2021.09.09. 木曜礼拝
イエスはどんな方か
イザヤ 42 章
こんばんは私たちの週半ばの木曜夜の礼拝「聖書の学び」へようこそ。聖書を書ごと、章ごと、節ごとに
学んでいて、現在、素晴らしい書「イザヤ書」です。先週 41 章を学び終えましたので、今夜は、42 章に
取り組みます。未だ開いておられない方は、その箇所をご覧ください。開かれたら、ご一緒に祈りましょ
う。今夜の聖書の学び、御言葉においての私たちの時間を祝福くださるよう神にお願いしましょう。
あぁ主よ。本当にありがとうございます。あなたの御言葉に、またこのような時間に、木曜日の夜のこの
時間、あなたの教会に私たちが来れる事にただ感謝します。また多くの人が今、超ストレスを抱え、プレ
ッシャーを感じ、混乱しています。私たちは、あなたが混乱や不安や恐れ、不確実性の作者でないことは
分かっています。主よ、私たちは分かっています。聞くことによって信仰が生じ、神の御言葉によって聞
くことによって信仰が生じるなら、それなら逆に、恐怖は聞くことによって、世の声を聞くことで生じま
す。ですから主よ、今夜私たちがここにいるのは、あなたの御声を聞きたいからです。あなたが、あなた
の御言葉を通して、私たちの人生に語りかけてくださる通り、私たちは、あなたの御声を聞く必要があり
ます。うるさく騒ぎ立て、注目を集めようとひしめき合う脅威の声が周りにあります。主よ、今夜私たち
は、あなたの御声を聞く必要があります。主よ、あなただけが御出来になる通り聖霊の精錬された静かな
小さな声でお語り下さい。主よ、私たちの時間を祝福してください。これは御言葉において、あなたと私
たちの時間です。ですから主よ、今夜の私たちの時間を祝福ください。イエスの御名によって祈ります。
アーメン、アーメン。
よろしい。それでは！ 今夜私は、42 章の 1 章だけ取り組む決断をしました。理由は、イエスがどのよ
うなお方なのか最も壮大な説明の一つだからです。理由は、イエスがどのようなお方なのか最も壮大な
説明の一つだからです。これから見る通り、イザヤは聖霊によって、来たるべき世界の救い主についての
力強い預言的な描写をします。これから見る通り、イザヤは聖霊によって、来たるべき世界の救い主につ
いての力強い預言的な描写をします。誰かが誰かを知っているとその人がどんな人なのか、どんな感じ
の人かを知りたくなりますよね？

今夜、イザヤが私たちのためにしてくれるのはそういうことなので

す。私たちは、イエスがどんな方なのか、どんな人物で、どんな感じなのか、この描写を見ていくのです。
そして結論は、そこから本当にイエスがどんな方なのかを知るだけでなく、私たちは自問自答するので
す。
「私たちはイエスのような存在なのか？」
「お～、イエスってこんな方なんだ。」
「ええ、私はキリスト
のようになりたいです。
」因みに、
「ローマ人への手紙 8 章」で、非常によく引用される節の後に、あまり
よく引用されない節があります。どれを指しているのか分かりますか？「ローマ人への手紙 8 章 29 節」
です。お～ごめんなさい。28 節は、29 節の前にありますよね。そう、私たちは 28 節を良く知っていま
す。
ローマ人への手紙 8 章
28 神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことが
ともに働いて益となることを、私たちは知っています。
お～この節が大好きです。主よ、ありがとうございます。すべてのことがともに働いて益となる。しかし、
それだけではありません。次の節には修飾語があります。なぜなら、28 節には、こうあります。
「神のご
計画にしたがって召された人たちのために」

OK、ではこの質問をし、それに答えなければなりません。
「あなたの目的は何ですか？」お～聞いてくだ
さり嬉しいです。29 節にあります。神の目的は、私たちをイエスに似せることです。私たちをイエス・
キリストの姿に変えてくださるのです。それが神の目的です。さて私たちは、こんな風に言えるなら、
細かい文字で書かれた規約を知る必要があります。もし皆さん、私同様なら、こうされると思いますよ。
皆さん認めようとなかろうと、きっと私同様だから。契約条件に同意するとき、全部読みますか？ それ
が私の考えていたことです。私も読みません。”クリック、クリック、では次。さっとやってしまおう！！”
これをダウンロードする。”私は、この条件に同意した。”実際にそれらに目を通してみると、あなたがも
う同意している条件というのは、昔よく言っていた通り、
「規約/細かい文字」です。そういうものなんで
す。そう、イエス・キリストの姿に変えられるということは、神の目的は、私たちをイエスに似せること
です。OK。では、イエスはどんな方でしたか？ では、私はイエスのようにされるのだから、イエスの
ように作られることが分かります。それが今夜学ぶ内容です。皆さん準備はいいですか？

そんな導入

（イントロ）です。
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1 見よ。わたしが支えるわたしのしもべ、わたしの心が喜ぶ、わたしの選んだ者。わたしは彼の上にわた
しの霊を授け、彼は国々にさばきを行う。
最初の節だけです。実際、最初の数節だけで核心をついています。まずはこの預言から始まり、これはイ
エス・キリストという人物と、イエスの初臨を指しています。この預言が成就したのは、
「マタイの福音
書の 12 章 16 節から 21 節」にその記録があります。 マタイが聖霊によって語っています。
マタイの福音書 12 章
16 そして、
（イエスは）ご自分のことを人々に知らせないように、彼らを戒められた。
17 これは、預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。
18 見よ。わたしが選んだわたしのしもべ、わたしの心が喜ぶ、わたしの愛する者。わたしは彼の上にわ
たしの霊を授け、彼は異邦人にさばきを告げる。
19（これがイザヤ書 42 章の 2 節に出てきます。
）彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く者もな
い。
20 傷んだ葦を折ることもなく、くすぶる灯芯を消すこともない。さばきを勝利に導くまで。
21 異邦人は彼の名に望みをかける。
そうこれが、私たちが今読んでいる「イザヤ書 42 章 2 節」の成就です。
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2 彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。
3 傷んだ葦を折ることもなく、くすぶる灯芯を消すこともなく、真実をもってさばきを執り行う。
この 2 つの節について、少しだけお付き合いいただきたいと思います。なぜなら、この記述からイエス
がどんな方だったのか、実際どんな方かということを誇張できるのかどうか分かりません。イエスのご
本質を過大評価できると思いません。これは、イエスが、私が知っている人たちみたいに、無礼だったり、
大声をあげるのではなく、
（JD 牧師挙手中）ー(笑)ー

むしろイエスは優しく、思いやりのある穏やかな

方であることを物語っています。特に福音書を読んでいるときに、イエスがどんな人だったのか、どんな
感じだったか考えたことはありますか？ 彼の笑い声は、どんな感じだったのでしょうか。私は、そんな
風に考えます。お～彼は笑いましたよね。皆さん、これは、私の胸の内を明かした方がいいかもしれませ

んね。ああいうイエスの映画。私がどれを指してるか分かりますね？ 私は見ていられません。申し訳な
いのですが。お許しください。ただ見れないのです。なぜなら、まずイエスの外見。イエスはああいう風
ではありません。それが第一の問題ですね。イエスは、ああいう外見ではありません。皆さんの今夜と、
イエスの写真を台無しにするのは嫌ですが、しかし恐らくイエスは、そう、私のような中東の人です。そ
れは大変申し訳ありませんが、そうですよね？

イエスは、あんな風ではありませんでした。だから私

は、イエスを描いたものや肖像画を一切見ないようにしています。一番有名なのは、長髪で、その話は止
めておきます。もう十分ですね。ただそれは、イエスの外見ではありません。これらの映画では、イエス
がストイックで地味で、こんな風に描かれています。
「私について来なさい。人間をとる漁師にしてあげよう。」すると俳優たちはこんな感じで、
「はい！」と
行進しながらついていく。違います！ そんな風ではありません。イエスはそうではありませんでした。
私が心から信じているのは、彼の話す声のトーンでさえ、大変穏やかで、愛おしかったこと。どうやって
それが分かるのか、なぜそう信じるのかを言います。なぜなら、子どもたちがイエスのところへ集まって
来るのです。イエスはとても親しみやすい人でした。子どもたちを惹きつける、子どもたちに威圧感を与
えない何かがあったはずです。何が言いたいかと言うと、その記述があります。子どもたちが大勢でイエ
スのもとに集まってくるところを皆さん、よくご存じだと思います。すると弟子たちは子どもたちに言
います。「お前たち、離れなさい。何をしてるんだ？H3（高速道路）で遊んでこい。」
もちろん当時、H3 はありませんでしたが、ポイントは分かりますね？ そして、イエスはどうされます
か？
「あなたがた、止めなさい。子どもたちが、わたしのところに来ることを邪魔してはいけません。神の国
はこのような者たちのものなのです。
」（マルコ 10：14 参照）
自分自身に問いかける必要があります。つまり、私の場合は、子どもたちが私を見ると、逃げます。私に
走ってくるのではなく私から逃げます。なぜなら私を見ていただければ、そのジレンマの答えになると
思います。しかし、何かとても親しみやすいものがあった筈です。つまり主が話すときには、視覚的にも、
聴覚的にも、イエスの御声はとても愛に満ちた口調でした。弟子たちといるときもです。嵐を静められる
時のすべての記述も弟子たちがイエスを起こします。イエスは嵐の中の船の上で眠っておられ、弟子た
ちが起こすのです。イエスは「なぜ私を起こすのですか？」
「何が起きているか分かってます？

私たちは死んでしまいます！！」そしてイエスは嵐を静められま

す。通常、福音書の中でイエスがそうされる時はたいてい次のように続きます。
「まだ信仰がないのですか。
」
（マルコ 4：40）
私がまだ主にあって若かった頃、御恵みの中で成長しキリストの中で成熟しながら御言葉を学んでいた
とき、私はいつも、想像していました。もちろん自分の気質のせいだったのですが。しかし、私はいつも
イエスの軽蔑と嫌悪感を持った声を想像していました。
「あ～なんと信仰のない者たちなのだ！！」
違います～～！ つまり、私が描く救世主のイメージは、子どもたちが彼のもとに集まってくるほどの、
とても愛情深く、とても優しくて、とても穏やかで、とても思いやりのある人です。これが、ここでイザ
ヤがイエスについて預言していることなのです。このイメージを考えてみてください。傷んだ葦があっ
て、あなたは傷んだ葦を見つけます。イエスはそれを傷つけません。私は、傷んで弱った葦を手に取り、
まっすぐに起き上がらせるイエスの姿を想像します。その傷ついた葦と同時にあなたはくすぶる芯を手
にしました。燃えていて、辛うじて耐えています。ロウソクのこと知ってますか？

ロウソクについて

は、少しを学んでいます。妻は、ロウソクについていくつか教えてくれました。すごく安いロウソクも買
えますよね。価値のないものです。そんなに長持ちしません。本当に腹立たしいのは、私はただ、私は今
夜、心の内をたくさん打ち明けたいようです。本当に腹立たしいのは、このロウソクにお金を払ったのに
芯がロウソクの全ての蝋を燃やさないことです。火をつけようと、ライターで 5 万円相当を費やし、火
をつけようとするのに、なかなか火がつかない。それがここにある描写です。辛うじてなんとか光ってい
るだけなのを見つけるのです。そしてイエスはどうされるでしょうか？

再燃させられるのです。壊れ

たものは、私たちは価値がないと捨ててしまいます。イエスはそうではありません。イエスは壊れたもの
に価値を見られます。福音書の中で、いかにイエスが最後の最も小さい者、砕かれた人、弱い人、疲れた
人に惹かれていたかに、私はとても驚きます。救世主の口から出た厳しい言葉は、当時の宗教指導者たち
へ向けたものでした。つまりイエスは彼らをマムシ、蛇と呼ばれました。
（マタイ 23：33 参照）
「お～どこに愛があるの？」ある記述が、これは当然ながら私たちを不安にさせます。イエスが神殿に入
られた時、彼らは神の民から利益を取っていました。そこのテーブルには両替人がいて、イエスのイメー
ジについて話していますが、完全に捨て去ることになります。そのイメージではなく、イエスはとても働
き者で、父親のために働いていたことを忘れないでください。私たちは親しみを込めて、イエスを「大工」
と呼びます。しかし、聖書学者や解説者の中には、本当は材木ではなく、石を扱っていたという意見もあ
ります。それを考えてみてください。イエスはかなり荒々しくて、ガッシリしてたと私は想像します。
こんな風に肩を落とした感じや、長髪ではなく、再度、ごめんなさい。OK。これで最後です。はい、そ
う願います。主よ助けてください。
「ヨハネの黙示録」で語られていることで、興味深いのは、私たちがイエスに会う時、私たちはただ唖然
とし、私たちは主を見て、驚愕することです。私たちは、本当にショックを受けます。つまりこの預言の
キャンバスに描かれている描写は、思いやりのある、親切で優しい人、神の人、とても愛に満ちた人なの
です。繰り返しますが、私が願うのは、この章の学びを通して、イエスがどんな方であるか、自分はイエ
スのようなのか、私を含めたすべての人が、聖霊に心を探っていただきたいと思います。神は、私を、も
っと人を思いやれるように育てて下さっていますか？

忍耐強く、優しく、長い時間をかけて。ところ

で、これはすべて 聖霊ですよね。
「ガラテヤ 5 章」
。これも私たちがよく引用する別の一節です。そのリ
ストに、本当に目を通したことがありますか？

どれくらいで脱落しますか？

私は、いつも忍耐しま

すが、失敗に終わります。私はとてもせっかちです。せっかちが何か分かりますか？ ”私の時間はあな
たの時間より重要です” せっかちの意味は、”私はあなたより価値がある””私が誰だか知っているのか”
それが高ぶりです。そしてそれが、柔和の対極です。柔和は聖霊によるものです。こう言う風に言わせて
ください。私が言いたいのは、これを言います。つまり、こういう事です。そのまんまです。私たちが柔
和で謙虚なときほど、イエスに似ることはありません。私たちが高ぶっているときほど、サタンに似てい
ることはありません。それについて考えてみてください。
「私はイエスのようになりたいです。
」じゃあ、それが意味するのは、イエスは謙虚さを体現されている
ので、あなたは謙虚になる必要があります。今から４節で見るように弱いのではなく、柔和なのです。
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4 衰えず、くじけることなく、ついには地にさばきを確立する。島々も（島々とは遠い国々の意味です）
そのおしえを待ち望む。
皆さん分かりましたか？ ああ、イエスは優しく、この傷ついた葦を折られない。くすぶっている芯を切

り取ったり、捨てたりすることはない。しかし、イエスが柔和だからといって、弱いとは一瞬たりとも思
わないでください。主は弱いのではありません。それが私たちの問題ですよね？ 私たちは、
「柔和」は
「弱さ」と同義であるという概念があって、真実からかけ離れています。イエスは強いだけではなく、力
があり、また力があるだけではなく全知全能の力があられます。
（会衆席からアーメン）
5 節「...神なる主は...」-。はい良いですね。そうです。私はうまくやりました。どうもありがとう。そう
じゃないといけなかったのです。それを計画していました。ー(笑)ーたぶんこのタイミングで言うのが
良いと思います。今夜は、テネシー州ナッシュビルから、オンラインメンバーが来てくださっています。
「聖書の学び」の後には残れず帰らないといけないので、その前に会わせて頂きました。私は彼女たちに
会って、話をすることができました。彼女が仰るには、
「私の友人が、
」これシェアしていいですか？
ーありがとうございます。尋ねるのが遅すぎますね。私、もう言い出してしまっています。はい、でも、
しかし、ご友人たちがご覧になっていて、彼女たちがここにいることを聞きたいのです。私たちは、どな
たのことも写さないので、彼女が仰るには、
「私はアーメンと叫ばなければ！」ー(笑)ー
それに対して私は、
「アーメンと言ってもらえるようなことが言えるように祈ります」と答えました。そ
う！上手くやれました！！

ー拍手ー 主を褒めたたえます。主よ、ありがとうございます。それでは５

節です。
イザヤ 42
5 天を創造し、これを延べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者た
ちに霊を授けた神なる主はこう言われる。
6 わたし、主は、義をもってあなたを召し、あなたの手を握る。あなたを見守り、あなたを民の契約とし
て、国々の光とする。
7 こうして、見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。
お～興味深いですね。皆さんここが語る意味が分かりますか？

これは、イエスが世に遣わされたとき

に呼ばれたことであり、イエスが世におられたときに成就したことです。今読んだ 5 節から 7 節の内容
は、彼が世の救い主として召された目的です。そしてそこで止まりません。それは私たちの目的でもあり
ます。私たちがイエスのようになるのなら、もしこれがイエスの姿であり、そうだったなら、これがイエ
スの召された目的で、そうであるなら、私たちがイエスのようになりたいと思い、主の目的に従って召さ
れているならば、皆さん、これらの節を読み返して、そこに自分の名前を置いてみてください。そして、
どこまでいけるか見てください。私がどこまで進んだかは言いません。OK、言います。5 節までで限界
です。
8 わたしは主、これがわたしの名。わたしは、わたしの栄光をほかの者に、...
ちょっとこれ覚えておいて、お尻のポケットに入れておいてください。後で戻りますので。
...わたしの栄誉を、刻んだ像どもに与えはしない。
9 初めのことは、見よ、すでに起こった。新しいことを、わたしは告げる。それが起こる前にあなたがた
に聞かせる。
10 新しい歌を主に歌え。その栄誉を、地の果てから。海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこ
に住む者よ。
11 荒野とその町々、ケダル人が住む村々よ、声をあげよ。セラに住む者たちは喜び歌え。山々の頂から
声高らかに叫べ。

12 主に栄光を帰せよ。島々にその栄誉を告げ知らせよ。
「詩篇」を読んでいるかのようですね。なぜなら、基本的にそうだからです。これは、主を賛美する詩な
ので、この詩で宣言されているのは、主だけが、すべての栄光を受けるということです。さっきのを、
お尻のポッケから出してください。これについて話す必要があります。なぜなら、
肉なる者がだれも神の御前で誇ることはありません。（第一コリント：29）
神はその栄光を誰にも分け与えになりません。ところで、とても興味深いことがあります。幕屋での祭司
の仕事、そしてその後の神殿での祭司の仕事では、祭司は自分の身体を衣で隠さなければなりませんで
した。祭壇に登っていけにえを捧げるときには、肉が見えないように、身体全体を覆わなければなりませ
んでした。また、汗は肉から生じるので、汗をかかないような素材でなければなりませんでした。
言い換えると、
「あなたがたが私の御前に来ると、わたしは、いかなる肉も見たくないのです。
」言ってお
きますが、すべての牧師は、このことを心に留め、注意を払うべきです。栄光を得るのは神だけです。人
は誰も、その栄光に触れられません。自分の手柄にできる者は誰もいません。主だけが、その御名にふさ
わしい、すべての称賛と栄光を得るのにふさわしいお方です。神だけがなさったことを、いかなる方法で
も肉の自分の手柄にすることはできません。これがここで語っている事です。誰にも、どんな者にもで
す。では 13 節、
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13 主は勇士のように出で立ち、戦士のように激しく奮い立ち、ときの声をあげて叫び、...
ちょっと待ってください。冒頭で読んだ内容とは逆のような気がします。はい、お付き合いください。お
話しします。”主は、声をあげて叫び、”はい、主は叫び、
...敵に向かって力を見せつける。
14 久しく、わたしは黙っていた。静かにして自分を抑えていた。今は、子を産む女のようにうめき、激
しい息づかいであえぐ。
15 わたしは山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を中州ばかりにし、沢を涸らす。
わぉ～ここで何が起こっているのでしょうか。これは、”（２節の）彼は叫ばず、言い争わず、通りでそ
の声を聞かせない。”とは正反対のものです。彼は、騒がしく暴言を吐く方ではありません。なのにここ
で言っているのは、”わたしはときの声をあげて叫び、あなたがたはそれを聞く”どういうことでしょう
か？ はい、ここでは対照的なことがあります。この章の最初の部分は、イエスの初臨についてでした。
そしてこの箇所は、イエスの再臨についてです。大好きなんですが、それについて書かれた詩がたくさん
あり、また、これについては、多くのコメントがあります。しかし、イエスは初臨の時は、苦難のしもべ
として来られました。しかし、再臨されるときは苦難のしもべとして来られるのではありません。イエス
は、勝利の王としてやって来られます。勝利の王です！ 皆さんご存知ですか？ あ”～～～～～～
私は待ちきれません！！！！う”～～～～なぜなら、すべてが膝をかがめ、不潔な、醜い、神を冒涜する
すべての舌が、イエス・キリストが主だと告白するのです。
（ピリピ 2：10～11 参照）
額に浮き出る血管が残念ですが、（会衆：アーメン）そらきた～！！

もう一丁どうぞ！！

皆さんは、

ここで何か始めようとしていますね。ー(笑)ー
なぜ私がこれについて熱くなるのかをお話します。それには理由があり、それをお伝えすると、皆さんに
ご理解いただけると思います。こんにち世界で起こっていること、人間がやっていること、正義の人に加
害する人間の悪を目にする時、それは私を落ち着かせ、正気に保ちます。最近の私の祈りは何だと思いま

すか？ こういうような内容になっています。
”主よ、正義の人を支え、悪を抑えてください。”
「第二テサロニケ人への手紙」には、”引き止める者が引き止めている”に関する預言がありますね。そし
て引き止める者が取り除かれると、ほ～～～～～（第二テサロニケ 2：6～７参照）
「さようなら。あなたみたいになりたくないわ！」ー(笑)ー
笑ってくれてありがとう。笑わなければ、泣いてしまいます。今現在悪が、邪悪なものが邪悪として、実
はまだ抑制されていると信じられますか？

引き止める者が取り去られるときのことが想像できます

か？ ですから、一方で、今、主が悪を抑えておられます。しかし、悪を抑制することと同時に、正義の
人を支える必要があります。正義の人を支え、悪を抑制する。そして、私の正義の怒りを抑制するものが
何かを話します。今起こっていることを見る時、私のイエスが戻って来られる時は、主は王の王、勝利の
王として戻ってくることを知っています。そしてすべての膝がかがめ、すべての舌が告白するのです。
「イエス・キリストは主です」と。はい！ しかしここで問題です。彼らがそうするとき、それは救いの
ためではありません。裁かれるためなのです。それが愛情のない、厳しいものに思えるなら、私たちは、
イエスが自分を愛して下さっているということを考えてみると良いと思います。しかし、イエスは愛で
あると同時に、正義でもあられます。もしイエスが正義でなければ、愛ではありません。イエスが愛でな
ければ、正義ではありません。その 2 つは伴っているのです。正義です。では 13 節、あ、13 節は済みま
したね。16 節からですね？ 私は節を間違えたのでしょうか？ 誰か教えてください。間違えていませ
んよね？ OK。合ってますね。良かった。言っておきます。今週は、荒れた一週間でした。
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16 わたしは目の見えない人に、知らない道を歩ませ、知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、
起伏のある地を平らにする。これらのことをわたしは行い、彼らを見捨てはしない。
17 科学(彫像)に拠り頼み、科学(鋳像)に向かって（いえ、彫像・鋳像です。ごめんなさいとは思ってませ
んけど！）
...『あなたがたこそ私たちの神々』と言う者は、（我々は、あなたに信頼する）退けられて恥を見る。
18 耳の聞こえない者たちよ、聞け。目の見えない者たちよ、目を凝らして見よ。
19 わたしのしもべほど目の見えない者が、だれかほかにいるだろうか。わたしが送る使者ほど耳の聞こ
えない者が、ほかにいるだろうか。わたしと和解した者のような目の見えない者、主のしもべのような目
の見えない者が、だれかほかにいるだろうか。
20 あなたは多くを見ながら、心を留めない。耳が開いているのに、聞こうとしない。
これは誰について語っているのでしょうか。お～イザヤはここで方向を変えます。彼は、イエスについて
の記述から、イエスの民イスラエルについての記述へと進みます。彼らには耳があるのに、聞こえない。
彼らには目があるのに、見えない。ここでちょっと時間をください。ここには、私たちが気づくべきこと
があると思います。聞こえるのに、聞かないというのは、どういうことなのかに関係します。いいです
か？ その意味が分かりますか？ つまり、あなたがたは聞こえるのに、本当は聞いていない。あなたが
たには耳があるのに、聞こえない。黙示録にある、７つの教会宛の手紙の全てがこのことで締めくくられ
ています。
「耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。
」
誰かと会話をしているときに、皆さんではなく、他の世俗的なクリスチャンが

これをすることを話しています。皆さんではありません皆さんは素晴らしいです。しかし、話をしていて
も、実際には聞いていないのです。聞いていますけど、本当には聞いていないのです。でも、適切なタイ
ミングで適切な応答を挿入するのは得意ですよね。
「まあ～そうなのね？」
「ふ～ん。」あなたは何マイル
も離れたところで、全然違うことを考えています。さらに悪いことに、自分が何を言おうかと考えている
ために、相手の話を聞いていないこともあります。そして、時には相手の話をさえぎることもあるでしょ
う。彼らの話を聞いていないのですから。神が私たちに、耳の蓋をお与えにならなかったと気づいたこと
はありますか？ 奇妙な話ですが、これには深い意味があります。私たちには瞼がありますね。でも耳蓋
はありません。そんなことを考えたことはありますか？

目を閉じるように耳を閉じることは、決して

ありません。因みに、目もまだまだ捨てたものではありません。なぜなら、見ているようでいて、実際に
は見ていないことがあるからです。私たちが”見るための目”と言うとき、因みに、いかに修辞的でしょう
か。”耳のある者は、” 何ですって？

分かりました。ちょっと待ってください。誰もが耳があります。

誰もが耳があって、実際、誰もが２つ持っています。OK、それなら聞きなさい。目にも同じことが言え
ます。あなたには目があるのに、見ようとしない。あなたには見るための目はない。あなたには、聖霊が
教会に告げることを聞く耳はありません。これは、神の民の悲しい描写です。私たちは、イスラエルに厳
しすぎないように、私たちの多くが陥りがちなことです。私も同罪だと思っています。旧約聖書を読んで
いるとよくあるのが、イスラエルの民が、特に出エジプトで、不平不満、文句を言っています。私は、ど
うしてそんなことができるのかと思いました。すると聖霊がこんな風に仰います。
「あなたがそこにいたなら、あなたは率先して文句を言っていたはずです。
」
「待って。我々は肉が食べたいんだ！このマナには飽きた。昨日もマナ、今日もマナ、明日もマナ。
」
「マナバーガーは何個でも作れるけど、肉が食べたいんだ！」私は率先して、何とかしたでしょう。いや、
たぶんそうではありません。私が言いたかったのは、私があのビラを作って、抗議活動を始める。
「 肉を
食わせろ！」と。ー(笑)ー
それを読むとき、私たちは皆、霊的にとても敬虔ぶっています。
「私だったらそんなことしない。」
ーいいえ、あなたはします。あなたはします。私には聞く耳があります。ーいいえ、ありません。
いいえ、ありません。ありますよ！ OK、ここに良い例があります。ふと浮かびました。これが聖霊で
あることを願っています。そう信じます。こうです。
神の御言葉を聞いているとき、自分が神の御言葉の教えの下に座っていることが分かります。メッセー
ジを聞いているのかもしれません。そして、自分自身にこう思うのです。
「あ～誰それがこれを聞くべきだと思う。
」
「リンクを送ってみようかな。
」ーお～本当に？

”彼らは”こ

れを聞く必要があるから。皆さんが聞く必要はありません。つまり、皆さんは素晴らしいから。いいえ彼
らです。彼らは、これを聞くためにここにいたら良かったのに。彼らはこれを聞く必要があります。ほっ
ほっほっほ、あなたはどうなのですか？ あなたが、これを聞く必要があるかもしれません。いいえ、私
はちゃんと聞きました。お～あなたには耳がありますね。しかし、本当に聞いていたのでしょうか？
私はいつも牧師になる前からやっていました。しかし、聖書の学びや日曜朝の礼拝の前に、神の御言葉の
教えの下に座ろうとする時には必ず主にお願いしました。御言葉を受け取る私の心を整え、見る目を与
えてくださるよう、いつも神に求めるのです。私には目がありますが、主よ、あなたが私に見せたいもの
を見る目が必要です。あなたが 私に何かを見せたいのを知っているからです。あなたがそれを見せてく
ださっても、私が見てるとは限らないからです。あなたがそれを話してくださっても、私が聞いていると

は限らないからです。ですから主よ、あなたがそれを示されるとき、それを見る目を与えてください。
私はそれが見たいからです。あなたがそれを話されるとき、私はそれを聞く耳を持ちたいのです。なぜな
らヤコブが言うように、私たちは罪を犯します。
みことばを行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者となってはいけません。
（ヤコブ 1：
22）
自分が聞いているかどうか、注意を払っているかどうかを知るためのリトマス試験は、 あなたが神の御
言葉を実行しているかどうかです。分かりましたね？ ーはい。私を見ていてください。そうします。
留意します。ただ聞くだけではなく、実行します。私はそれを聞いて去ると、聞いたことをすべて忘れて
しまいます。あなたはまるで鏡を見ている人のようです。その鏡は、神の御言葉という完璧な鏡です。
なぜなら、それが神の御言葉だからです。みおしえは完璧です。鏡のような、みおしえが、私たちに私た
ちを見せてくれます。特に最近は、鏡で自分を見るのが嫌になってきました。朝起きて見ると、
「うわ～、主イエスよ。早く来てください。
」
そういえば、少し前に妻に謝ったことがありました。
「ハニー、本当にごめん。僕がこんな風に生まれた
から。歳月は僕には優しくないよ。君には素晴らしいのにね。」妻は美しいのです。
「でも見て、君には申し訳ないけど、イエスよ、どうか早く来てください～。」しかしそれが、鏡が私に
見せる事です。ありのままの自分を見せます。それは、
「ああ、これを何とかしなければならない」とい
うことを見せます。ああ、髭を剃った方がいいな、髪を切った方がいいな、なんとかしないとね。それが
鏡なのです。自分が見て、聞いたことについて何かをしなければなりません。私の鏡も私に語るからで
す。
「お前、年取ったな。
」私に語りかけてくるので、聞いたことをどうにかしようと思っています。なぜ
なら、神の御言葉は、私の本当の姿を見せてくれるからです。自分が気に入らないのと同じくらいに。
つまり、聖典のページ全体を通し、次から次へと鏡が出てくるようです。
「私は罪びと、罪びと。汚い、腐った罪びと。私は臭くて腐った罪びと、罪びと。罪びと。」
「救世主が必要。救世主が必要。私には救世主が必要。
」
それが、神の御言葉の鏡なのです。それを聞きたくはありません。それを”聞く必要がある”のです。それ
を見たくありません。いいえ、それを”見る必要がある”のです。
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21 主はご自分の義のために望まれた。みおしえを広め、これを輝かすことを。
22 節、これは興味深いです。お聞きください。
22 しかし、これは、かすめ奪われ略奪された民、彼らはみな穴の中に陥れられ、獄屋に閉じ込められた。
かすめ奪われても、助け出す者はなく、略奪されても、返せと言う者もいない。
23 あなたがたのうち、だれがこれに”耳を傾け、”後々のために注意して”聞く”だろうか。
そして別の質問です。24 節、
24 だれがヤコブを、奪い取る者に渡したのか。イスラエルを、かすめ奪う者に。...
良い質問ですね。答えは、
...それは主ではないか。私たちはこの方の前に罪ある者となり、主の道に歩もうとせず、そのおしえに聞
き従わなかった。
25 そこで主は、憤ってこれに怒りを注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても
彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。

わぉ～

わぉ～

これは何を言っているのか分かりますか？

それはとても難しい真実を語っています。

聞くに堪えがたいです。とても受け入れ難いことです。しかし、主がご自分の民を主のもとに帰すため、
どのような手段を講じられるかについての非常に厳しい真実です。これこそが、こんにち、明快な召しだ
と思います。これが、聖霊がこんにち、神の民、教会へ語っておられることです。それは厳しい真実であ
り、厳しいメッセージです。私はそれを聞きたくありません。教えたくありません。しかし、これは主が
仰っていることです。
「わたしが、あなたにこのような事態をもたらしたのです。
」
”だれがヤコブを、奪い取る者に渡したのか”なぜ主が奪い取る者をお許しになったのか？
者、盗人を？

なぜあなたがこの逆境をお許しになったのですか？

かすめ奪う

なぜあなたが、この全てが起こる

のをお許しになったですか？ なぜなら、わたしはあなたの注意を引きたいからです。わたしはここで、
あなたの注意を引くことができましたか？

神には問題があられます。神に、問題があるのではありま

せん。聞いてください。神が持っておられる問題は、物事がうまく行っている時に、神は私たちの注意を
引くことが御出来になりません。なぜなら、物事はうまく行っている時は、私たちと言うのは、こうなり
ます。浮かれてしまっています。私たちはそのまま、ウキウキしながら、主を褒めたたえます。私たちの
祈りの生活にも現れますよね。物事はうまく行っている時は、
「主よ、ありがとうございます。これを、あれを祝福してください。イエスの御名によって、アーメン。」
そして逆境が来ると、
「お～主よ～～～」ーああ、あなたの注意が引けましたね。
これは「伝道者の書 7 章 14 節」だと思います。定かではありませんが、間違いなく「伝道者の書 7 章 14
節」だと思います。違っているなら、誰か愛を持って正してください。愛を持ってお願いします。しかし
ソロモンがこれを書いています。これは比較/言い換えです。
伝道者の書 7 章
14 順境の日には幸いを味わい、（神の祝福を受けたときに、それを楽しめばいいのです。）
（しかし）逆境の”日には”よく考えよ。（もしもではありません。
）”もし、逆境に見舞われたなら、”
と言えたらよかったのに。違います。”逆境が襲う時は”です。よく考えよ＝立ち止まって考えよ。
今、神はあなたの注意を引かれました。
（神は、順境も逆境も許されました。人が自分の将来に無知であ
るように。
）
...これもあれも、神のなさること。後のことを人に分からせないためである。
順調な時は、まるでこうです。
「へ～い。主を褒めたたえま～す。
」しかし逆境が襲う時、
「主よ、なぜですか？なぜ、あなたはこれを許すのですか？」
「お～あなたの注意を引けたね。あなたに
見せたいものがあるのです。逆境や略奪、それが何であれ、あなたの人生に起こるのを許す前には出来な
かったのです。あなたは行ったり来たりばかりして、生活が大変うるさいからです。あなたはわたしの静
かな小さな声が聞けません。
」私はいつも、私の高校時代の恩師ボウマン先生を例に使います。実際、高
校の同窓会で、先生が多くの説教の挿話の題材になったことを伝えました。先生は喜んで下さったと思
います。しかし、彼は本当に穏やかな口調で話す人でした。モノトーンの声で、アニメーションにはなり
ませんでした。ご想像通り、授業初日の私は、
「お～い！！ボウマン先生！大きな声で話してよ！！聞こえないよ～！！」それでボウマン先生と彼の
声について、すぐに理解しました。先生は私に仰いました。
「いいえ、これが私の話し方です。私の話が聞きたいなら、あなたが静かにしなさい。」

お.....私は 19 歳で救われました。聖霊が私の心をノックして、「ボウマン先生を覚えていますか？」
「は
い！！！」
「わたしは彼と同じように、静かな小さな声で話します。私の言う事を聞きたいのなら、生活
の音量を下げなさい。でないとあなたには聞こえないし、私は競うつもりはありません。
」
「私が言う事を聞きたいですか？」ーはい。ならば、私はこの 2 つの言葉を使いたくありません。
S と U で始まります。皆さん分かりますか？「静かにすれば聞こえます。」
「私の話を聞きたいのですか？
それなら、これが私の話し方です。
」
「今、わたしはあなたの注意を引きました。話をする必要があります。
なぜならあなたに、言わなければならないことがあります。あなたに、見せなければならないことがあり
ます。今わたしは、あなたを掴みました。これが故に、見せることができます。わたしはあなたに話せる
のです。
」
この聖書の学びを、
「第一ペテロ 4 章」からの私が苦労している 2 つの節で締めくくりたいと思います。
それ以上のことは言いたくありません。つまり牧師が、神の御言葉の節に、苦労しているとは言ってはい
けないと思うのです。しかし、自分自身に正直になれば、読んでそう思ういくつかの節があることを認め
ざるを得ないと思います。
「ああ、主よ、ええ、私はまだそこまで辿り着いていません。
」その一つが、
「ヤ
コブの手紙」です。
ヤコブの手紙 1 章
2 私の兄弟たち。様々な試練にあうときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。
はっはっはっはっは！！

試練にあうときはこの上もない喜びですって？

私は試練にあうときは、こ

の上もない地獄だと思います。そうでしょう？ これは、そんな中の一つです。
第一ペテロ 4 章
12 愛する者たち。あなたがたを試みるためにあなたがたの間で燃えさかる試練を、何か思いがけないこ
とが起こったかのように、不審に思ってはいけません。
そして、なぜ神がその逆境や試練をあなたの人生に許されたのかを説明しています。そこには目的があ
るのです。神はあなたに何かを示されたいのです。神は前に伝えていない何かをあなたに何かをお伝え
になりたいのです。あなたの人生にこの試練をお与えになったのは今、主があなたの注意を引くためで
す。今言わば、あなたは耳を傾けています。あなたは今、神に注意を引いてもらったので、ドキドキして
います。変に思わないでください。
「なぜこんなことになっているんだろう？」とは。違いますそんな風
に思わないでください。
「ああ、この炎のような試練の中にいます。主よ、なぜですか？」いいえ、それ
は正しい質問ではありません。”なぜですか？”ではありません。主よ、”何でしょうか”？ です。
「主よ、なぜですか？」ではありません。主よ、「この中で、何を私に見せられたいのですか？」です。
「なぜ私にこんなことをするのですか？」違います。
「あなたは、何を見せようとされているのですか？」
そして、
（第一ペテロ 4 章）17 節、ゾッとすることについて話します。「イザヤ 42 章」の預言を伴いま
す。使徒パウロが聖霊によって書いています。
第一ペテロ 4
17 さばきが神の家から始まる時が来ているからです。...
私はそれを聞きたくありません。裁きは、悪と邪悪な者から始めてほしい！

いいえ。”さばきが神の家

から始まる時が来ているからです。”（そして、お聞きください。
）
...それが、まず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。
言い換えると、これが結論です。この逆境が襲ってきました。この試練が訪れたのは、神があなたを清め

ておられるからです。あなたを清めておられるのです。どの「詩篇」か忘れましたが、ダビデが語ってい
ます。
「傷つくまで打てば、悪は取り除かれる。
」（箴言 20：30）
ダビデは言います。
あなたがこれをして下さらなかったなら、（苦しみに会う前には）私は迷い出ていました。（詩篇 119：
67）
ダビデは実際に、苦しみや逆境を神に感謝しています。苦難がなかったら、自分の道を踏み外していたで
しょうから。主よ、私を止めてくださってありがとうございます。これが核心です。
「あなたは私を本当に愛さなければなりません。
」なぜなら考えてみてください。神があなたを愛してい
なければ、気にも留めないでしょう。子どもたちが成長する時、神が慈悲深い方であることを感謝しま
す。神は、私たちの子育てに、親のために特別な恵みを与えて下さっていると思います。子どもたちが成
長するにあたって、彼らに「愛するがゆえに躾けるんだよ。」と言ったものでした。皆さんも、言い方は
違っても、同じようなことを仰ったでしょう。
「あなたが傷つくよりも、私が傷つくことの方が多いのだ
よ。
」じゃあなぜ、自分を傷つけるの？「あなたを愛しているかこうなるのだよ。
」そんなに愛さないで。
ーなぜ？ いいえ、あなたを愛していなかったなら、気にも留めないでしょう。息子たちが小さい頃に言
っていたのは、お聞きください。
「愛しているからこそ、躾けるんだよ。もし、それほど愛していなかったら、こう言うだろうね。ああい
いよ。夕方 5 時に、H３でジャグリングナイフをしてきなさい。
」今夜はなぜか、H3 が気になります。
要点は分かりますね？ 言い換えると、
「どうぞどうぞ。行って来なさい。私は気にならないから。
」あな
たがどうなろうと構いません。違います。あなたを愛しているのです。主の懲らしめを軽んじてはなりま
せん。それが、自分が彼のものだと分かるのです。お仕置きを受ける時、ああ、それはあなたが、レスト
ランを想像してみてください。最近は、テイクアウトか、前でキャンプするのか分かりませんが、ごめん
なさい。この世界にまだ留まりたいと誰が、思いますか？ とにかく、どこまで言いましたっけ？ あ～
深遠な描写でしたね。あなたはレストランで、若い人たち、小さな子どものいる家族が座っているテーブ
ルの向かい側に座っています。そして彼らは喚いて、喧嘩し、食べ物を投げているのに、親は何もしませ
ん。あなたは思わず席を立って、子どもたちにお仕置きをしたくなります。何があなたをそうさせないの
ですか？ あなたの子どもたちではないからです。もしそれをしたなら、ほ～それは出来ませんよね。あ
なたの子どもじゃないからです。しかし自分が父親なら、わたしはそれをします。そういえば、スーパー
で子どもたちがだだをこねるのは、いつもお菓子のある通路なんですよね。その親がその子を叱ってい
るのを見ると、どうしてそれがお母さんだと分かるのですか？
らぬ人が通路を通ってきて、子どもを躾けますか？

ー子どもを躾けているからです。見知

そうしたいかも知れません。

「
（業務連絡）５番通路の子どもを躾けなさい。」
（館内放送）そうじゃなくて、
「あ～あれが母親ですね。
父親ですね。子どもを叱っているから。
」それは、御父が私たちに仰っておられる事なのです。
「あなたはわたしの子です。だからわたしがあなたを躾けるのです。私はあなたを躾けるほどに、あなた
を愛しているからです。
」
ご起立ください。賛美チームが上がってきます。私は祈りで締めくくり、彼らは歌で締めくくります。
もし今夜２つの章をしていたらどうなったでしょうか？
この箇所には、たくさんのものがありますよね？

夜中までここにいることになったでしょうね。

主よ、私は祈ります。あなたが今、これを引き受け、聖霊によってプロセスを始めて下さいますように。
あなたの御言葉を受け取り、私たちの心の中でそれを働かせるプロセスです。あなたの御言葉を受け取
り、私たちの心の中でそれを働かせるプロセスです。
主よ、今夜ここにいる私たちの誰もが、もっとイエスのようになりたいと思っています。これが必要なら
ば、主よ、そうなさってください。困難であっても、主よ、そうなさってください。主よ、感謝します。
あなたの御言葉のこの章に感謝します。イザヤに、これを書く示唆を与えて下さりありがとうございま
す。世代を経て、私たちがそれを読み、耳を傾け、養われ、さらに重要なことに、私たちの人生に適用で
きるのです。主よ、ありがとうございます。イエスの御名によって。アーメン。
-------------------------------------------------------------------------------------------メッセージ by JD Farag 牧師カルバリーチャペルカネオヘ
http://www.calvarychapelkaneohe.com/
Calvary Chapel Kaneohe47-525Kamehameha Hwy. Kaneohe, Hawaii

筆記 hukuinn7

