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無名の使者
アラムの王の軍司令官であったナアマンは、皮膚病

この僕は、聖書の中ではそれほど重要な人物として

を患っていました。ナアマンは、イスラエルから捕虜

描かれておらず、名前も紹介されていません。ただの

として連れて来た一人の少女から、たまたま預言者

伝令でしかないのです――つまり、無名の使者です。

エリシャのこ

イ エ ス・ キ

とを知りまし

リストは全人

た。エリシャ

類に救いをも

なら自分の皮

た ら し、 罪 か

膚病を治せる

ら助け出そう

ということで

と願っておら

した。多少の

れ ま す。 そ の

誤解があった

た め に、 御 自

にせよ、ナア

分の使者であ

マンはなんと

る使徒を遣わ

かその少女の

しておられる

居所を突き止

の で す。 使 徒

めました。そ

職を担ってい

して、馬や戦車も含め、多くの従者を引き連れて、エ

る人物が重要なのではありません。主の御名と任務に

リシャの家の玄関で立ち止まりました。ナアマンは、

よって来ていることが、
重要なのです。
お遣わしになっ

乗っていた馬車から、期待感を持って、エリシャの家

たお方から託された伝達事項を、
正確に伝えることが、

の玄関を見つめました。ナアマンは、いつかエリシャ

重要なのです。それぞれの環境の中で、救いを得るた

が自分のことを、有名かつ畏れ多い長官として尊敬し

めにしなければならないことを伝えることが、重要な

てくれるだろうと思っていました。ところがエリシャ

のです。
以上が、職務に対する私たちの考え方であります。

にその様子はありませんでした。代わりにエリシャの
僕が、彼の家から出てきて、ナアマンの乗っている馬

使徒職は私たちにとって聖なるものであります。なぜ

車に近づき、皮膚病を治すのにすべき指示を伝達しま

なら使徒職は、人格や個性に依存しないからです。

した。

主使徒の礼拝からの所感
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( アーデ牧者より )

三位一体の神、我らの父
ペンテコステの日、多摩教会と松山教会において、

霊とは、三位一体における第三位格の神であるだけで

主使徒のメッセージを聞くことができました。その中

なく、人を動かして新しい始まりへと促して導く賜物

で、悪と戦うことの大切さを教わりました。神はその

でもあります。

ために必要な道具を私たちに下さいます。道具とは、

ペンテコステは、聖霊が現された日、キリストの教

聖霊の力であります。天のお父様は、この聖霊の力を

会が誕生した日ともされています。私たちは教会で、
聖霊の臨在とその働きによって、改めてペンテコステ

享受するためのチャンスを、今も下さいます。私たち

の喜びを満喫しました。聖霊は私たちを神に近づけて

は、御霊の証印を受けた時に、使徒を通して聖霊とい

下さいます。こうしたお招きを受け入れて、使徒を通

う賜物をいただいたのです。その聖霊が実をつけて下

じてキリスト再臨に備える者たちは、キリストとの親

さるために、誘惑に遭っても神の霊が私たちの心の中

しい交わりを渇望し、隣人と共にペンテコステを喜ぶ

で働けるようにすることは、神の子一人ひとりの務め

のです。

であります。神様は戦うための力も与えて下さいます。

ペンテコステは、父、御子、御霊なる神が最後に御

つまり、私たちが神を信頼し、祈りを通して堅忍不抜

自身を啓示された日であります。このペンテコステに

を貫き、福音書にかかれているようにイエスに似た者

よって、神が三位一体である、ということが、全世界

となるために日々努力する、ということであります。

に明らかにされたのです。毎回、祝祷を以て礼拝を終

ペンテコステの前の日曜日、私たちは、弟子たちが

える時、私たちはこのことを思い起こすのです。イエ

聖霊の注ぎを待ち望んでいた時のことについて教わり

スの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりに与る神の子

ました。
「上からの力」とは聖霊を表しています。聖

たちの群れを求めていきましょう！

( 新使徒教会英語版ホームページ nac.today より )

聖霊が私たちを神に導いて下さる
聖霊の力を確信し、信頼しなさい…。2015 年ペンテコステでは、こう励ましていただきました。聖
霊は、私たちを神へと導く道である――これはジャン = ルーク・シュナイダー主使徒によるメッセー
ジの中で最も中心となる部分であります。
「神は真実な方です。あなたがたを耐えられないよ

聖霊の働き

うな試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、そ

主使徒は聖霊の力とその働きについて解説をしまし

れに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださ

たが、その概要は以下のとおりです：

います。」シュナイダー主使徒は、ザンビアのルサカ

•

キリストの教会において福音が宣べ伝えられて

で行われたペンテコステ礼拝で、特にコリントの信徒

いるときには、必ず聖霊が臨在し、活動してお

への手紙一 10 章 13 節のこの部分を強調し、過去の

られます。聖霊はこうお召しになります「神の

ペンテコステメッセージと同程度に重要な位置づけを

ところに来なさい。
」主使徒はこう述べました「心

しました。

配しないで。聖霊の力を信じなさい。千年の平

主使徒はこう述べています「神は真実なお方であり、

和王国が終わるまでに、良きおとずれつまり福

私たちがどのような苦難に遭っても、必ず逃れる道が

音を、すべての人が聞くことになります。」

用意されていることを、約束して下さいます。逃れ道

•

聖霊の力は、バプテスマに与った者たちを、キ

とは、教会における聖霊の臨在とその働きでありま

リストの教会へと呼び寄せ、罪と戦うための力

す。
」

を彼らに与えます。さらに主使徒は次のように
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言いました「信仰に忠実なキリスト教徒は、そ

の一人ひとりが悪しき者の奴隷にならず、悪し
き者と戦うために必要な力を授かるという喜び
を享受できます。
」
• 「聖霊の力を十分に発揮するのは、使徒職を通し
てであります。イエス様は、御自分の花嫁とす
るための選ばれた魂を召し出すために、使徒職
をお遣わしになりました。キリストの花嫁とな
るために神から選ばれたすべての者たちは、使
徒職によって召され、使徒職から御霊の証印を
受け、準備が整うのです。
」
•

聖霊の力は、聖餐を通しても体験することがで
きます。神の子が聖餐に与ると、聖霊を通して

神は皆さんを愛しておられますよ。私も皆さんを愛し

イエス様が御自身を現されます。このキリスト

ております。あなたがどのような方であろうと、私は

にある喜びは、会衆の大小に関係なく、すべて

あなたを愛しております』と告げることができる、と

の教会で体験します。

いうことです。
」
主使徒はさらに次のように述べました「花嫁はキリ

花嫁の会衆はどう応えるべきか

ストを愛します。信仰に忠実な者たちは、キリストと

聖霊からのお召しに、私たちは応える必要がありま
す。主使徒は次のように述べております「キリストの

の親しい交わりを渇望します。
花嫁がまず望むことは、

花嫁たちは、聖霊に満ちています。つまりキリストの

イエスと一緒にいられることです。ですから祈りを通

花嫁はすべての人に向けて
『ありのままで来て下さい。

して『どうか来て下さい !』と嘆願するのです。」

( 新使徒教会英語版ホームページ nac.today より )

主にある喜びは我らの力
人生がいつも喜びに満ちているとは限りません。悲しい時もあります。今回は、「キリストにあって
喜ぼう」という今年の標語について、ブラジル・ボリビア担当のエドゥアルド・モンテス・デ・オカ・
ダイキ教区使徒が、論じております。
しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなたた

ユダがペルシャ帝国の一部となっていた頃、ネヘミ
しゃく

しかし、
ヤは国王の酒の酌をする仕事をしていました。

ちの力の源である」( ネヘミヤ 8:10)。

エルサレムの町が荒廃してしまったことを知り、涙を

主使徒は、私たちが信仰に常に立脚し、成長できる

流し、元気をなくしていました。ネヘミヤが悲しむ様

ように、2015 年の標語によって、私たちを励まして

子を知った国王は、ネヘミヤを総督としてエルサレム

下さいます。

への派遣を許可し、町の再興を命じました。

私たちの中には、このネヘミヤのように、深い悲し

ネヘミヤは、エルサレムに着くと、その日の夜に極

みに遭っている人がいるかもしれません。しかし絶対

秘に町を調査し、復興計画を立てました。この計画は

にあきらめないようにしましょう。私たちは、自分の

多くの技術と並々ならぬ熱意によって実行され、城壁

魂への働きかけや、自分の魂の構築を継続しなければ

の修復や再建はわずか五十二日で終了しました。とは

ならないのです。私たちは様々な力の源を引き出した

いえ、たやすい事業ではありませんでした。城壁の修

り、主から力の源をいただいたりすることができるの

復に当たる一方で、脅威となっていた近隣の敵国から

です。この力の源から、必要なものをすべて獲得した

の防御にも従事していたのです ( ネヘミヤ 4:17)。ネ

り、喜びを再び自分の魂に呼び込めるようにしたりで

ヘミヤはこうした人々を励まし、こう告げました「悲

きるのです。私たちは次のようなことを実行すること
3

によって、喜びを見出すことができます。

•

•

私たちは皆、必ずこうした力の源を引き出し、この

礼拝で聞く御言葉と、それを信仰の心で受け入

力の源から必要な強さを得ることができます。そして、

れること
•

罪の赦しと、それを信仰によって掴み取ること

•

自覚を持って聖餐に加わること

熱心に祈ること

永遠の目標へと自信を持って歩み続けることができる
のです。

( 新使徒教会英語版ホームページ nac.today より )

体験を共有する
祭壇から宣べ伝えられることと、実際に体験することには、しばしば大きな食い違いがあります。
このような事態をどう対処すべきでしょうか。この問いの答えを、主使徒は最近の礼拝の中で示して
下さいました。さらに主使徒は、義を行うこと――自分のためだけでなく――の重要性を明らかにし
ております。
2015 年 5 月 17 日にドイツ中央部の都市エアフル

らすために、私たちを選んで下さったのです。成長し

トで行われた礼拝には、約 3,300 名が出席しました。

てキリストに似た者となれるように、ほかの人ではな

この日の中心行事は、中央ドイツ青年大会でした。主

く私たちをお選びになったのです。
」

使徒は基調聖句として、使徒言行録 22 章 14-15 節を
引用しました「アナニアは言いました。『わたしたち

道、目標、訓練

の先祖の神が、あなたをお選びになった。それは、御

さらに主使徒はこう述べました「この目標に至る道

心を悟らせ、あの正しい方に会わせて、その口からの

をお造りになったのも、御旨であります。この道は、

声を聞かせるためです。あなたは、見聞きしたことに

信仰、再生、聖餐、服従という道であります。この道

ついて、すべての人に対してその方の証人となる者だ

は、私たちが造ったわけではありません。主が御自分

からです。』」

でお造りになったのです。私たちが御旨について知っ
ておくべき三つ目の側面があります。神が私たちに下

恵みを得るに値する者は誰一人いない

さるものを、神はほかの人々にも与えてほしいと願っ

主使徒は、使徒パウロを例に挙げて、次のように述

ておられます。人々に福音を伝えることは、一人ひと

べました「神様が皆さんをお選びになったのです。こ

りのキリスト教徒に召されていることであります。神

の選びは恵みの表れです。恵みを得る資格は、私たち

による救いの御計画を補佐することは、すべてのキリ

にありません。
」さらに次のように続けました「私た

スト教徒に召されていることであります。私たちには

ちはたまたまキリスト教徒になったわけではありませ

未来があります。平和の御国において、これまでこの

ん。神がよくお考えになり、特別に私たちを選んで下

世に生を受けたすべての人類に、私たちが福音を宣べ

さったのです。皆さんがここにいるのは、お父さんお

伝えるのです。
」

母さんがこの教会に所属していたからではありませ

「未来においてこの召命に与り、この業を行えるよ

ん。皆さんがキリスト教徒なのは、なにも皆さんがド

うになるためには、訓練が必要です。主を見聞きでき

イツやポーランドで生まれたからではないのです。皆

るようにならなくてはいけません。人々は、ありとあ

さん一人ひとりが、神によって選ばれているのです。

らゆることを、愛の神にやってほしいと思っていま

神様が皆さんを特別にお選びになったのは、皆さんが

す。ところが、聖霊から学ぶことが増えれば増えるほ

他でもない、皆さんだからなのです！」

ど、神の愛がわかってきます。主イエスによる救いの

「神様は、すでに私たちに益となるような決断をし

働きを通して、
神の愛を知ることができます。それは、

て下さいました。しかし私たちには、自分の好きなよ
うにものごとをする自由があります。神の選びを受け

犠牲の業であり、復活であり、約束であります。これ

入れることも受け入れないこともできます。どちらか

らはまさに、イエスの愛を表現しています。」そこで、

を決めることができるのです。
しかし決めるためには、

私たちの隣人――もしかしたらその隣人は、猫背で

そもそも神の選びがどういうことなのかを知る必要が

あったり変わった人であったりするかもしれません―

あります。私たちが選ばれたのは、私たちが神の御旨

―を見かけた時に、私たちに何がわかるでしょうか。

を行うためであります。神様は、私たちに救いをもた

4

主の働きがわかるのです！

(Unsere Familie. Vol. 75 No. 4 Feb. 20, 2015 より )

神は卑しめられた人たちの真ん中に留まられる (2)
( 前号より )

が完成させて下さることを、確信しているからです。

神は「苦しめられた」人たちと共に働きたいと思っ

苦しめられた民は、神の働きを体験できます。神の

ておられます。苦しめられた人たちは、自分たちに

働きを、その回数や、この世に与える影響で評価す

恵みが必要であることを自覚しているからです。私

ることはできません。この世においてキリスト教の

たちには徳がありません。自分の力で何も創り出す

規模が縮小しつつあるとしても、私たちは失望しま

ことはできないのです。私たちは自分が救われるた

せん。神は御自分の計画を進めるために、少数の人

めなら、何でもできます。私たちは神の憐れみに縋

しか必要としておられないのです。

すが

るしかありません。霊的に苦しんでおり、神の憐れ

繰り返し恵みを体験すると、神が私たちの真ん中に

みに頼るしかありません。ですからへりくだり、隣

おられること、私たちを忘れておられないことを知

人をいつでも赦そうと心がけるのです。なぜなら「自

ると、神の業が継続していること、完成に向かって

分に恵みが必要である」ことを自覚しているからで

御業が進められているのを知ると、失望したり、力

す。また恵みを体験できることに感謝します。私た

なく手を垂れたりする理由など無くなります。祈り

ちも「苦しめられた民」となりましょう。私たちは

を止める理由もありません。

皆、神の憐れみにすがっているのです。あまりに小

統計を見ると、これ以上祈っても無駄だと思うか

さな者であるために、神の愛を図り知ることができ

もしれません。しかし皆さんが神を体験するたびに、

ないことを自覚している、苦しめられた民となりた

神に祈る理由も、感謝する理由もあります。憐れみ

いと思います。人はいつも、神を図り知ろうとします。

を必要としていることを自覚しているなら、常に祈

あるいは神のところに行って、「あなたはなぜそんな

る必要があることはわかります。神が完成させて下

ことをなさるのですか」などと神に説明を求めます。

さることを自覚しているなら、「主よ、自分もそれに

そのようなことはすべきではありません。兄弟姉妹

加えて下さい」と祈ります。皆さんは隣人のために

の皆さん、私たちは苦しめられた民であり続けましょ

も祈ります。主よ、私の隣人をお救い下さい。彼ら

う。神を図り知ることなどできないのです。神はあ

を忘れないで下さい」と祈るのです。皆さんは御業

まりに偉大なお方、崇高のお方であるためです。ひ

の完成を求めて祈ります。勇気と忍耐を失ってはい

たすら神を信頼するのです。神についての解明など

けません。力なく手を垂れてはならないのです。皆

しなくても、神のなさることなさらないことにいち

さんは主にあって喜ぶことができますし、確信があ

いち理由を知ろうとしなくても、神を信頼します。

るわけですから、働き続けます。決して倦 むことな

これこそ霊的に苦しめられた民のあるべき姿勢であ

く奉仕します。「愛をもって働こう」というスローガ

ります。神無しでは、存在し得ないのです。神無し

ンを忘れないで下さい。力なく手を垂れてはならな

では、救いに与ることはできないのです。神から遠

いのです。

う

のいていれば、喜ぶことができません。神と通じて

最後に、もう一つ申し上げたいと思います。力なく

いることで、喜ぶことができます。神から遠く離れ

手を垂れず、献金を引き続き捧げる、ということです。

たこの世にいるのはつらいことです。ある女性と恋
愛関係にある男性のように、その男女が離ればなれ
になることは、男性にとってつらいことです。でき
るだけ早く彼女に会いたいと思います。このように、
私たちが神と離れていることは、良くないのです。
苦しめられ、卑しめられた民であっても、うれしい
ことはあり、恐れる必要はない、と預言者ゼファニ
ヤは述べています。神の恵みに与れること、神の御
臨在に与れること、そして神が完成させて下さると
う確信によって、喜ぶことができるのです。私たち
は確信を持って未来を見据えることができます。神
5

これは、教会の収入を増やそうということではあり

とは思いません。和解の手を力なく垂れようとは思

ません。神との関係に関わることです。

いません。和解の手は、隣人とうまくやっていくこ

気持ちが偶像のようなものに向けば、ふさわしい

とに苦痛を感じてしまうと、弱くなり、効果を発揮

姿勢で献金しなくなり、神に喜ばれません。献金に

しません。私たちに腹を立てている人が、私たちを

ついての正しい理解がなければ、「どうして献金しな

赦そうとは思いません。このことについても、神は

ければいけないのか。献金しても無意味ではないか。

私たち一人ひとりに「和解の手を弱めてはならない」

どこに祝福があるというのか。生活だって苦しいの

と告げておられます。何度もがんばってみましょう。

に」と感じるようになります。しかし、もし神を体

そうすれば主は皆さんと共にいて下さいます。そう

験していれば、恵みの壮大さがわかっていれば、感

していくうちに、ついには雪解けとなって、隣人も

謝の気持ちで献金できます。神の働きを理解し、神

和解しようとする気持ちになってくれるでしょう。

がなさろうとしていることを認識し、喫緊の課題、

あきらめることなく和解に努めましょう。私たちは

すなわち救いの御計画における次なる段階のための

何度も何度も赦し、和解しようとする気持ちを持っ
ていたいものです。簡単なことでないということは、

備えを自覚し、自分もそれに関わりたいと思うなら

私個人の体験からも感じます。しかし神様に強めて

ば、犠牲を捧げます。

いただくならば、神の子なら誰でもできます。和解

私たちがこの世にいる限り、新使徒教会には、与え

を五十回試みてうまくいかなければ、五十一回目を

られている任務を果たすための資源が必要です。こ

試みます。

れも献金する理由です。教会の中で行われているこ
とを知っている人たちは、それに与りたいと思って

レナート ･R･ コルプ教区使徒

いるのです。すなわち、神が救いの御計画における

私たちは自分自身を哀れに感じる必要がありませ

次の段階を準備しておられる、ということです。

ん。なぜなら私たちは「卑しめられた民」であり、

私たちは自分たちの主なるお方に感謝し、自分たち

神のお考えと自分たちとが異なることを理解してい

がいかに祝福を頼りとしているかをお示ししたいと

るからです。

思います。このことはノルウェーに限ったことでは
なく、全世界あらゆる地域で実行したい事柄であり

ベルント・コーベルシュタイン教区使徒

ます。私たちは小さいものであり、苦しめられた民

「力なく手を垂れるな」――お互いに手を伸ばして、

であります。この苦しみの中にあって、神は私たち

ホーム

天の故郷に到達するまで、助け合いましょう。

を祝福して下さるのです。この霊的な貧困状態に置
かれることによって、神を見出し、悟ることができ

ヴィルヘルム・ホイヤー使徒

るのです。神は御自身がお始めになったことを、完

神の御子はきっと、今でも時々、礼拝堂の一番の後

成されます。ですから私たちも倦むことなく祈り、

ろの席に座っておられるのではないでしょうか。そ

神に仕え、献金を捧げます。そうすることによって、

の席近くにある献金箱に、私たちは静かに献金を捧

主がおいでになった時に、私たちは一緒に御国に引

げます。あの貧しいやもめのように。

き上げていただけるのです。
愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは苦しめられた
民ですから、けさも恵みが必要であることを自覚し
ます。「あなたは私がやってあげたことをわかってお

まとめ

られますか。あなたのためにどんな犠牲を払ったか、
わかっていますか」などと言うために、神のところ

•

に来たのではありません。謙虚な姿勢で主イエスの

苦しめられ、卑しめられた民は喜ぶことが
できます。

もう

ところに詣でて、「恵みに与れますように。あなたの
恵みがなければ、私は路頭に迷います。」と申し上げ

•

神は彼らに恵みをお与えになります。

るのです。私たちは謙虚な姿勢で主に詣でたいと思

•

民は神の御臨在を体験しています。

•

神は彼らと共に、救いの御計画を実行され

います。
私たちは親愛なる神を何度となく体験し、神の御計
画も知っております。ですから力なく手を垂れよう

ます。
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神への信頼はキリストにある喜びを創り出す
「キリストにある喜び」は、実現すべき事柄だけではありません。人生においては、答えが出そうに
ない疑問が生じることもあります。ノルベルト・カルロス・パッスーニ教区使徒は預言者ハバククの
足跡を追い、その答えを試みています。
なぜ邪悪な者たちを使って義なる者たちを罰しようと
なさるのかを、神に尋ねます。神による一連の行動に
よって、多くの疑問を持ち、困惑したからであります。
神への信頼
ハバクク書 2 章で、神はハバククに御自分を全面的
に信頼してほしいと説き、
こうまとめておられます「し
かし義人はその信仰によって生きる」
（4 節口語訳）。

主使徒による年初の言葉は、ハバクク書から引用さ
れたものであります。この預言書では、キリストの花

「信仰」とは忠誠心と強い信頼を意味します。このこ

嫁が持つ特有の性質に力点が置かれて書かれていま

とが信じる者たちに示されているのです。この答えは

す。それが主にある喜びであります。

神の最初の御心と一致しませんが、これは信仰生活を
導く原理であり、大きな可能性をもたらすものであり

私はハバククが書いたすべてのことを詳細に読み、

ます。

ハバクク自身や、彼の人生や彼に与えられた任務につ

預言者ハバククは、この言葉の意味を理解します。

いてより多くのことを知ろうと試みました。ところが
仮説はさておき具体的な事柄について知ることはでき

この答えによって、いわば、神は自分にとってどのよ

ませんでした。ハバククの人物像を窺い知ることので

うなお方なのかを理解したのです。

きるような記述さえ見つからなかったのです。そこで
私は「ハバククの考え方が基本的に彼と同世代の人々

克服するまでの時間

とそう変わらないだろうから、ハバククの人物像を特

そして、ハバククは次のように結んでいます「しか

定したり、彼の個人的な事柄について考えたりする必

し、わたしは主によって喜び…」
。ハバクク書に事実

要は無いのかもしれない」と思うようになりました。

と異なる記述はありません。すべて見たり感じたりし
たことがそのまま書かれています。虚飾も一切ありま
せん。ハバククはいろいろなことを体験したり感じた

ハバククが不法に対して不満を訴える

りしながらも、次のように述べています「しかし、わ

ハバクク書は神と彼との会話で始まります。ハバク

たしは主によって喜び／わが救いの神のゆえに踊る」

クはこう言っています「主よ、わたしが助けを求めて

（ハバクク 3:18）
。

叫んでいるのに／いつまで、あなたは聞いてくださら

預言者ハバククはたくさんのことを克服しました。

ないのか。わたしが、あなたに『不法』と訴えている
のに／あなたは助けてくださらない」
（ハバクク 1:2）
。

主は、彼に時間を与え、自分の価値判断を克服できる

彼は、当時の民衆が絶えず不法と暴力に晒されていた

ようにされました。辛い現実に向き合わなければなら

ことを嘆いています。「いつまで」という問いかけは、

ないことに変わりはありませんでしたが、彼自身の根

自分の力が限界に達したことを表しているのです。問

本が変わったのです。神はハバククに、現実ではな

いかけに答えていただける希望さえも失いつつあった

く、御自身との絆を再確認するようにお勧めになりま

のです。何の変化も無いと思っていたのです。

した。ハバククは神を信頼できたからこそ、本当に喜

神から最初にいただいた答えによって、彼はいっそ

べる要因を見つけることができたのです。私たちがど

う混乱します。神は、カルデア人を使って人々の悪を

のような状況に置かれようとも、私たちはいつも喜ぶ
ことができるのです。

罰する、とお答えになったのです。そこでハバククは、
7
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神は静寂の中で見出すことができる
キリストにおいて喜びを体験するためには、物事を注意して聞くようにしなければならないことが
あります。静寂の中で神に近くにいていただくことによって、喜びを見出すことができます。その喜
びから力を引き出すことができます。ノルトライン・ヴェストファーレン教区のライナー ･ シュトル
ク教区使徒は、2015 年の標語を説明する際に、このことを指摘しております。
主はあなたがたの代わりに戦って下さる
救いの歴史を見ると、神が御自分の僕をお助けにな
る様子を証しする出来事は、無数にあります。その一
つが、エジプトを脱出したイスラエルの民が紅海につ
いた時のことであります。彼らが神の助けや祝福を受
け、エジプトの地に十の疫病がもたらされた直後のこ
とであります。イスラエルの人々は勝ち誇ったように
2015 年の標語は「キリストにある喜び」
であります。

自由に向かって歩みました。神は雲の柱と火の柱を

主使徒は今年の新年礼拝で、ハバクク書 3 章 18 節を

用いて彼らを先導されました。ところがイスラエル

引用しました「しかし、わたしは主によって喜び／わ

の人々にとってほぼ絶望的な状況がおとずれました。

が救いの神のゆえに踊る。
」先日、私はハバクク書を

ファラオの戦車が、紅海沿岸にいる彼らに、追いつこ

じっくり読んでみました。この預言者については、あ

うとしていたのです。

まりよく知られていません。預言書も三つの章しかあ

イスラエルの人々は、どうしたらよいのかわからな

りません。彼は、キリストが活躍される約 700 年前

くなってしまいました。そしてモーセに対して怒りと

の人物とされております。当時、イスラエルの人々は

自暴自棄の感情をあらわにしました。しかしモーセは

すっかり神に背を向けていました。神の掟や聖なる秩

冷静でした。モーセは神だけを見つめて、助けを待ち

ないがし

序を蔑ろにしました。預言者ハバククは、人々を神に

ました。モーセは人々にこう言いました「水が海を覆

立ち返らせる任務を与えられていました。イスラエル

うように／大地は主の栄光の知識で満たされる」( 出

の人々は悔い改めて、神に立ち返る必要があったので

エジプト 14:14)。神は人々を救うため、彼らとエジ

す。

プトとの間にある水域を分けられたのです。
私たちの教会が置かれている状況も難しい時があり

神の御旨や流儀を見出す

ます。この点について議論もされてきましたが、ここ

ハバククにとって、任務の遂行はほぼ不可能でした。
彼は次のように書いています「主よ、わたしが助けを

で詳細を申し上げるつもりはありません。どうかこれ

求めて叫んでいるのに／いつまで、あなたは聞いてく

まで以上に、未来に向かって、祈りの中で、また崇め

ださらないのか。わたしが、あなたに『不法』と訴え

る中で、静かに、神との親近感を求めていきましょう。

ているのに／あなたは助けてくださらない」( ハバク

そして聖霊から鼓動が伝わるのを待ち、それに耳を傾

ク 1:2)。しかし彼はなんとか踏みとどまって、主にあ

けましょう。

る喜びによって、力を得ました。

私は、神が私たちを助けて下さることを確信してい

ハバククはどのようにして力を得たのでしょうか。

ます。私たちが抱えている問題や苦悩、しばしば感じ

それを示唆する記述が 2 章 20 節に書かれています
「し

る脱力感や無力感は、その多くがこのキリストによる

かし、主はその聖なる神殿におられる。全地よ、御前

喜びに変わるでしょう。そして、ただ任務を遂行する

に沈黙せよ。」ハバククは、任務を果たすために、神

ための力だけでなく、愛する人と適切な日常生活を送

殿にある至聖所を詣で、己の欲を抑え、神とつながり

るための力もつけることができるでしょう。

を持ち、祈りを通して神の御旨を見出そうとしました。
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