達する目標について述べております。
「わたしは自分の座に共に座らせよう」とイエス様は仰
せになりました。御自分の御国と栄光を、私たちにも
分け与えようとして下さるのです。御自分が永遠にお
られるところに、私たちも一緒におらせようとして下
さるのです。イエス様と永遠に共にいるというのはど
のような感じなのか、イエス様の栄光、御国、御力が
共に分け与えられるというのはどういうものなのか、

ヨハネの黙示録 3 章 21 節

私たちは想像すらできません。

「勝利を得る者を、わたしは自分の座に共

それが、イエスが私たちに与えようとしているもの、

に座らせよう。わたしが勝利を得て、わ

私たちがほしいと願っているものなのです。それが、

たしの父と共にその玉座に着いたのと同

私たちが行きたいと思っている場所なのです。しかし、
私たちがそれらに与るためには、条件があります。イ

じように。
」

エスは「勝利を得る者に与えよう」と言っておられます。
勝利したいと思うならば、戦わなければなりません。
戦わずして勝利を得ることはできません。勝利を得て

この新しい教会に集う、私の敬愛する兄弟姉妹の皆

イエスの栄光を受け継ぐためには、非常に特殊な戦い

さん、この素晴らしい建物に皆さんと一緒にいること

をする必要があります。それは神と格闘することです。

をうれしく思います。教会新築事業は大きな業績であ

奇妙に聞こえるかもしれませんが、ヤコブの話を覚え

り、皆さんが誇れるものであります。屋外におられる

ておられるでしょうか。ヤコブは神と組み討ちをしな

兄弟姉妹の皆さん、皆さんとも会衆として繋がってお

ければなりませんでした。神が人の姿をして彼の前に

ります。天のお父様が下さった祝福を、皆さんと一緒

現れました。二人が格闘している間、ヤコブは神にこ

に享受できることを、とてもうれしく思っております。

う言いました
「祝福してくださるまでは離しません」( 創

このようなすばらしい教会の建物はザンビアにもマラ

世記 32:26)。神はこれを聞いて、ヤコブを祝福されま

ウィにも他に無いことはわかっておりますが、お願い

した。ヤコブにとって祝福がどれほどの意味を持つの

ですから、どうかうらやましいなどと思わないで下さ

かを、神は試みられたのです。祝福を得るために戦う

い。大切なことは、会衆こそが神の宮であるというこ

覚悟がヤコブにあるかどうかを御覧になりたかったの

とです。会衆がすべての魂にとって逃れの場所となる

です。

ようにしましょう。そうすればイエス様に召されたす

祈りを通して神の祝福を求めて格闘することによっ

べての魂の真ん中にイエス様が立って下さり、集まっ

て、私たちが祝福に与り救いを得るために力を尽くし

た魂は安らぎと慰めを得ることができます。そして神

ていることを、神にお示しすることができます。どん

の愛と御臨在を体験することができます。見知らぬ人

な犠牲を払ってでも、神と共にいたい！だからこそ「ど

も、一風変わった人も、考え方や倫理観を異にする人も、
5

うか救って下さい！御子の来臨に備えられるようにし

ます。中でもイエス・キリストによる戦いは決定的で、

て下さい！」と祈って、神と格闘するのです。単なる

十字架上で命を落とされた一方で、死と悪に勝利され

願望ではありません。強い願いであり、渇望です。愛

たのです。このようなことはだれもできないでしょう。

する兄弟姉妹の皆さん、救いへの渇望感がどれほど強

死と地獄に勝利することができたのは、イエス・キリ

いか、自己点検してみましょう。

ストだけであります。

私たちにはもう一つの戦いがあります。それは悪と

しかし、キリストの勝利による恩恵に与るためには、

の戦い、罪との戦いであります。この戦いは大変ですが、

イエスが神によって遣わされたお方であり、神の御子

勝利したいと思います。イエスもこう述べておられま

であることを信じる必要があります。イエス・キリス

す「勝利を得る者を、わたしは自分の座に共に座らせ

トを信頼する必要があります。イエス・キリストの御

よう。わたしが勝利を得て、わたしの父と共にその玉

言葉つまり福音を信頼する必要があります。イエス・

座に着いたのと同じように。
」

キリストについて行く必要があります。さらに、勝利

御自分が戦われ勝利を収められたように、私たちも

者となるためには、罪と戦って勝利しなければなりま

悪魔と戦うこと、つまり悪や罪と戦うこと、そしてそ

せん。イスラエルの人々が自分たちの力だけでアマレ

れらに勝利することを、イエス様はお望みです。イス

ク人に勝利できなかったように、人類もイエス・キリ

ラエルの人々についての話を考えてみましょう。この

ストがいらっしゃらなければ罪に勝利することはでき

話こそ、ここで述べている戦いをわかりやすく示して

ません。私たちには恵みが必要です。イエス・キリス

います。

トの援助が必要です。イエス・キリストの恵み無しに

神はイスラエルの民をエジプトによる捕囚状態から

罪に勝利することは不可能なのです。私たちが戦うと

救い出そうと願っておられました。神御自身がファラ

同時に、恵みも必要です。両方とも必要です。

オと戦われたのです ( 出エジプト 6:1)。実際、神はファ

「自分は罪と戦っているだろうか」と自問してみま

ラオの大軍勢を壊滅されました。敵軍は海の藻屑もく

しょう。すると「もちろん、戦っているよ」と、すべ

ずように消え去ったのです。敵はもはやいなくなった

ての人は答えるでしょう。しかし果たして本当でしょ

のです。神御自身が彼らを壊滅させられたのです。神

うか。どれほどの熱意をもって罪と戦っているでしょ

がイスラエルの人々にお求めになったのは、御自分が

うか。使徒パウロは、空を打つような拳闘はしない、

お遣わしになったモーセを信じることだけでした。神

と言っています ( コリントⅠ 9:24-27)。まさに「ベス

がイスラエルの人々に期待されたことは、彼らがモー

トを尽くす」ということですが、ベストを尽くすだ

セを信頼しモーセに従うことでした。

けでは不十分です。ヘブライ人への手紙には次のよう

最終的にイスラエルの人々は解放されましたが、そ

に書かれています「あなたがたはまだ、罪と戦って

れでも荒野の中の放浪を余儀なくされました。そこで

血を流すまで抵抗したことがありません」( ヘブライ

彼らはアマレク人という新たな敵に遭遇しました。こ

12:4)。罪に打ち勝つための努力は生死を分ける闘いで

の時は「あなたたちのために戦おう。ただ信じて待っ

す。悪魔が勝つか自分が勝つか、どちらかしかありま

ていなさい…」と神は仰せになりませんでした。ヨシュ

せん。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちの思いや奮闘

アとその民は戦わねばなりませんでした。モーセは天

にしかるべき強さがあるかどうか、自己点検しましょ

に向けて手を上げました。彼が手を上げている間、イ

う。罪との戦いを始めましょう。

スラエルの人々が優勢でした。モーセが手を下ろすと、

私たちにはさらにもう一つの戦いがあります。それ

イスラエルの人々は劣勢になりアマレク人が強くなり

は、イエス様のようになるために、古いアダムを殺さ

ました。最終的にイスラエルの人々がアマレク人に勝っ

ねばならない、古いアダムを殺すための戦いを続けな

たわけですが、それは彼らがアマレク人と戦っただけ

ければならないということです。自分の考えや意見を

でなく、神もモーセを通して加勢されたためでした ( 出

捨てて、イエス様と一つ、神様と一つにならなければ

エジプト 17:8-16)。

いけません。だからといって私たちの考えや意見がす

この出来事は私たちにたくさんのことを教えていま

べて間違っているということではありません。そうで

す。神は私たちを罪と死から救い出そうとして下さい

はなく、イエス様と似た者となってイエス様と一つに
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なりたいと願うのです。イエス様が大変な戦いをされ
た後に言われた言葉を思い出して下さい「わたしの願
いではなく、御心のままに行ってください」と言われ
たのです ( ルカ 22:42)。
パウロのことを思い出してみましょう。彼はある問
題と戦っていました。その問題についてパウロは、自
分の身に一つのとげが与えられた、と述べています ( コ
リントⅡ 12:7)。パウロは、このとげを取り払って下
さい、と三度イエスに願いました。聡明なパウロが神
に「天のお父様、このとげを取り除いて下さい」とし

ヌドラ教会の祭壇に立つ主使徒

か申し上げていないとは思えません。パウロがそのよ
うな人物でないことは確かです。パウロが祈る時は本
気になって祈ります。パウロにとって、イエスが自分
の願いを叶えられないことを理解することは、時間の

うのは、イエス様も同じ思いだからなのです。

かかることでした。しかし彼はそれを克服しこう言い

真剣に戦えば、神の援護を受けて勝利を得ることが

ました「わかりました。とげを取り除いて下さらなく

できるでしょう「勝利を得る者を、わたし［神］は自

ても、神様に従います。
」私たちも神の御旨と一つにな

分の座に共に座らせよう。
」これが私たちの信仰の目標

るために戦いましょう。

です。これがイエスの御旨です。これが私たちの未来

もう一つの戦いがあります。私たちの隣人のための

です。

戦い、兄弟のための戦いであります。アブラハムとロ
トのことを思い出して下さい。アブラハムはロトを救

シャドレック・ルバシ教区使徒

うために戦いました。使徒パウロは、自分は教会のた

…勝利しなさい。これが本日のメッセージです。皆

め、会衆のために戦っている、彼らのために祈りを通

さんがここにいるのは、負けるためではなく、勢いを

して働いている、と述べております。私たちは、隣人

増して勝利するためです！確かに、この戦いには問題

を救うために、熱心に祈っているでしょうか。戦う準

や厳しい試練が多くあります。イエスも地上におられ

備ができているでしょうか。神が御自分の民に加えよ

た時に、こうした問題に遭遇し、試練を受けてこられ

うとしておられる魂を見つけようとしているでしょう

ました。しかしイエスはこう仰せになりました「あな

か。試練や困難に直面している兄弟姉妹のために祈り

たがたには世で苦難がある。しかし、
勇気を出しなさい。

ましょう。「彼らが信仰を持ち続けられるように支援し

わたしは既に世に勝っている」( ヨハネ 16:33)。イエ

て下さい」と祈りましょう。祈ることは牧師や使徒だ

スはこの世に勝利されたのです…。

けがすることではありません。私たちすべてが信仰に

聖書は、人々が神に背を向けてしまい、エリヤが孤

忠実であり続けることができるように、互いに支え合

独になってしまったことを描いています。しかしだか

い、お互いのために戦いましょう。これも私たちがす

らといってエリヤは怖じ気づきませんでした。神の御

べき戦いです。私たちが本当に隣人や兄弟が救われる

旨が何なのかを知っていたからです。エリヤは御言葉

ことを願っているかどうかを、神は御覧になろうとし

を守り続け、神はエリヤを導かれました…。

ています。

兄弟姉妹の皆さん、自信を失うことなく、神を信じ、

私たちがすべき戦いがあと一つあります。それは一

イエス・キリストを信じ、キリストからこんにち遣わ

致のための戦い、一つになるために戦うことでありま

されている人たちを信じましょう。そうすれば、神が

す。サタンは私たちが一つになっている状態を破壊し

与えて下さった、私たちと共にいて下さる聖霊が、私

たいと思っています。

たちをあらゆる真理に導いて下さるでしょう。その真

教会に亀裂を生じさせようと思っています。教会と

理が私たちを解放して下さるでしょう…。

関係ない外部の人物を使うのではなく、私たちを使っ

聖霊によって御旨を知り、それを感じ取り、私たち

て教会を分裂させようとするのです。会衆を一つにす

をそそのかして御旨から遠ざけようとするすべてのも

るために戦いましょう。キリストの教会における一致

のと戦うことができるように、天の父が私たちを祝福

のために戦いましょう。私たちが一つになりたいと願

し強めて下さいますように。
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う思いになれるのかを、皆さんはご存知でしょうか。
イエス様は、私たちが何度隣人を赦しているのかを御
覧になります。赦そうとする気持ちがあるかどうかを
確認しておられます。それと同時に、自分自身を赦し
てほしいという願いがどれほど深く強いのかを御覧に
なろうとされます。イエス様の恵みがなければ永遠の
命が得られないということを理解している人は、「救い
に与るためには恵みが必要である」ということを知っ
ていますから、すべてのことを赦そうとする気持ちを
持っています。
赦すことがいつもたやすいことであるとは、私も思っ
ておりません。赦すことが極めて困難なひどいことも
あるからです。しかしもう一度申し上げますが、神様
は私たちの渇望する姿勢を御覧になります。今も隣人
ベルント・コーベルシュタイン教区使徒：

を赦すことができないとしても、赦そうとするのをや

ヨハネの黙示録 12 章には、どうすれば戦いに勝利

めないで下さい。赦そうとする気持ちになるまで戦い

できるかを述べております「兄弟たちは、小羊の血で、

続けて下さい。主の助けを得ることで、いつかは勝利

彼に打ち勝った」( 黙示録 12:11)。これが私たちの強

を得、赦すことができるようになるでしょう。これか

さなのです。イエス・キリストの体と血に与り、私た

ら、イエス様が勝ち取った勝利である聖餐を執り行い

ちの糧とするためには、礼拝ごとに聖餐を受ける必要

ますが、犠牲となって勝利を得られたイエス様に感謝

があります。聖餐を受けることによって、戦いに必要

を捧げましょう。聖餐を感謝の食事として行いましょ

な強さを得ることができます。そしてこの戦いを通し

う。また聖餐は、イエス様のようになって勝利を得た

てイエスのような姿に成長するのです…。

いという願望を表す機会でもあります。
「イエス様のよ
うになろう。イエス様と一緒になろう。最後まで戦おう」
という決意が固く、そういう思いで聖餐に与るならば、

ヴィルフリート・クリングラー教区使徒：
…私の敬愛する兄弟姉妹の皆さん、立ち上がって、一

私たちは強くなります。

緒に戦い、一つになりましょう。私たちが一つに結ば
れれば、どんな考えや意見があろうと関係ありません。
キリスト教会について誰が何を言おうと関係ありませ

ヨハネの黙示録 3 章 21 節

ん。新使徒教会について誰が何を言おうと関係ありま

「勝利を得る者を、わたしは自分の座に

せん――私たちは、主使徒がけさ教えて下さった福音
を守るのです。自分だけで勝利を得ることはできませ

共に座らせよう。わたしが勝利を得て、

ん。人類である私たちには、上よりの力、聖霊の力、
一緒に祈ることによってもたらされる力が必要です。

わたしの父と共にその玉座に着いたの

そして天の父と繋がっていることが必要です…。

と同じように。」

シュナイダー主使徒：

勝利を得るためには、戦うことが必要です。

…罪の赦しに与ることの必要性を、再度説明するまで
もないでしょう。とはいえ、恵みをいただきたいとい

・祝福を求めて、神と戦います。

う願望を、私たちはどれほど強く持っているでしょう

・罪と戦います。

か。「主よ、赦し給え」と言うのは簡単です。しかし本
当の意味を込めて言っているでしょうか。私たちの罪

・古いアダムと戦います。

をお赦しになる前に、イエス様は、私たちがどれほど

・兄弟姉妹のために戦います。

強く自分の罪を赦してほしいと願っているのかを、お

・教会の一致を求めて戦います。

確かめになります。どうすれば罪を赦してほしいとい
8

( 英語版 Our Family12 月号 REFLECTIONS より )

孤独
一人いるのが好きで寂しさなど感じないという人が

ていることや願望を尋ねたりする時間がない、と感じ

おります。一方で、人と一緒にいるほうが好きで一人

ています。その結果、忙しい人もそうでない人も孤独

でいるのはほんのわずかな時間であっても耐えられな

に陥るのです。忙しい人は一日中働いていて孤独です

いという人もおります。このことは人が誕生した時か

し、することがない人は友達と会ったり友達の話を聞

ら考えられていたようです。創世記には「人が独りで

いたりすることできずに孤独になるからです。この悪

いるのは良くない」と書いてあります。しかしイエス

循環なのです。

様はしばしば祈るために一人静かな場所に行かれまし

こうした困った状況は、同じ会衆にいる兄弟姉妹の

た。集中して天の父に語りかける時は、お一人でいる

中でも起こります。会衆の一人ひとりが自分のありの

ことを好まれました。なんの妨げも無く神に語りかけ

ままを理解してほしい、受け入れてほしい、と思って

る機会と考えれば、一人になることは非常に魅力的な

います。結局、私たちは皆キリスト教徒であり、イエ

手段です。人によっては、孤独というものを、不安で

ス様の教え通りに兄弟姉妹を愛します。しかし、たと

はなく目的をもって体験する第一歩かもしれません。

え愛情があっても、私たちに十分な時間が無かったり

孤独というものに――少なくともしばらくの間は――

話し相手がいなかったりすれば、人の助けになるのは

深い意味を見出せることは確かです。

なかなか難しいです。

欧米的なライフスタイルの社会では、一人で生活す

この問題に立ち向かうにはどうすればよいでしょう

る人がますます増えています。その多くは、好きで一

か。これを簡単に解決する方法というのはないのです

人でいるわけではないと思います。寂しいという気持

――たとえあるとしても、この問題そのものの解決に

ちがますます強くなっています。一人暮らしの世帯は

はならないでしょう。

増えています。例えばイギリスでは全体の 29 パーセ

ペトロとヨハネはある時、祈るために神殿に出かけ

ントが独居世帯です。一人暮らしの人が増えると、人々

ました。そこで足の不自由な人が施しを乞うていまし

が求めるものも変化します。自由に使える時間の使い

た。しかし二人は金銭を持っておらず、この人物に施

方が多様化します。少人数向きの食料品や一人用の旅

すことはできませんでした。しかし二人は一言二言を

行プランといったように、需要も多様化します。教会

述べた後、足の不自由な人の手を握って、彼が乞うて

に求めるものも変化しますし、牧会の在り方も変化し

いなかったものを与えました。つまり、普通に立って

ます。キリスト教徒一人ひとりがすべき隣人への援助

走り回れるようになったのです。

の在り方も同様です。

私の周囲にいる兄弟姉妹が望んでいるものを与える

困ったことに、現代においては、多忙を極めているか、

ことはできないかもしれませんが、ほとんどの場合、

暇を持て余しているかの両極端が多いのです。忙しい

愛することによって、賜物を与える方法を見つけるこ

人は、人の話をしっかり聞いたりうれしいことや困っ

とができます。孤独という問題に取り組むための知恵
をいただけるように、神にお願いしましょう。
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( 英語版 Our World --- FROM THE BIBLE 12 月号より )

アブラハム、ソドムの町を守って下さるように嘆願する
( 創世記 18 章 16-33 節 )

三人の人がマムレの樫の木の所でサラとアブラハムに会おうとしていました。三人は、アブラハム
とサラの間に一人の男の子が生まれることを約束しました。しかしアブラハムもサラも高齢でした。
三人はソドムの町を目指していました。アブラハムはしばらく彼らと行動を共にしました。アブラ
ハムの甥であるロトとその家族はソドムに住んでいました。
を赦そう｡」

神は御自分がソドムの町に対してなさろうとしてい
ることを、アブラハムに内密にしようとなさいません

アブラハムはさらに言いました「塵あくたにすぎな

でした。アブラハムからは、たくさんの子孫が生まれ

いわたしですが､ あえて､ わが主に申し上げます｡ も

ることになっていたのです。アブラハムの子、孫、ひ孫、

しかすると､ 五十人の正しい者に五人足りないかもし

玄孫が多く生まれて、大きな国民となり、神の道に従

れません｡ それでもあなたは､ 五人足りないために､

う者たちとなるはずでした。

町のすべてを滅ぼされますか｡」
すると神はこうお答えになりました「もし､ 四十五

神はアブラハムにこう仰せになりました「ソドムと

人いれば滅ぼさない。
」

ゴモラの罪は非常に重い､ と訴える叫びが実に大きい｡

さ ら に ア ブ ラ ハ ム は 尋 ね ま し た「 も し か す る と､

わたしは降って行き､ 彼らの行跡が､ 果たして､ わた

四十人しかいないかもしれません｡」すると神は「その

しに届いた叫びのとおりかどうか見て確かめよう｡」

四十人のためにわたしはそれをしない」とお答えにな

あとの二人はソドムに向かっていました。この二人

りました。

は天の使いでした。しかしアブラハムは神の御前にと
どまって、神にこう尋ねました「まことにあなたは､

アブラハムは言いました「｢主よ､ どうかお怒りにな

正しい者を悪い者と一緒に滅ぼされるのですか｡ あの

らずに､ もう少し言わせてください｡ もしかすると､

町に正しい者が五十人いるとしても､ それでも滅ぼし､

そこには三十人しかいないかもしれません｡｣
すると神はこうお答えになりました「もし三十人い

その五十人の正しい者のために､ 町をお赦しにはなら

るならわたしはそれをしない｡」

ないのですか｡ 正しい者を悪い者と一緒に殺し､ 正し
い者を悪い者と同じ目に遭わせるようなことを､ あな

さらにアブラハムが「あえて､ わが主に申し上げま

たがなさるはずはございません｡ 全くありえないこと

す｡ もしかすると､ 二十人しかいないかもしれません」

です｡ 全世界を裁くお方は､ 正義を行われるべきでは

と尋ねると、神は「その二十人のためにわたしは滅ぼ

ありませんか｡」

さない」と言われました。

神はお答えになりました「もしソドムの町に正しい

アブラハムは言いました「主よ､ どうかお怒りにな

者が五十人いるならば､ その者たちのために､ 町全部

らずに､ もう一度だけ言わせてください｡ もしかする
と､ 十人しかいないかもしれません。
」神はお答えにな
りました「その十人のためにわたしは滅ぼさない。」
その後、神はその場を去られ、アブラハムはマムレ
へと戻って行きました。
ソドムとゴモラはカナン地方にある都市で、肥沃な
土地に囲まれていました。この二つの町は邪悪と不
道徳に溢れた場所の象徴であり、自然災害によって
壊滅してしまいました。こんにち、ソドムは死海南
部に位置すると言われています。
10

( 英語版 Our Family 11 月号 APOSTLES WRITE より )

神と和解させていただきなさい
聖餐の前に、罪の赦しと和解が行われます。神の御
言葉と聖霊の働きによって、相手を赦そうとする気持
ちになります。これによって、赦すことを困難にする
力に改めて対抗する強さを身に着けるのです。
罪を赦していただくためには、罪を悔いて、告白し、
赦しと和解とを乞う、という手順を踏みます。その一
つ一つの段階においては、謙虚さが求められます。自
分自身に欠点があること、そして御子イエス・キリス
トを通じて神の恵みが豊かに提供されていることを自
覚していれば、謙虚になります。ほとんどの人の場合、
罪が赦されたからといって、それを自然の本能で感じ
ることは困難です。本能とは、たとえば攻撃を受けた
時や傷を負った時に反応することであります。ですか

ソコ使徒一家

ら一般的に、不当な扱いを受けた時に憐れみや恵みや

す。これによりその人物に対する新しい見方ができる

悟りで満ち溢れることはありません。赦しとは、神へ

ようになり、自分自身にも赦しや和解が必要であるこ

の従順や、神が常に恵みを下さるという体験をきっか

とに気づかされるのです。

けとした意志による決意なのです。私たちが赦すこと

赦しや和解という問題は、陰府にいる魂にも影響し

によって、主は、私たちの心に鬱積していた怒り、苦痛、

ます。彼らが神の恵みに与れるようになるためには、

恨み、心の傷から解放して下さいます。

やはり赦しが必要です。生前に受けた不幸や苦しみを、

赦すことによって聖餐にふさわしく与るためには、

神の助けを得ながら克服することは、彼らにとって大

和解が最も必要なことであります。よく、赦したから

変なことです。主イエスは、ノアの時代に不従順であっ

もうその人とは関わりたくない、と考える人がいます。

たために囚われている霊たちのところへ行って、恵み

しかしそれで本当に完全で真実な赦しといえるでしょ

を提供されました ( ペトロⅠ 3:19-20)。

うか。忠実なる神は私たちにそんな扱いをなさいませ

神は忠実なお方ですから、私たちが自らの罪を告白す

ん。いつも父の愛と配慮によって私たちを受け入れて

るなら、その罪を赦して下さいます ( ヨハネⅠ 1:9)。し

下さいます。ですからただ赦すだけではなく、和解し

かし、赦していただくためには、自分が犯した罪を自

ようとする気持ちを持つべきです。主は私たちをお赦

覚して、その罪を告白して、お互いに和解をして、イ

しになるだけでなく、使徒職を通じて御自身との和解

エスを仰ぎ見て、罪を赦していただかねばいけません。

を望んでおられるのです。使徒パウロコリントの信徒

罪を赦していただくことによって、ふさわしく聖餐に

に「神と和解させていただきなさい」と書いています

与り、贖い主イエス・キリストとの交わりを増し加え、

( コリントⅡ 5:20)。

私たちの信仰の目標に近づくことができるのです。

心の中にある和解できない気持ちや赦せない気持ち

クブバ・ソコ

を克服するためには、祈りが最善の方法であります。
不当扱いをした相手のために祈ることによって、神様

クブバ・ソコ。1969 年 4 月 4 日、ザンビアのチパタに生まれる。

は、その人物に対する新しい評価やその人を配慮しよ

2010 年 3 月 7 日に使徒に任命される。担当地域はザンビア

うとする新たな悟りを、私たちに得させてくださいま

東部州。
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( 英語版 Our Family 11 月号 EXPERIENCED より )

信仰が建てた屋根
権利を求めて裁判で争うほうが良いこともありますが、その前に、双方が友好的に解決を図ると
いう選択肢があるのに、その方法を試そうとしないことがよくあります。和解のために、お互いの
隔たりについて落ち着いて現実的に話し合ってみてはいかがでしょうか。これを実践した人が私た
ちの兄弟姉妹の中におります。
昨年、偉大な主による助けを感じ、信じられないほど

に改築許可の関係書類を見てもらいました。弁護士は書

うれしい信仰体験をしました。こんな体験は決して忘れ

類を見たあとに、工事を差し止めるチャンスは十分にあ

られるものではありません。しかも一日に何度も体験し

る、と言って励ましてくれました。弁護士によれば、法

たのです。私の母が老人ホームに入所してから数年が

律上そもそも近隣住民と話し合わないで改築の許可を出

経っていました。昨年、母の健康状態が急に悪くなりま

すべきではなく、書類の中にも問題がいくつかある、と

した。入院しても回復しませんでした。ある時から食欲

のことでした。しかし裁判に持ち込まなければならず、

もなくなりました。生きていこうという気持ちが薄れ始

勝てるかどうかは不確定でした。

めてきました。数日後、主治医から緊急の連絡が入りま

この問題を穏便に解決できないかどうか近所の人たち

した。母が発作を起こして意識を失っているとのことで

と話してみようか、と夫婦で話し合いました。もっとも、

した。最悪のことを覚悟してほしいと告げられてしまい

近所の人たちも自分には関係ないですから、それほど当

ました。母の最期を一人にさせないように、私は毎日見

てにはなりませんでした――どういう反応をするのかも

舞いました。

未知数でした。

そんなある日、夫――彼は新使徒教会員ではありませ

近所の人たちの所に出向く前に、私は担当の牧師に状

ん――が仕事から帰ってきて、隣の人家を平屋根から切

況を話し、祈ってもらえるようにお願いをしました。す

り妻屋根に変えようと考えている、と言いました。この

ると牧師さんの近所でも同じようなことがあったことを

隣の人は二年前に隣に越してきました。すでに役所から

教えてくれました。牧師さんが話してくれた件では、ビ

許可が下り、資材の注文も済ませ、2.1 メートルもの高

ルができたことで景色が悪くなったものの、景観を損

さの屋根を造る作業が始まるばかりとなっていたので

なった側に有利な判決は出なかったということでした。

す。私はびっくりして困ってしまいました。

これではあまり勇気がわきません！そこで私は帰る前に

これまで家からはいつもすばらしい景色を楽しめてい

牧師さんに「もし屋根の付け替えが実施されれば、私た

ました。隣の家の屋根が切り妻になれば、そのすばらし

ちは引っ越します」と言いました。牧師さんは、私たち

い景色が見られなくなってしまいます。隣の家の屋根し

に祈ってくれることを約束しました。

か見られません。どうしてそんな改築計画が承認された

近所の人たちと話してみたところ、予想に反して、非

のでしょうか。近所の家の屋根はほとんど平屋根なので

常に良い感触を得ました。近所の皆さんは私たちの問題

す。しかし私は改築許可の撤回を求められるような立場

に冷静に耳を傾けてくれました。インターネットで調べ

にありません。そんな気力もありませんでした。母親と

た計算方法に基づいて、切り妻の角度を多少変えて計算

過ごす毎日だったからです。その母親も、数日後に他界

し直しても、外観がわずかに異なるだけで目的は達成で

しました。

きることを説明できました。私たちは状況を理解しても

私はリビングの窓から見える、隣の家の屋根を眺めな

らおうと努めました。切妻の屋根にすることによって私

がら、一喜一憂していました。そのうち工事が始まるの

たちの生活環境が決定的に悪くなることを説明しまし

です。ところが何の動きもありませんでした。屋根の工

た。すると隣の家の奥さんはこう言いました「生活環境

事がまだ始まっていないことから、私たち夫婦は弁護士

を悪くするなら、あなたの抱える問題の解決に努力しま
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す。近隣と仲良くすることは私たちにとって大切です。

変更が承認されるまで、私は待ち、祈りました。そし

今回の計画策定もそろそろ仕上がる時期なのですが、業

てついに、屋根の高さを低くすることが承認されたので

者の方が遅れていたものですから、今回こうしてあなた

す。隣の人によれば、変更をすべて完了するまでかなり

からお話しをいただいてよかったですよ。
」この感動的

大変だったそうです。十月に新しい屋根が完成しました

な言葉は今も忘れません。

が、それでも私たちの家からは、毎日素晴らしい眺望を

依頼主が高さ変更に応じてくれたとしても、施工業者

楽しむことができます。隣の家の屋根を見るたびに、主

がすでに調達してしまった資材を変更できるとは限りま

がいかに優しく慈しみ深いお方であるかをかみしめてい

せん。しかも、建築計画の変更になりますから業者は役

ます。御心に適うならば、主は助けて下さいます。今回

所に届けて新たに建築許可を求めなければなりません。

のことがあってから間もなく、私たちは別の問題に直面

変更の承認を得るまでに数週間は確実にかかります。も

しており、未だに解決していません。しかし私は時々窓

う秋口に入っていますし、冬が来るまでに完成させなけ

から「信仰が建てた屋根」を見てこう思うのです「主は、

ればなりません。隣の家の人から、二週間後に一緒に確

結果がどうであろうと、正しいこと、良いことをなさる。
」

認してほしい、と言われました。その時までには変更が

そして、穏便な関係を築こうと決意してくれた、お隣

可能かどうかはっきりするからです。もちろん、変更に

の家のことを考えます。自分自身、お隣の家のように、

伴って生じた追加料金は、私たちが支払うことで同意し

柔軟に対応していたかどうかを振り返るのです。

ました。

新使徒教会

教理要綱 ( 抜粋 )（8）
いう語は儀礼行為を指すようになった。例えばテルトゥ

8 聖礼典
聖 礼 典 は、 神 の 恵 み に よ る 基 本 的 行 為 で あ る。

リアヌス (160? − 220?) は、受洗時に行われる宣誓文や

聖礼典は、救いを獲得させたり、神との交わりに加わ

信条文を

らせたり、それらを保持したりするために、人に対し

関する宣誓を基に作成した。教会指導者であったアウ

て行われる聖なる行為である。三つの聖礼典を受ける

グスティヌス (354 − 430) は聖 礼典において最も重要

ことによって、キリスト再臨時に、主と一つになる可

な貢献をしている。つまり、聖礼典は言葉を伴った見

能性が出てくる。

える要素とその言葉に込められている実体とが一つに

洗礼行為そのものではなく

軍事に

なることによって現実化する、というこんにちにおけ

聖 礼典による救いは、イエス・キリストが人として

る聖礼典の考え方を、古代後期に確立したのである。

おいでになり、犠牲の死を遂げられ、復活され、聖霊
が遣わされたことを基本としている。

聖 礼典が正しく実現するのは、以下に示す四つの異

「聖 礼典」という用語は新約聖書に見られない。古

なる要素が相互に関係し合うためである：

ラテン語聖書で「サクラメンタム sacratentum」の意味

・しるし (「シグナム」
「マテリア」)。つまり礼典も

で使われている「ミステリオン mysterion」という語は

しくは見える形。

元々、後に「聖礼典」とされる行為と関係が無かった。

•

(
内容「レス」
「フォルマ」)。つまり提示される救い。

古代において「ミステリオン」は、限られた者だけが

•

施与する者 ( 聖礼典における仲介者 )。

知り得る奥義を表す語であった。

•

救いのために受けるものであるという ( 聖礼典を

ローマでは「忠誠を誓うこと」
「聖別」
「忠誠」の意

受ける側の ) 信仰。

味で「サクラメント」という語が使われた。紀元 2、3

聖 礼典が有効であるかどうかは、それについての人

世紀になると、「ミステリオン」
「サクラメンタム」と

の解釈や理解のしかたではなく、先述の四つの要素に
13

よって決定する。しるし (「シグナム」) と内容 ( レス」)

――キリスト教徒になるということである。教会員と

は、執行の際に施与する者から発せられる言葉 (「ヴェ

なる。つまりイエス・キリストを信じ、キリストが主

ルブム ) や行われる聖別によって、互いに関係し合う。

であることを告白する人たちの仲間となるということ
である。

これは魔術でもなければ自動的に実現するものでも

従って、新使徒信条第六条で、次のように宣言して

ない。聖 礼典が十分に救いの効果を上げるためには、
受ける側の信仰が前提要件である。とはいえ、信仰の

いる：

欠如によって、聖礼典が無効となるわけではない。神

「私は、水のバプテスマが聖霊による人の新生に至る
第一段階であること、水のバプテスマを受けた者が、

によって成されたことが受ける側の不信心によって取

イエス・キリストを信じイエス・キリストが主である

り消されることはあり得ないからである。

ことを公に宣べ伝える者たちの仲間に加わることを信

適 切 な 聖 礼 典 の 執 行 は、 使 徒 職 の 義 務 で あ る。

じます。
」

聖礼典が正しく行えるようにする任務をキリストから
受けているのである。どの聖礼典も、使徒や使徒から

8.2 聖餐

任を受けている者が執り行わねばならない、というこ

新使徒信条第七条は次のように告白している：

とではないが、使徒との関係において、聖 礼典は存在

「私は、キリストが完全に有効な犠牲としてただ一度

している。

捧げられ、断腸の苦しみを受けた末に死なれたことを

聖 礼典には、洗礼、御霊の証印、聖餐の三つがある

記念して、キリスト御自身により聖餐が制定されたこ

( 一ヨハ 5：6 − 8)。これらはイエス・キリストによっ

とを信じます。聖餐にふさわしく与ることにより、私

て制定されたものである１ 。

たちの主であられるイエス・キリストとの交わりが築

洗礼によって、まず神と密接な関係を持つことにな
る

かれます。聖餐は、種入れぬパンとぶどう酒によって、

キリスト教徒となって、キリストへの信仰と告

執り行われます。このパンとぶどう酒は、必ず使徒か

白を通して、教会員となる (8.1 参照 )。御霊の証印によっ

ら任職を受けた教役者が聖別して、これを施します。」

て、受洗者に対して神が賜物である聖霊をお与えにな

聖餐は、三つの聖 礼典の中で、唯一繰り返し施与さ

る。水の洗礼 ( バプテスマ ) と御霊の証印の両者によっ

れるものである。聖餐の趣旨や意義を論理的教義的に

て、水と霊とによる再生を実現するのである。この再

理解し尽すことは不可能である。聖餐はイエス・キリ

生によって、神の子となり、キリスト再臨時に初穂の

ストのが持つ位格の奥義と、深く関連しているのであ

一人として召されるのである (8.3 参照 )。聖餐はイエス・

る。

キリストと、緊密な、命の交わりを保証する。そのた

この聖餐によって、神の実在と、人類に対する神の

めには、信仰によって繰り返しこの聖餐に与らねばな

慈愛深さとを、体験することができる。聖餐は礼拝で

らない (8.2 参照 )。

行われるものの中で中心的存在である。また聖餐は、

なお、聖礼典は小児にも与えられる ( マタ 19：14)。

信仰に忠実な者たちの意識や生活の中で、重要な位置
を占めるものでもある。

8.1 洗礼
三位一体の神による恵みにおいて、イエス・キリス

8.3 御霊の証印

トを信じる人たちに与えられる、最初の根本的行為が、
洗礼である。この洗礼によって、生まれながらの罪が

御霊の証印は、使徒の祈りと按手によって、信徒が

洗い流されて、信徒は神から遠く離れた状態から打開

聖霊の賜物を受け、神の子となり初穂として召される

されることになる。ただし罪を犯しやすい傾向 ( 世俗欲 )

ための聖礼典である。従って、新使徒信条第八条では

が解消されるわけではない。

次のように定めている：
「私は、水のバプテスマを受け

洗礼を受けた人たちは、イエス・キリストが犠牲の

た者が、神の子としての身分を受け、初穂となる要件

死を通して人類のために獲得した徳を共有する。これ

を獲得するために、使徒によって聖霊に与らなければ

により人は初めて神と密接な交わりを得ることになる

ならないことを信じます。
」
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( 英語版 Our Family 11 月号 DOCUMENTARY より )

コンスタンツ公会議
「コンスタンツの名が再び世界中に響き渡った。コンスタンツの名は世界中に広まった。」コンスタ
ンツ公会議 (1414 年 -1418 年 ) の記録者であるウルリッヒ・フォン・ライヒェルタールはこのように
書いています。実際、聖職者、学者、君主、騎士、詩人など、当時知られたあらゆる分野の人たちが
ドイツのコンスタンツに集まったと思われます。ここで彼らは何を議論したのでしょうか。何か決定
したことがあるのでしょうか。それとも何も変化しなかったのでしょうか。この公会議が行われた背
景を振り返り、公会議の模様や公会議によってもたらされた様々な結果について検証します。
教皇の権力が絶頂期を迎えたのは 13 世紀までで、

の立場を明確化し三人を統括する教皇を選ぶための会

14 世紀になると、その権力は失われていきました。実

議を招集しようと考えました。その会議を開く場所は、

際、フランス王フィリップ 4 世 (1268 年 -1314 年 ) は、

多くの議論を経た末に、コンスタンツが選ばれました。

彼の権利と同等のものを教皇の一人が強く求めたこと

コンスタンツは関係するすべての人たちにとって行き

で、
この教皇を退位させてしまいました。1309 年初頭、

やすい場所であり、さらに重要なことはコンスタンツ

教皇たちはローマからフランス南東部のアヴィニョン

がドイツ王国にあったということです。つまりシギス

へと移住し始め (「アヴィニョン捕囚」)、ローマに戻

ムントにしてみれば自分の影響を与えやすい場所だっ

ることができたのは 1377 年のことでした。その翌年

たわけです。さらにコンスタンツは自由帝国都市で司

のコンクラーヴェ――すべての枢機卿が集まって新し

教の管轄下にあったこともあり、公会議を開くのに理

い教皇を決めること――を機に、教会が分裂しました。

想的な場所でした。会議を行うインフラも整備されて

これは西方教会大分裂と呼ばれ、ローマとアヴィニョ

いて、およそ二千人の参加者のための設備が整ってい

ンにそれぞれ別々の教皇が存在する事態となりました。

ました。しかしこの参加者のほかに、およそ数十万人

1417 年までは、しばしば三人もの教皇が立つことす

もの側近がいました。

らありました。キリスト教世界が一致していなかった
ことは明らかです。しかし 1417 年になって再び教皇

議題：一致、信仰、改革

が一人にまとまりました。これがルネサンス期という

議論するのに四年もかかるとしたら、その議題はさ

長期にわたる教皇の時代の幕開けとなりました。そし

ぞかし困難なものであったことでしょう。その議題と

てその百年後、マルティン・ルターが九十五箇条の論

は、一致、信仰、改革の三つでした。一つ目の議題で

題すなわち贖宥状しょくゆうじょうに関する見解を著

ある一致が目指すことは、教会の一致を回復させ、分

したことで宗教改革へと突き進んで、教皇の権力はさ

裂状態を解消させること――言い換えれば二つないし

らに失われていくことになりました。

三つに分かれていた教派を一つにまとめること――で
す。しかしこの公会議で結論を導き出せた議題は、こ

公会議の招集

の一致についてだけでした。正式な信仰――実際これ

ルクセンブルク家出身のシギスムントは 1411 年ド

が非常に重要な問題でした――と教会の改革という残

イツ皇帝となり、後に神聖ローマ皇帝になりますが、

り二つの問題は残されたままでした。

彼は霊的な問題について三人の教皇から忠告を得よう
としたかもしれません。しかしこうした状況が彼に大

一致の回復

きな混乱をもたらしたわけではありません。混乱をも

三人の教皇が覇権を争っている状態に対処するため

たらしたのは、三人の教皇がそれぞれにフランスやイ

には、三人とも退位させるのが最善策です。しかしそ

ングランドといった別々のヨーロッパの強国から援助

の場合もちろん、教皇を辞めさせるためにはどうする

を受けていたことでした。シギスムントは自分の支配

必要があるのかという問題を棚上げすることになるで

力が危機に瀕していると感じていました。彼は、教皇

しょう。何しろその教皇も、信仰と律法における最高
15

権威者だからです。これに遡ること数年前、ピサで行

教会の再生

われた公会議 (1409 年 ) において、議員たちは二人の

1215 年に行われた第四ラテラン公会議を開催するに

教皇を退位させて、一人新しい教皇を選出しました。

当たって、教会と会衆生活の改革が主要議題とされま

しかし退位させられた二人の教皇とも自分の地位を一

した。しかし何一つ行われませんでした。15 世紀に入

切放棄しなかったため、三人の教皇が鼎立ていりつす

ると、
「頭」( 教皇 ) と「器官」( 枢機卿をはじめとした

る事態となりました。このような失態をコンスタンツ

他の聖職者 ) を巡る教会の改革を求める人がますます

公会議でも繰り返さないために、1415 年 4 月 6 日、

多くなってきました。そうした改革に取り組むための

以下の教令を採択した「聖霊によってここに招集した

手段が公会議とであると考えられるようになりました。

公会議の与える影響力は、キリストから直接もたらさ

こうした考え方は公会議主義と呼ばれています。その

れるものであり、教皇はこの公会議に従わねばならな

ため、コンスタンツ公会議の出席者は教会の改革に並々

い。
」この決定をイタリア人ローマ教皇が翻したり無効

ならぬ決意を抱いていました。ところが教皇の権威が

にしたりできないようにするために、公会議では投票

その足を引っ張りました。コンスタンツ公会議が終了

による決議の方法を変更し、司教個人の投票ではなく

してまもなく、教会改革の問題はバーゼルで行われる

（ローマ教皇を支援する司教の数が多ければそれだけ得

次回の公会議にその議論が持ち越されてしまいました。

票してしまうため）、国別の投票による決議に改めまし

バーゼル公会議は 1431 年から 1449 年にかけて行わ

た。つまり、ドイツで一票、イタリアで一票、フラン

れましたが、教会改革に関する協議はまたも延期され

スで一票、イギリスで一票、(1417 年より ) スペイン

てしまいました――教会の改革に関する強力な表明が

で一票という形に変更されました。それに加えて、枢

なされたのは、16 世紀の宗教改革になってからのこと

機卿たちはその団体ごとに投票権が与えられました。

です。トレント公会議 (1545-63 年 ) において、よう

この方法が功を奏し、三人の教皇は退位しました。そ

やく宗教改革が意識されて、カトリック教会を改革す

して聖マルティヌスの日に当たる 1417 年 11 月 14 日、

る教令が発布されました。

マルティヌス 5 世が唯一の教皇として選出されました。
しかしマルティヌス 5 世は、公会議によって実行を求

公会議【宗教会議】とは？

められていたことを由としていませんでした。コンス

公会議とは、教会をめぐる諸問題に対処するための討

タンツ公会議は 1418 年 4 月 22 日に閉会しました。

議集会である。初めて公会議と呼ばれるような集会が行
われたのは、エルサレムで行われた初代使徒たちの集ま

信仰に関する問題

りである ( 使徒言行録 15 章 )。この集会は紀元 48 年に

信仰に関する議題として、まず異端をどのように排

行われたと思われる。公会議を意味する英語の council

除するかという問題が話し合われました。しかし正統

はラテン語の Consilium(「忠告」
「議論」
「集まり」の意味 )

信仰について多くの議論がなされたにもかかわらず、

に由来している。英語にはこれと同じものを表すシノド

悲惨なことにチェコ人神学者で宗教改革者であるヤン・

synod という語があるが、これはギリシア語で「集まり」

フスへの有罪判決という決議で終結してしまいました。

を表すシノドス

フスは火刑に処せられました。フスは神聖ローマ皇帝

道」) からの派生である。

( 逐語訳では「一つに結ばれた

シギスムントによって身の安全を保障されていたにも
かかわらず、処刑されたのです。しかしフスの思想や
教義はマルティン・ルターに大きな影響を与えること

＜編集後記＞

になりました。フスの処刑はキリスト教世界に大きな

牧会に携わる方々のための文献翻訳や、ニュ―ズ・レ

タ―の発送やら、また生活上の雑事等であくせくしているうちに、今

損失をもたらすことになりました。ヤン・フスによる

年も師走を迎えてしまいました。しかし、来し方を一瞬振り返ってみ
ますと、あれこれと反省事項の多い年でした。でも、こうして命を戴き、

神学的改革の思想が政治思想と同調したためです。そ

読者の皆さんを心に留めつつ機関誌１２号を、皆さんの御手許に御送

してこのことが、ボヘミア王国に端を発し 15 世紀初

りできます事は神の恵みでございます。今月号も是非御高覧戴きまし

頭のヨーロッパ世界を不安に陥れることになるフス戦

て、新年を迎えるに当たっての一助となれるなら幸いでございます。

争へと繋がって行ったのです。

手前どもの行き届かぬ点が多々ありましたことを御容赦下さい。皆様
と共に新たな希望を持って新年を迎えたいと存じます。マラ・ナタ！
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