が出 来てから・・ ・・﹂と いう思い にとらわ れ てい た

ことである︒したがって︑何もかもが﹁差し当たっ

て・・・・﹂と臨 時にことを済ますとい う傾向 があっ

﹁不便だから﹂とか ︑﹁安定し た気持ち で︑礼拝が出来

石 川 和夫

今︑仮の教会か？
牧師

たことを 告白しなければならない︒

﹁のびのびした教会生活 ﹂と 言う主題 で経て来た五年

るから﹂と か︑﹁何よ りも地域に対して︑存在感を示せ

﹁何のために会堂を持つのか？﹂という問いに対し て︑

が︐早く も終わっ た︒予定 では︑会 堂も出 来 てい るは

る﹂とい う答えだけでは︑ 主は︑お許しにならないだ

﹁ 評価 と展 望 ﹂

ずであっ たが︑今 だ実現し ていない ︒これ で も何度か

ろうか？いずれ も︑ もっと もな理由 だし︑確 か に宣教

昨年は︑生まれ故 郷である︑ゆりのき保育園か ら離れ

決定に至 った物件 もあった が︑不思 議に瀬戸際 でかわ

これは︑教会の主 なるキリストが︑﹁待った！﹂をか

る ︑ と い う 歴 史 的 な決 断 にせ まら れ た ︒ 主 が 産 ま れ 故

上ハンディ があることも事 実であろ う︒し かし これだ

けておられる︑と言うことではないだろうか？

郷を離れ て︑主が示す地に 行け︑と 命じられ たのは︑

され てし まった︒ まさ に︑ かわされ てし まっ たとしか

という意識で︑もう一度ふ りかえっ てみると ︑駄目に

根本的に重大な目的が あった︒﹁地 上の全ての氏族の

けの理由 では︑ あ まりにも 自己 中心 過ぎる︒

なった物件は︑ 結果的には ︑買わな くてよ っかた︑と

﹃祝福の源﹄になれ﹂︵創 世記 十二・ 一〜三︶ という

言いよう のない経 過である︒

いう気が する︒不 景気が進 んで︑地価 が下落し てい る

ことであ った︒こ れが︑宣 教の目的 にほかならない︒

一昨年に 提示し た ﹁永山 教 会の教会 形成の 指 針﹂ に︑

現在︑もし ︑あの時買 っていたら︑高い買い物をし て︑
ローンに苦しむ結果になっていたかも知れない

﹁＊差別と戦う︵弱い者の立 場にたつ︶﹂という項 目の

散らされた 教会とし ての週日の生活

そし て︑さらに根本的な問 題は︑い つのまにか自分た

①

小 さなキリストとし て生きる

中に︑次 の三つの 目標が提示されている︒

まって︑ 会堂を持 っていな い 現状を ﹁仮﹂の 状 態と 思

②

ちの土 地 ︑ 建物を 持つ︑と 言うこと が目的 に なってし
い込んでいること である︒ 少なくと も︑私自身﹁会堂

地 域︐社会 ︐世界の 問題の共 有

それぞれ に負わさ れた﹁祝 福の源﹂ となろう とし て︑

だが︑洪水ののちに︑神は︑﹁方舟から出 たすべてのも

の物語は︑﹁神の民﹂の使命の 原点がし めされているの

では︑﹁神 の民﹂の使 命の半分しかない ︒﹁ノアの 方舟﹂

まさ に﹁ 集められ た教会﹂ になるこ としかな い︒これ

いたのではないか ？先程あげた会堂 建築の理 由には︑

来の教会 は︑﹁集められた教会﹂にばか り焦点を当てて

﹁集めら れた教会﹂と﹁散 らされた 教会﹂で ある︒従

である︑ というこ とにもな ったのか も知れない が︑こ

味で︑職業や仕事 に関係なく︑信徒は︑教会 では平等

とが美徳とされて 来た傾向 があるよ うに思う ︒ある意

職業や︑ 仕事につ い ては︑ 教会で語 らない︑ というこ

である︒ これまで︑どこの 教会でも︑信徒は ︑自分の

の生活をありのまま主日礼拝に捧げる︑ と い う こ と

れ が 生 き た 教 会 な の だ ︒ 具 体 的 に 言 え ば ︑ 信 徒の週 日

を受け止 めて︑また︑﹁祝福の源﹂として出なおす︒こ

③

懸命に努 力し︑痛 み疲れて︑孤独に 陥る︒そし て︑主

ののみな らず︑地 の全 ての 獣と契 約 をたてる ︒わたし

の決定的 な問題点 は︑教会と世俗︵社会生活 ︶という

の日に﹁ 集められ た教会﹂ となって︑罪の許 しと祝福

があなた たちと契 約を立 て たならば ︑二 度と 洪水によ

二重生活 をもたらしたこと ではなか ったか？

教 会に は︐ 二つ の形 があ る

って肉な るもの が ことごと く 滅ぼさ れること はなく︑
記九・十 〜十一︶と言われ た︒つまり︑﹁神 の 民﹂は︑

く異なる の も事実 である︒ パウロは コリント の教会に

である︒ しかし︑ 霊の賜物と使命は ︑ひとり ひとり全

確かに礼拝におい て︑すべ ての信徒は︑神の前に平等︑

﹁肉なる もの ＝人 間﹂と﹁ 地＝地球 ︑環境︑ 自然﹂に

向か って こう言 っ てい る︒

洪水がお こって地 を滅ぼす こと も決 し てない﹂ ︵創世

対し て責 任を 負え ︑と言わ れ たのだ ︒ 狭い 意 味 で︑何
人の信者を獲得す るか︑とい うことに止まっていない︒

のは同じ霊です︒ 務めにはいろいろ あります が︑それ

﹁賜物にはいろい ろありますが︑それ をお与え になる

,

人間と地球の両方 にたいし て︑﹁祝 福の源﹂とな ること

りますが︑全ての 場合に全 てのこと をなさるのは同じ

をお与え になるの は同じ主 です︒働 きにはい ろいろあ

これがは たされる ためには︑﹁散らさ れた教会﹂が︑

神です︒ 一人一人 に︑霊︑ の働きが現れるの は︑全体

が︑教会 の宣教の 目的なの だ︒
しっかり生きなければなら ない︒散らされた神 の民が︑

の益とな るためです︒﹂︵コ リントⅠ

十二・ 四〜七︶

十二・二 十七︶これ が実

﹁あな たがたは キリスト の体であ り︑また︑一人一
｣

人は部分です ︵コ リントⅠ
現するた めにの︑ 教会とし てのプロ グラムが充実する
必要 があ る︒この 年度は︑ 会堂建築のために努力は︑
以前にも まし て継 続し なけ ればなら ない が︑ 一方で︑
生き生きとし た教会になるために︑ 信 徒 の 社 会 生 活 へ
の配慮と 共 に︑ 教 会とし て の社会活 動も重 視され て行
く必要がある︒今のわたし たちの教会は︑﹁ 仮の教会﹂
ではなく ︑今も﹁ 現実の教会﹂なの である︒

