
 

第第４４３３回回  夏夏期期信信徒徒講講座座  

― 神戸改革派神学校 ― 

         日 時 ２０２１年７月３日(土) 

         会 場 神戸改革派神学校 チャペル 

主 題 『コロナ禍で考える教会論入門』 

       講 師 吉岡契典先生（本校常勤講師・板宿教会牧師） 

 

＜プログラム＞ 
第１日（７月３日） 

  午前 １０：３０ 開会礼拝  説教 吉田隆校長 

           讃美歌５０１番（いのちのみことば） 

   聖 書 テトスへの手紙２章１節－１０節 

 

     １１：００ 講 義 Ⅰ 「教会の変わらない土台」 

     １２：００ 休 憩（各自昼食、ラウンジにお茶の用意があります。） 

午後   １：３０ 講 義 Ⅱ 「教会の変わらない目的」 

      ２：４０ 講 義 Ⅲ 「教会の変わらない働き」 

      ３：４０ 終了 

 

【 聖 書 テトスへの手紙２章１節～１０節 】 

◆健全な教え 

2:1 しかし、あなたは、健全な教えに適うことを語りなさい。 

2:2 年老いた男には、節制し、品位を保ち、分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であ

るように勧めなさい。 

2:3 同じように、年老いた女には、聖なる務めを果たす者にふさわしくふるまい、中傷せ

ず、大酒のとりこにならず、善いことを教える者となるように勧めなさい。 

2:4 そうすれば、彼女たちは若い女を諭して、夫を愛し、子供を愛し、 

2:5 分別があり、貞潔で、家事にいそしみ、善良で、夫に従うようにさせることができま

す。これは、神の言葉が汚されないためです。 

2:6‐7 同じように、万事につけ若い男には、思慮深くふるまうように勧めなさい。あな

た自身、良い行いの模範となりなさい。教えるときには、清廉で品位を保ち、 

2:8 非難の余地のない健全な言葉を語りなさい。そうすれば、敵対者は、わたしたちにつ

いて何の悪口も言うことができず、恥じ入るでしょう。 

2:9 奴隷には、あらゆる点で自分の主人に服従して、喜ばれるようにし、反抗したり、 

2:10 盗んだりせず、常に忠実で善良であることを示すように勧めなさい。そうすれば、

わたしたちの救い主である神の教えを、あらゆる点で輝かすことになります。 
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神戸改革派神学校夏期信徒講座「コロナ禍で考える教会論入門」 

                        常勤講師 吉岡契典（板宿教会牧師） 

 

【講演Ⅰ】「教会とわたし：教会形成と自己形成」 

はじめに 

 今朝は、教会論についてお話しする貴重な機会をいただくことができ、感謝しておりま

す。わたしは、2015 年から神学校にて教会論を講じる機会を与えられました。教会論は、

最も難しい神学の主題でありつつ、しかし最も面白い、すべての人にとって、それを愛し

親しむべき神学分野です。良い教会論とは何でしょうか？私は、良い教会論とは、教会と

自分自身との繋がりを分かり易く描き出し、人が親しみと喜びをもって教会形成に向かう

ことを促し、それを実現させるような教会の提示の仕方だと思っています。よって今日の

信徒講座では、哲学的また観念的に教会を論じるよりも、お聞きの方々が教会を自分との

関わりの中で捉えやすくなることができるようにと願いつつお話しさせていただきたいと

思います。教会という、愛すべき、主イエス・キリストの体であるという点においてこの

地上における無二の教会という存在について、御一緒に考え学びましょう。 

また今日のこの夏期信徒講座の、この文脈での教会論とは、それはもちろん改革派教会

の教会論ということになりますが、私は当初は、私が神学校で講じさせていただいている

ことを入門的にご紹介させていただきたいと思い、この夏期信徒講座に臨もうとしていま

した。しかし、コロナ禍によって昨年の夏期信徒講座が本日に延期となり、さらにコロナ

禍は依然として収束せず、その状況下での今年の講座となりましたので、今日は、コロナ

ウィルス禍の中を歩ませられている私たちとして、改革派教会の教会論を、コロナウィル

ス禍との関わりの中で論じない訳にはいかなくなりました。 

 また信徒神学講座それ自体も、オンライン併用での開催となったため、例年のような二

日間にわたるボリューム豊かな講座を行うことができなくなり、この度は、教会論につい

ての数ある大切な諸問題・諸課題を総合的、また網羅的にお話しさせていただくことは叶

わなくなってしまいました。よって今日は、講座案内にも書かせていただきましたが、ま

ず第一に、コロナウィルス禍という大きな危機に置かれた教会が、この度特に問われたこ

と、またその中で、今大切な事柄として考えなければならないと思わされていること、そ

して第二に、コロナ禍による変化を被っている教会にとっての、変わらない土台、目的、

その働きについて、御一緒に考え学ばさせていただきたいと思います。 

 そして、この講演の準備をしながら改めて気付かされたことですが、コロナ禍の教会論

を考えるということは、ある大きな危機的状況の中での教会論を考えるということであり、

そのような試みは、既に東日本大震災という大きな危機の後に起草された日本キリスト改

革派教会の創立 70 周年記念宣言によって、きちんとしたかたちでなされています。そして

本講演で語ろうとしています諸課題についても、それらは基本的には既に 70 周年記念宣

言の中で言語化されていることに気付きました。よってこの度の講演においては、70 周年

記念宣言との対話と、そのコロナ禍の現在における受け止め、ということも意識しながら、

その方が、この講演全体の構成も掴みやすくなると思いますので、70 周年宣言をこの講演

のひとつの背骨、またプロットとして用いさせていただきながらお話しさせていただきた

いと思います。 
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１．教会とわたし：教会に対する「わたし」の立ち位置 

 教会にとっての変わらない土台という、コロナ禍の教会論における大切な論点に入る前

に、まずはその前提としての、教会と自分自身との関係、教会に対する自分の立ち位置に

ついて、それは教会論というかたちで教会を論じるにあたってのアプローチに関すること

ですが、そのことからまず考えたいと思います。ハイデルベルク信仰問答は、常々、その

教理教説がもたらす「わたし」にとっての益、を問いますが、教会に対する「わたし」の

立ち位置という問題を考えることは、教理、神学を自分自身に関係しない、無味乾燥な知

識としてとしてだだ受け取るのではなく、「わたし」自身の存在に結び付けてそれを考え受

け取るということでもあります。ここではまずこの問題を丁寧に扱うことを入り口として、

そこから教会論を説き起こしていきたいと思います。 

 

２．神認識と自己認識の一体性 

 教会と自分自身との関係、教会論に対する視座を求めるにあたって、まず確認したいこ

とは、カルヴァンに見られる神認識と自己認識の一体性です。宗教改革者カルヴァンは、

その主著『キリスト教綱要』第 1 篇冒頭の「第 1 章 神認識と自己認識は結び合った事柄

である。それらはどのように相互に関係しているか」の書き出しで、以下の有名な言葉を

書き記しました。 

 

   我々の知恵で、とにかく真理に適い、また堅実な知恵と見なされるべきものの殆ど

全ては、二つの部分から成り立つ。すなわち、神を認識することと、我々自身を認識

することとである。ところが、この二者は多くの絆によって結び合っているので、ど

ちらが他方に先立つか、どちらが他方を生み出すかを識別するのは容易でない。すな

わち、まず我々がそのうちに生きかつ働く神（使徒行伝 17:28）、この神への瞑想と己

が思いを真っ直ぐに向けない限り、誰一人として自分自身について考察することはで

きない。なぜなら、我々の力の由来する賜物のどれか一つとして己自身からのもので

はないことは明らかであるのみか、我々がこうして生きている生存自体が一人の神に

おいて成り立っている以外の何ものでもないからである。〔ジャン・カルヴァン『キリ

スト教綱要』第１篇・第 2 篇改訳版、渡辺信夫訳（東京：新教出版社、2007 年）、38

頁。〕 

 

 ここに、真理に基づく神認識こそが、真の自己認識を生起させ、その神認識なしには、

人は誰一人として自己について考察することができない。それはわたしたちの生存自体が、

一人の神において成り立っているからだという言葉があります。そのように、キリスト者

とは、神を知るに至ったことによって、初めて本当の自己を知るに至った人のことを指し

ます。 

 そしてこの省察が、そのままの形で、キリスト者にとっての教会と自分との関係に当て

はまるということができます。つまり真の神認識が真の自己認識を生み出すように、真の

自己形成は、神の教会の形成ということと一体的に進行するのです。教会がわたしたちに

とって不要不急のものでないのは、教会が、わたしたちの自己形成と、また信仰者の生そ
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のものに、深く生命的に結び付いているからです。教会形成とは自己形成であり、キリス

ト者として生きるということは、教会から離れたところで為しうる事柄では決してない。

このことは、次項の「母なる教会」という教会観から説得的に導き出すことができます。 

 

３．母なる教会 

 カルヴァンはさらに、『キリスト教綱要』第 4 篇の「第 1 章 真の教会について。これは

全ての敬虔な者の母であるから、我々はこれとの一致を重んじなければならない。」の冒頭

にて、以下のように語ります。 

 

   我々の愚劣と怠慢（更に加えて精神の虚妄）は外的な支援策を必要とする。それに

よってこそ我々の内に信仰が生まれ、また成長し、前進し、こうして目標に至るので

ある。神は我々の弱さを考慮してこの支えを付け加え、また福音の説教が力を発揮す

るためにこの宝を教会に託したもうた。…しかし、わたしは教会から始める。神はそ

の子たちをこの教会の懐に入れようと欲したもうが、単に彼らが乳飲み子や幼児の間

だけ教会の業と務めによって養うのみならず、成人に達しても母としての配慮の下に

統治し、ついに信仰の目標に到達させたもうのである。「神が合わせたもう者を引き離

すことは許されない」のだから（マルコ 10:9）、御自身が父である者にとって教会は母

であり、これは律法のもとにおいてのみならず、キリストの来臨の後においても同じ

である。そのことをパウロは証して、我々は新しい天上のエルサレムの子たちである

と教えている（ガラテヤ 4:26）。〔ジャン・カルヴァン『キリスト教綱要』第 4 篇改訳

版、渡辺信夫訳（東京：新教出版社、2009 年）、8 頁。〕 

 

信仰者にとって、教会は生涯の母であり、信仰者はその母なる教会に一致し、それによ

って養われ、支えられ、成長し、前進することによって目標に至るのだとされています。 

確かに何人も、母の存在を抜きにしては、生まれ出で、また命を与えられ、生きること

はできず、また母親によって手取り足取り育てられなければ健全に成長できません。よっ

て、神の子どもであるキリスト者が健全に成長するためには、生涯にわたって、絶えず母

なる教会によって養われる必要があります。 

 

４．創立 70 周年記念宣言における「母なる教会」  

この「母なる教会」というキーワードは、70 周年宣言においても、教会論を織り成す重

要概念として取り上げられています。 

 

  〔母なる教会〕福音に生きる教会は、父なる神によって召し集められる神の家族で

あり、御子と御霊の恵みあふれる母なる教会である。この曲がった時代から主の招き

に応えて救われる者は誰であれ、キリストにあって罪赦されて神の子とされ、教会の

うちに憩い、母のふところで養われるようにキリストの命に生涯育まれて成長する。

キリストにあっては、人種も身分世代の違いもなく、男も女もない。わたしたちは皆、

キリスト・イエスに結ばれて一つだからである。〔日本キリスト改革派教会憲法委員会

第一分科会『日本キリスト改革派教会宣言集』（札幌：一麦出版社、2016 年）、132 頁。〕 
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 教会とは神の家族であり、その教会とは、そのふところでわたしたちを養い、キリスト

の命にわたしたちを生涯育み成長させる母なる教会であるという、この神の家族としての

教会、また母なる教会という、これらの教会についての家族的、また家庭的な定義は、今

のコロナ禍の教会論における、「教会と自分自身の関係」を考えるうえで、特に重要だと言

えます。 

 

５．母なる教会と共に具体的に生きる経験 

 講演をさせていただいているこのわたし自身、これまでの生涯を通じて、常に母なる教

会の存在によって支えられ、養われてきました。  

わたしの父は牧師で、生まれた時に父は神学生でした。その後広島教会、草加松原教会

の牧師館で育てられ、小学 6 年生から大学卒業時まで青葉台キリスト教会の会員でした。

母なる教会という言葉そのままに、教会は、いつもごく自然に、自分の母親のように自ら

の傍らにありました。そこで生まれ、幼い時を教会の牧師館で過ごし、そこで最初に他人

と出会い、言葉を教わり、最初に歌うことを学んだのも教会の賛美歌によってでした。子

どもが、自分が親に育てられているということをさして意識しないで育つように、わたし

は教会によって自然に育まれました。ある時にはそこで反抗期も迎え、教会で育ったわた

しにとっては、親への反抗と教会への反抗は、分けることのできないひとつのものでした。

教会で恋愛もしましたし、つまずいた経験や、ナイーブにそこで傷ついた経験もありまし

た。しかし、紆余曲折ありながらも、いつも周囲の人々と神様の愛によって母なる教会に

引き戻されました。  

特に、26 年前の阪神大震災の時には、私は今牧師として働いている板宿教会に、震災ボ

ランティアとして 1 か月滞在することができ、その時に、教会との新しい出会いが与えら

れました。その時の板宿教会は、単なる建物としてそこにあったということを超えて、傷

ついた人間が神様の力によって生き返ることのできる再生の場であり、泣きじゃくる赤子

がそこで自分を取り戻し、回復を与えられる、まさに母の懐のような空間でした。  

そういう経験を与えられて、わたしは今も、教会と共に生きています。わたしは今も、

毎日、毎週、いつも教会のお世話になっていますし、その母なる教会は、今もわたしを守

り、支え続けていてくれています。まるで、胎児がへその緒で母親につながり、そこから

生きて成長していくためのすべての力を受け取るように、わたしと母なる教会とのへその

緒は、これからも永遠に切れることなく、わたしを生かし続けてくれます。「母としての教

会」、これがわたしにとっても、「教会とわたし」を考えていくうえでの具体的な直観であ

り前提です。  

 

６．教会形成と一体的なわたしたちの自己形成  

 上記のような母子関係という深みで教会に結び付いて生きる時、教会形成と自己形成と

の切り離せない関係が見えてきます。神の家族、母なる教会と共に、体なる教会という看

過できない教会の定義があります。わたしたちはキリストの肢体としての教会に組み込ま

れている、その体の部分です。よってキリスト者は、教会を自分から切り離して客体化し、

単に客観的に教会を見るという視座に立つことはできません。 
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とても大切な大前提は、われわれ自身が教会である。わたしたちが具体的な教会なので

あり、他に誰かがいるのではなく、わたしたちが、かけがえのない教会そのものなのであ

るということです。他の誰かではなくてこのわたしが、教会というキリストの体に具体的

に組み込まれており、わたしが教会の屋根を支えている壁の一部、柱の一つとなっている

ということです。よって教会は、わたしの存在と別のところに別個にあるのではなく、わ

たしの存在と重なっています。よって、教会の一部に組み込まれた存在であるわたしが変

わり、わたしが成長することで、教会は変わり、教会は成長する。そしてその逆のことも

また、言いうることができます。 

この「体なる教会」という事実について、70 周年記念宣言は以下のように語っています。 

 

〔牧会的共同体〕福音に生きる教会は、キリストの命が通う一つの体であり、互い

に配慮しいたわり合う牧会的共同体である。一つの部分が苦しめば全体が共に苦しみ、

一つの部分が尊ばれれば全体が共に喜ぶ。キリストの体では弱い部分・見劣りのする

部分こそが必要とされ、重んじられる。それは、体に分裂が起こらず、各部分が互い

に愛の配慮をもって生きるためである。弱さの中に働く神の恵みの力を世に証しする

ことに、教会の光栄と喜びがある。（『日本キリスト改革派教会宣言集』、133 頁。） 

 

７．わたしの骨の骨、肉の肉としての教会 

教会は、わたしたちがそのために生涯のすべてを捧げても全く惜しくないほど大切な存

在であり、実際そうするだけの価値を持っています。教会のその高い価値の理由は、上述

のように、教会がこの世におけるキリストの体とされているからです。主イエス・キリス

トの体とされているのは、この世界の中でただ、教会だけであり、この地上でそれほどの

大切な価値を持ったものは、他にはありません。そしてその教会というキリストの体は、

その一部である「わたし」がキリストにいつもと共結び付いていられるように、母親のよ

うにわたしの命を支え、助けてくれる存在です。体の一部の器官が痛めば、体の全体が痛

み、体の一部の器官が喜び、素晴らしい働きをするならば、その頭であるキリストをはじ

め、体のすべての器官が喜びを共にしてくれます。体は、その一器官であるわたしに常に

血液を送ってくれます。そして、根幹にある骨で、体はわたしを支えていてくれます。そ

して体としての教会は、他のものでは代替できないかけがえのなさで、わたしに居場所を

用意してくれ、わたしの賜物を用いてくれる、わたしの存在の根本です。 

たとえわたしが信仰的孤独を感じるような時があるとしても、わたしの信仰が、教会の、

より包容的で多様性に富んだ信仰の内に庇護されている事実を知ることは、わたし個人に

とっての非常に大きな救いであり、信仰的後ろ盾でもあります。「教会」は、そのような「わ

たし」の、感動的な居場所であり、さらに言えば教会はわたしの骨の骨、私の大切な一部

なのです。よって、「教会とわたし」は、互いに依存し合い、かつ奉仕し合うことによって、

それぞれをより豊かにするのです。 

 

８．「教会の信仰」が「わたしの信仰」の型を形作る 

そして教会は、ただ単に神様にある支えと祝福を信じることが許されるという対象であ

るだけでなく、同時にわたしたちそれぞれにとっての信仰の故郷でもあります。これは冒
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頭で語った「母なる教会」という概念に繋がる事柄ですが、教会の信仰によって、各自個

人の信仰は鼓舞され、刺激を受けます。さらに、わたしたちそれぞれの信仰はいつも教会

共同体によって取り巻かれ、支えられています。よって当然のこととして、「わたし」の信

仰の型は、「教会」のそれに沿うようになり、「わたし」の信仰は「教会」の信仰と共に、

形成・成長させられて、神様の御心の実現という目標に参与するのです。 

この意味において、教会のあり方、そこでの信仰のありかた（これは霊性という言葉に

よっても置き換えることができます）はとても大切であり、それはそこに集う「わたし」

の信仰のありかたに、非常に大きな影響を与えます。「教会の信仰」と「わたしの信仰」は、

決して切り離せません。だからこそ、わたしたちは「わたし」自身のためにも「良い教会

を形成」していかなければなりません。 

 

９．神の家族としての教会の回復 

 九州のホームレス支援で有名な、日本バプテスト連盟、東八幡教会牧師の奥田知志氏は、

「ホームレスのことを、ハウスレスとは言わない。しかし国はハウスレスの解消しか考え

ていない」と語り、ハウスレスを、実際に住む家がない状態、家に象徴される経済的物理

的な必要が満たされない状態と定義し、またホームレスを、いざという時に帰る場所がな

い、心配してくれる人がいない、無縁や孤立の状態と定義されています。 

 コロナ禍によって Stay Home が叫ばれています。温かい家庭、家族がそこに存在する

HOME があるなら、そこに籠っての Stay Home は何とか可能ですが、孤立無縁の状態にある

人が Stay Home によって引き籠ってしまうことは、さらなる分断と孤独に落ち込んでしま

う大変危険な方向性です。奥田氏は語ります。 

 

私たちはホームレス問題に取り組んでいますが、よく考えると、実は、今の社会そ

のものがホームレス化した社会ではないかと思うのです。私の教会に来る人の中にも、

家はあるけれども人との関係が切れた人がいます。社会全体でも、家はある。家族も

いるのにホームレス状態になっている人がなんと多いことでしょうか。そうした人々

が集うことのできるホームに教会がなっているかどうか、そのことが今、問われれて

いると思います。求められていることをひと言で言うなら、ホームの回復です。私が

牧師をしながらホームレス支援をしていることに意味があるとしたら、まさにそこで

はないでしょうか。教会は血縁のつながりではありません。血がつながらなくても、

家族になれる場が教会だと信じています。その意味で、どういう教会を作るかは信仰

の本質にかかわる課題であるとともに、今という時代に教会があることの使命に関わ

る課題であると思っています。〔奥田知志『「助けて」と言おう：3・11 後を生きる』（東

京：日本基督教団出版局、2012 年）、71 頁。〕 

 

 常々、「教会とは建物のことを指すのではなく、信仰によって集まり一致する信仰者の交

わりを指す」と言われてきましたが、コロナ禍によって、その言葉の正しさが証しされま

した。まさしく教会とは、そこにただ屋根があるだけの HOUSE ではなく、HOME であり、そ

れは、「人種も身分世代の違いもなく、男も女もない」（70 周年記念宣言より）、キリスト

によって結び付けられた神の家族です。そして、コロナ禍によって、今こそ教会がすべて
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の人を招く、すべての人にとっての家族、すべての人が母のもとに帰ることのできるよう

なマイホーム、実家となる。つまりそれぞれにとっての温かな HOME になるという、キリス

ト教会の存在意義と使命が明らかにされ、教会にこそ存在する、教会共同体の潜在的な可

能性が日の目を見たと言えます。 

 そして、そのようなすべての人にとっての母となりうる教会、神の家族、皆が帰り留ま

って、そこで命を得ることのできる HOME としての教会を建て上げ、また今こそ教会をその

ような教会として再生するという働きは、「わたし」以外の誰かがやるものではなく、それ

は「わたし」の信仰、「わたし」の救いに直接係わる、「わたし」たち皆の使命なのです。 

 

10．一人一人の「わたし」こそが教会である 

教会論の導入的序論において、教会と「わたし」ということを考えてきました。コロナ

禍は教会を揺さぶり、特に「ディスタンス」が必要とされる状況によって、空間的分断を

教会内に生じさせましたが、かえってそれは、教会の中に昔からあった、教会内と教会外

の、内か外か、どちらを取るのかという葛藤を解体させました。 

オンライン動画配信と自宅からの礼拝への参加の常態化は、礼拝を捧げる会衆の同心円

を拡げました。礼拝の参加者は空間的に拡がり、それぞれの家庭や、それぞれが手に握っ

ているスマートフォンの画面にまで及びました。これを教会の外枠の拡大、あるいは教会

の、一人一人の「わたし」による、持ち出し、拡張と言えないでしょうか？もちろんそこ

にある拡張された教会の姿は、制度的教会とは区別して注意深く考えられる必要がありま

すが、単に制度的な教会が解体されたり希釈されてしまうのでない、積極的な意義を、聖

霊論の助けを借りてそこに見出すことは可能だと思います。そこでは、「教会行きたいけれ

どもいけない」、というコロナ禍が生み出した制限の中で、むしろ「わたし」こそが教会で

あるという、宗教改革による発見のひとつとしての万人祭司的な認識が可能になると思い

ます。そしてそこに、建物としての教会を超えた、より開かれた教会共同体の認識が立ち

上がるのです。 
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【講演Ⅱ】「教会の変わらない土台：聖書論から考える教会論」 

 

１．コロナ禍におけるメディアリテラシー 

 講演題が案内とは一つずれてしまいましたが、この第二講演では、「教会の変わらない土

台」という点について考えたいと思います。そして、このコロナ禍において教会論を考え

る際に、神学とは話が少し横道に逸れるかもしれませんが、私は、メディアリテラシー、

特にネットリテラシーということから考え始める必要があると思います。 

 メディアリテラシーの広辞苑が語る意味は、「メディアの伝える情報を批判的に判断・活

用し、それを通じてコミュニケーションを行う能力」と定義されています。そして、ネッ

トリテラシーとは、それはより細かく分けると、①インターネットやコンピューターなど

を適切に使いこなすことのできる能力。②情報を書き込むときのリテラシー、③情報を受

け取るときのリテラシー、の三つに分けることができます。そして、ここで考えたいのは、

この三区分のうちの③に当たる、情報を受け取るときのネットリテラシーです。そしてそ

の際に必要な能力は、便利な情報がある反面、嘘や危険も含まれるネットからの情報につ

いて、その価値観・イデオロギーなどを鵜呑みにせず、主体的に判断する力です。 

 ネットリテラシーについての問題は、既にスマートフォンの普及によって、コロナ禍が

始まる以前から存在していましたが、しかしコロナ禍によってネットへの依存度が上がっ

た結果、現在の状況はより深刻化していると思います。つまり、インターネットが生活の

一部に深く浸透したことによって、特にネット上に溢れている、膨大で、手軽にアクセス

できる情報を受け取る際に、十分なネットリテラシーを持たずに、その情報を批判的に判

断し活用するということができない場合、それが大きな危険を生み、またそれが、教会に

おいても教会論においても、大きなボタンの掛け違いと、教会形成の土台の据え違いを生

み出してしまうということが、実際に起こっています。 

 

 これは、コロナ禍になる前のことですが、ある青年が教会を訪ねて来られて、彼は私に

本当の神様について私は知っているから教えてあげると言って、神々の中の神がいること

だとか、色々と話してくれたのですが、一通り話を聞いた後で、私が「すごい話ですね。

でも、あなたはそのすべてを自分で思い付いたわけではないでしょう。どこからそれを知

りましたか。」と尋ねると、彼は「ヤフー知恵袋に色々と書いている何々さんの考えをベー

スにしました。」と、臆面もなく答えました。「その人に会ったり、具体的なコンタクトを

取ったことはあるのですか」と聞くと、彼は「特にそういう関係はない」と答えて、その

ことに何か問題でもありますか？という、キョトンとした様子でした。 

 

 コロナ禍以前からあったこの傾向は、コロナ禍によってさらに強められて、この二年間

で、私たちとこの社会は、自らで感じているよりもずっと強く、ネットへの依存度を加速

度的に高めています。ですから、この彼のケースは、決して自分とは関係しない笑い事と

して済ませてしまうことはできません。 

 先程、教会形成は自己形成であり、自己の在り方が、教会そのものを作り上げていくと

申し上げました。そうであるならば、この自分自身の生き方、在り方が、教会の在り方に

強く影響するということになります。この私たち自身が、聖書を開くよりも、もっと頻繁
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にスマートフォンに目を落とし、聖書の御言葉に関心を払うよりも、LINE の既読・未読の

方に、常時より強い関心を払い続けながら生活していくならば、毎日、毎時間、自分がそ

のように繰り返して見て、聞いて、関心を払っているものによって、私たち自身の生活や

生き方が大きな影響を受けます。そして同時に、私たちが何事かに対して、どのような影

響を受けるのかという、その私たちが受ける影響の度合いに従って、それは、私たちが構

成する教会の在り方に強い影響を及ぼします。 

 教会の変わらない土台とは、言うまでもなく聖書です。しかし、聖書を土台にし、聖書

の御言葉をリソースにし、聖書の御言葉を情報源にして、それにしたがって教会形成を為

すということは、口で言うほど簡単なことではありません。 

 

２．手間を惜しまない学びの必要 

 ネットが中毒的に私たちを惹きつけるのは、それが簡単で、楽で、早く答えに辿り着け

るからです。しかし反対に、聖書を土台にし、聖書の御言葉をリソースにし、聖書から汲

み取って教会形成をし、教会形成と共に進行する自己形成を進めていくということは、並

大抵の事ではありません。説教者の場合、聖書の御言葉を本当に説教するということのた

めには、何年にもわたる学びと訓練が必要とされますし、さらにその上で、自分の持てる

すべてのものを傾けてそれを行うことによって、聖書的な説教というものはやっとそこで

成し遂げられるという類のものです。 

 つまり、聖書を土台として教会形成をする際に、何よりもまず必要なことは、手間を惜

しまず勉強し、苦労し、時間をかけて学ぶことです。そこでは、聖書を土台とするという

点において、敢えて固い食物を噛み砕いて自らの血肉とするという努力を惜しまないとい

うプロセスが必須です。その学びを避けて、手間を惜しんでコンビニエンスにネットから

取ってくるような、スマートフォンやグーグル検索やウィキペディアから簡単に手に入れ

られるような知識によっては、聖書を土台とした聖書的な教会を建て上げることはできま

せん。これは全くもって当たり前のことなのですが、しかしこの当たり前のことが難しい

世の中になっていますし、私たち自身も、そういう時代の中に、自覚があろうがなかろう

とどっぷりと浸かってしまっていますので、一度ネットの利便性を体験してしまうと、も

う元には戻り難くなってしまいます。そのような今のこの時代の中にありながら、ネット

リテラシーを相応しく保つということは、誰もが自然と適切に身に着けられるなスキルで

はなく、平素からこの事柄についてかなり自覚的に意識して取り組んでいないと得ること

ができないものであると思います。 

 ここには神学生もおられますので念を押しておきたいと思いますが、「ネットで調べま

した」ということと「勉強しました」ということは決してイコールではなく、むしろ反語

です。殊に聖書、教会、キリスト教という事柄については、上記のことは強く当てはまり

ますし、意識しなければなりません。ネットを見るなということではありませんが、聖書、

教会、キリスト教に関することについて、そこでの勉学において、手を抜くための手段と

してネットを用いることは、自分にとっても、教会にとっても、危険を招くことになるこ

とをよく知っておくべきだと思います。 

 

３．「聖書的」の反語としての「人為的」 
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 聖書を土台として、聖書的な教会を形成することが、キリスト教会にとっての絶対的な

正解ですが、「聖書的」という言葉の反語は何でしょうか？「聖書的」の反語を「非聖書的」

と設定するだけでは足りないと思います。そして「聖書的」の反語は「人為的」という言

葉ではないかと思われます。非聖書的であるということは、聖書以外のものを土台として

持つということであり、それを突き詰めていくと、そこでは神様ではないものに依存しつ

つ、結局は人間の言葉が神の言葉に成り代わって舵を取るというかたちになりますので、

必ず最後には人為的なものがその場合の教会の土台となります。 

 聖書以外のものを教会の土台とするということは、具体的にどのようなことでしょう

か？聖書以外のものが土台となる時、「こんな時代になっても未だに教会は○○なのか。」

「世間の常識が、なぜ教会では非常識とされるのか。」「まさかとは思うが、教会はまだそ

んなことを標榜しているのか。」「神様がそんなことを語るはずはない。そんな神ならこち

らから願い下げだ。神であるならこう語るべきだ。」等の言葉が、悪い意味で教会を批判す

る言葉として、簡単に語られます。その時には結局、社会通念や人間の見方や願望が、神

を規定し、聖書の教えの上を行くのです。もし、そのような言葉の背後に流れる非聖書な

通念によって教会が動かされる時、キリスト教会はその「キリスト」という名前を冠せら

れているにもかかわらず、悪い意味でとても人間的な集団となっていってしまいます。 

 70 周年記念宣言も、宣言第二部の「善き生活」での十戒の第一戒の解説部分において、

このように語っています。 

 

   自らを人生の中心としたことが人間の堕落の始まりであった。それ故、真の神を全

生活の中心とすることが人間再生の第一歩である。 

   わたしたちは、父・子・聖霊の神のみを神として崇め、この神の栄光を現し、神で

はないものを恐れることなく、真の自由を生きていこう。  

   それ故、わたしたちは、被造物にすぎないものを神とする偶像崇拝や、わたしたち

の心を縛ろうとするこの世の力や世俗主義に、主の御言葉への聴従と祈祷をもって抵

抗する。（『日本キリスト改革派教会宣言集』、138 頁。） 

 

４．聖書を教会の確かな土台とするための三つの必要 

 教会論を学び考える前に、それを丁寧に行うためには聖書論を学ぶ必要のあることを最

近特に痛感しています。聖書的な教会を建てるため、そのために聖書を相応しく教会の土

台として据えるために、教会論そのものに入る前段階で必ず必要になる三つのものがあり

ます。その一つが聖書論であり、二つめが聖書の体系化である信条とその教理、そして三

つが教会規程です。この三つの事柄について、続く項目で述べたいと思います。 

  

①聖書を教会の土台とするための聖書論の必要性 

 聖書論とは、言わば聖書の取扱説明書です。もちろん聖書そのものがそれ自体の取り扱

いの仕方を指示していますが、聖書それだけを読めば、聖書の読み方や受け取り方は自明

のこととして誰にでも理解される、ということには必ずしもなりません。よって聖書を正

しく取り扱い、その言葉を正しく読み取るためには、聖書そのものの指示に即して体系化

された手引きが必要とされます。そして、それが聖書論です。 



11 

 

 誰でも聖書を読む際には、必ずそれがどういうものなのかということを考え、意識して

いようがいまいが、あるいは聖書論というものを知っていようがいまいが、って、それぞ

れが、必ず、神の言葉として、あるいは古文書、古来からの教訓として、等々の、ある前

提をもって聖書を読んでいることになります。そしてそこで必要なのが、正しい聖書論な

のです。 

日本キリスト改革派教会の創立 40 周年記念宣言では、その聖書論が、ウェストミンスタ

ー信条の聖書論に基づいて、深く丁寧に取り扱われています。そして教会論を考える際に、

聖書論から特に汲み取られるべき点は、聖書におけるイエス・キリストの中心性、聖書の

権威、そしてそこから来る、聖書自らが語る限界内に留まるという姿勢です。そしてこれ

ら点に一致するということが、教会形成において何を基準とし、土台とするかを具体的に

判断していく際の要点となります。なぜならこれらの諸点が損なわれる時、たちまち教会

の聖書的土台は揺らいでしまい、その際同時に、教会の人為的形成が、教会の様々な局面

で抑え難く頭をもたげ、恐ろしい力をもって次々に跋扈してくることになるからです。よ

って以下で、適切な聖書論に立つとは何を意味するのかということを少し丁寧に見てゆき

たいと思います。 

 

（１）聖書におけるイエス・キリストの中心性 

 聖書におけるイエス・キリストの中心性について、40 周年記念宣言の聖書論は以下のよ

うに語っています。 

 

   また、贖い主イエス・キリストは、今日、御自身の御言葉である聖書において、ま

た聖書を通してのみ、御自身の教会に語られる。真の教会は、みずからの花婿であり

牧者であるキリストの権威あるみ声にのみ、常に全き信頼をもって聞き従い、それに

対してみずから主となることをせず、またほかの人々の声に耳を貸すことをしない。

〔『日本キリスト改革派教会宣言集』、52 頁。〕 

  

（２）聖書の権威について 

 次に聖書の権威について、40 周年記念宣言の聖書論は以下のように語っています。 

 

   また救拯的信仰においては、聖書への信頼はキリスト信仰と結びついていて、切り

離すことができない。すなわち、この信仰によってキリスト者は、み言葉において語

られる神御自身の権威のゆえに、そこに啓示されていることをすべて真実であると信

じ、それぞれ個々の章句が含んでいる事柄に応じて、異なって応答する。すなわち、

命令には従い、威嚇にはおののき、今と後の世の命についての約束はこれを信じる。

しかし、救拯的信仰のおもな行為は、義認と聖化と永遠の命のために、恵みの契約に

基づいて、ただキリストのみを認め、受け入れ、寄り頼むことである。（『日本キリス

ト改革派教会宣言集』、53-54 頁。） 

 

（３）聖書自らが語る限界内に留まるという姿勢 

 さらに、聖書自らが語る限界内に留まるという姿勢について、40 周年記念宣言は以下の
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ように語ります。 

 

   しかし、この聖書の充分性の教理は、聖書が与えられた目的との関係で教えられて

いるのであるから、み言葉を学ぶに際しては、聖書記者たちが証言しているのはどう

いう意図によるものなのかを常に考慮することが、特に重要である。 

   従って、あらゆる種類の勝手気儘な事項についてせんさくしたり、聖書がいかなる

事柄についても充分な情報を提供するかのように期待したりしてはならない。  

   私たちは、み言葉において常に先立たれる神に従い行くと共に、主がその聖なる未

口を閉ざされる時には直ちに、私たちも問い尋ねることをやめなければならない。（『日

本キリスト改革派教会宣言集』、55 頁。） 

 

 改めて 40 周年記念宣言の聖書論から教会の変わらない土台について説き起こそうとす

る私のこの語り方は、保守的過ぎるでしょうか？しかし私自身は全くそのようには考えて

いません。教会の現場において様々な現代的な問題、意見が生じ、それに対する教会的な

判断とは何か？ということが常に問われている今の状況で、教会論がそこに帰りつき、そ

こを支点にして事柄を聖書的に見定めていく際の根本的スタート地点には、そのような教

会史を耐え抜き、聖書を教会の変わらない土台として据えることを可能にしてきた聖書論

が必要とされます。私自身、神戸改革派神学校で教会論を講じながら、最近特に改めて、

教会が保守的で伝統的な神学に立つことの必要性を痛感しています。 

先に聖書論を引用した 40 周年記念宣言のまえがきには、「歴史的改革派神学の共通の立

場に立って『改革派聖書論』を積極的に叙述しました。この道を進んで行けば、健全で、

積極的な聖書学、聖書的改革派神学が成長すると信じます」と述べられていました。「歴史

的改革派神学」とは、日本キリスト改革派教会の創立者たちの時代から使われ続けている

言葉ですが、これは、カルヴァン及びヨーロッパ・プロテスタント宗教改革に端を発し、

ウェストミンスター信条を生み出し、直接的には北米の米国南長老教会により日本にもた

らされた神学的伝統の脈略のことです。そして歴史的改革派神学に立つとは、自覚的にそ

の文脈の中に立つ教会形成を行うということです。そしてそのような「歴史的改革派神学」

こそが、私たちの教会の根底を為す、私たちにとっての保守的かつ伝統的な「教会の神学」

です。敢えてをの神学の対義語を想定するならば、それは「場当たり的で、かつ流行を追

う、個人的、また私的な神学」ということになってしまうでしょう。 

 

②聖書を教会の土台とするための信条の必要性：信仰の型としての信条 

上述の歴史的改革派神学に教会が立つことを可能にするものが、信条です。教会は、信

条を生み出すことによって聖書から汲み出される教理を確立し、それを教会形成の足掛か

りとして歩んできました。歴史的改革派神学に立つということは、その信条主義教会の系

譜を自覚的に選択するということを意味します。聖書を教会の土台とするために、聖書論

のみではなお不十分です。聖書論に加えて、またそれと合わせて、歴史的改革派神学、そ

して教会史の中で、聖書から教理を引き出し、教会を導く役割を果たしてきた諸信条の存

在が、教会がこれからの時代においても健全に聖書に立脚した教会になるために、不可欠

です。 
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 先にネットの利便性ということを述べましたが、信条というものも、教会にとって、歴

史的にとても利便性に富んだものです。信条は難しく煩わしいもの、あるいは余計なもの

だという見解があるかもしれませんが、しかし信条はその評価には全く当たりません。真

実はむしろその逆です。信条とは、それは聖書の研究と学びの集成であり、それを短く要

約し体系化したものですので、聖書を土台とした教会を建てていく際に、それは非常に便

利で効率的に用いることのできるものです。 

 第一講演で、「教会の信仰」が「わたしの信仰」の型を形作る、ということをお話ししま

したが、まさしく信条は、武道で言うところの型のようなものだと思います。空手や柔道

で言えばそれは型です。柔道ならば、どんな技を用いようとも、単に相手の背中を畳に打

ちるけることができれば、それで勝ちとなります。しかしそこで、型を身に付けることが

できれば、相手に攻撃を受けた時や相手を倒す時、倒されそうになった時、瞬時に、今ま

で先達たちが知恵を絞って研究し高めてきた、効率的で理に適った身体運用を用いて、危

機を回避したり、効果的な身のさばき方ができるようになります。信仰生活、教会形成に

も、そこにはそれぞれの人生をかけた戦いという側面があります。どんな攻撃や躓きにそ

こで直面するか分かりません。その際、それをひとりで、また我流で乗り切ることは困難

です。信条の継承と作成によって歴史的教会が身に付けてきた型を用いて歩み、さらにそ

れを磨き、学びを続けて自分のものとして定着させていく時に、さらなる熟練と成熟が生

まれるのです。 

 

③聖書を教会の土台とするめの教会規程の必要性 

 また信条と並んで教会が生み出してきた教会規程も、それは聖書から必然的に導き出さ

れる教えと体系を、教理面ではなく教会政治の側面において神学的に集成し、さらに教会

の歴史的な数々の成功、失敗、試行錯誤までもを取り込んでルール化した、累積的な知恵

です。 

 これは、譬えて言えば、教会にとっての交通ルールのようなものかもしれないと思って

います。車が交通ルールを破ってしまうと安全確実に目的地に辿り着くことが難しくなる

ように、教会も適切な教会規程を欠いてしまうならば、それは、自覚のないうちに粗く乱

暴な歩みを進めてしまうことになってしまいかねませんし、ある場合にはそこで事故を起

こしてしまいます。 

 私は、まだ 20 代前半の神学生の時に、夏期伝道に派遣されて、そこで今は既に引退され

たベテランの牧師先生に、どういうヴィジョンをもって教会形成をしていけばいいのでし

ょうかと尋ねたことがあったのですが、その先生は即座に、「まず教会規程をしっかりと読

んで、それに従って丁寧に教会を形成するように」と答えてくださいました。何も分かっ

ていなかった当時の私は、この先生はなんとつまらないことを仰るのかと思ってしまった

のですが、今になってその言葉の重みがわかります。そして今の私にはその言葉が、大事

な道しるべとなって、記憶の中から私を方向付けてくれています。 

今は特に、コロナウィルス禍によって、従来のかたちで教会規程を実施できない状況が

生まれています。この現実に対して、教会規程の側からそれをどう整え解釈して対処する

ことが可能なのかと考えながら、教会規程条文とのにらめっこが続いているような状態で

すが、歴史的改革派神学に正しく方向付けられながら、同時に、絶えず改革され続ける教
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会として、日々新しい御言葉を容れるに相応しい、新しい皮袋であり続けることができる

ように、自らの改革と刷新に努め、聖書に根差した福音的教会形成を続けることが私たち

の道です。 

 

５．悔い改めと絶えざる原点回帰 

 ヨハネの黙示録 2 章 4 節から 5 節に、以下のような御言葉があります。「しかし、あなた

に言うべきことがある。あなたは初めのころの愛から離れてしまった。だから、どこから

落ちたかを思い出し、悔い改めて初めのころの行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、

わたしはあなたのところへ行って、あなたの燭台をその場所から取りのけてしまおう。」 

 これは主イエス・キリストが、エフェソ教会に宛てた手紙として語ってくださっている

御言葉とされていますが、これはすべての教会に当てはまる、すべての教会がこの御言葉

に従って歩むべき指針であると言えます。70 周年記念宣言にも、第二部の「善き生活」の

終わりのところで、私たちが悔い改めに生きるべきことが語られています。  

 

   （悔い改めの生涯）キリスト者の生涯は、信仰と悔い改めの生涯である。キリスト

がわたしたちの内に形づくられるまで、わたしたちは何度でも主の十字架のもとに立

ち返り、自らの罪を告白して悔い改める。 

   キリストに結ばれている者は決して罪には定められない。わたしたちは、赦しの共

同体である教会の中で癒されつつ、主の愛に支えられて再び立ち上がり、神の子らと

して世に出て行き、福音の喜びを生きていこう。 

   各々に与えられた召しと賜物にしたがって主に仕え、完成をめざして共に命の道を

歩み続けよう。（『日本キリスト改革派教会宣言集』、143 頁。） 

 

 私たちは様々な賜物を、教会にこそ与えられている賜物として数え上げることができま

すが、教会とそこに連なる信仰者にとって、この悔い改めることができるという賜物は、

罪の赦しと絶えざる刷新と神の恵みに向かって向き直り、神から来る新しい命に立ち上が

ることを可能にする、本質的な賜物です。ヨハネの黙示録も呼びかけているように、すべ

ての教会は、どんな時代に置かれていても、悔い改めを梃子にして、絶えず神に立ち帰り

つつ歩むことで、キリストの教会となります。 

先日、他教派のある牧師先生は、コロナ禍によって教会は立ち止まらざるをえなくなっ

たが、しかしこれから改めて、教会を再開するというよりも、再スタートするという思い

で取り組んでいくと仰っていましたが、教会は、コロナウィルス禍においても、またそう

でなくても、どんな時でも、いつも立ち止まって、どこから落ちたかを思い出し、悔い改

めて、初めのころの行いに立ち戻って、ふさわしい原点回帰をするのです。 

 原点回帰という教会改革の方向性について、さらに 70 周年記念宣言は助言でこう語り

ます。 

 

   宗教改革五〇〇周年を控えたこの時、わたしたちは改めて主イエス･キリストの福

音の原点に立ち返る。キリストの福音こそ、信じる者すべてに救いをもたらす神の力

である。この純正なる福音に基づく信仰告白と教会政治と善き生活とを備える一つの
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見える教会を具現することが、創立以来のわが教会の使命である。わたしたちは、こ

の使命を現代にあって遂行すべく、自らの在り方を根本的に問い直し改革することを

ここに表明する。（『日本キリスト改革派教会宣言集』、129 頁。） 

  

 振り返ってみれば、あの宗教改革も、御言葉と古代教父たちへの原点回帰によってもた

らされました。神様が送られるすべての危機には、必ず、悔い改めへの促しと教育的意味

があります。山口隆康著『コロナ・パンデミックの中の教会形成』にも、コロナ禍は教会

にとっての訓練だ、という言葉がありました。よってコロナ禍も、教会が改革され新しい

かたちに変えられていくために、神様が与えてくださったチャレンジとして受け取ること

ができます。そして教会の前進の仕方とは、絶えず悔い改め、絶えず聖書の福音という原

点に立ち帰りながら、そのことによって自己改革へと促され、新しくされて前を向くとい

うあり方に他なりません。コロナ禍の未曾有の危機にあっても、教会が為すべきことは、

その点で変わりません。 
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【講演Ⅲ】「教会の変わらない目的と働き」 

 

１．教会の目的としての神の国 

①福音の内容としての神の国 

 教会が悔い改めと原点回帰を行う時、教会の変わらない土台としての聖書に、改めて自

らの目的を尋ねる時、そこに教会の変わらない目的としての、「神の国」が立ち現れてきま

す。 

 

『神の国』がイエスの宣教活動の中心にあった、ということは史的イエス研究に携

わる新約聖書学者たちの間の数少ないコンセンサスの一つである。共観福音書（マタ

イ、マルコ、ルカ）には、『神の国』あるいは『天の国』というフレーズが明らかな平

衡個所を除いて 70 回以上も登場する〔山口希生「新約聖書における神の国」、稲垣久

和編『神の国と世界の回復』（教文館、2018 年）11 頁。〕 

 

 最初期に書かれた福音書と言われていますマルコによる福音書 1 章 1 節には、「神の子

イエス・キリストの福音の初め。」という書き出しがあり、これから語り始められるイエス

の生涯は福音であると語られています。そして、それを受けて語られている 1 章 15 節で

主イエスは、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われまし

た。御自身の存在自体が福音である、福音の使者イエスが伝えた福音の内容、そして良い

知らせとは、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」というメッセ

ージでした。  

 このことを伝えるための生涯として、主イエスは十字架にかかり、さらに復活をされ、

その十字架と復活まで含めた自身の生き方こそが、神の国の近づきであり、その到来であ

るのだと、つまり自らこそが「神の国」なのだということを示されました。  

 諸福音書に続く、また初代教会と後の教会との間を繋ぐ使徒信条の始めの１章 3 節には、

「イエスは苦難を受けた後、御自分が生きていることを、数多くの証拠をもって使徒たち

に示し、四十日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。」とあります。  

復活の主イエスが天に昇られる直前、福音の使者としてのバトンを次の弟子たちに託さ

れる場面で、主イエスは弟子たちに「神の国」について話されました。つまり主イエスの

語り伝えた福音の良き知らせの内容とは、それは「神の国」だったです。  

 

②主イエスから教会（弟子たち）に託される神の国  

使徒言行録 8 章には、先ほどの主イエスの教えを受け継いだ伝道者フィリポについて、

「しかし、フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々

は信じ、男も女も洗礼を受けた。」（使徒言行録 8 章 12 節）という風に、フィリポが神の

国を語り継いでいきながら、人々に洗礼を授けた様子が記されています。  

さらに、使徒言行録の終わりの 28 章 23 節では、「そこで、ユダヤ人たちは日を決めて、

大勢でパウロの宿舎にやって来た。パウロは、朝から晩まで説明を続けた。神の国につい

て力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用して、イエスについて説得しようとし

たのである。」とあり、パウロが、朝から晩まで、神の国について力強く証したとされてい
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ます。さらにまた、使徒言行録の最後の言葉である 28 章 30 節、31 節でも、「パウロは、

自費で借りた家に丸二年間住んで、訪問する者はだれかれとなく歓迎し、全く自由に何の

妨げもなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。」と、キリスト

の福音の内容としての神の国が宣べ伝えられていることが明言されています。現代まで続

くキリスト教会は、この「神の国を宣べ伝える」という使命を使徒たちから受け継いでい

るのです。  

ここに、教会の変わらない目的があります。教会は、何のために集まって、何をしてい

けばいいのか分からないような集まりではありません。教会には、神の国を建て上げ宣べ

伝えるという、変わることのない、確固たる、譲れない目的があります。  

 

③神の国とは？：神の国がもたらす世界 

 では神の国とは何でしょうか？神の国とは、神による支配、あるいは統治と説明される

ことが多いですが、旧約聖書のイザヤ書 11 章は、神の国を次のように具体的に表現して

います。「狼は小羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。…乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ、幼

子は蝮の巣に手を入れる。…何ものも害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆ってい

るように、大地は主を知る知識で満たされる。」そこでは動物と動物、人と動物、人と神と

いうそれぞれの関係において、争いは起こらず、すべてを平和と調和が支配し、主を知る

知識と、それゆえの神の愛の享受、神への感謝が満ちています。そのような、言い尽くし

がたい祝福を伴って実現するのが神の国です。  

そしてその国は、教会を用いて徐々にこの地において形成され、成長し、教会の宣教に

よってそれは担われて、この世界に拡がっていくのです。  

  

④「神の国づくり」としての教会の業  

神の国について考える際、神の国とは、この日本と同じように、それは国であると言わ

れていますので、具体的な国のことを考えると分かりやすく、捉えやすいと思います。神

の国とは、非現実的なおとぎの国ではなく、物理的でリアルな概念です。つまり国には、

それぞれ固有の国土があり、それぞれの国には固有の国民がいて、そこにはその国を支配

する支配者、統治者、王がいます。そして、それぞれの国にはその国なりの、言葉があり、

文化があり、法律があり、価値観があり、匂いがあり、気候風土があり、食べ物がありま

す。  

例えばお隣りの韓国に行けば、そこには日本とは全く違う言葉が使われ、車のハンドル

も車線も逆ですし、国が違うことによる全く別種の世界がそこにはあります。国が違うと

いうことは、そういうことです。あらゆるものが違っており、また場合によっては、真逆

になっていたりします（それでも日本と韓国は、まだ似ている方です）。  

しかし聖書が、これこそが福音だと語っていることは、この人間が生きる地上に、人間

の建て上げる国とは別個で別種の、さらに真逆の、神の国が、イエス・キリストによって

到来し、この地に始められたということです。神の国の、人間の国とは違う、風土、文化、

価値観とは何でしょうか？それは、主イエスの生き方と、私たちの生き方の違いであると

も言うことができます。神の国の価値観については、主イエスはそれを山上の説教で語っ

てくださいました。それは、心の貧しい者、悲しむ者、この世知辛い世間では、すぐに弾
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かれてしまうような心の清い人、弱い人、信仰ゆえに迫害されてしまう人が、しかし幸い

を得て、力を得て、平和を得て、命を受け継ぐことのできる国です。それは、後の者が先

にされる世界であり、競争ではなく和解が。目には目を、暴力には暴力をではなく、その

国では、なんと罪を犯し、神を裏切る者こそが、愛され、赦され、一人一人に主イエスが

寄り添って、共にいてくださるゆえに、誰も孤独に捨て置かれない。そこでは焦りもなく、

他人との比較もなく、色々な自分を演じる必要もなく、皆が安心して歩むことができる。

脱落した者は、自己責任という言葉とともに追放されるのではなく、神の国では、脱落し

たもの、追放されたもの、出て行ったもの、神の愛から最も遠いところにいる人が、しか

し最も強く神の御許に引き寄せられ、探し出され、愛される、そういう世界です。そして

そこでは、すべての終わりである最後の死さえ、それは永遠の終わりではなく、逆に永遠

の命への入り口とされます。それが神の国であり、その国が来て、始まったという良き知

らせが福音なのです。  

この素晴らしい神の国を宣べ伝え、自ら証しし、造り上げていく。その働きは単なる個

人的な救済、救霊という事柄に矮小化されない、それを超えて、大きく広い視座に立った

働きです。  

そして、なぜ私が、神の国について、このようにくどくどと事細かに語ろうとしている

のかというと、コロナ禍であろうとなかろうと、教会の変わらない目的がこの神の国であ

るならば、教会のこの目的について、これは牧師や役員だけでなく教会に集う皆が、御言

葉から正しく具体的にそれをイメージでき、また共有できていなければ、この目的に適う

ような教会形成ができないからです。なぜなら教会形成は自己形成であり、教会が変える

というよりも、一人一人の自分が変わるということが起きなければ、教会は変わらないか

らです。  

神の国は、肉眼では見ない、御言葉から深く探っていくことなしには掴むことのできな

い目標です。またとりわけ、それはまだ歴史が未体験の終末に関わってくる事柄でもあり

ますので、皆で相当注意深く学びをし、イメージの共有に努め、学んでいくこと無しには、

それをきちんと目的化することは困難です。  

 

２．神の国の三つの枠組み  

神の国が考えられる際、それはこれまで、主に以下の三つに類型化できる枠組みで捉え

られ、考えられてきましたので、以下にごく簡単に紹介します。  

 

①地上的神の国  

ここでは、具体的な社会変革の目的としての、神の国の今この地上における実現が志向

され、それは倫理的生活や社会運動などの動力ともなりました。19 世紀に A.リッチェル

（1822～89 年）が、キリスト教の倫理的な側面をカバーするものとしての「神の国」を提

唱します。そしてそれが、世界的な神の国運動として発展し、そこから「社会的福音（social 

Gospel）」なども発生しました。日本におけるこの系譜は、賀川豊彦によって継承され、賀

川は具体的、また地上的に神の国を理解し、地上的な神の国を志向しました。〔加山久夫「賀

川豊彦における神の国と教会」稲垣久和編『神の国と世界の回復』（教文館、2018 年）、62

頁。〕  
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②終末論的神の国  

・その後、神の国は終末論と結びついて、世の終わりに位置付けられて、この世を超越し

た次元の事柄として考えられていきました。この側面を担い推し進めたのは、ヨハネス・

ヴァイス（1863～1914 年）、アルベルト・シュバイツァー（1875～1965 年）らです。

またカール・バルト（1886～1968 年）もこの神の国の終末論的取り扱いの部類に入るも

のと考えられますが、バルトは神の国という概念から来る、人間と世界の楽観主義的、

進歩的思想に強く抵抗したため、神の国について語ることには消極的でした。〔古屋安雄

『神の国とキリスト教』（教文館、2007 年）33～44 頁。〕  

 

③始原論的神の国  

上記のように神の国を終末と結び付けて考えることは、反作用的に、終末における創造

の回復と、始原論的な神の国を思惟することを導き、創世記にて創造された良き世界の回

復としての、再創造としての神の国の終末論的完成を考えるという視点をもたらしました。 

この神の国理解については、代表的な研究者としてはファン・ルーラーが、最近では N.T.

ライトが、ユダヤ教的終末論の研究から紡ぎだされたパウロ研究を通して「創造的終末論

（creational eschatology）」を、創造主なる神が被造世界を立て直してくださるところの

神の国として提唱しています。（山口希生「新約聖書における神の国」、49 頁。）  

そして私たちは、上記の神の国の三つの枠組みを、三者択一的に理解せずに、それぞれ

をバランス良く受け取り、教会に生かすことができるものと考えます。  

 

３．神の国の壮大な完成から今を生きる 

 先程イザヤ書 11 章を引用しながら、神の国がこの地上に実現する際の平和的なヴィジ

ョンついて具体的に考えましたが、同じイザヤ書の 40 章には、その神の国の実現を遥か

に仰ぎ見るような御言葉が語られています。「主は地を覆う大空の上にある御座に着かれ

る。地に住む者は虫けらに等しい。主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、そ

の上に御座を置かれる。…目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数

えて、引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の、力の強さ、激しい勢いから逃れう

るものはいない。」（イザヤ書 40 章 22 節、26 節）  

 「神の国」という目的ははっきりしていますし、そこにおられる神の力強さも明示され

ています。しかしその神の国の最終的な訪れは、目を高く上げた先の、天の向こうの、遠

いところにある、壮大な事柄です。  

神の国の完成図をどのように想定するかについては、前項でも既に触れましたが、聖書

はそれを、イザヤ書でも、エレミヤ書でも、ヨハネの黙示録でも、また他の箇所によって

も、「新しい天と新しい地」、「聖なる都」、「もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦も

ない」「涙は拭われる」（以上ヨハネの黙示録 21 章）、「そのとき、人々は隣人どうし、兄弟

どうし、『主を知れ』と言って教えることはない。彼らはすべて、小さい者も大きい者も主

を知るからである。」（エレミヤ書 31 章 34 節）など、実に多彩なイメージと言葉によって

描いています。つまり聖書は、大変包括的な、新しい天と地と表現されるほどの、この地

上世界と、天体、宇宙全体、そしてその上にある天国をも含んだ、まさしくすべてのすべ
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てが、「神の国」、神様の支配によって満たされるという結論を想定し、その実現を約束し

ています。そこでは、すべての人間が、互いに神様のことを伝え合う必要がないほどに、

主を知っている。これがゴールであり、それが私たちとこの世界の結論なのです。  

『終わりから今を生きる』というタイトルの、キリスト教終末論に関する本がありまし

たが、教会が目指す神の国建設のパースペクティブ（視座）は、まさにこの本のタイトル

と符合しています。それは終わりから逆算する思考です。そこでは、御言葉が指し示す将

来の神の国が地上を満たし、完成するという約束への信頼と待望が、教会を動かし、私た

ちを前進させる力となります。ペトロの手紙一も語ります。「あなたがたは、終わりの時に

現わされるように準備されている救いを受けるために、神の力により、信仰によって守ら

れています。」（ペトロの手紙一 1 章 5 節）  

 そしてその歩み方こそ、見えないものを確信して歩む信仰者の歩みです。コロナ禍によ

って、たった数か月先の自分たちの状態も定かならない中に置かれて、何をすればよいの

か、何ができるのかが分からず混乱している私たちは、教会は御言葉と神の国の力強い約

束によって方向付けられて歩む、目的志向型の共同体であるということに、改めて気付か

されます。  

 

４．神の国の「すでに」と「いまだ」  

「神の国」は、「すでに」主イエス・キリストによって始められ、教会を通してこの世界

に広がっていますが、しかし「すでに」進行中という面も同時に含みつつ、その完全な完

成には「いまだ」至っていない。これが、私たちが立っている現在地です。そして、「すで

に」始められ、「いまだ」完成に至っていない「神の国」を担い、推し進めるのが教会とい

うことになります。よって教会と、教会について論じる教会論は、「神の国」が持つ、「す

でに」と「いまだ」という性質に、どこまでも規定され、いつもその枠内で思考すること

になります。  

 

５．常に未完成の状態で進む教会  

これは、他のすべての神学的思考についても言えることですが、教会論は「すでに」と

「いまだ」のはざまにあって、その両方の極を絶えず往復しながら進む思考です。日本キ

リスト改革派教会の教会史をまとめた『途上にある教会』という書物がありますが、その

ように、教会とはまさに、常に途上にありつづける共同体です。それゆえに教会論と、ま

た教会論が扱う教会そのものも、常に完成には到達することのない途上性、未完成性、暫

定性の中に置かれます。教会が常に途上性、未完成性、暫定性の中に置かれるとは、どう

いうことなのでしょうか？それは、端的な結論に至ることができないということであり、

教会も、教会論も、自らの営みに満足して、「これで終わり」、「これで出来上がり」という

ピリオドを打つことができないということです。「教会とは何か？」「何が教会か？」とい

う問いに対する、絶対的な答えは、歴史の終わりにしかありません。「これぞ完璧な教会だ」、

「この教会は理想的な仕方で出来上がった」と言って眺めることのできる教会は、地上に

は終末に至るまで存在しえないということです。よってそこでは、過去の教会の一部分や、

教会史の中の一時点を取り上げて、その教会を理想化することもできませんし、完璧で間

違いのない教会形成についての神学やプランを立てて、それを実現へと移していくという
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ことも完全には為しえません。そこでは、「これが絶対に正しい」という絶対化は起こりえ

ず、すべては相対化され、教会論とそれが対象とする教会は、一時的で部分的な真理を有

するという暫定的な段階、そのような謙虚さにとどまらざるをえなくなります。  

 

６．教会の途上性：わたしの罪の現実と切り離せない教会の現実  

講演Ⅰで、教会の存在は、わたしの存在と重なっているということを考えました。そう

であるならば、当然教会は罪を負った、旅路の途上の、未だゴールインしていない教会で

す。その意味で、教会はわたしたち自身の罪の現実と結び付いており、わたしたちの罪の

現実をその内側に含んでいます。よって、私たちの罪や欠けを含み込んでいない教会を想

定したり、夢見たりすることはできませんし、現実の教会はそうではありません。この私

たち自身がその教会を形作っているからです。そのような教会は当然、求める者であり、

道を誤る者、労苦する者、苦悩する者、不信仰者、罪人、未熟な者、ゴールに至っていな

い人生の旅人たちからなる教会であり、教会はそれ以外ではありえません。  

したがって教会は、「完成」してしまってはならず、もしそうなったら、教会は教会では

なくってしまします。もし不完全さのない、完全な教会があるとしたら、誰もその教会に

は入って来られなくなりますし、当然そこにはわたしのような者の座る席もなくなってし

まいます。けれども、同時にそこには希望もあります。教会には十字架があり、教会には、

不完全さと罪を赦し、その様な者たちを愛して受け入れてくださる主イエス・キリストの

十字架が立てられています。よって教会は、わたしたちの罪の現実と結び付いてはいます

が、その事実よりももっと強力に、キリストの十字架による贖いの現実にも結び付いてお

り、それによって守られています。そこに教会にこそある、神様による守りと神様から約

束された希望があります。 

 

７．自己目的に生きない教会  

「神の国」の終末における実現に仕え、そのために用いられることを存在理由とする教

会は、そのアイデンティティーに忠実である時、常に他者に対して開かれた教会となるべ

きです。なぜなら「神の国」は、この世界全体を含む宇宙的な広がりをその実現のための

舞台としており、それは教会の外枠よりも広く大きい範囲に及んでいるからです。「神の国」

を、小さく矮小化してとらえてしまってはなりません。  

主イエスが生きておられた時代のユダヤ教に見られる国家復興運動は、終末論的であり、

世界包括的な概念である「神の国」を、地上の一国家に限定的に当てはめて、矮小化して

理解していました。また中世ローマ・カトリック教会は、教会の外枠と「神の国」の外枠

とを重ねて捉えてしまうことで、「神の国」を教会内部にしか適用しませんでした。あるい

は、「神の国」を実存化して、心の中だけの問題として取扱い、具体的な現実の中で実現す

る「神の国」に対して消極的になる方向性も、「神の国の実現」について聖書が語る約束の

誤認です。教会がその実現に仕える目標である「神の国」は、教会の外枠を超えて大きい

のです。  

 旧約聖書の信仰の父と称え賞されるアブラハムは、「祝福の源となるように」と神様に語

られ、そして祝福を受けました。つまり、祝福の源となり、言うなればシャワーの蛇口の

ように恵みを四方八方に振り撒くために、そのためにアブラハムは祝福されました。そし
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て教会も同様に、それは神様の祝福をさらに外に向かって広め伝えていくという目的のも

とで、祝福を受けた、祝福の源となる器です。ですから教会は、自分自身のために存在し

ているのではなく、もっと大きな「神の国」のために生き、存在しています。矢印を内側

にだけ向ける教会は、その時、教会としての大切な本分を失ってしまうことになります。  

 

８．神の国の実現する教会  

 先述のように「神の国の実現」には、「いまだ」の部分があります。その完全な到来は将

来的な現実であるので、今の社会や現実と「神の国」との間には、大きな隔たりがありま

す。しかし今の、飽くことのない欲望と、貪欲と妬みの世界に、誠実で寛容で感謝を知る

共同体をもたらすこと。そしてこの益々暴力的になっていくすさんだ世界に、優しさと労

わりに満ちた共同体をもたらすこと。不正義と戦争、抑圧と死が存在しているこの世界の

中に、喜びと感謝に満ちた共同体をもたらし、正義と平和と、死を超えた命の救いを樹立

していくことが神の国の建設ですから、その神の国をもたらす教会は、社会の価値観に埋

没してしまわない、その意味で先鋭的な共同体として立たなければなりません。  

しかしその一方で教会は、社会と神の国との間のコントラストを際立たせるばかりで、

自らを社会から乖離させ、社会から分離してしまってもいけません。神の国の実現とは、

教会が、社会に対する関心の中で、社会のために行為することによって、この地上に教会

を通して具体的にかたちづくられていくものでもあるからです。  

このように教会は、神の支配にあずかって生きる新しい民による、「神の国」の先駆けで

あり、同時に眼前にある終末の「神の国の完成」という目的を目指して前進する、全世界・

全人類の希望を担う開拓者です。  

 

９．教会の変わらない働き 

 ここから、今日の講演の最後の部分になります、「教会の変わらない働き」について、短

くまとめるかたちで考えたいと思います。 

既に言及をしてきていることがですが、教会の変わらない働きということを考える時、

それは第一に、ここまで繰り返し述べさせていただいた神の国の建設という教会の変わら

ない目的に仕えることこそが、教会の変わらない働きであると言えます。 

コロナ禍によっても、神の国は止まりません。そうであるならば、教会も、コロナ禍で

あっても、そうでなくても変わらず、神の国を建設に励み、それを宣べ伝えるという、主

イエス・キリストによってなされた働きを、その体として、実行し続けなければなりませ

ん。 

 

①伝道の動機としての神の国 

コロナ禍によって、公明正大に人を会堂に招くということが制限を受けましたが、日本

における伝道の状況は、コロナ禍以前から、既に非常に厳しい状態でした。この厳しさの

上に、さらにコロナ禍によって打撃を受ける中、もしこの伝道という教会の働きを、神の

国という大きな神学的な枠組みで考えることなしに議論を進めていくと、私たちの思いや

目標は実に容易に、人間的な、この世的な価値観の中での達成主義や成果主義へと陥って

しまいます。そして、大きな目的と見通しとによる明確な意味付けなしには、私たちは細
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かいことに丁寧かつ継続的に力を注ぐことができません。今の日本の福音宣教の厳しい状

況では、容易にその実りを味わうことができたいため、ともすれば、頑張れば頑張るほど

疲れてしまい、何をやってもダメなのではないかという思いに襲われ、燃え尽きて、諦め

てしまいかねません。色々な人の重荷を負ったり、色々な困難な状況に追い込まれるにつ

け、自分が一体何を、何のために行っているのか、牧師であってもそれが分からなくなっ

てしまうような状況が容易に生じます。 

伝道は数集めなのか？教会が伝道によって発展していくことは、会社が顧客拡大を進め、

事業規模拡大を狙うこととどう違うのか？神学というものがなければ、聖書から導き出さ

れる「神の国」の明確なヴィジョンと約束がなければ、その違いが分からなくなり、特に

日本のような、教会の規模と影響力が世界最小と言えるほど小さい状況では、教会は自ら

の実践にも自信が持てなくなり、その存在意義にも疑問符を抱いてしまいます。決して私

たちは、これ以上小さな教会になりたくないから、今ある教会を潰したくないからという

消極的な理由で、伝道するのではありません。伝道の動機、目的、内容は、「神の国」です。 

 

②この地における伝道論構築の必要 

しかし、そもそもコロナ禍の以前から、人々の心と足は、必ずしも教会に入ってくると

いう矢印の中にはありませんでした。ウェストミンスター信条に代表されるような、歴史

的改革派神学を生み出した欧米のキリスト教社会のかつての状況においては、教会堂は常

に街の真ん中にあり、人々の生活は教会を中心に回っていました。しかしこの日本の状況

においては、教会の存在感は薄く、人々のベクトルは教会には向かってきません。そして

この状況は、歴史的改革派神学が経験してこなかったことであり、ウェストミンスター信

仰基準が想定していなかった状況です。よって、伝道プロパーに関しては、いくら過去の

歴史的改革派神学を研究し掘り起こしても、そこからは、現状の日本のキリスト教会の社

会的位置に合致して、ここで必要な伝道のあり方を語るような神学は、残念ながら出てき

ません。なぜなら歴史的改革派神学では、人々の矢印は外から教会へと向かって来ること

が前提とされていたため、それ以外のケースを考える必要がなく、そこで教会が追い求め

るべきは、内的な宗教的実践の純粋性を高めることでした。 

その点で、まったく違った状況下に置かれている現在の私たちは、既存の教会の実践や

そこにある神学を用いながらも、そこに依存しない、ある意味で新しい伝道論をこの地で

構築していく必要があります。それはつまり、教会が自ら外に出向いていくという伝道を、

今この時にどれだけ実践に移せるかという課題です。コロナ禍がもたらした教会の働きの

オンライン化も、ウイルス感染の心配なく、教会の内と外の壁を超えることができるとい

う点で、教会が自ら外へと打って出ていって伝道を展開するという働きのために、とても

有用に用いることができると思います。 

 

③神の御国を映す礼拝 

 礼拝について、70 周年記念宣言はこう語っています。 

 

（礼拝の生命であるキリスト）福音に生きる教会の生命は礼拝にあり、礼拝の生命

はキリストにある。慰めと喜びに満ちた福音の説教と聖礼典を通して、キリストは教
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会に臨在される。このキリストの恵みを信仰によって豊かに受けることにより、キリ

ストの命はわたしたちの命となる。 

   礼拝を通して主の福音が現される教会は、いかに小さな群れであろうとも、主が共

にいます天の御国を具現する。愛する兄弟姉妹たちと共に主の御声を聴き、共に主の

祝宴にあずかることこそ、喜びに満ちた御国の前味である。（『日本キリスト改革派教

会宣言集』、132 頁。） 

 

 ここにはっきりと、福音に生きる教会の生命は礼拝にあり、礼拝を通じてキリストは教

会に臨在されると言われています。そして、どんなに小さな群であったとしても、その礼

拝を通して主の福音を現された教会は、主が共にいます天の御国を具現する。そこに喜び

に満ちた、神の御国の前味があると、力強く断言されています。コロナ禍であろうとなか

ろうと、神の国とそこにおられる主イエス・キリストを垣間見せるということを目的に据

えて、教会の変わらない働きとしての礼拝は、これからも、いかに小さな群れにおいても、

またオンライン礼拝を余儀なくされる状況であっても、変わらず捧げられていくべきです。 

 

④牧会的宣教 

 70 周年記念宣言に、牧会的宣教という言葉が用いられています。 

 

（福音の宣教と協働）真の羊飼いであるキリストは、あらゆる人を命の福音へと招

いておられる。神の目にはすべての人が高価で尊い。わたしたちは世の人々に対して

大きく扉を開き、教会に閉じこもることなく、広くこの世に福音の光を満たしていこ

う。 

一人一人の魂に寄り添い、失われた者を尋ね求め、追われた者を連れ戻し、傷つい

た者を包み、弱った者を強くするキリストの牧会的宣教こそ、主の教会が担うべき働

きだからである。（『日本キリスト改革派教会宣言集』、134 頁。） 

 

牧会的宣教とは、ここで定義されているように、「一人一人の魂に寄り添い、失われた

者を尋ね求め、追われた者を連れ戻し、傷ついた者を包み、弱った者を強くする」とい

う、良き牧者である主イエス・キリストが、迷った羊に与えてくださったようなケアを伴

う、丁寧な牧会の働きを教会が自覚的に担い、それによって一人一人の魂に向き合い、そ

の魂を癒しつつ、神の国の恵みに招くという宣教のあり方です。 

それは、以下のマタイによる福音書 4 章 23～24 節の主イエスの姿にも表れているもの

です。「イエスはガリラヤ中を回って、諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、また、民

衆のありとあらゆる病気や患いをいやされた。そこで、イエスの評判がシリア中に広まっ

た。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた

者、てんかんの者、中風の者など、あらゆる病人を連れて来たので、これらの人々をいや

された。」（マタイによる福音書 4 章 23～24 節） 

 

コロナ禍によって、それぞれの中に増大している不安と疲れとストレスが、社会あら

ゆる面において、膿のように噴き出しています。そして現代においても、悪霊の存在は消
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えてなくなったわけでは全くなく、霊的な次元で人々を罪に拘束するその存在感はむしろ

増しています。人々は、霊的な次元での心の癒し、ケア、魂に絡みつくような疲れと不安

と恐れからの解放を求めています。そして、主イエス・キリストの福音のメッセージと祈

りを通じての魂のケアというものは、キリスト教会にしかないものであり、この時にこそ

そのような牧会的宣教の働きは、教会によって担われていくべき事柄です。 

またこの霊的な癒しは、既にキリスト者となった人々も含めて、教会に集うすべての

人々が必要としているケアでもあります。コロナ禍によって、顔を合わせての対面の機会

が減ったことにより、否が応にも牧会的ケアが不足している今、先程の教会が外へ出てい

くという伝道の再構築に合わせて、70 周年記念宣言で私たちの教会が自ら標榜した、こ

の牧会的宣教を教会の普遍的な働きとして据えて、意識的に実践するということが、今緊

急性を伴って求められていると思います。 

 

結び 

 とりとめのない話になってしまいましたが、以上が、とにかくコロナ禍の今、教会論を

考える際に、特にそのコロナ禍によっても揺るがせにされない、普遍的な土台を考える際

に、与えられた所見です。 

そして、最後に何より皆さんと共有したいのは、教会形成という事柄の中にある、希望

と約束です。それは確かに働きではありますが、しかしそれは同時に楽しく、また主にあ

る喜びに溢れた働きです。既に述べてきましたように、「教会形成」は「わたし」自身をよ

り豊かにしていくような自己形成と深く結び付いています。教会を耕すということは、自

分自身を耕していくことであり、さらに教会を愛するということは、自分自身の信仰と存

在を尊び、愛することにも、根源的に繋がっていきます。 

そして「教会形成」とは、とても創造的な業です。それは、この手で地上に主イエス・

キリストの体をかたち作っていくという、この上ない特権を伴う価値ある業であり、また

その時に「わたし」たちは、皆決められた、画一的な仕事をする必要はありません。それ

ぞれの年代、それぞれの個人でできる尊い奉仕が尊重され、有用に用いられ、生かされる

のが、「教会形成」にこそある醍醐味です。 

さらに教会を形成していくということの先には、約束された未来があります。教会は花

婿主イエスと、祝福のうちに結び付くことを既に確約されている婚約者であり花嫁です。

なぜなら教会は、あのノアの方舟を髣髴とさせるような、主イエス・キリストの体として、

主イエスと共に、いかなる苦難や嵐によっても、終わりの完成の日に至るまで、決して沈

むことのない舟だからです。 

 

 


