2017 年 12 月 31 日 礼拝メッセージ
聖書：イザヤ書 11 章 1〜5 節
説教：正義と真実によって
とにかくいまいる道を歩んでいかなければ
１ 私たちはどこに向かっているのか

ならない。
いったいこの道はどこに続いてい

今年最後の礼拝となりました。
この一年は

るのか。墓場で終わり、なのか。それとも別

みなさんにとってどんな年だったでしょう

の所にあるのか。
今日の礼拝と明日の新年礼

か。

拝の二回に分けてイザヤ書を開きながら考

伝道者の書 12 章 1 節にこうあります。
「あ

えていきます

なたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。
わ
ざわいの日が来ないうちに、また『何の喜び

２ エッサイの根株から出る方

もない』という年月が近づく前に。
」

１）イエス・キリスト

人の一生の中で「わざわい」と呼ぶような

1 節を読みます。
「エッサイの根株から新

大変なことは滅多に起きるものではありま

芽が生え、
その根から若枝が出て実を結ぶ。
」

せん。わざわいは、ある日突然、思いがけな

聖書の中で、
エッサイの名前が最初に登場

く向こうからやって来る。
そんなふうに捉え

するのは、第一サムエル記 16 章 1 節です。

ています。けれども聖書によれば、
「わざわ

エッサイはベツレヘムに住んでいるダビデ

い」とは突然来るものばかりではない。
「何

の父親でありました。祭司サムエルが、サウ

の喜びもない」
とため息とともに口から出る

ルに代わるイスラエルの王を捜しに出かけ

とき。それが私たちにとって、大きなわざわ

たとき、このエッサイの家を訪ね、ダビデを

いの日なのだと言います。

見いだして、
頭に油を注ぐ。
そんな場面です。

現役のときは仕事に生き甲斐を感じてば

このことから、
「エッサイの根株から新芽

りばり働いていたとしても、退職し、だんだ

が生え」というのは、直接にはダビデのこと

ん人生の終わりが見えてくると、
「何の喜び

だろうと思うわけです。
ところが一つ問題が

もない」と言う方もいるでしょう。あるいは

ある。イザヤは、ダビデが活躍した頃から二

若い方でも、
仕事や人間関係で強いストレス

百年以上あとの時代の人です。
あとの時代の

を受けると、
「何をしても楽しくない。
」
「気

人が、
エッサイの所にこれからダビデが生ま

分が落ち込んで何もする気が起きない。
」そ

れると語るのは辻褄が合いません。
そうしま

ういうこともあります。
あるいは大きな失敗

すと、
これはダビデのことを指しているので

をしたり迷惑をかけたり、
もう自分の人生は

はなく、
ダビデの子孫のことを言っているこ

終わりだと思うくらい、
どん底に突き落とさ

とになる。それはだれのことか。イザヤの時

れることもあるでしょう。
それらはすべて聖

代からおよそ八百年後に、
ダビデの子孫とし

書では、
「わざわいの日」だということにな

てベツレヘムで生まれたイエス・キリストの

る。いったいどうしたらよいのでしょう。

ことをイザヤは言っています。

よく「人生をリセットしたい」と言うをし
ますが、それができたらだれも苦労しない。

２）主を恐れることを喜ぶ
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エッサイの根株から出た新芽はどんな方

世界は耳に聞こえるものだけで造られてい

か。いろいろありますが、3 節の前半に目を

るのではない。いや、目に見えないところ、

留めましょう。
「この方は主を恐れることを

耳で聞こえないところにこそ真理があると

喜（ぶ）
。
」

考えます。
裁判所でこんなことを申し立てて

恐れるということばは、
恐怖とかぶるぶる

もおそらく証拠として取り上げられること

震えるような怖さを思い浮かべるので、
恐れ

はないでしょう。しかし、神である方は違い

ることがどうして喜びなのかと不思議に思

ます。

うかもしれません。

でもいったい、目に見えないこと、耳で聞

例えばこう考えてみたらどうでしょう。

こえないこととはなにか。
そんなものはある

オーケストラはいろいろな楽器奏者が集ま

のか。実は私たちはよく知っている。皆さん

り、
指揮者の指示に従って一つの作品を演奏

には心があるはずです。
心で何をつぶやいて

します。当たり前のことですが、指揮者が恐

いるのか、ほかの人はだれもわからない。目

ろしいわけではない。指揮者を信頼し、尊敬

には見えないし、耳では聞こえません。だか

するから、演奏者は指揮者の棒に従います。

ら「ありません」とだれも言わない。みな、

そうしてすばらしい演奏ができると、
指揮者

あることを認めています。

も演奏者も手を取り合って喜ぶわけです。
「主を恐れることを喜ぶ」は、これとよく

３ 正義と真実によって

似ているように思います。

１）貧しい者と悪者
こう言うと、
こんな不満が聞こえてきそう

３）見えるもの、聞こえるものではなく

です。
「神は私たちの心の中に盗聴器や隠し

その方が何をなさるのか。
それが 3 節の後

カメラがしかけ、
なんでもかんでもさばこう

半にあります。
「その目の見るところによっ

としているのか。そんな神は嫌いだ。
」もし

てさばかず，
その耳の聞くところによって判

そうなら、私も嫌いです。息がつまってやり

決を下さず。
」

きれません。
もちろんそんなことではないは

私たちは目で見えることや耳で聞こえる

ずです。神がどのような方であるかは、次の

ことが、
この世界のすべてであるとどこかで

4、５節から明らかになっていきます。
「正義

思っています。最近は、町のあちこちに防犯

をもって寄るべのない者をさばき、公正を

カメラが設置されています。
何か事件が起き

もって国の貧しい者のために判決を下し、
口

ると、映像に映っていないか確認します。あ

のむちで国を打ち、
くちびるの行きで悪者を

るいは、
重要な会議のやりとりを録音してお

殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその

き、あとで食い違いが起これば、その録音

胴の帯となる。
」

テープが証拠に使われます。
目で見えるもの、

「さばく」と聞くと、地獄に落とされると

耳で聞こえるものこそが、
真実を判断するよ

か、ひどく苦しい罰を受けると連想します。

りどころであるとだれもが信じています。

もちろんそういう面もあります。でも、よい

しかしこの方は違う。
この世界は目に見え

意味もある。例えば「大岡さばき」という言

るものだけで造られているのではない。
この

い方もあって、
悪者からひどい扱いを受けて
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困っていた人たちが、正しく認められ、地位

あがめられています。お金こそ力であると、

や名誉を回復していく。そのようなことも

まるで神のように崇拝されています。
いっぽ

「さばき」と言います。

う、
正義と真実はいとも簡単にねじ曲げられ

神はどのような者に目を留めておられる

ています。
嘘でも百回大声で繰り返せばそれ

のか。イザヤははっきりと記します。
「寄る

が真実だと堂々と言われる時代になりまし

べのない者」
、
「貧しい者」とあります。いっ

た。
このまま行ったらいったいどうなるのだ

たいだれのことか。とりあえず、家族や友達

ろう。
多くの方は言いしれぬ不安を感じてい

がいるので、自分は「寄るべのない者」には

ます。
それでも私たちはこの罪の世界を生き

入らないのか。とりあえず、食べるに困らな

なければなりません。

い生活を送っているので、
自分は
「貧しい者」
ではないのか。

２）
「その日」
（10 節）

先ほど言いました。
神は目に見えるものや

昨日の続きがきょうであるように、
今日の

耳に聞こえる者だけを見るからではない。
目

続きとして明日があるだろう。
どうせ何も変

には家族がいたとしても、
この世界に自分を

わらないと、
人々はどこかであきらめかけて

理解してくれる人がいなかったなら、
その人

います。しかし、聖書は違う。10 節に「そ

は「寄るべのない者」になるのではないです

の日、エッサイの根は、国々の民の旗として

か。人の目にはたくさんの金があり、何不自

立ち、国々は彼を求め、彼のいこう所には栄

由ない生活ができているように見えても、
心

光に輝く」とあります。

の中で
「私は本当に大切なものを持っていな

エッサイの根である救い主キリストが、
こ

い」と悲しんでいたら、その人は貧しい人に

の罪の世を完全にさばく日がやって来きま

ならないですか。

す。闇に隠されていたものは、すべて光の中

神は目に見えないところをご覧になりま

に引きずり出され、悪者は打ち砕かれ、寄る

す。
だれにも気付かれずにひっそりと苦しん

べのない者、貧しい者は、名誉が回復されて

でいる者、悩んでいる者を捜し出します。そ

いく。
「その日」と言われるときこそが、私

してそのような者を必ずさばくと言われま

たちのゴールです。
私たちは今そこへ向かっ

す。苦しむ者が喜ぶ者になる。私には大切な

て一歩一歩進んでいる。
もちろんその日がい

ものがないと言って泣いている者に、
朽ちる

つであるのか誰もわかりません。しかし、必

ことのない大切な宝を与えるというのです。

ず来ることがわかっています。

この世を見れば、
どこに正義があるのかと

この一年を振り返るとき、
どこを見るのか。

思います。
どこに真実があるのかと憤ります。

目に見えるところばかりを見れば、
よいこと

もちろん、
銃弾が飛び交うような紛争地帯や、

は何もなかったと嘆くかも知れません。
しか

劣悪な衛生状態の難民キャンプ、
そんな大変

し、神はどこをご覧になっていたのか。目に

な所に出かけて正義と真実のためにいのち

見える所ではなかった。
目には見えないとこ

をかけて努力している方もいます。

ろをご覧になっている。
であれば私たちも霊

しかし政治や社会を見るならどうか。
軍事

の目で見たらどうだろうか。
何も恵みはない

力とか権力とかそのような力が神のように

と思っていたけれど、
実は豊かに主から恵み
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をいただいていたのではないか。この世の
騒々しさにかき消されてなにも聞こえいと
おもっていたけれど、
静まってよく耳を澄ま
すなら、
神の励ましは豊かに語られていたの
ではないか。
今年一年の恵みを数え、
また新しい年を迎
えたいと願います。
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