救いとは？
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二 ・一三︶

﹁神は あなたが たを︑救 われるべ き者の初 穂とし て
お選びになったか らです︒﹂
︵テサロ ニケの信 徒への手 紙一
救われる べき者﹂と あるが︑こ こで言われる﹁救い ﹂
とは︑何か？まず ︑広辞苑 で調べて みよう︒
[

①すく うこと︒たすけること︒︱の手を差し 伸べる
②兵を 出し て救うこと︒ 加勢︒ 助勢
③希望 や明るさ を感じさ せて気持 ちをほっとさせる

二五︑一 四・三〇 ︶などか らの救い ︑国家的 には外国

の侵略か らの救い を指した︵ 士二・一六︑申二〇・四︶︒

旧約においては︑救いとは出エジプトの事実であ っ

た︵出一 四・一三 ︑三〇︶︒ 来るべき 救いについては︑

旧約では メシ アを 通し て神 の国の確 立 によ っ て来るも

のとされ ︑罪から の 救い は 苦難の僕 を通し て 実現する

とされた︒この救いは︑神 から 来る ものとし て待望さ

れた︵詩三・九︶︒この救いは︑旧約に︵イ ザ四五・二

二︶︑また 新約全体に描かれ ている︵ヨ ハ三・一 七︑テ

ト三・六︑一ヨハ 四・一四︶︒

これは明確に︑罪からの︵マタ一・二一︑ルカ一・

七七︑七・五〇︑ 使五・三 一︑エフェ二・五︑一テモ

[

④キリスト教で︑イエス ・キリス トの救済︒﹂

らの救い であった︵マタ一六・二五︑一コ リ一・一八︶︒

神の怒りからの︵ロ マ五・九︑一テサ五・九︶︑滅亡 か

]

広辞苑でも聖書 で言われる﹁救い﹂は︑一線を画し

これは神 の恵みにより︵使一五・一一︑エフェ二・八︶︑

]

ているよ うだが︑﹁イエス・キ リストの 救済﹂とは︑ど

宣教によ って告げ 知らされ︵ 一コリ一・二一︶︑主 イエ

一・一五︶︑断罪から の︵ヨハ三・一七︑一二・四七︶︑

ういうこ とかは︑ 全く分か らない︒ では︑聖 書辞典を

スの御名 において︵ 使四・一二 ︶︑キリス トを通し て︵一

こと がら︒ ︱のない話

見てみよ う︒最新版の﹁新共同訳聖 書辞典﹂ には︑こ

テサ五・九 ︑一テモ一・一五︑二 テモ二・一〇︶︑信 仰

これも概念としては︑間違いないが︑一体どうい う
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によって 受け取ら れる︵ロマ 一・一六︑エフェ二・八︶︒﹂

う書かれ てい る︒
﹁救いは︑様々な不幸からの救いを意味し︑個人的
には病気︵マタ九・二 二︑マコ三 ︒四︑ルカ 六・一〇︶︑
苦 難︵詩 三 四・七 ︑ヨ ハ一二・二 七 ︶︑天 災︵ マ タ 八 ・

こで︑マ スコミの 人たちがよく言

ことなの か︑よく 分からない︒そ

心の上に立 てば楽 になる︒

のあるが ままで絶 対の存在だという安

人間も頭 が良かろ う が悪か ろう が︑ そ

らんから もっと偉 いやつに聞け﹄と 言

て泳いでいるのか ﹄と聞く と﹃よう 知

イワシの 群れに﹃ お前は一 体どこ向い

だが︑競争社会では そうはい かない︒

うように︑一言で︑言 ってみよ う︒
﹁救いと は︑気づ くこと﹂

ごすい がん

その こ と につ い て ︑ 私 は 曹 洞宗
よ

の余語翠巌さんの 言葉を思い出す︒
春は花

⁝︒それ と同じこ っちゃ︒ 人間もど こ

らん﹄︒ 一 番偉いやつも﹃俺 も知らん﹄

う︒ 少し 偉い やつ に聞い て も﹃ 俺も知

夏ほととぎす

向い て行 くのやら わけ が分 からない ま

﹁道元さ んの歌に

秋は月

まアップ アップし てい る︒ そのくせ ︑

他人を蹴 ばして浮かび上がろうとす る︒

冬雪さえて涼しかりけ り
という歌 がある︒ この歌は 川端康

そんなことせんで も人間は 過不足ない
存在だと 分か っていない︒

成さ んが ノーベル 賞を もら った記
念 講演で引用し て 有名にな った︒
という意味に受け 取ってお る︒だが︑そうではない︒

つでも﹄ ということ︒過去 現在未来いつでも 成道すと

道せり﹄という言葉を発した︒﹃同時に﹄というの は﹃い

釈 尊 が悟 りを 開い たと き﹃ 我と 大地 有情 と同 時に成

その歌は 実は﹃本 来の面 目﹄という 題なのだ ︒天地の

いうこと は︑過不 足なくそ こにあるということに気づ

それから 一般の人 は︑その歌 を﹃美し い 日本の自然﹄

ものは様 相が全部違 ってお り︑しか もそれぞれが絶対

そこにあ る︒ところが人は 過不足ないどころ か︑足ら

くという ことじゃ ね︒任巌 は生まれ たまま過 不足なく

この 世界 に人 間の 価 値 観は 通じ ない ︒ 赤い花 も黄色

ん︑足ら んばかり で生きている︒﹂︵ ﹁名僧い んたびゅ

の存在なのだとい う意味︒
い花 も︑ どれが良くてどれ が悪いと いうこと はない︒

う﹂︑産 経 新聞社︑一九九

お手本にせよ︑と 言っておられる︒

使徒言行 録二 章に神話的

子たちの 劇的な回 心は︑

霊降臨日︶のイエ スの弟

あのペンテコステ︵聖

は︑私た ちに思い 計らうこ と ができ ない

か︑﹁不 思 議﹂と言うのだそう だが︑これ

くこと︒これを仏教 では︑﹁不 可思議﹂と

ふっとこ れはすご いことな んだ︑と 気づ

当たり前と思っていたのは︑あると き︑

今 ま で見 てい たこ と︑ 経 験し た こと が

に表現さ れ てい る が︑要

という意味で︑こ の宇宙と いう もの の不
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するに﹁ 俺たち︑ みんな

思議をし っかり感 じること に他なら ない︒

良寛さ んの 有名な 漢詩の一 つに︑

同じ罪人︑同じイエスへ
の 裏切 り 者︑そし て︑イ

蝶は無 心に花を 尋ぬ︒

花は無心に蝶を招き

いる者﹂ ということに気づ いた︑と いうこと に他なら

花開くとき帳来たり

エスに赦され︑愛されて
ない︒

はできない﹂とい う言葉も子供のよ うにサッと気持ち

国を受け 入れる人 でなけれ ば︑決し てそこに 入ること

自分の生 き方を教えてくれ るすばら しい発見︑気づき

いか﹂と 思うか も知れない が︑良寛 さんにと っては︑

というの がある︒読み方によ っては︑﹁当たり前じゃな

蝶来た るとき花 開く

を切り替えるとい うことを 説かれたのではないだろう

だったの だ︒遥か 昔の旧約の詩人は︑こう歌っている︒

イエ スの ﹁は っき り言 って おく ︒子 供の よう に神の

か︒ 子供 は﹁今︑ 泣い たカ ラス が︑ もう 笑ろ うた﹂と
次 に嬉し い こと が あれば︑ 素直にそ れ に気づ い て反応

昼は昼 に語り伝 え

大空は御手の業を示す︒

﹁天は神 の栄光を 物語 り

できる︒ 大人は︑ メンツと か︑悔し さ に捕ら われ てい

夜は夜 に知識を送る︒

いうこと が出来る︒泣くほどの哀しい 経験をし たのに︑

るから︑ 素直に切 り替えら れない︒ イエスは ︑子供を

話すこ と も︑語 るこ
ともなく
声は聞 こえなく ても
その響きは全地 に
その言 葉は世界の果
てに向かう︒﹂
︵詩 編一 九 編︶

