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キリストの再臨は、逃避ではなく完成である !
私たちは救いをどう考えているのでしょうか。主使徒は、ペンテコステ礼拝でこの問題について話
しましたが、これよりも前、つまり教区使徒会議の中ですでに取り上げていました。2021 年の年次
対談でも、最初に取り上げられた問題でした。
性として、救いを捉えています。
Q：そう捉えることは間違っているのですか。
Ａ：もちろんそうではありませんが、それらは部分的な側面
でしかありません。私たちには明確な全体像が必要であり、
本質的なもの、すなわち私たちの救世主であり、贖い主であ
るイエス・キリストの意志と働きを見失ってはなりません。
神様は私たちの救いです !
Q：具体的にどういうことですか。
Ａ：例えば、キリストが再びおいでになることを信じましょう。
私たちの教会では、主の再臨がおもに解放と守護であると捉
えられた時代がありました。つまり、
■

主が再びおいでになるのは、私たちを苦しみから救い出
すため。

■

主は、この地上で悪が頂点に達する大きな苦難〔大艱難〕
から、私たちを保護してくださる。

■

第一の復活に与る人は、最後の審判で神様の御前に立つ
必要がない。

Q：主使徒、救いに対する新使徒教会の考え方について、教
区使徒会議が行われ、その中で、ご自身の見解として、
「定期

キリストの再臨の際にキリストに受け入れていいただくため

的に礼拝に出席することは、救いにおいて不可欠部分である」

には、信徒は聖餐を受け、使徒職に忠実であり続けなさい、

と発言しておられますが、これは実際にどういう意味なので

と教わっていました。この教えは今も有効です。

しょうか。

Q：しかし、何が問題なのでしょうか ?

Ａ：私は、新使徒教会の信者の方々に、礼拝に参加することが、

Ａ：福音全体をより大きな背景で理解したいのです。救いに

イエス様の再臨に向けての準備に不可欠であることを、厳粛

ついて、解放と守護という二つの側面しか捉えないことが危

な気持ちで再認識していただく責任があると考えています。

険なのは確かです。

教会に来ることができるにもかかわらず、意図的かつ慢性的

■

に礼拝に出席しないことは、私たちの救いに悪影響を及ぼし

信徒は、外部の世界から自分を遠ざけたいと思うかもし
れませんが、その場合、忠実であり続けることが重要な

ます。

のは、自分が苦しみから救われたり予示されている災害

Q：救いとはそもそもどういうものですか。

から逃れたりするため、ということになります。すると、

Ａ：一口に「救い」といっても、その内容は実に様々です。

仲間の運命が背景に消えていくことになります。

聖書で使われている豊富な語彙がそれを証明しています。旧

■

約聖書と新約聖書では、解放、救済、保護、赦し、勝利、贖

宣教活動を行う動機が、もはや隣人愛というより、
「最後
の魂が御霊の証印を受けたら主が来てくださる」と、こ

いなどの語が見られます。こうした多面性は、私たちの教会

の世の苦しみから一刻も早く逃れたいという願望になっ

を含め、キリスト教徒が救いをどのように理解してきたかに

ていく可能性があります。

も表れています。彼らは時代と場所に応じて、自分の期待に

■

最も適した救いの側面を強調しました。それは今も同じで、

サクラメントは、それ自体が目的であるかのようにあた

信仰を持つ兄弟姉妹は、状況に応じて、何よりも苦しみから

かもサクラメントを受けることで、すでに救いが保証さ

の解放、脅威からの逃避、あるいは愛する人との再会の可能

れているかのように―誤解されることがあります。
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地球上の生活がネガティブに描かれ、地球は苦しみの場

に結びつき、互いに連帯しています。

であり、できるだけ早く脱出しなければならない場所、

ですから、神様との永遠の交わりに備えるということは、他

と捉えられる可能性があります。

の人との交わりの中で生きるということでもあります。人が
互いに調和して生きるためには、人が自分で創造するのでは

Q：では、何を重視すべきなのでしょうか。

なく、まずキリストにある新しい被造物となり、神様の愛に

Ａ：イエス・キリストは、救いについて語られる時、よく「永

満たされ、聖霊に導いただかなければいけません。そしてこ

遠の命」という言葉を使われました。そうすることで、主は、

んにちこそ、私たちはお互いにこの交わりの中で生きるよう

神様と御国で交わりが持てることを、信徒に約束されたので

になる必要があるのです。永遠の命を得るための準備は、自

す。新約聖書では、この交わりを表現するのに、花嫁と花婿

分で勝手に行うことではありません。この準備は、神との永

のたとえを用いたり、婚宴の話を用いたりしています。そこ

遠の交わりを求める人たちの集まりの中で行われてこそ意味

では、御国において、贖われた人たちが永遠に、神様と完全

があるのです。

に調和して生きることができるのです。彼らは永遠に神様を
崇め、賛美し、神様の栄光が持つ新たな側面を絶えず発見す

Q：ですから、礼拝が重要な役割を果たすのですね。

るのです。

Ａ：その通りです ! 礼拝に参加することで、信徒はまず神様

Q：神様と完全に調和して生きる―とてもロマンチックですね !

との個人的な関係を強めます。神様と出会うために、物理的
にも精神的にも日常生活から離れる努力をします。聖霊に鼓

Ａ：聖書にもそう書かれています。しかも、ロマンスは必要

舞された説教によって、イエス・キリストの再臨が間近であ

ありません。主は、私たちが永遠の命を得るために満たさな

ることを、より強く信じることができます。主の祈りを献げ

ければならない条件も明確にしているからです。私たちは、

ることで、
「御国を来たらせ給え、御心を成させ給え」と祈る

イエス・キリストを信じ、水と聖霊によって新たに生まれ、

ことによって、神様との交わりを望む気持ちを表します。罪

キリストの体と血を受けなければなりません。これらの条件

を赦していただくことによって、信徒は自分の罪の重荷から

は必要ですが、十分ではありません。

解放されます。ふさわしい姿勢で聖餐に与ることにより、信

サクラメントを受けることは、神様との永遠の交わりに入る

徒の希望を強め、再生を通していただいた神様の命に、栄養

機会を与えてくれますが、最終的に神様と交われることを保

を与えることができるのです。

証するものではありません。私たちは、イエス様の再臨に向

それだけでなく、礼拝に参加することで、信徒は御国で聖徒

けてしっかり準備しなければなりません。この準備とは、神

の交わりの中で生きるための準備をすることになります。礼

様に私たちを聖別していただくことです。私たちが聖霊の働

拝に来ることで、信徒は自分が神様との関係を重視している

きに身を委ねるならば、聖霊は私たちを清め、罪に抵抗する

ことを示しています。神様を賛美したい、神様とコミュニケー

力を与え、神様から引き離すものを放棄するよう教えてくだ

ションをとりたい、神様と一緒にいたいという気持ちが強く

さいます。

なり、気がつけば、普通なら関わることのなかった人たちと

ですから、新使徒教会の信徒は、この地上から逃れるためだ

一緒になっています。

けに主の再臨を待つのではありません。自分たちの地上での

さらに、兄弟姉妹と出会うことで、他人に関心を持ち、喜び

存在を、歩むことを宣告された悲しみの谷とは必ずしも考え

や悲しみを共有する機会を得ることができます。そして、誰

ていません。私たちは神様と共に永遠に生きることを望んで

もが完全ではないわけですから、教会生活では、信徒は互い

います。新使徒教会の信徒にとって、地上での生活は、神様

に赦し合い、和解し、違いを克服できるようになります。

との永遠の交わりのために、喜びの時も苦しみの時も自らを
準備するために、神様が与えてくださる恵みの時なのです。

信徒は教会に来ると、あることを認識します。それは、神様

新使徒教会の信徒にとって、第一の復活は逃避ではなく、完

がその場にいる全員に同じことを伝えておられる、というこ

成なのです !

とです。神様は、同じ言葉を使って、全く異なる状況にある
信徒を強めてくださいます。このシンプルな観察は、福音を

Q：これが、人々との関係と、どう関連しているのでしょうか。

伝えることの力と効果を予感させるものです。共に声を出し

Ａ：新約聖書では、天来の命が隣人愛と不可分に結びついて

て「私たちの罪をお赦しください」と祈ることで、信者は皆、

いることがはっきりと述べられています。イエス様は、神へ

例外なく恵みを必要としていることを公に告白するのです。

の愛と同じくらい、隣人への愛を重視しておられます。教会

Q：また、この交わりという考え方によって、オンライン礼拝

が一つになることを祈る一方で、弟子たちに互いに愛し合う
こと、そして仕え合うことを促しておられます。使徒パウロは、

でのサクラメント執行の取り扱いにも影響します。

ローマの信徒への手紙 12 章 4，5 節で、キリストの体にたと

Ａ：聖餐を受けることは、主の再臨に備えるために必要不可

えています。その体を構成しているものは、キリストと密接

欠なことです。聖餐がもたらす救いの効果は、聖別されたホ
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ストを受け取ることだけではなく、聖餐の執行全体を通して

のインパクトはありません。交わりを体験することは、花嫁

得られるものです。聖餐は、明らかに交わりの食事でもあり

の準備に欠かせないものです。同様に、司祭職と会衆のいな

ます。つまり、キリストと信徒の交わりであると同時に、信

いところで聖別されたウエハースを受け取ることは、会衆の

徒同士の交わりでもあります。これらの効果は、
聖餐において、

中で主の晩餐を祝うことと同じ救いの効果を持つことはでき

信徒が使徒または使徒から委託された教役者の手から、会衆

ません。

の前で正式に聖別されたウエハースを受け取る時に現れます。

以上の理由で、私はすべての新使徒教会員に、礼拝への直接

主は、聖餐を制定される時に、パンを裂いて使徒たちに与え

出席を―再び可能になり次第できるだけ早く―継続して

さかずき

られました。ぶどう酒の入った杯を渡して、それを分け合う

いただくよう勧めます。もちろん、多くの人にとってそれが

ように言われました。こんにちでは、司祭職が聖別されたウ

不可能であることは承知しています。私は、病気や高齢の

エハースを信徒に施与します。しかし、
主の晩餐を共に祝う時、

ために地元の教会の礼拝に出席できない多くの兄弟姉妹がい

主が他のすべての人々を同じように歓迎し、同じ愛を証しし、

らっしゃることを知っています。神様はこのような方々に、

私たちにくださるものと全く同じものをお与えになることを、

必ず配慮してくださいます。お互いに祈り合いましょう !

私たちが各々見ることができます。これを見ることが、子羊
の婚宴のための、素晴らしい準備になるのです。

今年の第 1 回教区使徒会議の 2 つ目の重要な議題は、女性の

パンデミックによって、信者が説教を聞き、罪の赦しに与れ

聖職者化をテーマにした議論でした。新使徒教会はこのプロ

るために、新しい方法を見つけなければなりませんでした。

セスの中でどのような立場にあるのか、すでにどのような決

バーチャルな礼拝には多くの利点があることは間違いありま

定がなされているのか、そして今後どのように議論を続けて

せんが、直接顔を会わせることによる礼拝と同じような救い

いくのか。これらの質問に対する答えは、次号に掲載予定です。

無から新しいものを ― 聖霊の導き
創造主としての聖霊―2021 年のペンテコステ礼拝で、ジャン＝ルーク・シュナイダー主使徒が注
目したのはこの点でした。「聖霊は、それまで何もなかったところに新しいものを創造することがで
きます。私たちは、聖霊に導いていただきましょう」。スイスのゼーバッハで行われた礼拝は、衛星
とインターネットを経由して世界中に配信されました。
基調聖句：ローマの信徒への手紙 8 章 14 節

知っており、聖書朗読でもあったように、神様は私たちの願

神の霊に導かれる者は、誰でも神の子なのです。

いや考えを超えて、非常に豊かに物事をなさることを知って

朗読聖句：

は私の理解を超越したところのものをお出来になります。神

ヨエル書 3 章 1 ～ 2 節及びエフェソの信徒への手紙 3 章 14 ～ 21 節

様に制約がありません。そして、その愛は私たちの想像をは

いるからです。それが私たちの信仰であり、確信です。神様

るかに超える力を持っています。その愛の力をどのようにし
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、先ほど申し上げたように、私た

て体験することができるのでしょうか。聖書朗読にもあった

ちはもう一度、このペンテコステを通常の方法でお祝いする

ように、「私たちの内に働く力によって」です。神は愛であ

ことができません。正直なところ、昨年はこのような形でま

り、私たちの救いのために働いておられ、私たちの中で働い

たペンテコステを祝うとは想像できませんでした。そして今

てくださいます。確かにペンテコステの日、聖霊なる神様は

年は、世界で、教会で、個人の生活で、説明できないような

ご自身の存在と力を非常に印象的な方法でお示しになりまし

ことがたくさん起こりました。準備もしていなかったし、全

た。弟子たちや人々は、力強い風の音を聞きました。弟子た

く予想外のことばかりで、なぜ神様はこのようなことをすべ

ちや人々は、力強い風の音を聞き、舌のような火柱を見まし

てお許しになるのかと思っています。正直に言うと、兄弟姉

た。そして突然、外国語で話すことができるようになりました。

妹の皆さん、私たちにも、私にも、誰にもわかりません。神

それは力の証しでした。その後も、人々が聖霊の賜物を受け

様を理解することはできません。なぜなら、私たちは神様を

るたびに、力のもたらす現れや、聖霊の臨在を示すしるしが
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私たちの救いは、イエス・キリストの似姿に変えられていく
ことです。イエス様のようになりたい―それが私たちの目
標です。それこそが私たちが待ち望んでいる救いなのです。
イエス様には罪がありませんでした。心はいつも平和でした。
暴力によらず、すべてを克服されました。何が起ころうと、
いつもご自身の運命をご自身で決めておられました。イエス
様の愛は完全でした。兄弟姉妹の皆さん、これが私たちの目
標なのです。私たちの愛も完全となるように、どんなことが
あっても自分の運命を自分で決められるように、キリストの
似姿に変わりたいと思います。暴力によらず悪に打ち勝つた
めに、心の中が完全に平和となるために、キリストの似姿に

ありました。しかし、このような印象的なしるしは、ある一

変わりたいと思います。

定の期間しか続きませんでした。人にわかりやすくするため
に、聖霊なる神様がここで働いてくださいます。

力の御霊
私たちの救いは逃避ではなく、完成です。私たちは、自分が

働きの変化

なりたいものになりたいです。そしてこれこそまさに、聖霊

しかし、聖霊はますます別の方法で働かれるようになりまし

による御業だったのです。聖霊は私たちの内において働き、

た。洗礼と御霊の証印に与った人々の魂と心の中で働かれた

私たちをこの似姿に変えてくださいます。聖霊は、創造の御

のです。そして同じ方法で、今私たちのために私たちの内に

霊です。聖霊なる神は、新しい創造の創造主です。そして私

おいて働いてくださるのです。聖霊は私たちの内において救

たちは、水と聖霊によるバプテスマによって再び生まれ、新

いのために働いてくださいます。聖霊が働いてくだされば、

しい被造物なりました。聖霊による偉大な業です。私たちの

私たちの行動が変わりますから、そこで聖霊の働きを一部見

内に全く新しい、キリストにある新しい被造物を造ってくだ

ることができます。そして、教会で聖霊が働いておられるこ

さいました。聖霊は、力の御霊です。聖霊の賜物によって、

ともわかります。信徒の行動が変わるからです。しかし、も

私たちはキリストに似た者となることができるようになりま

う一つの働きは見えません。聖霊は私たちを清め、聖別して

した。私たちはこの変貌する力をいただきました。私たちが

くださいます。この清めの働きを、私たちは見ることができ

受けた聖霊の賜物は、皆さんがそれを達成できることの保証

ませんが、神様だけは見ることができます。しかし、私たち

なのです。間違いありません。御霊の証印に与った人は皆、

は、神様が自分の内において強力に働いてくださることを、

キリストの似姿になる能力を持っているのです。聖霊は、力

信頼することができます。聖霊は、私たちに救いを与えよう

の御霊です。しかし、聖霊はこの力を柔軟な方法でお使いに

としておられるからです。多くの人がキリスト教の信仰に賛

なります。強制なさいません。私たちを導いてあげたい、た

同しないことを、私たちは知っています。この救いの概念に

だその御心です。
「これをしなさい」
「あれをしなさい」「これ

賛同できないというわけです。あなたは周囲の人たちに教会

をやってはならない」とは仰せになりますが、実際にそうす

に留まってほしいと思うから、
「あなたには救いが必要です」

るかどうかは、完全に私たちの自由です。聖霊は力の御霊で

と相手に説明します。さらにこう言います。
「この地上での人

すが、柔軟なお方です。誰に対しても強制なさらず、ひたす

生はひどいもので、苦しみ以外の何ものでもない。地上なん

らお導きになります。

か、悲しみの谷でしかない。一刻も早くそこから逃げ出さな
ければならない。そして、この悲しみの谷から逃れるために

動きの御霊

教会に来るのだ。
」あるいは「自分はとても悪い人間だから、

聖霊は、動きの御霊でもあります。私たちが前進することを

罰を受けなければならないし、罰を受けることになるだろう。

望んでおられます。繰り返しになりますが、聖霊は私たちに

この罰から逃れる唯一の方法は、信仰を持つことだ」という

強制なさらず、きっかけを、動機を与えてくださいます。イ

人たちもいると聞きます。兄弟姉妹の皆さん、それは私たち

エス・キリストの栄光を明らかにしてくださいます。神様の

の考える救いでは断じてありません。 私たちは、まったく違

愛を明らかにしてくださいます。神様の群れ、神様の交わり

う救いを切望しているのです。キリストは私たちの未来です。

の中にいたいという願望を、私たちの内に生み出してくださ
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ただくならば、私たちはこの創造の御業に貢献することもで
きるのです。もし私たちが本当に聖霊に導かれるならば、私
たちはすべての違いを克服できるでしょう。赦すことができ、
和解することができます。私たちは、強い者も弱い者も一つ
になることができるでしょう。お互いに愛し合い、仕え合う
ことができるようになるでしょう。ですから、まだ存在して
いないからといって落胆しないでください。教会は完成へと
導かれ、イエス様がお望みの通りになります。聖霊に導かれて、
この創造の業に貢献し、私たちの御旨にかなう素晴らしい教
会を築き上げることができます。聖霊はご自身の力で、今ま
で知られていない新しいものを創造することができます。

います。聖霊は、私たちに未来が待っていることを教えてく
ださいます。そして、動くよう、前進するよう、私たちに促

この数ヶ月の間に、様々なことが起こったことをお伝えしま

されます。聖霊は、キリストがどのように臨在されるかを明

した。大切な人が亡くなったり、重い病気になったり、私生

らかにされます。そして「あなたは変わらなければならない、

活で予想外の変化があったり、あるいはパンデミックのため

立ち止まってはいけない」
とお仰せになります。
「あなたはもっ

に、人生が完全に変わってしまった兄弟姉妹がたくさんいる

ともっと良いことをしなければならないし、あなたにはそれ

ことを私は知っています。そして今、彼らは予想だにしてい

をすることができる。あなたはまだイエスに近づいていない。

なかった全く新しい状況に置かれています。多くの人が、何

前に進み、動きなさい。止まってはいけない」と仰せになり

をしていいのかわからず、途方に暮れています。聖霊の力を

ます。聖霊は、動きの御霊なのです。創造の御霊、力の御霊、

信じてください。たとえそれが全く新しい状況であっても、

動きの御霊であられる聖霊に導いていただいてください。聖

全く未知の状況であっても、聖霊は皆さんが祝福され、慰め

霊の鼓舞されることに従いましょう。聖霊から命じられたこ

られる道を作ってくださいます。皆さんを祝福し、皆さんに

とを実行すれば、イエス様のようになれます。これは間違い

平安と喜びを与えるための方法と手段を見つけてくださいま

ありません。聖霊の力をもってすれば、それができるのです。

す。この新しい状況は、皆さんを救いキリストの似姿に変貌
させるのを、妨げるものではありません。創造主である聖霊

創造の御霊

の力を信頼してください。必ず実現してくださいます。

先ほど申し上げたように、聖霊なる神は、新しい被造物の創

また、他の多くの兄弟姉妹が悲しんでいることも知っていま

造者です。そこで、聖霊のこの面について少し申し上げたい

す。何一つ変わらないからです。非常に困難な状況に置かれ

と思います。創造者とはどういうことでしょうか。聖霊は、

ている人々のことを思い出しています。彼らは、暴力や犯罪

今まで存在しなかったものを存在なさしめます。創造者は、

など、ヨーロッパで暮らす私たちには想像もつかないような

今まで知られていなかった全く新しいものを、無から創り出

状況に対処しなければならないのです。少しでも平和に、少

すことができます。この方法で、神様は被造物、この世を、

しでも不安がなくなるような変化を強く望んでいます。しか

無から創造されたのです。これを、
理解することは不可能です。

し、まったく何も変わっていません。私は、兄弟姉妹の皆さ

人間にとって、無から何かを生み出すことは、不可能のです。

んの状況を知っていますし、皆さんの苦しみを共有していま

何もないところから何かを創造して、それが存在する、全く

す。しかし、私は皆さんにお勧めします。創造主の力を信じ

新しいものですが、存在するのです。聖霊は、キリストの花

てください。創造主は環境によって働きが制限されることは

嫁という全く新しいものを創造されるのです。聖霊は教会を

ありません。この最悪の状況でも、たとえ何も変わらなくて

設立されました。そしてその教会を完成に導きたいと考えて

も、皆さんを救うことができるのです。最悪の状況であっても、

おられます。キリストの御国に入る人々は、キリストのよう

救われ、祝福され、平和と喜びを得るための方法を創造する

になります。そして今見ている私たちの目で見ても、それは

ことができるのです。どうか、聖霊に鼓舞され、聖霊に慰め

存在しないことになります。
「そんなことはあり得ない、あな

ていただいてください。

た方は夢想家だ。教会を見てみなさい、
教会員たちを見なさい。
皆、決して完璧ではありません !」―しかし、創造主である

また、ひたすら教会の環境改善を願ってきた兄弟姉妹のこと

聖霊を信じましょう ! そして、もし私たちが聖霊に導いてい

も、私の思いにあります。きちんとした教会の建物がほしい。
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さいます。こう申し上げると、不安に思う人がいることも知っ
ています。
「彼らは、教会で革命を起こそうとしている」とこ
の考えに満足しません。しかしこの考えは、危険なものではな
いのです。私たちは聖霊に鼓舞されており、聖霊に従おうと
思っているのです。確かに、聖霊は以前には存在しなかった新
しいものを創造なさいます。しかし、忘れてはならないのは、
聖霊は父と御子と一体であるということです。聖霊はご自分の
ことを語ることはなさいません。御子イエス・キリストの教え
を私たちにお伝えになります。そして、聖霊は常にイエス・キ
リストから与えられた枠組みの中で働かれます。イエス・キリ
ストの教えである福音という枠組みの中で、イエス・キリスト

壁があって、屋根があって、ベンチがあって、トイレがあっ

によって設立された教会という枠組みの中で、イエス・キリス

て…。あるいは、音楽演奏のための楽器が夢かもしれません。

トによって与えられたサクラメントと使徒職を通して働かれ

そして、何年も何年もそれを願い続けても、何一つ変わりま

ます。聖霊は、ご自身だけのものを創造することはなさいませ

せん。そして、各会衆がごく一般的な教会を持つのに、何年

ん。聖霊は父と御子と一つです。聖霊に導いていただきましょ

何十年もかかることはわかっています。皆さんが失望してい

う。この聖霊が、教会を完成へと導き、完全な一致へと導いて

ることも分かっています。時には、不満や戸惑いを感じるこ

くださるのです。

ともあるでしょう。しかし、何十年もかかることは、現実な
のです。しかし、忘れてはならないのは、聖霊の働きは、今

そして、最後に申し上げたいことがあります。私たちは福音を宣

の現実に制限されないということです。聖霊は、木の下でも

べ伝えながら、御業の完成に貢献することができます。ここで

キリストの花嫁を準備できます。その力は、大きな立派な建

も、存在しないものを私たちが創造できるのです。聖霊に鼓舞

物の中でであろうと、木の下であろうと、全く同じです。皆

していただいている時に、既存のものに制限されることはありま

さんは聖霊に導いていただいてください。そうすれば、聖霊

せん。よく申し上げてきたことですが、私たちは、イエス様のこ

は喜びと平安と救いを与えてくださいます。

とをキリスト教徒としか話せない、と思っていることがあります。
しかし、初代キリスト者たちを思い出してください。彼らが福音

聖霊の導き

を宣べ伝えたのは異邦人とユダヤ人にです。この人々は、神様

もう 1 つの状況について申し上げます。他の国では、新しい

や人生、救いについて、考え方が全く違っていました。私たち

異例の状況に対処しなければなりません。かつては、どの村に

も、聖霊に鼓舞していただきながら、同じようにすればよいの

も多くの会衆がいました。かつては多くの会員がいました。そ

です。神様を信じていない人たちや、信じ方が全く異なる人た

して、それはこれからも続くものであり、教会は成長し、増え

ち、他の信仰や宗教を持っている人たちに福音を伝え、イエス

ていくものと考えていました。
「多くの子供たちがいて、その

様について語ることができます。彼らはキリスト教徒ではない、

子供たちがまた子供を産み、教会はどんどん成長していくだろ

彼らは我々の証しを受け入れないだろう、と決めつけることはで

う」と思っていました。しかし、現実は全く違うものとなりま

きません。聖霊が皆さんを導いてくださいます。ただ、実行して

した。そこで私たちは、懐かしさと悲しい気持ちで過去を振り

ください。受け入れる人もいれば、受け入れない人もいるでしょ

返ります。
「前はたくさんの信徒がいたよね。
」
「青年たちがた

う。しかし、受け入れるかどうかは私たちの問題ではありません。

くさんいたよね。
」その思いは、私にも理解できます !  つらさ

それは神様の問題です。勇気をもって、聖霊に鼓舞していただ

もわかります! そして私は、このような状況に苦しんでいるす

き、すべての人に福音を宣べ伝えようではありませんか。親愛

べての教会員、主任、教役者に伝えたいと思います。皆さんの

なる兄弟姉妹の皆さん、これがこのペンテコステでお伝えするこ

お気持ちはよくわかります。つらさがよくわかります。しかし、

とです。私たちの目標は、イエス・キリストの似姿に変貌するこ

聖霊に鼓舞していただきましょう。聖霊は私たちが前に進め

とです。これが聖霊の働きです。聖霊は私たちを変貌成なさしめ、

るよう促してくださいます。過去にとらわれてはいけません。

私たちの内において働くことを望んでおられます。聖霊は創造の

創造主を信じましょう。創造主は、私たちを祝福し、喜びと平

御霊であり、力の御霊であり、動きの御霊です。聖霊を信頼し、

安を与える新しい方法を創り出してくださいます。聖霊に導い

聖霊に導いていただきましょう。聖霊は、私たちに平安と喜びと

ただいてください。そうすればご自分の働きを成し遂げてくだ

救いを与えるための方法を、必ず見つけてくださいます。
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サクラメント (32)：

パンとぶどう酒とテーブルマナー

聖餐が執り行われる時、会衆は実際、どこに焦点が集まるのでしょうか。キリストとの交わりでしょ
うか。相互の交わりでしょうか。その答えは、信徒が聖餐に集いそれに与る方法に反映されています。
誰の手によって信徒の口に運ばれるか
聖餐を受け取る方法も様々です。まずにパンついてですが、9
世紀までは信徒が自分の手で受け取っていました。
しかし、6 世紀から別の方法が採られ始めました。受け取る
時に、膝をついて舌の上に入れてもらうようになったのです。
西暦 878 年、フランスのルーアンで行われた宗教会議でこの
方法が義務化され、カトリック教会は原則として今もこの方

聖餐を聖別した後、次に何をするのでしょうか。こんにちキ

法で行われます。ただ一方で、受け取り方を選ぶ権利も与え

リスト教各教派において、実際に聖餐を行う方法として、大

られるようになりました。

きく分けて三つの方法が採られています。
■

これら二つの方法が編み出されたのには、それぞれ背景があ

聖餐を受け取りに行く：席を離れ、祭壇に向かい、パン

ります。舌の上に載せてもらうことを擁護する人々は、聖餐

とぶどう酒を受け取ります。新使徒教会はこの方法を採

へのしかるべき敬意を示すことに重きを置いています。それ

用しています。
■

に対して、手で受け取ることを擁護する人々は、自らが自分

信徒が集まる：聖餐を受ける人たちが席を立ち、円また

の口に入れる食事としての特質に重きを置いています。

は半円状に輪を作ります。あるいはテーブルの席に着き
ます。輪を作る方法は、一部のプロテスタント教会やカ

ストローか、スプーンか

トリックが採用し、テーブルの席に着く方法は、特にバ

ぶどう酒を施与する方法は、さらに多岐にわたります。ぶど

プテスト派が採用しています。
■

う酒に与る本来の形態は、聖餐杯とされています。この場合、

信徒の所へ聖餐を持っていく：聖餐を受ける人は着席の

すべての参加者が同じ器から飲みます。必要に応じて、拭い

ままで、聖餐が届けられる方法です。改革派がこの方法

たり少しずらしたりして回し飲みます。

を採用しています。

一方、衛生上の問題もあります。これは新しい話ではありま

神学と実践

せん。個別に器を用意することは、共同の概念と立場を逆に

祭壇まで行って聖餐を受け取る方法の場合、通常は聖餐を施

する解決策です。かつては銀製のストローも使われていまし

与するための聖職者が叙任あるいは任命されています。祭壇

た。カトリック教会では 20 世紀までミサで採用されていまし

まで行って聖餐を受け取るのは一般的に、
「イエス・キリスト

たが、今ではほとんど使われていません。

がこのサクラメントを制定し信徒を招待しておられること」

一方、ウエハースをぶどう酒に入れて、口に入れて施与する

を強調する意図があります。

という、インティンクションという方法は、こんにちでも行

信徒が輪を作る場合と聖餐を信徒の所に運ぶ場合、会衆は頻

われています。正教会ではこれを応用した方法が採用されて

繁にパンとぶどう酒を別の会衆の人に回します。これは集団

います。ウエハースとぶどう酒を混ぜて、それをカタツムリ

だけでなく、万人祭司＊の概念を強調する狙いがあります。

の殻のような形をしたスプーンを使って、参加者の口の中に

聖餐を行う方法については、教派ごとに異なるだけでなく、

入れます。百年以上前、新使徒教会でぶどう酒を垂らしたウ

同じ教派内でも異なる場合があります。これは物理的な問

エハースが導入される前、オランダの一部の会衆で象牙製の

題です。参加者が多ければ多いほど、輪になって集まるこ

フォークが試用されたことがあります。

とは難しくなりますし、テーブルに座って行うのも難しく

（4 月 20 日 nac.today より）

なります。

〔訳者注〕
＊万人祭司…宗教改革においてプロテスタントが強く主張したプロテスタントの根本的な教理の一つである。プロテスタント諸派には「聖職者」との呼称・役割が存在せ
ず、教役者・教職者としての牧師が教会の指導に当たる。（Wikipedia より）
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