
1 

 

「愛の完成」 （ヨハネ２１：１５～１９）            （2019.10.27） 

 

 

今朝は、仙台南光沢教会の礼拝にお招きいただき、大変嬉しく思っています。私は今、教団

の青少年の働きを担う責任を与えられておりまして、今年で３年目になります。この働きを

全国のホーリネスの教会の皆さんに知っていただきたいと思いまして、だいたい月に一度、

いろいろな教会を回らせていただいて礼拝をささげ、礼拝の後に報告の時を持たせていただ

いています。東北教区は今まで一度も訪ねたことがありませんでしたが、昨月、三沢教会に

呼んでいただき、今日は佐藤先生からお招きをいただいて、初めて仙台の地に足を踏み入れ

ることができました。 

 皆さんもご存じの通り、先週大きな雨が降りまして、千葉でもあちらこちらで水害に遭い

ました。昨日も佐藤先生から、「千葉は大丈夫ですか？無理しなくても大丈夫ですよ」とご

連絡をいただきましたが、幸いなことに、東北教区の教区長である大前先生は千葉栄光教会

の副牧師でして、この日曜も奉仕をして下さっていますので安心して伺うことができました。

ただ、９月、１０月と、千葉もそうですがこの東北の地域も、台風、大雨で被害に遭っている

方があるでしょうか。あるいは、知り合いの中で大変な思いをしておられる方があるでしょ

うか。千葉の教会自体は直接の被害はありませんが、テレビなどで痛ましい映像を見るとき

に心が痛みますし、なぜ神さまはこのように度重なる試練を与えられるのだろうかと思いま

す。しかし同時に、そんな神さまが、先ほども使徒信条で告白したように全能の御手を持っ

て、愛を持ってこの世界をなお愛しておられる。御子イエス・キリストをこの世に与えてく

ださるほどにこの世界を愛し、その愛の御手を持って導いてくださる。何よりもキリスト者

である私たちは、赦されて礼拝に集う度にそう思い出させてくださっていると思うんですね。

ですから、大変な思いをしながらも私たちは一つ集まることを続けていくのだと思います。

これからますます生きて行くことが困難な時代にあって、だからこそ、私たちは決められた

日に決められた時間に一つのところに集まって、主を見上げさせていただきながら「神さま

はこの世界を見捨てておられない。私たち一人ひとりを愛しておられる」と確認し続けてい

く。そのためにも、今日も変わらずに私たちは主のみ言葉を共に聴いていきたいと願います。 

 

 お祈りをいたします。 

 愛する天の父なる神さま、今朝も変わらずに私たち一人ひとりの名を呼んでくださり、あ

なたの御許に集めてくださり、「わたしの愛する子。わたしの心にかなう者」、そのように私

たちに声をかけてくださる御子を心から感謝いたします。私たちが生きている世界は本当に

あなたがおられるのだろうか？と、おられるとしても私たちを見放しているのではないかと

思うような出来事が満ちています。その中で、疑いを抱き、不安を抱き、思い悩む私たちで

あります。しかしだからこそ、毎週、私たちを御許に集めてくださるのであります。今日も

赦されて集まってきた私たちが、何よりもその主の愛を、主の赦しの出来事をしっかりと聴

き取り、この時代の中にあって「それでも神は生きておられる。それでも神は私たちを愛し

ておられる」と確信して歩んでいくことができますように。この場に集えない愛する方々、

病床の中にあって、あるいは年を召されて、あるいは信仰の戦いの中で、今あなたを見上げ
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られなくなっている方もいるかもしれません。どうぞ、私たちが今、そういった方々の顔を、

名前を一人ひとり思い出しながら、主はそこにも届いていてくださるということを、この礼

拝の恵みに与れる私たち一人一人が、まず信じて共にみ言葉に聴くことができますように。

御手に委ねて尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 

 

 

 私は次世代育成主事という働きをするようになりまして、一番変わったことは、毎月一回、

日曜日に出かけるということもありますが、もう一つは夏のキャンプがやたらと増えたとい

うことです。去年も４つのキャンプがありまして、今年も夏３つ、秋に 1つ。夏は３週連続、

それぞれ違うキャンプに伺わせていただきました。その中で、講師としてお招きいただいた

キャンプでは、「イエスさまってどんな声？」というテーマを掲げました。それは、福音書に

語られている主イエス・キリストの言葉－弟子たちであったり、あるいは病を持った人たち

だったり、いろいろな人たちにかけられている言葉を、「今この私にかけられている言葉」

として聴き取りたい、遠い２千年前のイエスさまの物語ではなくて、今、このボクにこの私

に、イエスさまが肉声を振るわせるようにして語られた言葉として聴き取りたい、という思

いからでした。３回お話をして、それぞれ３つの言葉に焦点を当てて聴きました。その一つ

が、このヨハネの福音書２１章にある「わたしを愛するか」という主の語りかけでした。 

 この箇所は、私自身がとても思い入れがあるところです。先ほどのご紹介にありましたが、

私は４人兄弟で、上の２人は牧師で姉は教団委員として務めをさせていただいていますが、

私は上の３人と違って、教会から離れた時期、８年くらい放蕩をしていた時期がありました。

信仰の回復を与えていただいて献身をして今にいたっていますが、信仰を回復してから主イ

エスとの関わりの中で、このみ言葉がいつも私の心を支え、あるいは慰め、あるいは新たな

問いを与えられ、今もそうですが心に留まっている箇所です。そして何よりも信仰生活にと

って、私たちが生涯、主の御許、主に従っていくためには、この「わたしを愛するか」という

語りかけをしっかりと受け止めて行くことが、一度離れた人間からするととても大事だとい

う話しを子どもたちにもさせていただきました。 

 

 ここではペテロが「わたしに従ってきなさい」（１９）と言われました。何度もペテロに

対して「わたしに従ってきなさい」と声をかけ続けられた主イエスでしたが、しかしここで

いう「わたしに従ってきなさい」という招きには、大きな意味がありました。それは何かと

いうと、１８節以下にこう記されています。「よくよくあなたに言っておく。あなたが若か

った時には、自分で帯をしめて、思いのままに歩きまわっていた。しかし年をとってから

は、自分の手をのばすことになろう。そして、ほかの人があなたに帯を結びつけ、行きたく

ない所へ連れて行くであろう。これは、ペテロがどんな死に方で、神の栄光をあらわすかを

示すために、お話しになったのである。こう話してから、『わたしに従ってきなさい』と言

われた」（１８～１９）。つまり、主の招きに従うことは殉教の死を意味していました。ペ

テロ自身、主イエスが天に帰られてから、教会の中心となる大きな働きを担っていくわけで

すが、しかしその果てには、教会のために死ぬことを求められたのです。そのことを前提に

主イエスに従うようにと招かれた。そして、従っていくのです。 
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 そのような大きな招きにあたってペテロに対して主がまず求められたのが、ペテロの信仰

心でもなく、あるいは固い決意でもなく、あるいは燃えるような熱心さでもなく、愛であり

ました。これは私にとって大変不思議な問いかけでした。なぜ、主イエスは、このようにし

て命をもささげて従っていくことに対して、熱心な信仰心や固い決意でもなく、愛を求めら

れたのだろうか。そういうことから、私はこの箇所に心が留まるようになりました。 

けれども、よくヨハネによる福音書を読み続けてまいりますと、なるほどと分かる場所が

あるのですね。１３章、ここから、次の日に十字架にかけられる前の晩の、弟子と主イエス

との食事の席が始まります。１節ではこうあります「過越の祭の前に、イエスは、この世を

去って父のみもとに行くべき自分の時がきたことを知り、世にいる自分の者たちを愛して、

彼らを最後まで愛し通された」。いよいよご自分がなされる救いのみわざ、まさに十字架の

死でありますが、それを見通して覚悟をなさったときに、今目の前にいる弟子たちを他の訳

では「極みまで愛し通された」。その愛が表されていく。その最初の大きな出来事が皆さん

もご存じのように、弟子たちの足を洗う「洗足」といわれる記事です。たらいと手ぬぐいを

取って、本当に汚い弟子たちの足をジャブジャブ一人ひとり洗っていってくださる。 

そして洗い終えられた後に、３４節で主はこう言われるのです。「わたしは、新しいいま

しめをあなたがたに与える、互に愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あ

なたがたも互に愛し合いなさい」。主イエスが十字架にかかられる前の晩に弟子たちと食事

をしている中で、そして弟子たちの足を洗われた後に、「新しいいましめ」として互いに愛

し合うことをお求めになりました。 

 けれども、ここでも少し立ち止まって考えていただけたらと思います。「互いに愛し合

う」ということは、平たく言えば「仲良くする」ことです。それのどこが「新しい」でしょ

うか。そんなことは、わざわざ主イエスに教えていただかなくても、わざわざ教会の門を叩

かなくても、誰でも知っていることではないでしょうか。私には子どもがいますが、まず子

どもに教えることは、愛し合うこと、仲良くすることです。姉妹喧嘩ばかりするので「仲良

くしなさい」「相手のことを思いやりなさい」、そう教えています。学校でも、もちろん勉

強を教えますが、まず何よりも集団生活の中で、相手に対する思いやり、強い者も弱い者も

いろんな個性を持った相手を受け入れ合っていこう、と教えていきます。また、夏の終わり

には「愛は地球を救う」という２４時間番組が毎年行われながら、様々なハンディキャップ

を持っている方々が懸命に努力する姿が描かれ、それを見ている人たちの心に訴えかけて、

愛の思いが起こされて、たくさんの募金がささげられる。そして何よりも、「そのような愛

によって地球は救われていくのだ」というメッセージを一般の番組が報じている。 

そんな誰もが知っていることを、しかし主イエスはなぜわざわざ「新しいいましめ」とし

て、弟子たちに与えられようとしたのだろうか。ただ、私たちはそこですぐに気づくことも

あります。愛し合うこと、互いに仲良くし合うことがいかに難しいか、ということです。も

し互いに愛し合うこと、仲良くし合うことが小さい頃から教え続けられていく中で、本当に

それが身についているならば、なぜこの世界にまだ平和が訪れないのでしょうか。なぜ、各

地で争いが続いているのでしょうか。そんな遠くを見る必要はない。私たち自身を振り返っ

て考えてみても、いかに私たちが愛し合うことに遅く、受け入れることができない。そうい
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った自分を見つめながら絶望していることがないでしょうか。むしろ、憎しみや妬み、嫉妬、

争いのことを考える先に、感情が本能的な部分から沸き上がってくることがあるのではない

でしょうか。 

私が聖書学院の修養生のとき、夏に４０日間、授業をしないで各教会に遣わされて奉仕を

する「夏期伝道」がありました。そこでは伝道チームが１つか２つ作られて、関東だけでは

なく地方の教会へと送り出されます。私が 1年生のとき、３年生の先輩の男子の修養生とチ

ームになりまして、開拓が始まったばかりの西福岡の教会に遣わされて行きました。主な奉

仕はトラクト配布で「ここに教会があります」と知らせたり特別集会の案内をしたりする。

私自身、先ほど言いましたが、放蕩生活をしていた時期がありまして、今ではあまり言えな

いことをたくさんしてきましたが、あえてしてきたということもあるんですね。「これはち

ょっと悪いことだな」と思いながらも「ま、いっか」と思いながらしてきた。ただ、信仰の

回復をさせていただいて、しかも献身者として牧師になる召しが与えられて修養生になった

ときに、それまで故意に犯してきたことを犯さなければいい、自分で犯すまいと思えば犯さ

ないでもいられると思っていたところがありました。私自身、あまり伝道に熱心、何が何で

も福音を宣べ伝えたいというタイプではなく、「神さまが導いてくださるから」というとこ

ろと、少し消極的な性格もありまして、このトラクト配布も私にとってはかなりプレッシャ

ーでした。集合住宅のポストに入れるのならワケないのですが、西福岡は一戸建ての家が多く

て、外にポストがあればいいのですが、ない家がある。庭までわざわざ入って行って玄関の

中に入れなければならない。結構緊張するんですね。夏でしたから扉が開いている家があっ

たりする。そうすると、こそ泥のようにコソコソ入れてパッと置いて行ったり、あるいは、

玄関先で話している人がいると、ここは後に回して行こうと、いなくなってから入れたりし

て、何とか与えられた分を消化する。 

伝道者なのに、福音を伝えなければならないのにダメだなと、自分の弱さいたらなさを思

いながらトラクト配布を終えて帰って来ると、一緒に行った先輩、１０代後半で救われて、

救いの喜びを誰にでも伝えたいという、まさに「伝道したい」があふれ出るような先輩が、

西福岡教会の先生に報告をしているんです。「今日は、玄関先に人がいたので直接手渡して

お話をして、証しまでしてきました」と意気揚々と語るんです。それを聞きながら自分と比

べちゃうじゃないですか。「羨ましいなあ」という反面、「ああしょうがないなあ、自分

は」と思う。また次の日配っていると、ふっと考えの中に浮かんでくるのは、その先輩のあ

ら、悪いところを探しているんですね。「ああは言うけれども、あの先輩だってあそこがお

かしい」とか「ここが悪い」とか「そういう意味では私とトントンではないか？」と。ハッ

として、「自分は何を考えていたんだ？いかんいかん、そんな人を蔑むことなどしちゃいか

ん」と思って違うことを考えるのですが、また歩いて配り始めると無意識のうちに考える。

ずっとその先輩のことが気になり始めて、もちろん、表に出して誰かを傷つけるとか、言葉

で相手を痛めつけることはなかったとしても、「神さまは心の隅々まで見ておられる、こう

いう自分を見てどう思われるだろうか？しかも、自分で押さえよう思っても気を抜けばすぐ

出てくる。自分の存在は何なんだろうか？ 罪って何か犯して初めて罪となるよりも、自分

の存在そのものに深く染み付いているものなのだ」と深く経験させられました。 
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エレミヤ書に「人の心は何よりもねじ曲がっている。それは、癒やしがたい」（１７：９

新改訳 2017）。新共同訳聖書では「人の心は何にもまして、とらえ難く病んでいる」。自

分で自分をコントロールできないくらいに「とらえ難く病んでいる」。自分の気持ちをコン

トロールすることも出来ずに病んでしまっている姿をエレミヤは見ている。しかしそれは、

私たちの姿なんだと思うんですね。 

そういう意味で、主イエスが与えてくださる愛は、私たちが持っている愛とは全く違う

「新しい」愛だと、気づかされるのです。そもそもヨハネによる福音書は、「神さまの愛」

を表すために、主イエスはこの世に来てくださった、ということを証しする福音書でもあり

ます。あの有名な３章１６節で、「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛され

た」。神はこの世を愛してくださっている。なぜか。ひとり子をこの世に送ってくださった

からだ。その主イエス・キリストが、私たちと同じ人となって、そしてその罪を負い、十字

架で死に、甦ってくださる中で、神の愛が豊かに表されました。 

 

けれども、この神の愛は、誤解を恐れないで大胆に言わせていただくならば、十字架と復

活のみわざで完成したのではなく、この示された愛がこの私たちを捕らえ、そしてこの私た

ちが愛に生きる者へと造り変えられていって初めて完成すると言ってもいいのではないでし

ょうか。神の愛がどこか遠いところでキラキラと輝いていて完成したというのではなく、そ

の愛がこの私まで捕らえて、受け入れ、それだけではなくて、神の愛にこの私が、私たちが

生き始めて神の救いのみわざは達成されていくのだと思うのです。だからこそ、ヨハネの福

音書ではわざわざ２１章を記して、他の福音書ではどこにも書かれていなかったペテロと主

イエスの愛を書き記しているです。ペテロに主イエスが求められたのも、その新しい戒めと

しての愛、その愛をもって「わたしを愛するか」ということでありました。そしてそれが、

殉教の死を超えて、主イエスに最後まで従い通すことができる歩みともなる。 

なぜでしょうか。愛には超えるべきものを超えさせる力があるからです。具体的に言いま

すと、死の恐れを超える力が愛にはある。愛から与えられる。ですから、主イエスを信じて

お従いしていくということは、主イエスを愛して従っていくことと一つでもある。主イエス

を愛することは信じることであり、主イエスを信じることは主イエスを愛することでもある。

主イエスに従っていくということは、愛をもってお従いすることによってのみ可能になって

いくのだろうと思うのです。 

私たちの信仰生活の中で、時に喜んで主の御跡に従っていくことができない、ということ

があるかもしれません。あるいは「もういいや」と諦めたくなるときがあるかもしれませ

ん。そのとき是非顧みていただきたいのは、自分の熱心さでもなく自分の信仰心でもない。

主イエスに対する愛がしっかりと保てるだろうか、と問うていただきたい。 

ただ、この主イエスに対する愛は、私たちの内から頑張って起こすものではない。信仰も

そうですが、この愛も外から与えられるものです。外から私たちの内に呼び覚ましてくださ

るものでもある。死を超える愛をペテロにお求めになった主イエスは、その対話の中でペテ

ロのご自身に対する愛を深め、ご自身が与える愛に生きることができるように導く。これが

この１５節から１９節に記されている愛を巡る対話の大きな内容だと言ってもいいのです。 
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そこで詳しく見ていきますと、今日は一つだけ、是非皆さんに強調してお話したいことが

あります。それは何かと言いますと、「３回問いがなされた」ということです。なぜ同じ質

問を３回もされたのでしょうか？ よっぽど主イエスはペテロのことを疑っていたのでしょ

うか。そう受け止める方もあるかもしれません。しかし私はもっと違う意味があると思いま

す。ではその３回にどんな意味があるのでしょうか。しかも３回目には、ペテロはこういう

反応を示しているんですね。「ペテロは『わたしを愛するか』とイエスが三度も言われたの

で、心をいためてイエスに言った」（１７）。３回目にペテロの心に痛みが生じました。他

の翻訳ですと「悲しみが生まれた」とあります。 

では、この悲しみ、痛みはどこから来るのでしょうか。多くの方が指摘するのは、あの主

イエスに対する裏切りの出来事からということです。何年も前の話ではない、つい数日前の

話です。あの１３章から始まる最後の晩餐の席でもこんなことがありました。ペテロは主イ

エスの姿を見ながら「主イエスは私たちの手の届かないところに行ってしまうのではないだ

ろうか」と感じ取るのです。ですから、「あなたはどこにおいでになるのですか？」と問う

た。それに対して主イエスは「あなたはわたしの行くところに、今はついて来ることはでき

ない。しかし、あとになってから、ついて来ることになろう」（３６）と言われました。そ

の言葉を受けてペテロは何と言ったかというと、「主よ、私はたとえこのいのちをささげて

もあなたにどこまでもお従いしていきます」。私はこのペテロの発言には、ペテロ自身にと

って偽りはなかったと思います。周りにいい格好をして言ったのではなく、本当に主イエス

に対する愛をもって、私は命を取られることがあってもあなたにお従いしますと、本心で言

ったと思います。私たちの中にもそういう愛があると思います。自分の愛するもの－妻、子

どものために命をささげても何とかしてあげたい、という思いが私たちにもある。ペテロは

ここで正直に言い表したのでしょう。しかし主はその後すぐに、「あなたは鶏が鳴く前に三

度わたしを知らない」と予告され、実際に主イエスが捕らえられて－しかしペテロはそこに

頑張って付いていくのですが、裁判にかけられているところを少し遠巻きで眺めていたとき

「あなたもあのイエスの仲間だろう」と言われて３度「知らない」「知らない」「断じてそ

うではない」と否定した。 

なぜペテロはその主イエスの関係をそこで断ち切ったのでしょうか。それは死を恐れたか

らだと思います。私たちは結局のところ、自分を失うことを恐れるのです。その中で極みま

で愛してくださった愛を拒否し、主イエスが与えた愛を断念せざるを得ない。そこで、私た

ちの主イエスへの愛はもろくも崩れてしまう。本当のところでは自分を捨て切ることができ

ない中で、愛し抜くことができない。それが、ペテロだけではない、私たち罪を抱えている

人間であります。一番身近な存在を愛し敬うことができない私たちです。 

 

けれどもそんな私たちに、あるいはペテロに、主イエスはご自身の愛を問われるそこで、

自分の愛の限界を見つめさせながら、しかしそれを超えていく力を応答していく中で与えて

いってくださるのですね。このペテロの主イエスに対する応え方も、注意深く見ていくと面

白いのです。３回ともそんなに違った言い方はしていません。１５節のところでも、「彼ら
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が食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。『ヨハネの子シモン。あなた

は、この人たち以上に、わたしを愛しますか。』」。周りを比べてそれ以上にわたしを愛す

るかと主イエスはお問いになる。それに対してペテロは「『はい。主よ。私があなたを愛す

ることは、あなたがご存じです』」。かつてのペテロだったら、そんな言い方はしなかった

と思います。「主よ、当たり前じゃないですか？ここにいる弟子たちよりも、誰よりも私は

あなたを愛しています。何だったら証明して見せましょうか」そんな感じだったでしょう。

でもココでは違うのです。「主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存じです」。た

とえば皆さんが、ご主人や奥さんがおられる方であれば、その人たちから「私を愛してい

る？」と聞かれたときに、「それはあなたが知っていることだよ」と答えられたら満足する

でしょうか。「何て無責任な、私に対する愛はあなたが証明してよ。何か買って見せてよ、

何か行動で見せてよ」。これが私たちが求める愛でしょう。私たちも賢明に認めてもらおう

と思って努力をする。しかしペテロはそうしない。「私があなたを愛することはあなたが知

っておられる」。つまり、主イエスに対する愛の告白は自分の愛の深さを示すものでも、そ

の確かさを表すものでもありませんでした。そういうことを問われるのなら、自分は主イエ

スを裏切った者です。愛の証明すら、確かさすら自分の中ではもう表明できない。主イエス

の愛を告白するときに、だからこそ、そこで心の痛みも生まれるし、悲しみも与えられる。

悔い改めの思いが与えられる。そうしながら、しかし主イエスに対する愛は確かなものとさ

れていくのは、それを保証してくださるのは主イエスご自身であるのだ、というところの信

頼に置いていくのです。 

ご自分への愛を問われるその主イエスご自身が、ペテロの愛の確かさをしっかりと握って

いてくださる。そう問われる主イエスは何もかもご存じです。自分を裏切ったことも、これ

から失敗する私も全てご存じです。しかしそんなペテロであっても、主イエスを愛する者へ

と主が変えてくださる、いや既に変えてくださっている。あの十字架の赦しと甦りの命の中

であなたは変えられているではないか、と気づかせていただく。それを主の問いに応えてい

く中で気づかせていただく。「主よ、そうです。あなたは何もかもご存じです。私があなた

を愛していることは、あなたがお分かりになっています」、そう応えて行く中で、主イエス

の「わたしに従ってきなさい」という殉教の死を覚悟させる招きの言葉に対して、喜んで軽

やかに応え、従う者へとペテロはここで変えられていくのです。 

主イエスが与えてくださった「新しいいましめ」としての愛の働きかけはココにあります。

それは、痛みを伴う愛です。悔い改めを伴う愛です。そしてこの愛は、私たちは教えていた

だけなければ分からない。主イエスとの対話を通して、私たちの内に与えていただかなけれ

ば、私たちの中にはなかった愛の姿ではないでしょうか。 

 

先ほど夏のキャンプでこの箇所からメッセージをしたと言いましたが、そのプログラムの

中でキャンプファイヤーがありまして、急遽、私がその中で証しをすることになりました。

そのキャンプも、ペテロを巡る主イエスの言葉に注目をしていましたから、「私自身がペテ

ロだった」という証しをしました。私は牧師の息子でありましたから、生まれたときから教

会の中で育ち、４人姉妹の中で私が一番かわいく一番明るく、心の優しい子どもで、イエス
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さま大好きで教会大好きで、一生懸命伝道もして教会学校にたくさんお友だちを誘うために

ずっと呼びに回ったりして。そういう自分も好きだったし、自分は聖書に書いているような

弟子と違う、あんなにだらしなくない。イエスさまにずっと従っていく自信を持って歩んで

いたところがありました。ところが思春期になりますと、そんなことを言っても周りの友人

との関係であったり、いろんなことに興味を持ち始めていきながら、主イエスとの関係がだ

んだんと薄れていく。そういう中で主イエスが「わたしを愛するか」と問いかけてくださっ

ても、「いや、今はすいません。こっちの方が大事かも知れません。また帰ってきますが、

ちょっと今は…」。それでもなお語られる「私を愛するか」という語りかけに対して、だん

だん耳を塞ぎながら「もう聞きたくないです。今は勘弁して下さい」、信仰から、主イエス

から離れていくようになりました。そのようにして、神の前に立ち返ることがなくなってく

ると、本当にボールが坂道を転がっていくようにどんどん神さまから離れていきますし、行

いもどんどん落ちていくんですね。そこで人間関係でもぶつかり、この世に対する失望があ

ったり、あるいはそんな失望をしている自分が何者か？大したことじゃないか、ということ

でヤケになっていきながら、荒れた（といっても暴れたワケではありませんが）傍目から見

たらしょうがない生活を送っていた。教会の明るく温かい雰囲気は残っていましたから、や

がて戻りたいと思っていましたが、そのときは、「今の自分が改まらないと、いろんな問題

を清算してからでないと、とてもじゃないが帰れない」という思いがありました。そこまで

転げ落ちた私でしたから、自力で帰ることができるワケもない。どうしようもない生活を送

っていましたが、しかし主イエスは、そんな私を「お前はけしからんから、いらない」とは

言わなかった。甦られた主イエスがどこまでも弟子たちを追いかけてくださる。３度、ガリ

ラヤまで来て下さって弟子たちに声をかけ、漁に出ていた二人に食事を用意し、疲れを取

り、愛の対話をしてくださったように、そんな神から離れていた私を、主イエスの方から近

づいてくださり、休息を与え、いろいろな物から主イエスの方から強引に引き離してくださ

って、信仰の回復へと導いていただいたんですね。そういった中でもう一度神さまの愛に生

き始め、献身の思いが与えられ、そして献身していく中で、この問いかけを何度も聴きまし

た－「わたしを愛するか」。「主よ、私にはもうそんなことは言えません」と思っていまし

たけれども、「そうではない、愛そのものをあなたご自身が握っておられる、それに信頼し

ていけばいいのだ」と分かっていきながら、「はい、主よ。私があなたを愛していることは、

あなたがご存じです」と言える者へと変えられていった。 

この主の問いかけの対話を証しで話そうとするときに声が詰まるんですね。痛みを伴う、

悲しみを伴う。しかし、そんな私に「わたしを愛するか」と問いかけてくださる主に、「は

い、主よ」と応えさせてくださる恵みに喜びと感謝があふれてくる。それが深まっていく。

痛みが伴う、悔い改めが伴う愛とはこういうものか。全く違うところからくる愛の表明で

す。そのような愛をもってあなたを愛していくことができる喜び、周りにいる人、自分を愛

していくことができる恵み、何と素晴らしいことだろうか。 

ただ、それを皆さんに味わっていくためにも、一度イエスさまの元から離れてみましょう

ということは言えない。それはリスク大きい。帰ってくることができるかどうか分からない

ということではないかも知れないが、止めた方がいい。そんなことをする必要はない。今朝

も主は私たちに語りかけてくださるのです。１週間の歩みを振り返っただけでも、どうでし
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ょうか。主イエスを愛するとは、具体的な行動が伴うのです。主イエスを愛するとは、周り

に生きる人間を愛することです。自分を正しく愛し受け止めることです。主イエスが与える

新しい愛のいましめとは、神を愛し自分を愛するように隣人を愛するということです。自分

の隣人は誰でしょうか。あの画面越しに移っている被災しているかわいそうな人たちでしょ

うか。そうとも言えるかも知れない。しかしもっと身近にあるのではないでしょうか。夫で

あり、妻であり、子どもであり、親であり、学校や会社の仲間であるのです。その身近な存

在、あるいは自分自身を正しく愛することができない自分に気づかされるときに、胸が痛み

ます。心に悲しい思いが与えられるのです。けれどもそれが大切なのではないでしょうか。

ですから、主イエスの十字架の赦しなしには、私は生きていられないのだ、ということがそ

ういうところでよく分かるのではないでしょうか。愛がない私のために、イエスさまが十字

架で血を注いでくださったことを感謝の思いをもって、受け止めることができるのではない

でしょうか。そして礼拝の度毎に、十字架を見上げながら、「ああ、ココで自分の罪がもう

赦されている。これから犯すかもしれない過ち、罪をも赦してくださる。癒やしてくださ

る」。そんな私を「わが子よ」と丸ごと受け止めてくださっている。そのことを知らせてい

ただくときに、今度は喜んで、「はい、主よ。わたしがあなたを愛することは、あなたがご

存じです」と、「あなたは何もかも、私の隅々にまで、いや、私も気づかなかったような深

い闇をもあなたは知っていてくださる。しかし、そんな私のあなたに対する愛を、あなたご

自身がしっかりと御手の中に握っていてくださる。そのことを信じます」と告白させていた

だくことができるのではないでしょうか。 

 

そのような私たちに今朝、主は「わたしに従ってきなさい」と招いてくださるのです。そ

れは、ペテロのように命を捨てるような人生ではないかもしれません。何か偉大な愛のわざ

をすることではないかもしれません。家庭に帰って夫に仕え、子どもたちの世話をし、親の

看病をするだけかもしれません。しかしそれがどんなに尊いことであるか。その働きのため

にその週の間、どんなに必要であることでしょうか。私たちは、そういう者とさせていただ

いていると信じて、隣人に仕えさせていただくのです。 

主に対する愛を確かな者とさせていただきながら、今週も、家庭へ、職場へ、学校へと、

私たちはこの主の愛を携えて歩んで行きます。その意味で、愛は地球を救います。まさにご

自身の愛を私たちのうちに造り出してくださるその主の愛に生かされた私たちを通して、主

はこの世界を滅びから守っていてくださるのです。むしろ、救いへと導こうとしてくださっ

ているのです。その意味で私たちは、この主に喜んで、私の生涯を、私の時間を、私の全て

を「あなたのものです」とささげさせていただこうではありませんか。愛は口先ではありま

せん。具体的な行動が伴います。まさに私自身の体を主にささげる思いをもって、私たちは

今週一週間、主の愛に生かされていきたい、心からそう願います。 

 

お祈りをいたします。 

今朝も、私たち一人ひとりの名を呼びながら、「わたしを愛するか」と問いかけてくださ

います主イエスさま。痛みを伴いながらも、悔い改めの思いを新たにしながらも、一週間の
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歩みを振り返りながら、どれほど歩み遅く赦すことができないことができない者であるか、

と示されながら、しかし「はい、主よ。わたしがあなたを愛していることはあなたがご存じ

です」、そう応えさせていただく中で、あなたの愛に生きる者へと造り替えられている、そ

のことを深く信じさせてくださいますように。そのために、主がしてくださった愛のみわざ

を深く深く心に留めながら、喜んで十字架の恵みを受け止める者とさせてくださいますよう

に。新しい一週間の歩みも、具体的に愛の歩みを持って歩ませてください。その中でまた壁

にぶつかり、また挫折することや、自分の弱さを示されることもあるかと思います。しかし

そこで与えられる痛みの思いを持って、またあなたの御前に集められる喜びを感謝すること

ができますように。本当の愛が希薄となり、周りとの繋がりが切れていくような世の中にあ

って、あなたが私たちをどれ程必要としていてくださるかを、恐れと感謝の思いを持って知

りつつ、慎ましい私たちの歩みをあなたが支えてくださいますように。 

感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 

（千葉栄光教会 安井厳牧師） 


