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 ＜発行にあたって＞ 

 2016 年 3 月末をもちまして、仙台教会の協力牧師を退任いたしました。1993 年より 22 年間、

協力牧師を勤めてまいりましたが、65才を迎えたこのあたりが潮時と考えました。とは言え、私

の教会生活に、何か大きな変化が起きるということではありません。「肩書き」という重荷をひと

つおろし、身軽になって教会の奉仕に励んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 過去 10年の間に週報に書いてきた牧会通信（北四番丁通信）の中から、いくつかを抜粋し、ま

とめてみました。私にとっては「終活」的な意味合いも多少あります。お暇な折にでも目を通し

ていただければ幸いです。     2016年 4月 日本バプテスト仙台基督教会 小林孝男 

 

＜改訂にあたって＞ 

協力牧師は既に退任しましたが、教会員であることを辞めたわけではありません。教会のご奉

仕は感謝して続けています。その中の一つに年二三度担当が回ってくる週報の巻頭言（北四番丁

通信）の執筆があります。短い文章ですが、自分の思いを整理する絶好の機会です。2016 年 4 月

以降の拙文を追加して改訂版といたしました。内容はともかく、執筆のために要した時間を無駄

にしないために、また、記憶力がどんどん衰えていく中、自分が何を思い、何を考え、何をしよ

うとしていたのか思い起こすため、記録として残すことにいたします。     2019 年 8 月 
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めぐみを拾い集める 

2005 年 7 月 24 日 

 

「もったいない」という日本語を、世界に広げようとい

う運動を始めた外国人がいます。環境分野で初のノーベル

平和賞を受賞したケニア副環境相、ワンガリ・マータイさ

ん(64 才)です。彼女は今年の 3 月に国連で演説し、日本語

の「もったいない」を環境保護の合言葉として紹介しました。演説では「『もったいない』は消費

削減（リデュース）、再使用（リユース）、資源再利用（リサイクル）、修理（リペア）の４つの『Ｒ』

を表している」と解説。さらにマータイさんは、「限りある資源を有効に使い、みなで公平に分担

すべきだ。そうすれば、資源をめぐる争いである戦争は起きない」と主張しました。 

私たちの身の回りには、勿体無いことがたくさんあります。ある大手コンビニでは、午後４時

前になると、店員がおにぎりや弁当などの賞味期限をチェックし、期限まで２時間を切った商品

を選び、カゴに移し替えていきます。商品がゴミに変わる瞬間です。翌日には廃棄物として回収

されるのです。 

 このチェーン店では、午前０時、９時、午後４時の３回、賞味期限をチェックします。おにぎ

りやサンドイッチなど期限が１日未満の商品は、期限切れ時間の２時間前に捨てます。パンなど

期限が数日のものは２４時間前、牛乳なら４日前。「お客様が持ち帰った後、消費する時間を考慮

するため」で、商品を賞味期限ぎりぎりまで売ることはないのです。原則としてスーパーのよう

に値引き販売することも認められていません。本当に「もったいない」話です。 

このような勿体無い消費生活にすっかり慣れきってしまっている私たちは、知らず知らずの内

に、神様の恵み、イエス・キリストの恵みをも、勿体無い仕方で捨てているのかもしれないと反

省させられます。私たちは神様の恵みを日々溢れるほど受けています。しかし、恐らくそのこと

に気付かず、パン屑のように、あるいは魚の残りのように、主の恵みを、そのまま投げ捨ててい

ることが多いのでしょう。何と勿体無いことでしょうか。パン屑と魚の残りを丁寧に拾い集める

と 12 の籠いっぱいになったように、私たちが足元にこぼしてしまっている主の恵みを、丁寧に拾

い集めたいものです。それだけで恵みを入れる籠が、いくつも一杯になるはずです。 

 

 

神の恵みを思い起こさせるために 

2007 年 5 月 20 日 

 

この新しい会堂は、神様の恵みをいつも思い起こさせる建

物として、私たちに与えられたものである、と私は考えます。

どんな意味においてでしょうか。もっと資金があれば、あれ
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もやりたい、こんなところも整備したい、ここにはこんな材質のものを使用したい、あそこのス

ペースはもっと広く確保したい、こんな設備もそろえたい、と色々の声がいくらでも出てきそう

な会堂です。その意味では、厳しい言い方をすれば、欠けたところや不完全なところがたくさん

ある会堂です。しかし、それはあたかも私たち一人ひとりを表しているかのようです。私たちは

全く非の打ち所のない人間でしょうか？全く欠けたところのない存在なのでしょうか？自分自身

に十分に満足がいき、完璧で、どこにも問題がなく、完全な人間だから、こうして礼拝に出るこ

とが許され、神様の恵みを得ているのでしょうか？そうではありません。私たちは欠けたところ

や不完全なところや、何よりも罪の汚れを持つ者です。にもかかわらず神様の一方的な恵みによ

って、この場に呼び集められ、礼拝をする群れとされ、仙台教会の形成のために用いられる幸い

を与えられているのです。まさにこの会堂は、そのような神様の恵みを週毎に私たちに思い起こ

させるために、神様が私たちに与えてくださった最良の会堂なのです。 

 毎週、礼拝のためにこの会堂に集い、シミやでこぼこがあり、決して美しいとはいえないザラ

ザラの礼拝堂の壁を見るたびに、そしてまたその美しくはない壁が、仙台教会の聖なる礼拝堂を

作り上げているという事実を思い浮かべるたびに、私は自分自身のことを思い起こしています。

「ああ、私も心の中がシミやでこぼこで汚れ、ザラザラとして決して美しくないのに、このよう

に神様によって聖なる場所に招かれ、主を礼拝する幸いを与えられているのだ」と。それはもう

神様の恵みのなせる業であるとしか言いようがないのです。週毎にそのことを思い起こしながら、

心から感謝を献げ、主を高らかに賛美する群れでありたいと願っています。   

 

 

飼い葉おけと十字架 

2007 年 12 月 23 日 

 

 パソコンの画面上にアドベントキャンドルがあって、

週毎に 1 本ずつ火がともっていくような無料のソフトは

ないものかと、「advent」「candle」などの単語で、イン

ターネット検索をしてみました。私が思いつくようなこ

とは、すでに誰かがちゃんと考えているもので、お目当てのものを探し当てることができました。

そのソフトをダウンロードした時は、まだ 11 月でしたので、パソコンの画面上には、円形に並ん

だ 4 本の赤いローソクが、ただ立っているだけでした。ところが、12 月 2 日の日曜日にコンピュ

ータを開けると、1 本のローソクに火がともり、炎がゆらゆらと揺れているのです。感激でした。

週毎に火は増えていき、現在、私のパソコンの画面には、4 本のローソクに火がともっています。

いよいよクリスマスです。 

 さて、教会では高性能のプロジェクターを購入しました。バプテストリーのスペースに設置さ

れているスクリーンに映し出して使用します。毎週日曜夜の Sendai English Fellowship（通称“英
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語礼拝”）や、先日行った Wings のクリスマスコンサートで、すでに活躍していますが、明日の

イブ礼拝でも活躍してもらいます。イブ礼拝の準備のために、クリスマスにふさわしい画像がな

いものかと、これもインターネットでいろいろ調べました。少し手間取りましたが、「これだ！」

というものを見つけ出すことができました。それは、質素な飼い葉おけに十字架の影が映し出さ

れている画像です。探し求めていた宝物を発見したような気分でした。 

 その画像を見た時に、「『キリスト・イエスは、罪人を救うために世に来られた』という言葉は

真実であり、そのまま受け入れるに値します。」（Ⅰテモテ 1：15）という聖句を、思い浮かべま

した。私たちの罪を背負い、十字架で贖いの死を遂げるためにお生まれになったイエス・キリス

ト、十字架の影がさす飼い葉おけに横たわっておられる御子を、それぞれの心にお迎えしながら、

クリスマスを喜び祝いましょう。 

 

 

カンボジアのやせ細った犬に教えられたこと 

2008 年 11 月 30 日 

 

 売春宿から救出された少女、レイプの被害を受けた少女、

孤児となった少女などを保護し、教育と職業訓練を施し、自

立する力を養っているカンボジアの NGO を訪問しました。

そして少女たちの施設“Good Day Center”に一泊させてい

ただきました。屋外に屋根がかかっているだけの粗末な食堂での食事。少女たちは一生懸命私た

ちに心配りをしてくれます。ご飯だけ盛られた私のお皿に、隣りに座った少女がおかずを取って

くれます。そして「どうぞ」と勧めてくれます。ご飯やおかずがなくなると、すぐに追加をサー

ビスしてくれます。白いご飯とおかず一品の質素な食事ですが、心が満たされる食卓でした。 

そんな中、突然、そのセンターで飼っている 3 匹のやせ細った犬たちが、キャンキャンと激し

く争って吠え出しました。食卓から落ちた肉の骨をめぐって、奪い合いが始まったのです。人間

もそうですが、犬も生きるために必死なのです。生きるためには、どうしても食べ物を口にしな

ければなりません。もちろんドックフードなどはありません。後で残飯はもらえるのでしょうが、

そもそも残飯そのものが、わずかしか出ないのです。だから犬たちは生きるために必死になって、

テーブルから落ちる食べ物を、待ち構えているのです。 

私はハタと気づかされました。聖書には「小犬も主人の食卓から落ちるパン屑はいただくので

す」という個所があります。私はそれまで何となくのどかな光景として、その場面を思い浮かべ

ていました。しかし違うのです。小犬は自分が生きるために最高に大切なものを、必死になって

得ようと待ち構えているのです。そして食卓からパン屑が落ちたら、生きるために誰に遠慮する

ことなく、真っ先に飛んで行って、それを口にするのです。 
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私たちは犬に学ばなければなりません。私たちが生きるために最高に大切なものは何でしょう

か？それは私たちに命を与え、私たちに人生の意味を与え、愛をもって私たちを育んでおられる

方を知ることです。その方を知るために、私たちは必死にならなくてはならないのです。カンボ

ジアのやせ細った犬に、そのことを教えられました。 

 

 

神の kubabarira 

2009 年 10 月 25 日 

 

 日本バプテスト連盟から国際ミッション・ボランティアと

してルワンダに派遣されている佐々木和之さんを迎えての

特別礼拝・集会が、3 週間後に迫りました。多くの皆様をお

迎えし、この貴重な時を共有したいものです。ぜひ、お知り

合いの方への声掛けをお願いいたします。 

 「佐々木さんを支援する会」の会報『ウブムエ』（第 14 号）に、こんな記事が出ていました。

和之さんの奥様・恵さんが書かれたものです。 

  

 最近、ルワンダ語のとても興味深い言葉に気づきました。「赦すこと」という意味の ”kubabarira” 

という言葉です。この言葉は、「苦しむこと」という意味の ”kubabara” ということばから派生

しているのですが、”kubabara” に、「相手に対して」とか、「相手のために」という意味の”ira”

がついてできた言葉です。すなわち ”kubabarira”「 赦すこと」というのは、「相手のために苦し

む」という本来の意味があるのです。・・・このルワンダで生まれた ”kubabarira” という言葉は、

「赦すこと」は「相手のために苦しむこと」によって実現されていく、しかしただ苦しむだけで

はない、主イエス・キリストにある希望のもとで苦しむ、その過程を表わしている言葉なのだと

思うのです。 

 

 神様が人間の罪を赦すために御子を十字架にお掛けになる、神様のその苦しみの中で、私たち

の罪は赦されていることを、深く思わされます。人間同士の間でも、そのことは同様なのでしょ

う。ルワンダでの数々の「赦しの物語」を佐々木さんから伺いながら、その原点である「神の

kubabarira 」に思いを馳せたいものです。11 月 15 日（日）と 16 日（月）の礼拝と集会のため

に祈っていきましょう。  
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愛の負債者として 

2010 年 1 月 3 日 

 

 借りた物は、きちんと返さなければなりません。お金

であれ、物であれ。このあたりのことをルーズにしてい

ると、社会的には信用されなくなっていきます。かとい

って、「私は借りたものは、すべて返している」と自負す

る人がもしいるとすれば、少し見識が浅いと言わざるを

得ないでしょう。 

 私たちは色々の人から恩義を受け、助けられながら生きています。例えば見知らぬ土地で道に

迷い困っていた時に、親切に道を教えてくれた方がいたとします。その方とは、人生の中で二度

と出会わないかもしれません。とするなら、その人の親切な心を借りっぱなしで、返しようがな

いではありませんか。 

 ある方が、なるほどと思うことを書いておられました。「愛とは全て返済不能。返済可能なもの

は、すでに愛ではない。それは取引なのである。無条件で、一方的に受けるばかりで、当人にお

返しすることが不能な代物が愛なのだ。大切なことは、そのような返済不能の愛によって、愛の

借金まみれで、今生かされているという慎み深い自己理解なのであろう。」 

 パウロは「互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません」（ローマ

13：8）と語っています。誰に対して最大の愛の負債を負っているかは、言わずもがなですが、愛

はお借りするしかないのです。借金が増えるのは困ります。しかし、愛の負債はこの新しい年も

増え続けていくでしょう。自分自身が愛の負債者であることに気付きながら、それゆえに大きな

感謝の思いを抱きつつ、歩ませていただきましょう。愛の負債を直接に返済することはできませ

んが、その代わりに出来るだけ多くの方々に、愛をお貸ししていけるといいですね。返済される

ことはまったく期待することなしに・・・ 

 

 

His Master’s Voice 

2010 年 5 月 16 日 

 

 蓄音機の前で耳を傾けている犬の絵。ビクターのトレー

ドマークになっているこの絵を、どこかで御覧になったこ

とがあることでしょう。この原画は、1889 年にイギリス

の画家フランシス・バラウドによって画かれました。彼の兄マーク・バラウドは「ニッパー」と

いう名の非常に賢い犬を可愛がっていましたが、マークが世を去ったため、彼の息子とともにニ



8 

 

 

ッパーをひきとり、弟のフランシスが育てました。たまたま家にあった蓄音器で、かつて吹き込

まれていた兄の声を聞かせたところ、ニッパーはラッパの前でけげんそうに耳を傾けて、なつか

しい御主人の声に聞き入っているようでした。そのニッパーの姿に心を打たれたフランシスは、

早速筆をとって一枚の絵を描き上げました。そしてその絵に、「His Master's Voice」とタイトル

をつけたのです。亡き御主人の声を懐かしそうに聞いているニッパーの可憐な姿は、円盤式蓄音

器の発明者ベルリナーを感動させ、彼はこの名画をそのまま商標として登録しました。1900 年の

ことです。それ以来、この由緒あるマークはビクター商品に美しく記され、最高の技術と品質の

象徴として人々から深く信頼され、愛されてきました。 

 さて、私たちはだれの声に耳を傾けているでしょう？ニッパーにとって Master（御主人）は、

マーク・バラウドさんでした。私たちの Master は、もちろんイエス・キリストです。ニッパー

のように、しっかりと Master の声に耳を傾けているでしょうか？私たちの Master の声は、CD

デッキや IC レコーダーから具体的な音声として聞こえてくるわけではありません。聖書に親しむ

中、思いもよらない時に、不思議な仕方で聞こえてくる声です。心の耳で聞き取るしかありませ

ん。しかし、ここで注意が必要です。Master の声のように聞こえてきたものが、実は自分自身の

心の思い（人間的な思い・願望）が、単に Master の声を装って聞こえてきたに過ぎないという

こともあり得るからです。 

 聖書を通して Master の声を聞き取ることができるよう、いつも祈りながら、しっかりと心の

耳をそばだてていましょう。 

 

 

若者も老人も共に踊る 

2010 年 8 月 29 日 

 

 仙台教会の 2010 年度の年間主題は、「若者も老人も共に

踊る」です。「共に踊る」というのは、実際に共にダンス

に興ずるということではありません。共に楽しむ、共に心

地よい時を共有する、共に安心できる場に憩うということです。若者に特化した教会形成を目指

し、「うちの礼拝出席者の平均年齢は 25 才です」などと自慢げに語る教会もありますが、仙台教

会はそのような方向の教会形成を目指しません。若者からお年寄りまで、それぞれが神様に愛さ

れている一人ひとりなのですから、老いも若きも皆で力を合わせて教会を形成することを、大切

にしてまいりましょう。若者には、お年寄りにはない行動力があります。体力があります。奉仕

のために献げることのできる十分な時間があります。お年寄りには、若者にはない豊かな人生経

験があります。そこで授かった知恵や知識があります。長年培ってきた業があります。自分が持

っているものを誇るのではなく、また自分に無いものを羨むのでもなく、それぞれに与えられて
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いるものを喜んで献げ、また補い合いながら、仙台教会を造り上げていきたいものです。 

 この夏に行われたサマースクールは、「若者も老人も共に踊る」をまさに彷彿させるものでした。

教会の子どもたちは、障害を持った子どもたちと共にプログラムを楽しみ、体力のある青年や中

堅の皆さんは、スタッフやボランティアとして、会場の準備やプログラムの進行に奔走し、比較

的ご高齢の女性群は、台所で子どもたちが大好きなカレーライスの準備にいそしむ。それらがあ

いまって毎年、喜びと感動と安らぎに満ちたサマースクールが実現しているのです。 

 本日の礼拝後、臨時総会に引き続き合同例会が行われます。若者も老人も共に踊る合同例会と

いたしましょう。 

 

 

人生のナビゲーター 

2011 年 2 月 27 日 

 

 使徒パウロの人生は、自分の思う通りには進みませんで

した。熱心なユダヤ教徒であり、キリスト教の迫害者であ

った彼が、クリスチャンになるということなど、彼の人生

計画にはありませんでした。伝道者になった彼は、福音宣

教のためにローマに行く機会を神に祈っていました。大都会で熱心に伝道すれば、多くのクリス

チャンが生み出され、神の福音が広く知られることになる、そんな伝道計画であったのでしょう。

しかし、その計画はパウロが考えた通りには実現しませんでした。確かにパウロはローマに行く

ことになりますが、それは囚人として裁判を受けるためでした（2 年ほど囚人として生活し、そ

の後処刑されたと言われています）。彼が計画していた輝かしい伝道活動はできませんでした。彼

の計画通りにはいかなかったのです。しかし、結果的には、たくさんの福音の種がローマの地に

播かれ、やがてキリスト教はローマの国教となるのです。神のご計画は不思議なものです。 

 パウロの人生のナビゲーターであったイエス・キリストは、私たちのナビゲーターでもありま

す。私たちは人生を精一杯生きるために、一生懸命計画を立て、計画実現に向けて努力します。

それはとても大切なことです。しかし、もっと大切なことは、その様な私たちの人生の計画は、

イエス・キリストによって変更されたり、修正されたりするということを、受け入れることです。

私たちのナビゲーターを信頼し、自分の計画に固執せず、主が指示される方向を目指し、毅然と

進んでいきましょう。 

 

 

  



10 

 

 

 

地は混沌であった 

2011 年 5 月 29 日 

 

初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇

が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。創世

記 1：1～2 

 

 創世記 1 章を生み出した人々。それは B.C.6 世紀ごろ、亡国と捕囚という過酷な現実の中に生

きることを余儀なくされた人々でした。そのような現実の中で、彼らが深い洞察の末にたどり着

いた結論、それは自分たちの信じている神は、秩序のない混沌とした中に、光を創り出すことが

おできになる方であり、何もないところに全てのものを創り出すことがおできになる方だ、とい

う確信でした。彼らの置かれている世界はまさに「混沌」そのものであり、また彼らは地位も、

名誉も、財産も、人間としての尊厳も全てを失い、「無」に等しい状況にありました。しかし、自

分たちの信じている神は、その様な状況の中に光（希望）を創り出し、何にもかも無くしてしま

った自分たちのこの現実の中に、全てのものを良きものとして創り出す力をお持ちになられる方

である、という確信にたどり着いたのです。 

 そして同時に、人々は自分たちがいったい何者なのかということについても、洞察を深めまし

た。彼らの支配者は、人々をそれこそ虫けら同然に見做していたでしょう。人間としての価値と

か、尊厳とか、権利とか、そういったものは無きに等しいものでした。しかし、彼らは自分たち

のことを、価値の無いちっぽけなものとは理解しませんでした。それどころか「自分たちは神に

かたどって創られた存在である」と自分たちのことを理解したのです。極めて尊い存在として、

犯しがたい価値を持つ存在として、自分たちのことを理解したのです。 

 3・11 以来の過酷な現実の中で、私たち自身も自らに問い続け、洞察を深めていかなければな

らないのでしょう。人間とは？ 死とは？ 生きるとは？ そして神とは？ 

 

 

今、私たちがすべきこと 

2011 年 6 月 12 日 

 

旧約聖書には「ノアの箱舟」の物語が書かれています。

神は人間を創ったことを後悔し、大洪水を起こし人間をこ

の世から一掃するのですが、神の御前に正しく歩んでいた

ノアとその家族は、箱舟を作りそれに乗り込むことを命じられ、命を保つことができた、そんな

神話です。 
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古代から色々な地域に、洪水天罰説のような考え方がありました。自分たちを襲う不条理な大

災害を、神の怒りや裁きに結び付けて理解するのです。さて、聖書の「ノアの箱舟」の物語で大

切なことは、実は世界に流布していた洪水天罰説に終止符を打ったという点です。「人に対して大

地をのろうことは二度とすまい。人が心に思うことは、幼いときから悪いのだ。わたしは、この

度したように生き物をことごとく打つことは、二度とすまい」（創世記 8：21）と、神は自分自身

に誓っておられる点こそ重要なのです。 

ノアの大洪水と今回の大津波は、何の関係もありません。天罰でも裁きでもありません。ここ

はしっかりと押さえなければならない点です。大きな自然の営みの中で大地震は必ず起きます。

大津波も必ず起きます。自然現象です。ただ、今回のように悲惨な現実を目の当たりにしてしま

うと、「自然現象だから」といって単純に納得することは、私たちにはなかなか困難であることも

事実です。私たちの心には大きな疑問符がたくさん生じてしまいます。しかし、だからと言って

天罰と考えたり、裁きと考えたり、神の怒りと考えるのは聖書的には的外れです。 

大きな疑問符を抱きながら、今私たちがすべきことは、命を落とされた方々の平安を祈りなが

ら、悲しみの中にある方々や、被災して困難な状況に突き落とされた方々の隣人として、共生の

道をしっかりと歩むことなのです。 

 

 

原点に立ち戻る 

2011 年 10 月 9 日 

 

 聖書の伝える「安息日」は、私たちが立ち戻るべき原点の

一つです。神と人間の関係という原点に立ち戻る大切な日で

す。創造主のご意思によって生かされているということや、

他者との正しい関わりの中に生きることを期待されているという、まさに私たちの生の原点に、

週毎に立ち戻り、新たな決意をもって新しい週をスタートさせるのです。 

 聖書には 7 年に 1 回巡ってくる「安息の年」という原点もあります。人間だけでなく他の被造

物（自然）も神によって造られた善き存在であり、人間が自分勝手に、自分の利益のために、自

分の都合に合わせて扱ってはいけないということを、自覚しなければならない年です。これも私

たちの大切な原点でしょう。 

 さらに聖書には、50 年に一度巡ってくる「ヨベルの年」という原点もあります。この年には全

住民に解放が宣言され、奴隷だった者は自由の身になり、土地を買った者はその土地を売主に返

さなければならないという、とても不思議な年です。50 年間の生活の中で生み出された様々な人

間関係（主人と奴隷、仕える者と仕えられる者、裕福な者とそうではない者）が、一度帳消しに

されるのです。すべての人間が神の前に平等な存在であり、この世の土地の本来の所有者は神ご
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自身であり、人間の所有物であるかのように扱ってはならないという原点に戻され、そこから人

生を再スタートさせられるのです。 

 実際にこのヨベルの年が実行されたかどうかは疑問ですし、今後も実行されることは恐らく困

難でしょう。私利私欲に走り、富を求め、自分の幸せを最優先して追い求めがちな私たちにとっ

ては、どうしても都合の悪い原点だからです。しかし、私たちが実行できないからといって、原

点そのものが消えてしまうのではありません。私たちを正しく生かそうとする神は、あきらめる

ことなく私たちが立ち戻るべき原点を、聖書を通して示し続けてくださっています。 

 

 

主の御旨のみが実現する 

2013 年 4 月 28 日 

 

私たちが何か行おうとする時は、まず計画を立て、準備

をし、それから実行します。しかし、どんなに綿密に計画

を立て、準備に準備を重ねても、計画通りに実行できると

は限りません。予想もしていなかったことが突然起きて、

計画が実行できなくなるなどということは、よくあることです。自分の思う通りにことが進まな

い、計画していたことが頓挫してしまう、これはとても嫌なことですし、残念なことです。ふて

くされ、やけになってしまうこともあるでしょう。 

 そんな私たちに、聖書は少し角度を変えた物の味方で語りかけてきます。「人の心には多くの計

らいがある。主の御旨のみが実現する」（箴言 19：21）。どんなに一生懸命計画しても、所詮人間

は不完全であり、限界をもっています。全てのことを深く考慮し、良いことだ、正しいことだ、

幸せにつながることだと考えたとしても、高が知れています。将来を完全に見通した計画など立

てられるはずがありません。 

それに対し全知全能の神は、愛をもって私たちの人生の歩みを、完全に導いてくださるお方で

す。私たちに最善の道を歩ませるために、人間の計画を修正して下さったり、ブロックして下さ

ったり、予定していないまったく異なった計画を与えて下さったりするのです。だから、自分の

計画が実現できなかったということを、私たちは挫折ととらえなくていいのです。愛をもって私

たちを導いてくださる神のご計画が実現したのだ、そのように受けとめていいのです。 

新しい年度、仙台教会にもいろいろな計画があります。綿密に準備がなされ、実現を目指すこ

とになります。その中にあっても、「人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する」

という聖書の言葉を、心のどこかに忘れずにとどめておきたいと思います。 
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キリスト教学校を覚える日 

2013 年 8 月 18 日 

 

 私たちの教会は、他団体である日本バプテスト同盟(以

下同盟)から、あるものを盗みました！ 同盟では毎年 10

月を｢学校を覚える月間｣として、また 10 月第 3 主日を｢学

校を覚える日｣として、全国各地の同盟とつながりのある

学校を、祈りに覚えています。キリスト教学校に勤める者として、教会が具体的に自分たちを覚

えて祈ってくださっているということを、直に感じることができるのは大変有り難いものです。

また、教会がキリスト教学校のことを覚え祈ることは、いかに大切なことであるかということを、

同盟が提唱する｢学校を覚える日｣から強く感じさせられました。そこで仙台教会は｢その日｣を盗

みました。私たちの教会は同盟に倣い、10 月に｢キリスト教学校を覚える日｣を定め、特に地元仙

台のキリスト教学校(尚絅学院･宮城学院･東北学院)を覚え、その働きのために祈る礼拝を持つよう

にしたのです。1987 年からですから、もう 26 年間続いています。その日の礼拝には、3 年サイ

クルで各学校からゲストスピーカーをお招きし、メッセージと共に学校の具体的な様子も報告し

ていただきます。そしてキリスト教学校の働きを覚え祈ります。 

 2011 年からは｢キリスト教学校を覚える日｣の日程を、中高生の夏休み終了直前の日曜日へと変

更いたしました。夏休みの時期には、毎年多数のキリスト教学校の学生・生徒が、礼拝に出席し

てくださっています。学生や生徒の具体的な姿を前にしながら、キリスト教学校の働きの上に主

の祝福が豊かにあるように、祈ってまいりましょう。キリスト教学校が、この世にあって主と人々

に喜ばれる教育を、しっかりと行っていけますように。キリスト教学校の働きを通して、学生・

生徒・園児の心に、福音の種が豊かに蒔かれますように。キリスト教学校の働きを担う教職員が、

その使命をしっかりと果たしていけますように。 

 

 

♫ 絵空事かな？お伽噺かな？  

2013 年 12 月 4 日 

  

5 年間活動を休止していたサザンオールスターズが、今年の 6 月に

リリースした久しぶりの新曲「ピースとハイライト」。いつもマスコ

ミで国際情勢や社会問題を、鋭く分析し的確に解説されている方が、

あるラジオ番組で、「ピースとハイライト」をリクエストし、歌詞の

中の「悲しい過去も愚かな行為も、人間（ひと）は何故に忘れてしまう？」という部分に共感す

る、という趣旨のことを語っていました。その話を聞いた時からこの曲がとても気になりだし、
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早速 CD を買い求め、待降節の今も車の中で繰り返し聴き続けています。 

 「ピースとハイライト」はサザンには珍しく、社会的・政治的事柄がテーマとなっている曲で

す。と言っても、何々党のシンパになって、政治主張を声高に唱えているというものではありま

せん。その歌詞は、庶民の素朴で、ごく素直な感覚でまとめられています。「希望の苗を植えてい

こうよ、地上に愛を育てようよ、未来に平和の花咲くまでは…憂鬱（ブルー）」、ちょっと気恥ず

かしくなるような歌詞ですが、そのことを堂々と表現することを、ためらってなどいられないこ

のご時世です。恥ずかしがっている場合ではないのです。 

 歌詞の中に「絵空事かな？お伽噺かな？互いの幸せ願うことなど」とあります。私はこの部分

に、キリスト者としての自分の思いを重ね合わせています。街は美しく幻想的なお伽噺を楽しむ

かのように、クリスマス一色に染まっています。しかし違うのです。クリスマスの出来事は、絵

空事でもお伽噺でもないのです。クリスマスは、神が人間を深く愛しておられることを、具体的

にこの世に示された出来事なのです。人間は神に愛されている！それゆえ一人ひとりは、尊い存

在なのです。そのような人間の住む世界だからこそ、サザンが歌う「希望」や「愛」や「平和」

の実現を、絵空事やお伽噺にしてしまってはいけないのです。 

 

 

『もっと教会を行きやすくする本』 

2014 年 3 月 23 日 

 

八木谷涼子さんは、クリスチャンではありません。知的

好奇心から教会に関心を持つようになった方です。その方

が、「キリスト教の主日礼拝に初めて出てみた礼拝初心者」

という立場で本を書きました。『もっと教会を行きやすく

する本』です。初めて教会に行った「新来者」が、教会からどんな印象を受け、教会のどんな対

応を好ましく思い、あるいはそう思わなかったかが語られています。気付かされることが多く、

仙台教会として、すぐにでも実行しなければならないことが、いくつもありました。 

私たちは教会の現状に慣れ過ぎて、感覚が鈍くなっています。例えば、歩道に面して設置して

ある教会の掲示板やその周辺のことを、私たちはどれだけ気に掛けてきたでしょう。この本を読

んでハッとしたのですが、掲示板は教会と社会の接点、いわば教会の「最前線」です。掲示板の

中にクモの巣がはっていたり、砂埃で汚れていたり、ガラス戸がきたなく曇っていたり、周辺の

雑草やタバコの吸い殻がそのまま放置されていたり、スポットライトがなぎ倒されたままであっ

たり、要するに「整美」されていない教会の最前線を見て、新来の方は好印象を持つでしょうか？ 

11 時から礼拝が始まりますが、10 時 50 分以降は 1 階入口付近はもう無人です。そこにやって

きた新来者が、2 階の礼拝堂にたどり着くまでに、どれほど戸惑い、不安を感じることでしょう。
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躊躇して戻ってしまうかもしれません。「仙台教会へようこそ！どなたでも自由にお入りください。

礼拝堂は二階です。エレベーターは通路奥の右手、階段は左手にございます」のような案内が 1

階入口にあるだけで、新来者にとってはどれほど心強いことでしょう。私たちは新来者をお迎え

するために、具体的な心遣いをもっともっと行う必要があります。2014年度の活動方針の項目に、

「新来者・来会者への対応」が掲げられています。言葉ではなく、実行あるのみです。 

 

 

仙台教会がもっと来やすい教会になるために 

2014 年 4 月 13 日 

 

 3 月のこの欄で『もっと教会を行きやすくする本』を紹

介しましたが、仙台教会が、新来者にとってもっと優しい

教会になるためには・・・ 

外掲示板近辺の日常的な「整美」／１階エントランスの

整理整頓／１階エントランスに案内掲示（10 時 50 分以降１階は無人。初めての方が２階の礼拝

堂までたどり着くにはかなりの勇気がいる）／２階礼拝堂ドアに案内掲示（「礼拝堂はこちらです。

礼拝（祈祷会）が始まっていますので、静かにお入りください」）／教会までの交通手段の説明を

的確にできるようにする（「どのバスに乗ればいいですか？」の質問に、どのように答えたらいい

か？）／新来者カードの必要性の有無、利用の仕方等を全面的に見直す／受付担当者は「受付」

のプレートを、相手が見やすいところにつける／新来者にとって居心地のいい座席を確保するた

めにも、教会員は可能な限り前に座る／ラウンジには礼拝執事と受付のみが座り、遅れてくる新

来者や求道者を礼拝堂内へ案内／子どもたちの席の掲示をベンチに表示する／「仙台教会の喜び

とビジョン」にルビを打って週報に掲載する／献金袋に「献金は神様へのささげものです。初め

てで意味の分からない方、ご用意のない方は、この袋をそのまま献金かごにお入れください」等

の分かりやすい文言を掲載する／献金袋は随時新しいものに交換する（清潔感）／耳が聞こえづ

らい方への対応の検討（ワイヤレスレシーバー？）／ 新来者に対して礼拝後、個別に交わりラン

チへの声がけを確実に行う／TwitterやFacebookを効果的に使用／携帯電話用ホームページの作

成／新来者に対して、また幼稚園の保護者や学生・生徒が多い礼拝においては、「教会業界用語」

をできるだけ使用しないように努力する、等々。 

今年度も 200 名近い新来者が仙台教会を訪れます。安心してお出でいただけるよう、しっかり

準備をしていきましょう。 
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献身と自己犠牲のゆえに 

2014 年 8 月 17 日 

 

 尚絅女学会の創立者 L･ミード宣教師と二人三脚で女学

会の運営にあたり、女学校として認可されてからは初代校

長として 20 年間にわたり尽力した A･ブゼル宣教師。栗原

基著の『ブゼル先生伝』には、ブゼルの日記の一部が収められています。数行で毎日の思いをメ

モしたものです。それを読むと、校長を退任後、岩手の遠野で宣教師として働いていたブゼルの

素顔を垣間見ることができます。内容としては、礼拝や教会の集会のことが一番多く、次いで手

紙や報告書を書く作業が今日は出来たとか、出来なかったという記録。そして三番目には一日を

振り返り｢多忙｣であったこと、四番目に多いのは今日の働きのゆえに、｢疲れた｣という独白です。

もちろん周囲の人々には、多忙であることも、疲れていることもおくびにも出さずに、沈着冷静

に宣教師としての働きを担い続けていたはずです。 

 恐らく尚絅時代もそうだったのでしょう。全身全霊を込めて、校長としての責務を果たし、授

業を行い、家庭訪問をし、バイブルクラスの指導にあたり、教会での役割を担い、他の宣教師と

共に社会活動にも取り組みました。多忙でないはずがないのです。疲れないはずがないのです。 

このようなことは、ブゼル宣教師一個人に限ったことではなかったはずです。 

 宮城学院も東北学院も、その草創期には宣教師が大きな働きを担いました。その働きによって、

それぞれのキリスト教学校は生み出されていったのです。彼らは超人的な能力と体力を兼ね備え

た信仰的｢英雄｣であったわけではありません。常人の感情や感覚を超越した境地の中に生きる｢聖

人｣であったわけでもありません。ごく普通の人であり、忙しければ疲れ、疲れれば心も沈んだこ

とでしょう。しかし、多事多忙であることも、疲労困憊することもいとわない彼らの献身と自己

犠牲があったからこそ、主はそれを豊かに用いてくださり、尚絅学院や宮城学院や東北学院の基

を、この仙台の地にお築きくださったのです。感謝。 

 

 

私たちが望む前に 

2014 年 12 月 21 日 

 

旅館に泊まる場合、私たちはお客様としておもてなしを

受けます。旅館のスタッフは心のこもったサービスで、私

たちに仕えてくれます。お客様は仕えられる立場です。 

イエス・キリストは、宿屋の客室でお生まれになったの

ではありませんでした。つまり、仕えられる者としてお生まれになったのではありません。牛や
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ロバ等の家畜が休む場所でお生まれになりました。家畜は毎日荷車をひかされ、重い荷物を背に

負わされ運ばされます。家畜はご主人に仕えるのが役目です。イエス・キリストはその家畜と同

じ低さの中に、お生まれになりました。「仕えられるため」ではなく、「仕えるため」に！ 

石川県の和倉温泉に加賀屋という旅館があります。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」で、

何年も連続して 1 位を獲得している有名な旅館です。加賀屋では、おもてなしをこう定義してい

ます。「お客様が望むことを、お客様が望む前に行うこと」。そのことを考えながらスタッフは、

誠心誠意お客様にお仕えするのです。 

さて、私たちは何を望んでいるでしょうか。自分の人生にどんなことを望んでいるのでしょう。

人それぞれだと思います。しかし、共通の望みもあります。「安心して、喜びをもって、毎日を活

き活きと生きる」という望みです。しかし、自分がそんな望みを持っていることに、自分でも気

づいていないのかもしれません。救い主イエスは、私たちが心の最も深いところで本来望んでい

ることを、私たちが望む前に実現してくださったのです。安心して、喜びをもって、毎日を活き

活きと生きるという私たちの望みを実現するために、イエス・キリストは十字架の道を、徹底的

に仕える者として歩んでくださったのです。クリスマスとは、そのような出来事が始まった日な

のです。 

 

 

三太の復活 

2015 年 4 月 26 日 

 

溺愛していた愛犬が、4 月 3 日（金）の早朝に息を引き取

りました。2004 年のクリスマスシーズンにわが家にやって

きた黒のトイプードルで、名前は「三太」（サンタ）。この

10 年間、私の支えであり、癒しであり、喜びでした。三太は、私に対して決してダメ出しをしま

せんでした。「もう少し頑張ってみなよ」「こんなんじゃ話にならないじゃないか」「もっとちゃん

とできないの」、そんなことを決して言いません。ただただ私を慕ってくれました。一緒にいるこ

とを喜んでくれました。無心で、無邪気で、計算などしません。そんな三太がそばにいてくれた

ことで、どれほど私は助けられたことでしょう。 

3 月 31 日をもって 41 年間務めた職場を退職しましたが、三太はその日からピタリと食べなく

なったのです。大好きだった散歩もしなくなりました。心臓をトコトコさせながら、ほとんど寝

たきりになってしまいました。ご主人を一生懸命に支え続けてきた三太は、「今日で無事退職なん

だから、これで安心だね。僕の仕事はこれでおしまい。僕、もう頑張らなくていいでしょ」、とで

も言っているかのようでした。実は三太は、2 年前に肛門腺近くに大きな癌が発見され、獣医か

らは「もう長くはないでしょう」と宣告されていました。その段階ですでに、抗がん剤治療も手
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術も効果はないと診断されていました。そんな状態でありながら、三太は私のために頑張って一

生懸命に生き続けてくれました。ご主人が退職の日を迎えて、ほっとしたのでしょう。三太の張

りつめていた気持ちは弛緩したのです。 

三太が息を引き取った 4 月 3 日は、受難日（Good Friday）でした。イエスが私たちの罪を一

身に背負い、十字架で亡くなられた日です。三日目の朝、父なる神は死の淵からイエスを引き上

げてくださいました。死の力は打ち破られたのです。私たちはイエスの死にあずかることにより、

イエスと共に永遠の命に生きる者とされています。三太も私の心の中に復活し、いつまでも一緒

にいてくれると信じています。 

 

 

道はすぐ近くに 

2015 年 8 月 23 日 

 

 奥州街道は江戸時代の五街道のひとつでした。江戸初期

は日本橋から白河宿(福島)までを指していましたが、やが

て三厩宿(青森)までを指すようになりました。ですから、

今の国道 4 号線とおおよそは一致するわけです。さて、奥州街道は当時仙台城下のどこを通って

いたのでしょうか。パソコンのグーグルマップでは、上杉山中学校前の大きな通り(愛宕上杉通)

に「奥州街道」と表示が出てきます。大雑把に言えばそれでいいのですが、比較的新しい道路で

すので、いま一つぴんときません。そんな折、『仙台城下の町名由来と町割り』(吉田義弘著)と『仙

台地図さんぽ』を読み、モヤモヤがいっぺんに吹き飛びました。と言うより「大発見」をしたの

です。 

仙台城下の町割りの起点とされた場所は、芭蕉の辻です。そこは仙台城から真東に直進する幹

線大町と奥州街道が直角に交差する地点でした。芭蕉の辻から奥州街道を南に向うコースは、南

町・柳町・北目町・田町・荒町・南鍛冶町・穀町・南材木町・河原町・長町と続きます。そして

芭蕉の辻から奥州街道を北に進むコースは、国分町・二日町・北鍛冶町・通町・堤町となるので

す！つまり、この教会の二軒隣りに生まれた時から二十数年間住んでいた私にとって、奥州街道

は正に「ご近所」そのものであり、自分の「縄張り」の一部だったわけです。そのことをこの年

になって初めて知り、大いに感激いたしました。 

詩編 23 編に「主は御名にふさわしく、わたしを正しい道に導かれる」とありますが、私たちは

神様が準備してくださっている自分の「正しい道」が、一体どの道なのか、意外と分らずにいる

ものです。自分からずっと離れているところにあるに違いないと、一大決心をして遠くまで探し

に出かけたり、立派に舗装された幅広い道こそが、自分の「正しい道」だと思い込んだりしがち

です。しかし、神様が人知を遥かに超えた御配慮のもとに、私たち一人ひとりのために準備して
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くださっている「正しい道」は、案外私たちのすぐ近くにあるような気がします。あなたは自分

が歩むべき「正しい道」を、もう見出されましたか？ 

 

 

イエスさまが やってこられる 

2015 年 12 月 20 日 

 

 クリスマス礼拝の日を迎えました。心から主のご降誕を

お祝いいたしましょう。重苦しい暗闇が、未来への希望を

根こそぎ押しつぶしてしまいそうな私たちの世界に、主が

真の光として現れてくださいました。その光が、愛と平和と正義を追い求め続ける人々の上に、

揺るぎのない希望を与えてくださいますように！ 

 さて、2007 年に仙台教会には新しい会堂が与えられました。その時以来、私は日曜日の朝は可

能な限り教会の前庭に立って、教会にお越しの皆さんをお迎えする役目を、勝手に担い続けてい

ます。理由の一つは、新会堂は入口が正面からは分りにくい構造ですので、「私が見える『入口』

になろう」と考えたからです。もう一つの理由は、どのようなお姿で、いつお出でになられるか

分らないイエスさまが、私たちの教会の前を通り過ぎてしまわれないように、お越しをお待ちす

るためです。マタイ福音書によれば、最も小さな者の一人として私たちのもとにお出でになるイ

エスさまは、日常の中で私たちと具体的に出会ってくださっています。しかし、残念なことにそ

の方がイエスさまだと、私たちは分らずにいるのです。 

 幼い子どものお姿で、心に悩みを抱えた若者のお姿で、ホームレスのお姿で、介助を必要とす

る高齢者のお姿で、教会の前に主がたたずみ、入ろうかどうか迷われておいでかもしれません。

あるいは何処から入ればいいのか、戸惑っておられるかもしれません。もし、こちら側からひと

こと声をおかけしなければ、通り過ぎてしまわれるかもしれないのです。そんな思いを持って、

毎週立ち続けている次第です。 

 今日はクリスマス礼拝。イエスさまが私たちのもとにやってこられます。「互いに愛し合うこと」、

これが主の掟（ヨハネ 15：12）です。その掟を受け入れ、それを守る人に、主ご自身は現れてく

ださいます（ヨハネ 14：21）。仙台教会における私たちの交わりを愛で満たし、主をお迎えし、

喜びの礼拝を共に守りましょう。 
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秀林寺の門前で考えたこと 

2016 年 4 月 17 日 

 

 日課のウォーキングを兼ね木曜祈祷会へは徒歩で向かい

ます。所要時間はちょうど 60 分。中山、川平、桜丘、荒巻、

北山、通町、二日町のコースを、爽やかな風に吹かれなが

ら歩きます。途中、北山の秀林寺の前を通るのですが、山門のそばに掲示板があり、何が書いて

あるのかと、冷やかし半分で立ち止まり眺めたりします。この間はこんな言葉が掲示されていま

した。「自分の思うようにしようとする我がままが、すべての悩みの種である。」“なるほど”と合

点のいく言葉です。「お釈迦さま」とか「仏さま」とか、仏教用語が使われていないこともあり、

すんなりと心の中に入ってきます。これを聖書の教えに置き換えたら、どんな言葉になるだろう

などと思い巡らしながら、また歩き出します。何気なく目にする掲示板の言葉から、仏教の教え

に興味や関心を持つ方も、恐らくおいでになることでしょう。 

 さて、仙台教会にも歩道に面し立派な掲示板があります。そしてその前を毎日たくさんの人た

ちが行き交っています。恐らく 1 週間で 2 万人は超えるはずです。その内のせめて 0.1％の方々

の目に触れ、心に響きますようにと祈りつつ、聖書の言葉を週替わりで掲示してはどうでしょう

か（説教題は土日のみ掲示）。もちろん、「神」「イエス・キリスト」「救い主」など、クリスチャ

ンでなければ、すぐに拒否反応を起こしてしまいそうなキリスト教用語は使用せずに、です。 

 最近の礼拝出席者数は、50 名台が当たり前になってしまいました。また、前年度の新来者数も

128 名と過去 5 年で最低でした。数字がすべてでないことは十分承知していますが、私たちが成

すべきことを成していない結果が、数字に表れているのかもしれないという視点から、謙虚に自

己吟味することも必要です。伝道や牧会の有効な方策は、まだまだ色々あるはずなのですから。 

 

 

この道はいつか来た道 

2016 年 7 月 31 日 

 

 「この道を。力強く、前へ。」 先般行われた参議院議

員選挙において、政権与党の自民党が、ポスターやテレビ

ＣＭ、ホームページなどで、盛んにアピールしていた言葉

です。このフレーズを初めて耳にした時、ゾッとする感覚を覚えました。そして北原白秋作詞の

有名な童謡の冒頭部分、「この道はいつか来た道」という言葉を、反射的に思い浮かべました。同

じような感覚を持たれた方もおいででしょう。 

 明治維新以降、富国強兵を掲げ、「神」である天皇を頂点とする中央集権国家体制を造り上げ、
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東アジアを武力で侵略し、支配力の拡大とそれに基づく経済発展を目指し、日本は「力強く、前

へ」突進しました。そして行き着いたところは、ヒロシマ・ナガサキの惨劇です。 

 「この道を。力強く、前へ。」という姿勢は、あの惨劇を忘れ、戦前の「この道」を積極的に評

価し、継承していこうとするものです。そして、たとえ「この道はいつか来た道ではないか！」

と批判を受けても、平然と「ああ、そうだよ。」「それの何が問題ですか？」、と居直るのでしょう。 

 イエス・キリストは、「わたしは道である」と語りました。それは真理と命そのものの道です。

それこそが私たちの歩むべき道です。私たちはいつか来た「この道」を、二度と歩んではいけな

いのです。いつか来た「この道」を、「力強く、前へ」進んではいけないのです。とは言え、選挙

結果に歴然と表れているように、このような声は、日本社会においては少数者の声になりました。

世の中は、「この道を。力強く、前へ。」という勇ましいスローガンのもと、真理の道・命の道と

は正反対の「いつか来た道」を、再び歩み始めようとしています。 

 そのような中、私たちは歩むべき道、進むべき道を見失ってはいけません。「わたしが道であり、

真理であり、命である。」（ヨハネ 14：6）と語られる方に従いながら、この世に向かって、私た

ちの歩むべき道を、諦めることなく指し示し続けてまいりましょう。 

 

 

あなたの「大発見」 

2016 年 11 月 20 日 

 

 町歩きに「はまって」います。NHK カルチャーの町歩き

講座や、市民センター主催の講座だけでは飽き足らず、「独

歩せんだい」と銘打ち、月に 1 回程度独り歩きを楽しんで

います。事前に地図を頼りにコースを定め、目的地の下調べを行い、自分なりに資料を整え、そ

れをもとに実際に歩き、感じたことや考えさせられたことをまとめ、ブログで公開するというの

が一連の流れです。お暇な方は「独歩せんだい」でネット検索してみてください。 

 さて、町歩きをすると毎回発見の連続です。まさに「目から鱗」です。通勤路として毎日通っ

ていた道沿いに、 あるいは毎週日曜日、教会へ向かうために何十年も車で走り続けてきた道沿い

に、こんな静寂な寺院の境内があったとは！壮麗な建物や清楚な建物が、存在感をもって何百年

もこの場に建ち続けていたとは！歴史を今の世に語り伝える貴重な史跡や文化財が、こんなに身

近にあったとは！300 年以上に渡って世の移ろいをじっと見守り続けてきた古木が、ここにあっ

たとは！通勤で身に着けた土地勘からすれば、絶対にあるはずがない所に、そば処があったとは！

庶民の信仰を培ってきた小さな社が、ここにも、あそこにもあったとは！歩くことによって、こ

れらのことに初めて気づかされました。私にとっては「大発見」です。 

 聖書を読むことに関しても、似たことが言えます。説教を通し、聖書の真理に気付かされる、
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ということがあります。注解書や書物を通し、聖書の深みに近づくことも大切です。同様に、自

分でこつこつと聖書を読むことを通し、初めて発見できる聖書の世界もあるのです。たとえそれ

が、他の人にとってはずっと以前から知っていることであったとしても、そんなことは関係あり

ません。あなた自身が聖書を紐解き、そこに見出した事柄は、間違いなくあなたの「大発見」な

のです。そのような発見の積み重ねが、信仰を深め、豊かにしていくのでしょう。 

 

 

東北にバプテストがやって来た 

2017 年 6 月 28 日 

 

 盛岡の正教会（ハリストス正教会）の会員であった工藤徳

太郎が、商用で横浜に赴いた際、バプテストの会員と知り合

い、彼に誘われバプテスト教会の礼拝に出席しました。そこ

で工藤は、分かり易い訳で、しかも誰でも読めるよう全てひ

らがなで書かれた聖書と出会います。それはバプテストの宣

教師 N.ブラウンが翻訳し、出版したばかりの聖書でした。ブ

ラウン訳聖書を盛岡に持ち帰った工藤は、正教会の仲間とそれを読み、これまで知らなかった様々

な真理を、聖書の中に見出すようになります。そしてついに、彼らは正教会を離脱し、独自の集

会を始め、バプテストの群れに加わることを望み、宣教師の派遣を強く願うに至ります。その声

に応えたのが、宣教師になったばかりの T.P.ポートでした。明治 13 年（1880）のことです。 

 横浜と盛岡は 550km 以上も離れています。鉄道もまだ通っていません。横浜から仙台湾まで船

で渡り、その後は徒歩の旅です（もちろん可能な場所では、馬車や人力車も使用したでしょう）。

最初の宿泊地は古川。泊まった旅館の主人は正教会の会員でした。その出会いからやがて不思議

な展開が生まれますが、その話は別の機会に譲ります。 

さて、横浜・盛岡間の移動には 8 日間もかかりました。しかも、ポートが初めて盛岡に向かっ

たのは 1 月です。東北の厳しい冬が待ち受けていました。しかし、彼はそれをものともしません。

盛岡に到着したポートは、正教会を脱会した 6 名を試問し、再バプテスマ無しでバプテストへの

転会を認め、盛岡第一浸礼教会を設立するのです。東北初のバプテスト教会の誕生です。 

 ポートはこの年に 3 回も東北伝道旅行を行い、3 回目の際には仙台まで足を延ばし、仙台第一

浸礼教会（現在の仙台ホサナ教会）を設立します。仙台初のプロテスタント教会はバプテストで

した。 

 私たちもバプテストです。ポートの精力的な伝道姿勢や行動力に、大いに見習う点があるでし

ょう。 
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私たちは確かに知っている 

2017 年 10 月 15 日 

 

当教会は北四番丁北側に面し、勾当台通と北鍛冶町の間

に位置します。この限られた一画について、徒然なるまま

に、古地図と地理院地図を見比べながら調べてみました。 

 仙台城下では北番丁と東番丁は武家屋敷の街区でした。

また、町屋敷の街区は奥州街道沿いに配置されました（二日町や北鍛冶町のある通りが奥州街

道！）。町屋敷と武家屋敷の街区は、木戸によってはっきり区切られます。町屋敷の奥行きは一律

25 間（約 45m）でしたので、この一画の木戸の位置は、丁度「木町通二丁目」バス停辺りであっ

たことが分かります。そして木戸から東に、間口 14 間（約 25m）の武家屋敷が連なります。石

高によって間口が異なるのですが、間口 14 間ということは、石高 100～150 石の武士が、この辺

りの住人だったということを意味します。武家屋敷の奥行きは、30 間（約 55m）が基準です。た

だ、現在の道路の幅員などを加味し地図上で計測すると、どうしても 35 間（約 64m）位になっ

てしまいます。この件は再吟味しますが、城下町形成段階の時期の違いが原因しているのでしょ

う。 

 さて、私たちの教会は、木戸から４番目の武家屋敷の跡地に建っています。そこは 300 数十年

前、「志村長蔵」の屋敷でした（「仙台城下絵図」延宝・天和年間）。その 10 年ほど後には「芳賀

正左衛門」の屋敷となり（「仙台城下五釐掛絵図」元禄年間）、さらにその 70 年くらい後には、「相

原」某の屋敷になります。武家屋敷に名前が書きこまれている古地図は他にもありますが、残念

ながら判読できませんでした。 

 教会が建つこの同じ場所を舞台に、仙台藩士やその家族が、喜怒哀楽の渦巻く様々な人生を送

ってきました。今、同じ場所に集う私たちもまた、様々な人生を生きています。ただ、昔の住人

と決定的に異なることがあります。それは、「人生の導き手であり『助けの石』（サムエル上 7：

12）である主イエスを、私たちは確かに知っている」という点に他なりません。 

 

 

バプテストの仙台伝道 

2018 年 1 月 28 日 

 

 東北の地に初めてバプテストの信仰を伝えたのは、イギ

リス人宣教師 T.P.ポートです。盛岡、仙台、花巻、柳津、

酒田、八戸と、次々に「浸礼教会」を設立し、内地旅行免

除という期間限定のパスポートの交付を受け、実に精力的に東北伝道に尽力しました。 



24 

 

 

Baptist Missionary Magazine（1881 年 8 月号）に収録されているポートの手紙には、仙台の

とある神社での伝道の様子が報告されています（険しい丘の上にある古い神社を見学に行き、戻

る途中に出会った参拝者の団体に、キリストの福音を宣べ伝えたという内容）。137 年前の話です。

ある集まりでその手紙を紹介することになったので、それを機にどこの神社だったのかの特定に

挑戦しました。候補は青葉神社、大崎八幡宮、仙台東照宮、そして愛宕神社。 

 神社の特定のために手紙から抜き出したキーワードは、「古い神社」「倒れたままの pillars(柱上

の塔)」「お参りの一行」「下り坂での出会い」「神楽堂の軒下」。プラス、これまでの町歩きで得た

知識や経験、国土地理院地図電子国土 web を用いた距離や高度の測定、候補になる神社境内の見

取り図、現地訪問。これらの情報をフル回転させ考察した結果、ポートが伝道した神社は、仙台

東照宮であろうとの結論に至りました。なかなか楽しい謎解き作業でした。また、精力的に伝道

に取り組んでいた明治時代の宣教師の姿勢やスピリットに触れ、いたく感銘を覚えました。 

 さて、T.P.ポートが仙台初のプロテスタント教会「仙台第一浸礼教会」を設立したのは、1880

年（明治 13）のことです。場所は二日町。私たちの教会から歩いて６、７分の所です。残念なが

ら今その場所には、歴史の痕跡を残すものは何もありません。しかし、ポートが伝えたバプテス

トの信仰は、仙台の地で着実に根付き、今日まで継承されてきました。その様な信仰的土台がこ

の地にあったからこそ、日本バプテスト連盟による戦後の仙台伝道も、順調に展開したのだろう

と想像しています。 

 

 

誠実さは信頼と親近感を生む 

2018 年 5 月 20 日 

 

東北のバプテスト史を学ぶ際、正教会との関係を無視で

きません。東北初の浸礼教会は、明治 13 年（1880）1 月

に盛岡に誕生しましたが、設立メンバーは正教会から脱会

した人たちでした。正教会からバプテストへ転会し、伝道者になった人たちもいます。例えば、

八戸浸礼教会の設立メンバーで、後に仙台浸礼教会の伝道者として招聘された中野徳次郎は、正

教会の伝道者としての教育を東京で受け、県北で伝道に励んでいた方です。 

また、正教会について学ぶ際、仙台藩士との関係を無視できません。多数の仙台藩士が、正教

会の信者や伝道者となり、教勢拡大に大いに貢献したからです。仙台で最初の正教会講義所とな

り、また後に仮会堂となった場所は、仙台藩士小野荘五郎の屋敷でした。手元の資料で確認でき

たことは、その屋敷が東一番丁・南町通付近にあったということだけでした。そこで古地図で「小

野」姓の屋敷を探してみました。すると、江戸末期に作られた「安政補正改革仙府絵図」の東一

番丁・南町通南西角に、小野新十郎なる人物の屋敷を発見。ひょっとして荘五郎と新十郎は関係
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あるのではと考え、図書館で調べてみました。しかしよく分かりません。そこで大変不躾でした

が、仙台ハリストス正教会へ問合せのメールをお送りしました。すると間もなく司祭様から返信

をいただき、小野荘五郎のご子孫に問い合わせてくださった結果を伝えてくださり、さらに小野

家系譜の資料や、関連の論文資料を送ってくださったのです。それにより、小野新十郎は荘五郎

の兄であることが判明。詳細は省略しますが、場所が特定できたのです！ 

 一連の作業の中で仙台ハリストス正教会の司祭様の誠実さに触れ、正教会に対するイメージが

一変しました。今までどこかさめた視線を向けていたのですが、いつの間にか正教会への信頼と

親近感が生まれていました。「誠実さ」って、関係を築く上でとても大切なのですね。痛感！ 

 

 

朴沢の竹林の中で 

2018 年 8 月 26 日 

 

過日、朴沢方面の町歩きに参加しました。ボランティア

ガイドの方々に案内していただきながら、興禅院や朴沢八

幡神社、定義街道に続く道標や石碑群を辿る町歩きでした。

朴沢八幡神社は、地元の人しか分からないような場所に位置しています。社殿に向かう石段の左

手は竹林です。久しぶりに味わう竹林の感覚に、心が何となく癒される思いでした。曇り空でし

たが、竹林を見通した先は、雲間からの光を受けてほんのり輝いています。手前の成長した竹の

深みを帯びた緑、枯れかけて褐色がかった古びた緑、成長真っ盛りの活力ある緑、光を受けた若

竹が放つ新鮮な淡い緑、そしてそれらが織りなす上品なグラデーション。色々な彩度の緑が、邪

魔することも邪魔されることもなく、絶妙に調和を保ちながら、竹林という大きなキャンバスの

中で、えもいわれぬ美しさを描き出しています。 

 竹林はいいものです。私の性に合っています。みんな愚直にすっと伸び、途中で曲がったりし

ません。下部には余計な枝がありませんから、見通しも邪魔されません。また一本一本には節が

たくさんあり、細く華奢に見えても、おっとどっこい、しぶといのです。 竹林のすっきり感も好

きです。それぞれの立ち姿が何とも潔いのです。ああだ、こうだと、ぶつぶつ口にせずに、向か

うべき方向へ真直ぐ成長しています。 

 信仰も竹林のようでありたい、そう私は思います。愚直な信仰、華奢に見えてもしぶとい信仰、

真っすぐな信仰、そして様々な彩度の緑が美しいグラデーションを生み出す、そのような信仰に

憧れます。残念ながら竹林を生活圏で目にすることは、少なくなりました。目指すべき信仰の姿

を、視覚的に思い出させてくれるものが、日常の視界から次第に消えていきます。いつのまにか

理屈っぽい信仰や、下草や枝葉に惑わされる信仰へと変質してしまい、真っすぐだった信仰の幹

も、曲がってしまっていた、などとならないように自戒いたします。 
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サンタクロースへのプレゼント 

2018 年 12 月 23 日 

 

娘が小学校 1 年の頃のことでした。その年のクリスマ

ス・イブの 1 週間ほど前に、こんな質問をしてきました。

「いつもプレゼントをもらっているから、今年はサンタさ

んにお返しがしたいんだけど、サンタさんは何が好きなの？」。おばあちゃん子だった娘は、祖母

の影響をかなり受けていました。昔かたぎの祖母は、人様から何か頂いたら、必ずきちんとお返

しをするということを常としていました。そんなおばあちゃんの姿を常々見ていて、子供心に思

ったのでしょう。突然の質問に、「サンタさんのことはよくわからないけど、ワインは喜ぶと思う

よ？」と答えてしまいました。もう少し気の利いた、夢を膨らますような答えをすればといたく

反省したのですが、後の祭りです。娘は私のアドバイスを受けて、さっそく母親と一緒にジャス

コでワインを買い求め、それを綺麗にラッピングしました。自分でもそのラッピングがとても気

に入ったようです。イブの夜、自分の枕元に、サンタさんへのお返しのワインを置いて眠りにつ

いたのですが、ワインには娘からのこんなカードが添えられていたとのこと（サンタ談）。 

「サンタさんへ、プレゼントのおかえしにワインをあげます。もしよかったら、つつんである

紙はおいていってください」。その夜、我が家を訪れたサンタさんは、彼女へのプレゼントと、願

い通りラッピングのセロハン紙を残し、ワインだけを受け取って帰って行きました。 

誰かを喜ばせたい、誰かを幸せにしたい、そのような思いが自然に心に湧きあがる季節がクリ

スマスです。その優しい思いを人々の心に湧きあがらせる触媒として、サンタクロースは働いて

くれるのでしょう。そんなサンタさんに触発されて、私たちもまた、誰かを喜ばせたい、誰かを

幸せにしたいという心の思いを、素直に行動に移したいものです。それがクリスマスの大切な祝

い方なのでしょう。クリスマスおめでとうございます！ 

 

 

同行二人の信仰 

2019 年 4 月 21 日 

イエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められた。  

（ルカ 24：15） 

 弘法大師の修行の遺跡である四国八十八カ所のお寺を巡礼

することを、「お遍路」と言います。とても厳しい旅で、昔は途中で行き倒れになることもありま

した。「お遍路さん」は、菅笠（すげがさ）をかぶります。その菅笠の四方には仏教の教えが定め

られた言葉で記されています。そして教えの句と教えの句の間に、もう一つ決まった句が書き加
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えられています。「同行二人」（どうぎょうににん）という言葉です。険しい道を心細い思いや不

安な思いを抱きながら一人で辿るお遍路の旅も、実は単独行ではなく、いつも弘法大師が一緒に

伴ってくださっている、という意味です。 

この「同行二人」という言葉に、私は強い共感を覚えます。もちろん私が信じる「同行二人」

は、弘法大師ではなくイエス・キリストが私の人生に伴ってくださり、いつ、どんな時も私の人

生を共に歩んでくださる、ということに他なりません。時には主イエスとは分からない姿で、時

には分かる姿で、また時には目に見える姿で、時には目に見えない姿で、私たちの人生の同伴者

として歩んでくださっているのです。 

 一方の端には、イエス・キリストが十字架で“死んだ”という厳然とした「事実」があります。

もう一方の端には、人生の同伴者としてイエスが“生きて”共に歩んでくださっている、という実

感があります。この実感は私たちにとっては、「事実」そのものです。二つの対立する「事実」の

中間にある出来事、それをあえて人間の言葉で表現するならば、「復活」という言葉を使うしかな

いのでしょう。復活について、どんなに議論しても埒（らち）は明きません。大切なことは、私

たち人間の罪を背負い十字架で“死んだ”イエスは、私たちの人生の同伴者として、今、“生きて”

働いてくださっておられるという「事実」を、確信しそこに希望を見出すことなのです。 

 

 

三つのお願い 

2019 年 8 月 11 日 

 

民事訴訟を起こされてしまいました！契約不履行による

もので、不動産の差し押さえの強制執行も有り得るとのこと。

この訴訟を取り下げてもらうためには、「民事訴訟告知セン

ター」へまず連絡を、との通知を受けました。 

 先日、私にも上記のような内容の「振り込め詐欺」の葉書

が届きました。もっともらしい文言を駆使し、相手を心理的

に混乱させる文章は、ある程度の教養と知識を持ち合わせて

いなければ書けません。そのせっかくの才能を悪事に使う訳

ですから、何とももったいない話です。連絡先の「民事訴訟

告知センター」の受付営業時間も記されていましたが、日

曜・祝日は除くとなっています。詐欺の皆さんも、人を騙し荒稼ぎすることに良心の疲れを感じ

てしまい、精神的に休みを必要としているということならば、まだ救われる可能性はあるでしょ

う。しかし、平日は日常業務で人騙しの電話対応に精力を使い、日曜・祝日は電話対応の業務か

ら離れ、新しい人騙し戦略プランを練る時間に充てているのであれば、救いようがありません。 
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 罪悪感はないのでしょうか？ゲーム感覚なのでしょうか？私も高齢者になって実感しています

が、加齢と共に突然の事態に対しては、時として冷静で適切な判断ができなくなってくるもので

す。そのような能力低下に相手は付け込んできます。能力が低下することが悪いのではなく、そ

の弱さに付け込むヤツこそが悪いのです。 

 詐欺の皆さんに三つのお願いがあります。一つ、色々な手口を巧みに考えるその創造的な発想

力と才能を、安心して生活できる社会実現のために生かしてください。二つ、人を騙すために費

やす膨大な時間を、平和な世界を作るために使ってください。三つ、人騙しの熱心さと執拗さを、

暗いニュースばかりが溢れる世の中に、光をもたらすために用いてください。詐欺の皆さん、老

人の三つのお願いを、どうぞ聞いてください。 

 

「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。」（Ⅰヨハネ 4：7） 

 


