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No.６ 
日本バプテスト連盟 宣教部 教会音楽室 ニュースレター 

さ い こ う 礼拝 
第11回全国礼拝音楽研修会 基調講演録  

      

 2015.1.12に熊本愛泉教会で開催された第11回全国礼拝音楽研修会では、基調講演講師としてバ

プテストの群れから南小倉バプテスト教会牧師の谷本仰氏が立てられ、豊かな礼拝の学びをいただ

きました。バイオリンの演奏を交えての講演は、礼拝形成、教会形成の示唆に富み、参加者、教会

へ問いを投げかけたものでした。講演録を教会での「礼拝」の学び合いにぜひご活用ください。教

会をつくりあげる取り組みが豊かにされていくことを願っています。                      

基調講演「礼拝に帰ろう」レジュメ——————————————— 

                                                 南小倉バプテスト教会牧師 谷本仰  

Ⅰ．自己紹介を兼ねて、はじめに。 

 「本業はなんですか？」…「本質」は一つ？むしろ交流、対話、「渡し」としてのわたし。そう

いえば「イエス・キリスト」「父・子・聖霊なる神」。教会・礼拝も。ついでにこのお話も。 

Ⅱ．「バプテストの礼拝」へ。 

  バプテスト主義といえば？ そのひとつひとつを体現する礼拝を考えてみると…。 

Ⅲ．教会で、教会が、教会から。 

  礼拝の中の「わたしたち」を「教会」「私たちの教会」に置き換えてみると…あ～ら不思議。 

Ⅳ．霊的な礼拝って？ 

  原語「プネウマ」＝風、息、いのち、精神、神の霊。…風通しのよい、息の通いあう、生き 

た礼拝。 

  霊的体験を、今ココで、してみましょう。…どっちが「霊」的？ 

  老若男女、世界中で通じる！音楽療法の臨床例 

  「伝達あるいは銀行預金か、対話か」（フレイレ） 

Ⅴ．南小倉バプテスト教会の礼拝に関する取り組みから 

  交読宣教「平和ってなに？」(2012年8月12日平和礼拝) 【資料① 参照】 

  こども教会学校聖書劇づくりプログラム開始 【資料② 参照】 2014年度教会主題と主題

聖句に基づき、使徒行伝3：1～10を演劇化して主日礼拝で上演(9/21)。 

Ⅵ．マタイ11：11～12、17～19から礼拝を考える 

  「天国強盗」の末裔・一味 

  笛吹けど踊らず、歌えど胸を打たない時代の中で 

  「飲み食い」はシゴト！ 

おわりに ～礼拝に帰ろう、出発のために～ 
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<講演> 

みなさんこんにちは、南小倉バプテスト教会

で牧師をしております谷本仰といいます。わ

たくしのような者がここでお話をするという

ことがふさわしいかどうかよく分かりません

けれども、皆さんが礼拝についていろんなこ

とを考える、参考になればと思います。 

 南小倉バプテスト教会で牧師をさせて頂

くようになって25年目となり、こんなに長

く一つの教会で牧師をさせて頂くようにな

るとは露も思わず、そこで、楽しんでさせ

て頂いています。牧師以外にもいろいろと

ありまして、例えばわたくしは「音楽家」

という顔を持っていまして、バイオリン弾

きをしたり、歌を歌ったりしながら、全国

の演奏会場とかで演奏するミュージシャン

です。「そういうところでは伝道はしない

のですか」と聞かれるのですが、伝道はし

ません。讃美歌とかあまり演奏しない。大

抵はタンゴとか、自作の曲を即興的に演奏

したりする、ちょっと変わった演奏活動を

しています。 

 それから「音楽療法士」という仕事をして

います。複数の施設で音楽を使って、高齢者

の方、中には認知症が始まっているような方

もおられます、そういう方のための音楽療法

をしたり、ホームレスの方々が自立していく

支援をするための音楽療法を組んでみたり、

「日本音楽療法学会」で認定を頂いて、この

10年くらい、「認定音楽療法士」としての働

かせて頂いています。それから、北九州小倉

の西南女学院という学校でキリスト教学の非

常勤講師でもあります。それから「ホームレ

ス支援機構」、今は「抱撲」と名前が変わり

ましたけれど、ずっとメンバーとしての働き

をさせて頂いています。今は５つくらい言い

ましたね。まだありますよ。５人の子どもた

ちの父親とかですね。 

 そんな生活をしておりますと、よく「本

業って何ですか」って聞かれるんです。以前

は「いえ、一応牧師です」って答えていまし

たけれども、演奏会をしている時お客さんに

「本業何ですか」って聞かれて「本業は牧師

です」って言った瞬間に、「今やったのは要

するに趣味の手慰み」で、「これは本気では

ありません」って言っているような感じがす

るんです。そうすると、今、ぼくが一所懸命

演奏したことはいったい何だったんだってこ

とになりますし、お客さんはお金を払って来

て頂いているのに「牧師の趣味に付き合わさ

れたのか」という印象を与えるんじゃないか

なって気にもなります。「本業」って言われ

ると、ちょっと言い澱んでしまう自分がいる

ことに気が付きました。「どれも『本業』

だ」、あるいは「『本業』なんてない」っ

て、言ってもいいくらいです。 

「本質」っていうのは人間には一つしかな

くて、「あなたの『本質』とは何ですか」と

言われたら、「実はわたしの『本質』はこれ

です」って言えないとだめだ、というような

考え方を、わたしたちはよく持つことがある

んではないでしょうか。「本当のあなたはど

こにいますか」って。わたしに、その「本当

のあなたはどこにいますか」って聞かれた

ら、「さあ、どこでっしゃろな」となるわけ

ですよ。牧師で、音楽家で、音楽療法士で、

ホームレス支援やって、学校の先生やって

て、子どもは多いし。あ、「夫」という立場

も、あ、二匹の猫の「飼い主」という顔も

持っていますね。そんな全部はどうなってし

まうのでしょうか。実は、人間は、「本質」

は一つであって、それこそがその人なん

だ、っていう考え方は、事柄を、単純化しす

ぎているような気もするんです。わたしたち

そんなに単純ですかね。 

 例えば、悲しんでいる時があるとしま

しょう。悲しみで一色になってしまっている

のでなくて、お葬式の後の焼き場で遺骨があ

がってくるまでの親戚間のあの感じはどうで

すか？よう笑いますよ。宴会みたいに盛り上

がっているかと思ったら、横で「ええ人やっ

たんやけどねー」って泣いている人がいて、

「いまさら泣かんでもー」って笑っていなが

ら泣いていたりして。あれは悲しいんです

か。喜んでるんですか。笑ってるんですか？

全部でしょ。悲しんでいても、どこかで、

「今みんなと会えて、その悲しみを分かち

合っていることは嬉しい」みたいな複雑な感

情があったりする。あるいは笑っていてもど

こかで腹が立っている自分がいたりする。そ

ういう複雑なものを、まるでモザイクのよう

に持っているのがわたしたち人間ではない

か、という気がするんです。で、それを

「『本質』はどれ？」「今のあなたの『本

質』は嬉しいの、悲しいの、楽しいの、それ

とも怒ってんの？」って言われると、「まあ

そう慌てんで」って言いたくなりませんか。 

 実は、わたしたちはそういう存在なんで

すよね。ですから、たとえば「そういうあ

なたはあなたらしくない」とか、「明るい

のがあなたでしょう、そんなメソメソして

たらあなたらしくないよ」なんて言われる

ことがあるかも知れんけど、メソメソして
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いるのだってわたしじゃないか。メソメソ

しているわたしを「わたしらしくない、だ

から自分の外に追い出しちゃえ」みたいな

考え方は、あまり健康だとは思えません。

あるいは、いつも人に優しい自分が、時々

人に対してムカッと思ってしまう。「あ、

こういうわたしはわたしらしくない、だか

らどこかにやってしまいましょう」って考

える方が、不自然な気がするんです。悲し

い自分もちゃんと自分の中に居らしてやっ

たほうが健康なんじゃないか？喜びだけの

人間って、すごく気持ち悪いと思います。

喜びしかない人間に他人の悲しみなんて絶

対に分からないと思います。喜びがあるけ

れども悲しみもあるし、他人のことを恨ん

だことも妬んだことも、怒ることもある。

でもそういうのを「全部あるなあ」と分

かっていることが本当は、人間としての優

しさであったり、奥深さであるような気が

するんですね。 

 そういう意味ではぼくは、いくつもの自

分があるということを、あまり悪いこととは

思わないようにしています。むしろ、「それ

がわたしだ」と思っています。そういういろ

んな自分が、嬉しい自分、悲しい自分、腹が

立っている自分、何とも感じない自分、それ

がいつもお互いにわたしの中で対話をしてい

て、牧師、音楽家、音楽療法士、ホームレス

支援、父親、夫、先生であるわたしがいつも

会議をしている。「どうですか、牧師の谷本

さん、ここのところは」「えー、そうです

ね、牧師の立場から言わせて頂けば、そこの

ところはこんな感じであの人に接したらいい

んじゃないかなと思いますが」「そういう意

見もありますか」、誰が司会か分かりません

けど「谷本会議」があるわけですよ。「どう

ですか、音楽家の立場から」「音楽家の立場

から言わせてもらえると、好きにやったらい

いんじゃないかと思いますよ、そんな他人に

遠慮とかしないで、いちいち神さまのことと

か考えないで、好きに楽しく音楽やったらい

いと思いますが」「どうですか、音楽療法士

の谷本さん」「うーん、好きにやると言っ

たってねえ、『人を生かす』っていう音楽の

働きが、やっぱり音楽には必要だと思うよ。

自分だけ楽しかったって、どうかな」「どう

ですか、子育てしている立場からは」「いや

もう、とにかく今日、子どもが遅くならない

で帰ってくるかどうかっていうことだけが心

配で、しかも朝ちゃんと学校に行ってくれて

いるかどうかが心配で、音楽どころじゃな

いっていうのが正直なところなんですけど」

「そうですか、猫の飼い主の谷本さん、どう

ですか」「とりあえず猫に餌やってきます」

…、そんな中で常に何かを決めているような

感じがするんです。 

 そういう意味では、「わたし」という人

間は、常にいろんな複雑なものが行き交っ

て、交流している、それが「わたし」をつ

くっているような気がするのです。最近ある

講演で、「『わたし』っていうのは『渡し』

なんじゃないか」という話をしてきました。

さんずいの「渡る」です。いろんな「わた

し」の中に橋が渡っていてね、その間を行っ

たり来たりするような「わたし」です。ある

いはいろんな「わたし」の間に渡し船があっ

てですね、そこを船が行き交っていて、それ

が全部で「わたし」になっているようなも

の。どっかに固まった「わたし」なんて、い

やしないんです。その船の行き交いや、橋の

上を行ったり来たりしていることが、実は

「わたし」。 

 そういえば、イエス・キリストは「わた

し」じゃないですか？「イエス」と「キリス

ト」の間を行ったり来たりせんといかんわけ

でしょ。「神」と「人」でしょ。「神です

か？」って言われたら「いや、人です」、

「人なんですね？」と言われたら「いや、神

です」。「どっちなんですか？」「どっちも

で す」。行 っ た り 来 た り。「父・子・聖

霊」っていうのはどうですか。あれもかなり

「わたし」ですよね。行ったり来たりしませ

んか？「父かな～」と思っていたら「子

だ」っていうんでしょ。「子だろう」と思っ

ていたら「聖霊だ」っていうでしょ。「聖霊

かな？」と思っていたら、「いや、父です」

でしょ。だけど、それを「どれか一つが本当

ですか」っていう考え方をしないで、行った

り来たり、やりとり、行き交う、それが実は

神さま、そしてイエス・キリストをも形成し

ているし、それが信仰や教会をも形成し、そ

れこそが礼拝を形作っているのかもしれな

い。「礼拝の本質とは何か」と考えるからわ

たしたちは分からなくなるのかもしれない。

「わたしの本質とは何か」っていうことを考

えると「わたし」が分からなくなるのと同じ

ように、「教会の本質とは何か」とか「礼拝

の本質とは何か」ってことを考えるから分か

らなくなるのかもしれない。もっと出来事と

して、「わたし」として考えてみる。そんな

ことをやってみたらどうかな、というのが、

導入です。 

 

 さて。「バプテストの礼拝」で「礼拝に帰
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ろう」と考える時に、「礼拝に帰ろう、やっ

ぱりカトリックだよね！」「礼拝に帰ろう、

わたしは聖公会出身だから、聖公会の礼拝に

帰ろう！」とはならないんですよ。「カト

リックの教会はいかん！」とは言ってません

よ。「バプテストの教会の礼拝」とは何か。

わたしたちが帰るべきところというのは、

「バプテストの礼拝」なんですね。じゃあ

「バプテストってなあに？」っていうことを

いつも考えないと、「バプテストの礼拝」に

は帰れないっていうことになりますね。 

 「バプテストってどんな教会？」と聞か

れたら、皆さん、何を言います？友だちに

「あんた、教会行ってんの？」「そう、行っ

てる」「どこの教会？」「バプテスト教会っ

ていうのに行ってん」「あー、パブテストで

すか」、「どういう教会なんですか」って聞

かれます。皆さんはどう答えます？（参加者

の）Ａさんはどう答えます？ Ａ氏：「浸礼

教会」。―シンレイ教会、何ですか、それ？ 

Ａ氏：「沈める」「『洗礼』っていうやつが

ちょっと変わったかたちをしている」。―な

るほどね、なんでそんな変わった形取ってる

んですか」って聞かれるわけですよね。そう

すると「いや、それは元々こういう歴史があ

りまして、結局は王さまが決めた信仰で教会

が塗りつぶされてしまったことが嫌だった」

と。「わたしの信仰はどうなってんだ。わた

しの信仰告白に基づいた洗礼であってほし

い」「じゃあ、受け直すか」っていうんで、

（自分が既に）受けた洗礼よりもっと徹底的

に、となった。つまり、信仰告白が大事だっ

ていうことですよね。「浸礼」ということそ

のものに何かスーパーパワーがあるわけじゃ

ないでしょ。バプテスマの形そのものに力が

あるわけじゃなくって、「わたしたちは自分

の信仰告白を大事にする」って、そのあらわ

しとして、水の浸めの、「全身ザブーン」を

選び取ったわけですよね。「一人一人の信仰

が大事」ってことで、そういう礼拝が必要

だってことですよ。「バプテストの礼拝」、

「バプテストは『各個教会主義』やから」っ

てプテストの礼拝に帰る」っていうことは。

「一人一人の信仰が生かされるような礼拝に

なっているかどうか」っていうことです。 

 「各個教会主義」はどうでしょうか。よ

く言われますね。「『各個教会主義』の礼

拝」っていうのはどういうことでしょうか

ね。バプテストにおいては「Ａ教会の礼拝と

Ｂ教会の礼拝が全然違っていい」ってことで

す。つまり、「ウチらしい礼拝がちゃんと守

られているか」ということが、「バプテスト

の礼拝に帰る」時のバロメーターの一つで

す。「バプテストの礼拝に帰ろう」「礼拝に

帰ろう」って言う時に、「ウチの教会らしい

礼拝がささげられているかどうか」というこ

とです。「ウチの教会らしいよね、この礼拝

は」って言える礼拝を、皆さんの教会ではさ

さげていますか？皆さんはそういう礼拝をつ

くっているでしょうか。「ウチの教会、礼拝

の形はもっとこういうほうがいいんじゃな

い」って意見言っていいんですよ。皆で意見

出し合ってつくるのがバプテストですから

ね。そういうの「会衆主義」って言います。 

 礼拝を皆でつくっていますか？それがつ

くれている教会の礼拝こそ、バプテストの礼

拝ですから。わたしたちが帰るべき礼拝とい

うのは「一緒につくる礼拝」であるべきで

す。誰か偉い人が来て「礼拝というのはこう

いうものであるべきものであるぞよ」って

言ってね、式文がポーンと出てきて、「あり

がとうございます、それでやらせて頂きま

す」は、これは、バプテスト主義ではありま

せん。我々は歴史を経てそこから出てきたん

ですから、そこには帰る必要がないんです。

自分たちでつくればいいんです。「こんな礼

拝がいい、あんな礼拝がいい」って皆で意見

出し合っていいんです。結論が出なけりゃ、

持ち越せばいいんです。村の寄り合いみた

く、途中で全然違う話になって「ところでこ

の間のカレーは、あれはおいしかったねえ」

とか言ってるうちに時間が来て、司会者の人

が困ってしまって、「まあ最後はカレー（の

話）になってしまったということで、今日は

このへんで礼拝に関する研修会は終わりま

す」こともある。次の会になったら、「こな

いだはカレーの話になってしまったので、あ
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あなったらいけませんので、ちゃんと礼拝の

話を最後までして帰りましょう」て言って、

皆で礼拝の話になっているうちに、「ところ

で、あのー、松本さんの最近の様子はどうか

ねえ、最近来てないようだけれども」「なん

か腰が悪いってね」「腰ねえ。腰痛体操が

あってねえ。腰痛体操はやっぱり効くみたい

よ」「ちょっと椅子の形が悪いんじゃなあ

い？」みたいな話になったりね。「うーん、

腰の悪い人も参加できる礼拝ってどんな礼拝

かねえ」みたいな話になったり。みんなでワ

イワイいいながら礼拝つくっていく、それが

会衆主義だと思うんですね。自分の教会らし

い礼拝を信仰告白に基づいてみんなでつく

る。各個人の信仰が行き交うような礼拝。そ

れが「わたし」です。 

 その教会の礼拝を見て、教会の信仰告白が

あらわれるような礼拝をつくっているかどう

かが問われると思います。ある意味では礼拝

は教会の顔だと思うんです。教会の「会堂」

がすごいなあと感じても、「礼拝」が顔なん

ですよ。牧師でもないんですよ。礼拝が顔で

す。礼拝を見ればその教会が分かる。礼拝を

見ればその教会の信仰がいったいどういうも

のかであるかっていうことが示されているよ

うな礼拝。そこにいつも帰ってくるようにす

るのが「礼拝に帰る」っていうことかも知れ

ない。 

 ですからそれぞれの教会の信仰が表現さ

れているような礼拝をつくらないといけな

いっていうことです。うちの教会は、信徒一

人一人が皆生き生きする教会、そういう教会

を目指しているんであれば、信徒の一人一人

が生き生きするような礼拝をつくらなければ

ならない。「うちの教会は、神の言葉に集中

する教会です」っていうことがその教会の信

仰告白として本当にあるのであれば、その礼

拝は本当に神の言葉に対する集中っていうこ

とが見て取れるような礼拝であるべきです。

「うちの教会は、子どもたちが看板です」、

そういう教会であるならば、礼拝を見ただけ

で「この教会は子どもたちが本当に大切にさ

れている教会だ」っていうことが分かるよう

な礼拝になるべきだと思います。「この教会

は賛美を大事にしている」教会であるという

のが分かるのは、礼拝において賛美が大事に

されているからに他なりません。「この教会

は牧師というものをあんまり偉い人とは考え

ていない教会だな」ということが分かるよう

な礼拝をつくれば、それだけで「牧師の絶対

性」みたいなことは相対化できます。代わり

に「うちの教会は何と言うても、牧師さんが

命です、もうイエス・キリストの次くらいに

牧師さんがすごいんです」というような教会

があるならば、それくらい牧師を崇め奉る礼

拝をつくればいいんです。ごめんなさい、そ

れやると、バプテスト的でなくなる可能性が

多分に出てくるので、皆で話し合って頂けれ

ばと思います。礼拝を見れば教会の信仰が

はっきり分かるようなバプテストの礼拝をつ

くるっていうのが大事なんじゃないかなって

思うんです。「つまり、本質は何？」って聞

かなでとはこういうことです。 

 さて、礼拝の中で例えば献金のお祈りがあ

りますね。献金の前にお祈りします？後にお

祈りします？献金の前にお祈りをする教会の

方々（手が挙がる）、献金の後に献金のお祈

りをされる教会の方（手が挙がる）、こっち

が割と多いですね。なるほど、前もあれば後

もあります。後の人は後が絶対だと思わない

でください。前の人も。どっちもありなんで

す。その献金の中で、「わたしたちは今日、

このようにして、献金をささげました」とお

祈りをする。あるいは「わたしたちをどうぞ

守ってください」というお祈りをする。献金

のお祈りの中だけではありませんね。例え

ば、礼拝のお祈りの中で司会者がお祈りをす

ることがある。「わたしたちは今日このよう

にして集められました。これから牧師を通じ

て御言葉を聞きます、どうぞわたしたちの心

を砕いて、そしてわたしたちを新しくしてく

ださいますように」、そんなお祈りをするか

も知れません。牧師は、礼拝の説教の中で、

「わたしたちの救いとしてイエスさまは十字

架にかかってくださったんだ、そしてイエス

さまの復活はわたしたちの希望だ」と、そん

な話をするかも知れない。しかしながら点検

をいっぺんしてみて頂きたいのですが、礼拝

のお祈りなり、司会者の言葉なり、牧師さん

の言葉の中に、何回、「教会」という言葉が

出てくるでしょうか。あるいは、「わたし」

ではなく「わたしたち」という複数形がどれ

だけ出てくるでしょうか。賛美歌の中にはど

れだけ「わたしたち」が語られ、「教会」が

語られているでしょうか。 

 多くの場合、特にわたしが経験してきた

多くの礼拝においては、「神さまのわたしに

対する救い」とか、「神さまのわたしに対す

る赦し」とか、「神さまがわたしと共にいて

くださる」っていうメッセージはすごく豊か

に語られてきた。でも、「わたしは一人では

なく、『わたしたち』なんです、だから『わ

たしたち』として生きていきましょう」とい

うメッセージや、「わたしたちが『わたし』
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ではなく『わたしたち』であることを大事に

しよう」、「『一緒に生きているんだ』って

ことを大事にしよう」、「『ひとりじゃな

い』ってことを大事にしようね」というメッ

セージは途端に少なくなります。そして更

に、例えば、「新たに信仰を与えられて、隣

人を愛する者として遣わされていきましょ

う」と呼びかける。このメッセージを「呼び

かけられているのは誰だ」とお聞きになりま

すか？普通は「わたし」でしょ。「イエスさ

まが赦してくださって愛してくださって、共

にいてくださるんですから、赦されて、新し

く生まれ変わった者として、この世界に遣わ

されて参りましょう。」ってお祈りした時

に、誰に向かって呼びかけられているという

イメージを持ちますか？「わたし」じゃない

ですか？皆さん一人一人という意味です。 

 皆さんが教会にどこから来られています

か？例えば、全然、教会に対して全く理解を

示すことのない夫の嫌味に耐えて礼拝に来る

人っているでしょ。「また教会か」「今日何

時に帰ってくんの？」って言われながら来ら

れる人もいるはずです。そういう人にとっ

て、「隣人として生きるべく遣わされて参り

ましょう」（と言われたとき）、「あー、こ

の人の隣人にならんといかんのか、腹立つな

あ」って思うでしょうね、いきなり、日曜日

の午後に。「腹立つわあ」と思う。そしてま

た、「腹立つわあ」って思っている自分が嫌

になったりしてね。「ああ、こんなことでは

いかん、もっと愛をもってこの人に接しなく

ては」って思っていると、「今度の日曜日は

もう礼拝行かんでええんやろ？」と追い打ち

かけられたりとか。 

 例えば会社勤めの方はどうでしょうか。会

社に行くと、皆が、月曜日の朝、「昨日の礼

拝どうだった？祝されたね、良かったね」っ

て皆が話し合ってる職場、どこにあります？

実に非人間的で、お金のこと、営業利益のこ

とばっかり考えていて、人間を経済のコマと

しか考えていない、そういう現実が待ち構え

ているわけですよ。そんな中でどうやってキ

リスト教的な愛をもって遣わされた人間の実

力が発揮できるんでしょうか。それで、皆

「できなかった」ってしんどい思いをする。 

 学校はどうでしょうか。月曜日学校行っ

たら「昨日の少年少女会どうだった？」そん

な会話があったら素晴らしいけど、ないもん

ね。いきなりすごい嫌な思いをしたり、悲し

い思いをしたり、そういうことが満ちている

ところに行くわけでしょ。礼拝の中で「イエ

スさまに赦され愛された者たちとして、この

世界の隣人となるべく、遣わされて参りま

しょう」ってことを、わたしへのメッセージ

だけとして受け止めた時に、人間はボロボロ

になって帰って来ざるを得ません。まじめで

あればあるほどボロボロに傷ついて帰ってく

ると思います。そして帰ってきたら日曜日の

礼拝では牧師さんはなんて言いますか？「皆

さんこの一週間どう過ごされたでしょうか。

信仰者として相応しく過ごしてこられたで

しょうか。主が共におられると信じて、希望

を持って、隣人として相応しく一週間過ごし

てこられたでしょうか。それができないわた

したちこそが罪びとなのです、悔い改めま

しょう、主が共におられます、そのために主

は十字架にかかってくださったのです、主の

苦しみに満ちたあの顔を思い浮かべましょ

う、心が痛みますね、でも主は赦してくださ

います、新たにもう一度隣人として遣わされ

て参りましょう、ハレルヤ、アーメン」言う

て、出かけるんですよ。で、帰ったらまたム

カーっときて、次の日もうボロボロになっ

て、そしてもうズタズタになって帰ってくる

んですよ。こんな欺瞞に満ちた信仰生活があ

ります？これには出口がないんです。そして

必ずや「罪びとである」という意識を抱えて

教会に帰って来ざるを得ません。そして教会

に帰ってきたらまた「お前は罪びとだ」とい

う指弾を受けます。そして「そのためにイエ

スは十字架にかかったんだ、その苦しみを思

え、苦しみを思うんだったら悔い改めろ、イ

エスが共におられるんだから、赦された者と

してもういっぺん頑張って隣人として生きる

べく、遣わされて行け」ってやられます。 

 一週間のあいだ、教会は何をしているん

でしょうか。例えば主語を入れ替えたらどう

なんだろう。「主イエスが共におられると信

じて、遣わされる『教会』として一歩歩み出

しましょう」ってお祈りに替えたらどうなる

でしょうか。その時に、嫌味を言う御主人に

対して何をするかっていうことは、ごめんな

さい、二の次でいいんです。しんどい会社で

クリスチャンらしくあることも、二の次でい

いんです。あの、講演ですからね、気楽に聞

いてくださいよ。あとで「あんなこと言って

るけども」ってことを皆さんで話して頂くた

めにわざとはっきり言ってるんですからね。

学校でクリスチャンらしくふるまうことがで

きるかどうかなんて、二の次でいいんです。

三の次でいいんです、そんなものは。一番大

事なことは、そうやって信仰を取り戻した教

会自身が隣人として歩むことができるかどう

かってことだと思います。「主よ、わたした

ちに信仰を与えてください」って言う時に、
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「わたしたち」は「教会」のことをあらわし

ているべきだとぼくは思います。「主よ、わ

たしたちを隣人としてこの世界に遣わしてく

ださい」って言う時に、「教会」であるべき

だと思うんです、それは。しかも、「どの教

会」「あの教会」「Ａ教会、Ｂ教会、Ｃ教

会」ではありません。わたしの場合で言う

と、南小倉バプテスト教会です。皆さんのそ

れぞれの教会のことだと思って下さい。「信

仰を持って隣人として歩み出すんだ」という

ことを、教会を主語とするときに、教会は

「どうやって隣人になろうか」って考えたら

いいんです。教会はどうやって、傷ついてい

る人たちの隣人になれるだろうか。教会はど

うやってあの「よきサマリア人」のように歩

むことができるだろうか。この教会はどう

やって希望に満ちて歩むことができるだろう

か。この教会はどうやって赦しの希望に満ち

溢れて歩むことができるだろうか。教会

「で」やればいいんです。教会「が」やれば

いいんです。そして教会「から」スタートす

ればいいんです。そういう教会に、いつもわ

たしたちは戻っていくんです。それが体現さ

れる礼拝へとわたしたちは帰っていく。それ

がバプテストなんじゃないかなって気がする

んです。 

 礼拝の中の「あなた」「わたしたち」

「あなたがた」とか「わたしたち」とか「わ

たし」っていう抽象的な言葉を、具体的に

「教会」「この教会」っていうふうに主語を

入れ替えると、意識が変わってきます。「教

会で何をしたらいいだろうか」っていう頭に

なります。教会から帰ってそのやりにくい夫

とどう関わるかっていうことを考える前に、

教会で兄弟姉妹とどう関わるかの方がはるか

にやりやすいと思いませんか？おんなじ信仰

を持っている、その兄弟姉妹がチームを組ん

で、「教会はどうやったらこの世界の希望の

礎となることができるだろうか」「あきらめ

たらアカン、イエスさまが傍にいてはるんや

から、この人生は捨てたもんじゃない」って

いうメッセージを教会があらわすことができ

るとしたら、どうやったらそんな教会がつく

れるだろうかって、皆でワクワクして話すこ

とができるでしょ？「どうやったらこの『家

庭』はこの地域において周りの人々に希望を

語ることができる『家庭』になるでしょう

か」、これ、難しいと思いますよ、『家庭』

は。「どうやったらこの『会社』は世界に希

望を灯す『会社』になれるでしょうか」、な

かなか難しいと思いますよ。『学校は』、そ

れはもうほんと難しいと思う。だけど「この

『教会』は」っていうことで話したらできる

んじゃない？できることが次々見えてきます

よ。教会は無責任に教会に来る一人一人に福

音に従って生きる務めを投げ渡してしまっ

て、そして無責任にみんなを、この厳しい世

界に放ってしまって、後は何にもしない。そ

れでは、順序が逆だと思います。「教会が何

をすべきか」っていうことを考えてみてくだ

さい。そのために礼拝がある。そんな礼拝を

つくることができたら素敵だと思いません

か？いっぺん、言葉を「教会が」「教会を」

「教会から」って替えてみる。すると礼拝に

対する意識が変わりますよ。 

 

 そんなわたしたちがささげる霊的な礼

拝っていうのは何か？原語では「霊」という

のは「プネウマ」というそうです。「風」と

か「命」とか「精神」とか「神の霊」と、ギ

リシャ語の辞典を見ると、最初に出てくる言

葉は「風」で、「息」が次に続きます。です

か ら「聖 霊」っ て い う の は 要 す る に、

「風」、「息」に例えているものなんです

ね。「霊的」も、もとの言葉ではいきなり

「霊」が出てくるわけではありません。「霊

的礼拝」のもともとの言葉では「風のような

礼拝」「息のような礼拝」という言葉になる

んです。それが「霊的な礼拝」と訳され、理

解されているっていうことです。言葉として

は、「風の礼拝」、「息の通う礼拝」です。

それを「霊的な礼拝」とわたしたちは理解し

てきたし、解釈してきたということです。つ

まり、「霊的な礼拝」というのは「風の通

う、息の通い合う、生きた礼拝」のこと。

「霊的な体験をしてみましょう」、簡単で

す、息を通わせればいいんです。 

 例えば「主我を愛す」で二通りの演奏を

してみます。（♪二通りの演奏♪）どっち

が霊的だと思われますか？最初のほうだと

思われる方（挙手？）。二番目だと思われ

る方（挙手？）。一番目のほうが霊的だと

思うほうに手を挙げてくださったＢさん、

一番目の演奏はどんな感じにお聞き頂きま

したか？Ｂ氏：「音楽が流れるよう」「途

中で途切れなかった」。なるほど、そうい
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うふうにお感じになったんですね。今の言

葉の中に少しヒントがありますけど。で

は、二番目の演奏のほうが霊的だとお感じ

になった方は？Ｃ氏：「確かに一回目の演

奏の場合は非常に演奏としてまとまってる

し、上手に聞こえたんですけれども、二回

目のほうが解き放たれた感じがして、霊に

導かれるままに弾かれたように、わたしは

感じました」。なるほど、実は、ぼくはあ

まり霊に導かれてはいないんですよ。単純

に一つのことを心がけただけです。つま

り、フレーズとフレーズの間を空けた、そ

の違いだけなんです。でもその違いに実は

決定的な意味があるんです。それは息をし

ている間なんです。皆さん、「主われを愛

す」を（手拍子を打って）最初にテンポ通

りに真ん中くらいまで歌ってみましょう

か。「♩主われを愛す、主は強ければ、われ

弱くとも、恐れはあらじ」。今度は、「主

われを愛す」の後に、ちゃんとゆっくり呼

吸をしてみましょう。手拍子はやりませ

ん。「♩主われを愛す、主は強ければ、われ

弱くとも、恐れはあらじ。わが主イエス 

わが主イエス わが主イエス われを愛

す」。指揮しなくても合いますよね。実

は、指揮者はいるんです。「わたしたちの

呼吸」という指揮者です。あるいはそれを

「聖霊に導かれて歌う」とわたしたちは感

じてきたのかも知れません。 

 「主の祈り」はどうでしょうか。皆さんの

教会では、「主の祈り」は「霊的な主の祈

り」でしょうか。「（棒読みで）天にましま

す我らの父よ願わくは御名をあがめさせたま

え御国を来らせたまえ」、やってません？

ち ょ っ と「主 の 祈 り」を「霊 的 な 主 の 祈

り」っていうの意識してやってみてくださ

い。「主 の 祈 り」、は い、「天 に、ま し ま

す、我らの父よ、…」、どうですか？ ここ

で、二つのことを考えながらやらなければな

らないと思います。一つは、「ゆっくり呼吸

をしてるかどうか」です。よく「言葉の意味

をかみしめながらお祈りしましょう」ってよ

く言われますけれども、それともう一つの方

法があるということです。「言葉の意味をか

みしめる」だけではなく、時にはそれより

も、「呼吸を大切にしてお祈りをする」とい

うことです。ですから呼吸のスピードの違う

人は、違うスピードでお祈りしていいんじゃ

ないですか？若い人は先に行ってしまって

ね、年寄りはゆっくり後から、一分後に

「アーメン」って終わってもいいような気が

する。 

 かつて、在日大韓教会の礼拝に参加した

ことがありました。そこでの「主の祈り」

は、韓国語と日本語が同時に始まるんです。

そうすると皆、言葉も違うしスピードも違う

ので、ザワザワザワって感じになるんです。

でも、わたしはその時に、非常に霊的な感じ

がしました。ピチっと揃ってて、もう一糸乱

れぬっていうのはね、霊的じゃない気がする

んです。それは、息が通ってないから、誰か

が統率しているからです。そういうのは息が

詰まりますよ、きっと、そんなの霊的じゃな

いんです。「霊的であること」っていうの

は、「息が通っているかどうか」、「自由で

あるかどうか」ですよ。そして「自由である

こと」っていうのは、「わたしたちの呼吸が

自由であるか」っていうことに非常に大きな

関係があると思います。礼拝の賛美が「霊

的」か、祈りが「霊的」であるかどうか、っ

ていうのは、そこにちゃんと「呼吸」がある

かどうかです。そして、バラバラないろんな

呼吸を持っている人たちがそこで一つの祈り

をしていればこそ、スピードも違うし声の

トーンも違う、アクセントも違うかも知れな

い。そうなれば一人一人の身体や人生が見え

てきませんか？教会の中で、「あの人の主の

祈りが聞こえてくる」って思って「主の祈

り」を祈ってるでしょうか。教会で一番年配

の声がする。「ああ、ゆっくり祈ってはるな

あ。じゃあちょっと彼女に声を合わせてみる

かな、息を合わせてみるかな」ってお祈りし

てみる。それぞれの信仰告白が見えてくる礼

拝になるんじゃないでしょうか。素晴らしく

一人一人が、はっきり姿をあらわす「主の祈

り」になるんじゃないでしょうか。 

 「主の祈り」をするということそのもの

一つをとってみても、実は「教会的」、「霊

的」であることができる。あるいは「共同体

的」、「愛を実践する」ことすらできるんで

す。「いつもは置いて行かれているあの人

に、今日は声と息を合わせてみよう」って。

礼拝堂の片隅で祈っているその人の「主の祈

り」に耳を傾けながら、その人と同じペー

ス、同じ呼吸になって、「主の祈り」を祈っ

てみる。その人に寄り添っている「主の祈

り」が可能なんです。そういうことが「主の

祈り」の間に縦横無尽に起こったら、こんな

に素敵で「霊的」な礼拝ってないと思いませ

ん？「霊的」ってそういうことなんです。   

 自分が興奮して、自分だけが神さまに愛さ

れているという幸福感に包まれてしまってい

るのは、「霊的」でも何でもありません。今

の世の中ね、「自己責任」って言葉がすごく
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あるでしょ。「自分の幸せ考えろ」、「あな

たがあなたらしくあることだけ考えていれば

いいんだ」って、そして「駄目になるのもあ

んたの責任だ」って言う。教会がそうであっ

てはならないと思うんですね。教会は皆がそ

うやってザワザワしているのが愛おしく思え

るような、礼拝をつくっていけないだろう

か。 

 呼吸は実は老若男女、世界中、誰でもして

いることですから、世界言語です。呼吸を使

えば、どんな人とも通じ合うことができま

す。同じタイミングで息を吸い、息を吐くっ

ていうことをしてみるだけで、体全体の動き

がその人と同じような体の動きにだんだん

なっていきます。「寄り添う」っていうのは

実はそういうことなんですね。カウンセリン

グとか話の聴き方などでよく言われることで

す。「相手と同じ呼吸になってみましょ

う」って。相手の呼吸が少し早い時には、

こっちも呼吸を速くしながら相手に関わって

みる。そしてだんだんとそれを落ち着かせる

方向へとこっちがコントロールしていく。 

 音楽療法士は音楽を使って「そういうこと

をしてください」って言われます。すごく

焦っている人に、最初から落ち着いた音楽聞

かせたらだめなんですって。焦っている人に

はその焦っている感じに近い音楽を一緒に分

かち合うようにして、それをだんだんと緩め

ていく方向で、「緩めることもできるよ

ね」っていうことを分かち合っていけるよう

にするのが音楽療法の世界のやり方です。最

初から落ち着いた感じの音楽聞かせて、「は

い落ち着きなさい」ていうのは、あまりにも

違いすぎて無理で、まずは一緒になってみる

ところからやってみる。相手と呼吸を合わせ

るってことは、とても「隣人性」と関係のあ

ることなんですね。 

 こんな実例が報告されています。ヨー

ロッパで活動しているある音楽療法士の実践

報告です。意識不明の重体になって、集中治

療室でもう生死の境を歩んでいる末期の患者

さんがいた。なんと、病院側から、恐らく家

族からかも知れませんが、「音楽療法して

やってくれ」というリクエストが音楽療法士

のもとに来たそうです。全部機器につながれ

ていて、人工呼吸されて意識ないんですよ。

その音楽療法士はその人のところに行って、

「どうしたらいいだろう」って考えたそうで

す。その時に、人工呼吸の装置が上がったり

下がったり、「シュパー、シュー、シュ

パー、シュー」となっているのが見えて、

「これしか手がかりがない、これに合わせよ

う」と思って、それに合わせて子守唄のよう

な歌を歌い続けたそうです。そうすると不思

議なことにこの患者さんは、数日経つと覚醒

したそうです。そしてついには癒されて、完

全に健康になって病院を退院したそうです。  

 そういうことはあるかも知れません。た

だすごいのは、この人の経験談です。「わた

しはあの時、もう死んでもいいと思ってい

た」、無意識の中でね。「そういう夢を見て

いた」って言うんです。「わたしは戦場にい

た。あらゆる恐ろしい音がわたしを包んでい

た」、それは機器の音なんですよ。ピコピ

コ、ダダダー、ビャビャビャ、ビョーン、ピ

コーンピコーン、その音が鳴って、「わたし

は戦場のまっただ中できっと死ぬだろう、死

んでもいいと思っていました。ところがその

時に遠くから不思議な少女の歌声がわたしの

耳に入ってきた。その少女は、わたしのほう

に向かってその声をずっと歌い聞かせて、

『こっちにおいで』とわたしを誘うようでし

た。わたしはその声に誘われて、もう死んで

もいいと体を横たえていたその体を無理やり

に起こして、そしてその声の行く方向、声の

ある方向へ、声がする方へ歩んで行って、目

が覚めたんです」という証言をしたんです。

その患者さんの呼吸というものが手がかりと

なって、その人に通じる歌声が無意識にその

人に届いて、「もういっぺん生きてみよう」

という気にさせたっていうんです。呼吸を一

致させるっていうことは、「もういっぺん生

きようかな」という気持ちに人間をさせるっ

ていう実例なんです。 

 天国に行ってぼくは聞いてみたいことが

あります。うちの教会員が亡くなる時にね、

病床に行きましてほとんど意識がない時に、

手を握って、賛美歌「主われを愛す」を歌い

ました。その時には、彼女の呼吸を指揮者に

して歌いました。途切れ途切れのその呼吸に

合わせて「主われを愛す」、ですからフレー

ズの途中で切れたりする。それしか手がかり

がなかったからです。その彼女に天国に行っ

て聞いてみたいです。「聞こえた？」「どっ

か で 少 年 が『こ っ ち や で ー、こ っ ち や

でー』って手招いてんの、聞こえた？」「う

うん、聞こえなかったー」と言われるかもし

れませが。むしろ「イエスさまのほうから

『こっちやで』って言われる気がしてそっち

に行ったんや」と言われるかもしれません

ね。その後召されたんですけれどもね。 

 そういう呼吸の使い方こそが、イエスさま

に息を通わせて頂いたこと、イエスさまがわ

たしたちに共感してくださったわけでしょ、
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「インマヌエルのイエスさま」っていうの

は、わたしたちと呼吸を共有してくださるイ

エスさまですよ。そのイエスさまによってわ

たしたちは生かされ赦されてるんだから、教

会でお互いに呼吸を交わし合うような教会、

礼拝をつくるべきだと思う。どんなに優れた

音楽がそこで奏でられてるか、ということは

二の次三の次です。どんなに素晴らしい聖書

解釈で、力強い説教がなされているかも、二

の次三の次でいいと思う。教会の中で、礼拝

の中で、皆が息を通わせるような礼拝が主に

ゆるされて、できたら素晴らしいと思わな

い？そんな礼拝に帰りたいなって、ぼくは思

うんです。 

 パウロ・フレイレっていう教育学者が「教

育というものは対話であるべきだ」と言って

ます。一方的に詰め込まれるような教育じゃ

なくて、問うたり問われたりしながら、息が

通う中でお互いに一緒に変わっていくこと。

相手と呼吸を合わせようと思ったら自分が変

わらないといけないでしょ？たとえばわたし

は今までそんな「主われを愛す」を歌ったこ

となかったですもん。その人は歌えないわけ

ですが、「あ、こんなんなるんや、呼吸と合

わせて歌うと」って思いながらその人と一緒

に歌ったんです。でもそうやって「霊的」な

対話を交わしていく礼拝ができるかどうかっ

ていうのが大事だと思います。 

 

 さて、南小倉バプテスト教会では、毎年

キャンプをやりまして、そこで子どもたちと

対話的なことをやりまして、「『平和』って

何？」っていう交読文を作ったんです。子ど

もたちに「『平和』って何？」って聞いた

ら、いろんなことを言ってくれた。それを編

み合せて、説教を作ったんです。この日の平

和礼拝で説教は、これだけでした。「『平

和』って何？」っていうのが何べんも繰り返

されます。その「『平和』って何？」ってい

うのは、是非「どなたか」言って頂けません

でしょうか。どなたかが言ってくださった

ら、それに続いて一段下がったところを皆さ

んが読む。一段上がっている、「『平和』っ

て何？」っていうところでないところは、わ

たしが読みます。まあ、全部読めないかも知

れないけど。途中まで行ってみたいと思いま

す。最初の「『平和』って何？」だけ、ぼく

が言います。あとは皆さんどなたかおっ

しゃってください。どなたかおっしゃってく

ださったらその次続けて会衆の皆さんが読

む、というふうに行きましょう。交読宣教

「『平和』って何？」、2012年8月12日にやっ

たやつです。（以下、交読宣教、資料➀） 

 これがその時の説教だったんです。

「『平和』って何？」っていうのをどなたか

が言うようにしただけで、ドキドキしませ

ん？「誰が言うんやろう？あ、あの人の声が

聞こえた、良かったぁー」って言ってまた進

む、っていうあの感じがね、すっごくいいな

あって思って、今年からやるようになったん

です。最初はこなれなかったんですけど、

「『平和』って何？」って誰かが言って進む

ようにしよか、ってことにしたら、途端にす

ごく楽しい感じに。こんな工夫も礼拝ではで

きるかも知れません。 

 南小倉教会の子ども教会学校では聖書の

お話を子どもに向かってするプログラムを変

えました。抽象的な言葉や、言葉だけを聞い

ていてもほとんど理解できない子どもたち

が、うちの教会には何人かいるんじゃないか

ということに気が付き始めたからです。そう

すると「神の愛」、「イエス・キリストの赦

し」、「神さまの恵み」って言っても分かり

ません。そこで、もっと体と体の事柄、対話

のことに、もっと出来事にしようということ

で、劇を作ることになり、聖書を劇にして皆

で練習していきました。毎回、子どもたちと

一緒に聖書を劇にするプロセスを繰り返すん

です。「どうしたらいい？」「どうやったら

分かりやすい？」「どんなふうにしたらいい

と思う？」、子どもたちに意見を言っても

らって、一緒に書きます。そして子どもたち

と一緒に演技をすることを繰り返して、三か

月に一回くらい、礼拝で発表するんです。 

 この間なんてね、「金銀はわたしにはな

い、イエス・キリストの名によって命ずる、

歩きなさい」って言って右手を取って起こし

たら、その人は踊りあがる、あれを子どもた

ちと一緒に劇にしたんです。あるところまで

来たら、子どもたちのノリが悪くなって進ま

なくなった。どこでかというと、生まれつき

足が悪かった人が、「イエス・キリストの名

によって歩きなさい」って右手取ったら歩き

出した、ってところが分からない。さあどう

するとなり、「じゃあ、どうだったら立ち上

がれたと思う？」「そりゃあ、助け起こさ

にゃいかんでしょ」って話になった。そうし

たら子どもたちが総がかりで倒れている人を

「よっこらせ」って起こし上げて、その起き

た人はすぐに歩けないもんだから、足がふら

ふらしてるのを周りで皆支えながら、会堂の

後ろまでよろよろしながら行く、っていうの

がラストシーンでした。もうそれ見ててわた

しは涙が止まらなくなった。なんて希望に満
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ちてるんだろう、と。そうか、「イエス・キ

リストの名によって歩く」っていうのは、

「助けあって歩く」っていうことなのか、と

子どもたちがそう解釈したわけですよ。急に

イエス・キリストの名によって歩きだして、

その人は助けも何も要らん、ってそんな奇跡

じゃないって、子どもたちは言ったわけです

よ。「奇跡っていうのはさあ、助けあって歩

くようになるってことなんじゃないの？」っ

て演技になっちゃったわけ。皆が、右往左往

しながら会堂の後ろまで行ってる。それを見

て、それこそ「踊っている」ように見えまし

た。「踊りあがって」っていうのは、そうい

うことなんだ、って。なんて素敵なんだ、っ

て思った。子どもらは大ノリになりまして、

その回の成功から。「次、どんなんする？」

「次、どこやる？」「クリスマスのお芝居ど

うする？」「台本どうする？」って。それも

皆大騒ぎでやりました。 

  

 さあ、最後に聖書のお話をして、終わり

たいと思います。『マタイによる福音書』に

は、イエスさまが言っている中にこういう言

葉があります。「すごいんだよ、バプテスマ

のヨハネっていうのは。あんなに正しくて、

清くて、すごい宗教者はいなかった」って、

イエスはヨハネをほめあげます。そのあと

で、「でもね、天国で一番小さい者も、あの

ヨハネよりは大きい」、「でも大したことな

いよ、ヨハネって」って言ったんです。イエ

スさまが伝えた「天国」は、宗教的な正しさ

も清さも何にも要らん、って。「あんた、そ

のままでいいんやけね」って。「天国のほう

からあんたのほうに来るんやから」って言っ

たのがイエスさまだった。だから「清く正し

く自分を鍛え上げて天国に行くなんてこと考

えてる人はね、そう大したことないのよ。い

や、天国入れるよ、その人も。だけどそう大

したことないのさ。『わたしなんか天国に入

れない』って思ってる人が大手を振って入れ

るのは、わたしの伝える天国だ」、それがイ

エスさまのメッセージであって、キリスト教

の基本ってここにあるんですよ。自分がいか

に正しくなって、清くなって天国に行くかっ

ていうことを分かち合うのはキリスト教の

メッセージではありません。全然正しくない

のに、全然清くないのに、ボロボロでやぶれ

かぶれなのに、天国の方からわたしたちのほ

うに来てくださったと信じるのが、実はキリ

スト教の基本ですよね。ところがね、「清く

ないと天国に行けない」「天国は清い人たち

のものだ」と考えている人たちにとって、こ

のイエスさまのメッセージと、それを喜んで

そのメッセージを聴きに集まっている人たち

は、どんなふうに映ったでしょうか。「天国

はまるで強盗のように襲われている」って言

葉は、実は、イエスを批判していた人々の言

葉として読む時にすごく理解しやすいんで

す。「天国を安売りしている」「天国はほん

とは正しくて清くて間違いのない人だけが行

くところなんだ」「それなのにお前は天国を

強盗のように奪い取ってそれを全然正しくな

い人、全然清くない人、罪に破れている人た

ちに無料配布してしまっているじゃない

か」って。「お前は強盗か」って。はい、わ

たしたちは、その、強盗の親分のイエスさま

のですね、一味でございますよ。「教会」っ

ていうことは、「もう天国なんてのはねえ、

清くも正しくも何でもなくても、そういうの

と全く反対の人のところに勝手に来たのが、

天国だからね」なんてことを言ってしまっ

た、そして当時「天国強盗」と言われた我々

はイエスさまの一味でございます。自覚持ち

ましょうね。「強盗団の一味」ですから。そ

う考えたら面白い。 

「笛吹けど踊らず。弔いの歌を歌ったけれ

ど誰も胸を叩いてくれなかったじゃないか」

とイエスさまは言いました。それは一般的に

読むと、「イエスさまがどれだけ福音を宣教

しても、周りの人たちが皆聞かなかった」と

も読めます。でもね、逆じゃないかな。笛を

吹いてるのは誰だろうか。実はその当時もの

すごく傷つけられ、悲しみを負わされ、罪び

ととして社会の隅っこに追いやられていたよ

うな人々が、「わたしの気持ち分かってほし

い」って言ったとしても、誰も聞きやしな

い、宗教家たちは。「『わたしたちが笛を吹

いても踊らなかった、わたしたちが嘆きの歌

を歌っても全然胸を打ってくれなかった』っ

て悲しんでる人が嘆いてるんと違うか」とイ

エスが言った可能性があるとぼくは思う。イ

エスが、彼らの笛、彼女たちの歌に、まず、

イエスが踊ったんです。イエスが、悲しんで

る人々の笛に踊ったんです。イエスがわたし

たちの笛に、踊ってくれてるんです。イエス

がわたしたちの悲しい弔いの歌に、胸を打っ

て、「その歌悲しいよなあ」って胸を打っ

て、「ああ、あなたの悲しみにわたしの胸は

潰れそうだ」って言って横に立っていてくだ

さる、それがイエスさまですよ。そのイエス

さまにわたしたちは従うんだから、わたした

ちも「笛に踊る礼拝」をつくらなければなら

ない。弔いの歌に胸を潰されるような礼拝を

つくらないといけない。この世界の中で誰が

傷ついているか、誰が悲しんでいるか、誰が
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隅っこに追いやられて踏みつぶされているか

ということを心に留めて、その人たちの歌

に、その人たちの呼吸に合わせるような、そ

の人たちと息を通わせるような礼拝をしない

といけない。 

 わたしたちだけが幸せになるような礼拝

は、イエス・キリストの礼拝ではありませ

ん。イエス・キリストがそういう人々と息

を通わせて踊ったんだから、わたしたちも

そういう意味で踊るような礼拝をつくらな

いと。そういう、胸を打つような礼拝じゃ

ないと。悲しみに胸を打つような礼拝を。

誰かが悲しんでいるからわたしたちも悲し

まずにはおれない。だって、イエスさまが

悲しんだんだから。その挙句の果てに、イ

エスさまの十字架でしょ。そのイエスさま

と息を通わせる礼拝っていうことは、わた

したちは単に喜びにあふれて踊ったり、

歌ったりするだけではあかん、っていうこ

とです。この世界の中で傷んでいる人々と

一緒に踊る。その人々と一緒に歌う。そう

いう礼拝に帰りたいと思う。 

 人の子が来て食べたり飲んだりしてい

る、見よ、あれは食を貪る者、大酒を飲む

者、取税人、罪びとの仲間だ 知恵の働き

の正しいのは・・・（聖書引用）。イエス

さまの宣教の大きな柱は、「飲み食い」で

ありました。ですから福音書の中にはあっ

ちこっちにイエスが罪びとたちとご飯を共

にしたってことが書いてありますし、復活

のイエスさまもあっちこっちで食べている

でしょ。あれ、よっぽど「イエスさまが皆

と一緒に食べた」っていう印象が強かった

んじゃないかなと思うんです。「飲み食

い」をするのは、「教会が好きでするこ

と」ではありません。「飲み食いをする」

ということは、「交わりをつくる」「兄弟

になる」「身内になる」ということであっ

て、「仕事」なんですよ。この世界の中で

苦しんでいる者たちと「身内になる」ため

に。「希望がある」ってことを宣べ伝える

ためには、わたしたちは、教会を「飲み食

いの場所」にする。イエスさまがそうした

からです。教会は「礼拝をするところ」で

す。でも、キリスト教会の礼拝の最初の形

は何だったかっていうと、「イエスさまを

憶える食事」に他ならなかったってこと

を、もう一度思い出すべきだろうと思いま

す。そこにわたしたちは帰らなければなら

ないのではないだろうか。 

 イエスさまを思い出す「主の晩餐式」

で、あるでしょう？パンを割いてぶどう酒を

飲む。パンを割くのは食事の始まりの合図

だったそうです。原始教会のイエスが亡く

なってすぐの人たちの礼拝です。そのあと皆

で大宴会が始まるんですって。そして宴会の

終わりに、「宴もたけなわでございますが、

そろそろ終わりにしたいと思います」って

言って、ぶどう酒を最後に飲んで、「イエス

の血だ」って言って飲んで、解散になった、

それが初代の教会だったんです。初代の教会

は、丸のまま、食事そのものが、イエスさま

と共に分かち合う食事そのものが、しかも儀

式だけじゃないですよ、ほんとの食事です

よ、それが礼拝だったんです。いっぺんやっ

てみません？もう、やりたくてフツフツして

ます。「今日の礼拝は、ご飯の礼拝です。朝

ごはんは抜いていらしてください」。そして

礼拝の最初にイエスさまを想起する「パン割

き」があって、それは普通の朝食。皆でわい

わい言いながら朝食食べて、「じゃあ、そろ

そろ終わりにしよか」って言って、イエスさ

まがわたしたちのために流された血を想起し

ながら、ぶどう酒を飲み、ぶどう汁を飲み、

祈って、終わり。「今日はこれで解散です」

「楽しかったね」「また来週」。「あの礼

拝、なんかご飯食べてるらしいよ」。そんな

礼拝も面白いんじゃないかなと思います。

「礼拝に帰りましょう」っていうことなんで

すけども、結局「帰る」っていうのはどっか

に出発するためなんだな、ってそんなふうに

思います。もし皆さんのいろんなことを考え

るきっかけになったらいいなあと思ってお話

をさせて頂きました。 

 お祈りを致します。神さま。どうぞわたし

たちの礼拝を祝福してください。わたしたち

の希望のため、この世界の希望のため、傷つ

いた人々の命のために、わたしたちの礼拝を

用いてくださいますように。イエス・キリス

トの御名で祈ります、アーメン。 
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資料① 

交読宣教「平和ってなに？」 

20120812 南小倉バプテスト教会平和礼拝 

 

平和ってなに？ 

「せんそうがおきない」。 

戦争が起きるとたくさんのいのちが殺される。 

神さまが、大切に創ったいのちが殺される。 

 

平和ってなに？ 

 「殺人がおきない」。 

殺していいいのちなんて、ない。 

みんなイエスさまに愛されたいのち。 

 

平和ってなに？ 

 「ふだんでも(せんそうじゃなくても)平和じゃな

いこともあるね」。 

 

平和ってなに？ 

「誰も死なない」死ぬのはいやだ。 

いつかはみんな、死ぬ。神様の決めたいのちの終わ

りのときがある。 

死ぬのは、悲しい。生きたい。生きててほしい。 

そうだ、そのときまで、生きよう。 

そのときまで、死なない。殺さない。自分も、人

も。 

そうだ、神さまにお返しするまで。 

 誰も死なない。生きる。それが、平和。 

 

平和ってなに？ 

「安全」「守られる」。 

こわがらずに生きたい。 

 身構えずに、ありのままで生きたい。  

 

平和ってなに？ 

 「おだやか」。 

怒ってもいい。 

でも怒り過ぎない。 

泣いてもいい。 

でも泣きすぎない。 

笑ってもいい。 

でも笑いすぎない。 

 

平和ってなに？ 

「家があること。」 

おかえり！ 

ただいま！ 

 

平和ってなに？ 

「ゆっくり眠れる」 

おやすみ。 

 「起きたら太陽の光をあびる」 

おはよう！ 

 「おひるね」 

さんせい！ 

平和ってなに？ 

「病気がなおる」 

おだいじに。 

 「ねこが飼える」「猫が退院する」 

家族だもんね。 

 

平和ってなに？ 

 「自然がある」 

戦争は自然を壊す。 

 戦争はいやだ！平和がいい！神さまが創った自然

も、そう言ってる。 

 

平和ってなに？ 

 「ゆたか」 

平和には、いいことがいっぱい。 

 うれしいことがたあくさん。 

こころがほくほくしてくる。 

 からだものびのびしてくる。 

 

平和ってなに？ 

 「ごはんがおいしい」 

いのちをもらって、みんな生きてる。いのちにあり
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がとう。 

せえの、 

 いただきます！ 

 

平和ってなに？ 

 「口の中がしゅわしゅわする」 

おいしいと口が楽しい。 

目も楽しい。 

耳も楽しい。 

鼻も楽しい。 

   

平和ってなに？ 

「おなかいっぱい」  

食べすぎに気をつけて。 

お腹も世界も、壊さないように。 

せえの、 

 ごちそうさまでした！  

 

平和って何？ 

「おしゃれが楽しめる」「あざやかな色の服」  

みんな、ちがっているのがいい。かおもからだも

ちがってる。  

にあう服着て楽しもう。にあう色着て、楽しも

う。 

 

平和ってなに？ 

「旅行にいける」「ハウステンボスに行ける」 

行きたいところに、行ってみよう。 

「電車が動く」  

さあ、乗ろう。 

「くつがはける」  

さあ、歩こう。 

「カラオケに行ける」  

思い切り、好きな歌を歌おう。 

「音楽がきける」 

ゆっくり、じっくり楽しもう。平和って、いい

ね。 

 いいね、平和って。 

 

＊＊＊＊＊＊ 

（平和のコラージュをみてみよう。なにが見える

かな。どんな平和が見えるだろうか。みんなで言

葉にしてみよう。） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

 

平和ってなに？ 

「まとまる」  

みんなちがうけど、みんな人間。 

 みんなちがう、そして、いっしょに生きる。 

だからいっぱい話そう。わかりあおう。 

いっしょに食べよう。 

一緒に笑おう。 

一緒に泣こう。 

一緒に喜ぼう。 

人間らしく生きていこう。 

せっかく人間なのだから。 

神さまが人間をそのように創ってくださったのだ

から。 

平和ってそういうこと。 

 

さいごに、平和って何？ 

「せんそうがおわって全員生きている」 

そうだ、戦争は終わる。戦争は終わらない、なく

ならない、なんて思わなくでいい。戦争は終わら

せることができる。 

 そうだ、みんなで生きることはできる。 

平和って、そんな未来のこと。 

そうだ、戦争が終わって、みんな笑って生きて

いる未来のこと。 

この平和を創りだすために、立ち上がろう。 

そうだ、何度でも、また立ち上がろう。 

復活の主イエスが一緒にいてくださる。 

ひとりで立ち上がれないときは助けてもらえばい

い。 

そうだ、せえので一緒に立ち上がればいい。 

ひとりで立ち上がれないときは助ければいい。 
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そうだ、それがイエスさまに応えること。 

そうだ、それが信じること。 

そうだ、それが望むこと。 

そうだ、それが愛すること。 

  

平和を創りだす人たちは幸いである。 

彼らは神の子と呼ばれるであろう。 

 アーメン。 

 

資料② 

●9/28南小倉バプテスト教会週報・今週の一言 

 こども教会学校をどうすればいいのか。みんな

でずっと悩んできた。従来の礼拝の宣教の形でな

されるこどもメッセージが、どうしても伝わらな

いと感じてきた。抽象的で、観念的で、そもそも

理解がむずかしい。伝えられるだけでは伝わらな

い。言葉だけではわからない。コミュニケーショ

ンや、社会的な適応などが困難なこどもたちの場

合、それはなおさら。どうすれば神様の愛や、主

イエスの伴いや赦し、未来や希望を分かち合える

だろうか。悩みながら試行錯誤を続けてきた。 

 思いついて、劇を作ってみたら？と提案。聖書

の物語を、こどもとおとなが一緒に身体を実際に

動かし、その状況を演じてみながら、体験的に解

釈し、身体を手がかりに、対話しながら台本にし

ていく。台詞も、演技も、いっしょに考えて作

る。そんな風にしてみたら。本番まで毎週、練習

と台本作りを通じて、聖書のメッセージを繰り返

し分かち合うことができる。聖書の物語、福音を

抽象的に理解するのではなく、具体的に体験する

ことができる。福音をこどもたち自身が解釈し、

表現し、発することができる。直接的にそれを受

けることができる。そんなメリットがあると思わ

れ、やってみることになった。 

 教会の年度主題聖句の部分を劇化することに

し、6月第2週からこども教会学校の時間を使って

稽古開始。9月21日の礼拝での上演を決定。一節

ずつ、聖書の物語を体験に置き換えていく。最初

はこどもたちもおとなたちも答えのない、手探り

の作業に戸惑う。しかし、こどもたちの意見や身

体の動きがどんどん取り入れられるにつれ、みん

な自由になっていく。 

 しかし、主人公役に誰もなりたがらないことに

気づく。どうも生まれつき足が不自由で歩けない

人が、「ナザレ人イエス・キリストの名によって

立ち上がり歩きなさい」というペテロの言葉に

よって、「たちまち」立ち上がり、躍り上がって

歩きだすという場面が、ピンと来ないらしい。生

まれつき歩けなかった人が、どうやって急に立ち

上がれる？その不自然さがわからない。だから、

うまく表現できない。演じられない。 

 そこも体験化したい。歩けるはずのない人がそ

れでも歩くためには、みんなの支え助けが必要

だ、ということに気づき、台本変更。助け起こし

て手を貸し肩を貸し、足を支え、みんなでその人

と一緒に前進していってみる形になった。実際に

よろけたりしながら。これがどうやらよかったら

しい。こどもたちにも、ナルホド！としっくり来

たようだった。そのあたりからこどもたちの雰囲

気が変わったように思う。わかった、腑に落ち

た、のかもしれない。みんなのってきた。自分た

ちの物語になっていったのだと思う。 

本番は感動的だった。件のシーン。みんなに支え

られながら歩いていくその人。ひとりの人を支え

ながら歩いていく人々。カタマリのようになって

支え支えられながら歩むその姿に、涙が止まらな

くなった。教会が重なった。エンディングのテー

マソング「主イエスと共に」も、すばらしかっ

た。みんなの嬉しそうな顔と動きが、聖書の物語

がそれぞれ自分の身体に入っていったことを示し

ていた。 

 これはおもしろい。イケル！次はクリスマス

ページェント。こどもとおとなが対話し、協働し

ながら。自由に、自分たちの身体で聖書を読み、

解釈しながら。そして福音の物語の中に自分たち

を文字通り投入し、その中で遊び、その中で自分

を見出し、感じながら。きっとそこにまた具体的

な希望が浮かび上がるだろう。主イエスの身体

が、そうして動き出すだろう。また、泣いてしま

うかもしれない。楽しみだ。乞う、ご期待。出演

者募集中！ 
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参加者のアンケートから基調講演の感想と応答 

・「私」と「渡し」に共感しました。クリス

チャンとしての私、母としての私、いろいろ

な私が、渡されていると思いました。そのよ

うな私を渡して下さった神様に感謝します。 

・キリストの体の中（教会）にいるような聖

霊（息）を感じることができ感謝です。  

・ブレスの大切さ、教会という視点の大切さ

を深く感じました。霊的な礼拝とは、霊=息、

息を合わせる礼拝ということですね。                    

・呼吸の大事さが、音楽、祈り、人との交わ

り、命までかかわっていることを知りまし

た。気持ちと呼吸を会衆が自然に合わせて行

くことが、大事なプロセスだと思う。 

・自由に、かつ常に主と共に歩む喜びを教会

員の方々と分かち合い、時には悲しみを共

に、苦しみを共に祈るものでありたいと感じ

ました。                  

・こうでなければという思いから解放され

て、自由に、伝道していくこと、交わること

を思わされました。 

・主の祈りや、交読を唱和する方法について

考えさせられました。 

・切り口がいくつもあっても、目的・目標

は、同じであり、信仰として自立していくこ

と、神と自分の関係から、仲間、隣人との関

係を考えさせられました。 

・創り上げる礼拝のすばらしさや、困難さな

ど改めてバプテストの礼拝を主体的に創り上

げていく必要性を覚えました。 

・子どもたちの劇の取り組みと礼拝、賛美を

礼拝となさったとうかがい目からウロコでし

た。 

・食事を介してのイェス様の伝道もとても興

味深いものでした。 

 

教会音楽専門委員メンバーによるコメント 

・帰るべきバプテストの礼拝とは「一人ひと

りの信仰が生かされる礼拝になっているか」

を具体的にイメージできる言葉で表してくだ

さり、あらたな気づきを与えられました。 

・「私たち」を「教会」と考えていくときに

教会のなすべきことが見えてくるのは、捧げ

るべき礼拝が見えてくるヒントになった。 

・息を合わせて歌い、祈ることは、ひとつに

なって礼拝する意味で大切なことと感じた。 

・南小倉教会の取り組みも課題と試行錯誤の

過程が見れるもので、聴く教会にとってもリ

アリティーと共感をもつものだった。 

・バプテスト教会らしく、自分たちの教会

で、自分たちの信仰と状況に基づいて、今ど

う神様を礼拝できるのか、チャレンジしよう

という呼びかけがされた。 

 

教会音楽室長 江原美歌子 

 全国礼拝音楽研修会では、「礼拝と賛美」

の学びと実践を中心にすえて、協力をいただ

く地方連合担当者と諸教会の課題を共有しつ

つ、研修会を通してのテーマを作り上げてい

ます。第11回のテーマは「礼拝に帰ろう」。

礼拝が疲弊しているという声が聞かれるな

か、「礼拝をこなす」ことに陥り疲れている

私たち、礼拝があるのではないでしょうか？ 

それらの課題を受け、研修会を通して共に礼

拝を再考し、あらたな礼拝にある喜びを見出

すべく、詩編42編1-6、「涸れた谷に鹿が水を

求めるように」のテーマ聖句が導かれまし

た。   

 基調講演を通して谷本氏からは、「礼拝に

帰る」を「バプテストの礼拝に帰るとは？」

の切り口から「礼拝が教会の顔になっている

か？」の投げかけがあり、「教会（わたした

たち）」が、何を大切にして、どのような礼

拝をつくりあげているのかを振り返らされま

した。 

「霊」を「息」として捉える中では、「あの

人」とどのような礼拝、賛美を捧げているか

を実践を交えて語られました。また、礼拝が

「帰る」場であり、そこでの喜びと祝福の再

確認を掲げたテーマ設定から発展して、帰る

場である「礼拝」を、教会としてどのように

作り上げているのかを問われ、「礼拝を喜

ぶ」ことが単に自分の満足に留まることでは

なく、息の通い合う隣人との対話としての

「礼拝」を再考する時となりました。 

 講演を受け、午後は「霊」と「息」を意識

し「礼拝をつくりあげる」ことが、分科会、

派遣礼拝において分かちあわれていきました

（前号参照）。数ヶ月たった今も、参加者そ

れぞれの「礼拝」をたてあげるプロセスの中

で、対話（渡し）が起こされ続けています。 

 「基調講演録」を教会でどうぞご活用くだ

さい。教会ごとに「礼拝」を語り合う場が開

かれて、教会の顔としての礼拝を求めていく

プロセスの一助となることを願っています。 


