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祝 御 復 活
わた しは復活 であ り、命 である。わた し
を信 じる者 は、死んでも生きる。生きてい
てわた しを信 じる者はだれ も、
決 して死ぬ
こ とはない。 (ヨ ハネ 11:25‑26)
4月 に入 つて大斎節か ら聖週 、そ して復
活 日を迎 えます。そ して私たちはこの間 に
キ リス ト教 に とつて最 も大切 な出来事 を
記念す ることにな ります。
即 ち、それは主イエ ス 。キ リス トの十字
架 とい う最 も絶望的な死 か らの復活 であ
り、そ してその死によって主が私たちの罪
をすべて贖 つて くだ さり、私たちにも永遠
の命 へ の復活 が約束 された とい うキ リス
ト教 の福音その ものに他な りません。
また昨年 か らの一年余 りの間に私たち
はア ンデ レ吉 田直人兄、グ レース吉田 満
姉、そ して 当教会元牧師の ヨシュア前田次
郎司祭、そ して 司祭夫人 のグレース千代子
姉 を天国に見送 ることにな りま した。
ご遺族 の方 々にとつては、尚も悲 しみ、
寂 しさが癒 えないこ とと思い ます。しか し
そ うした時にこそ、今一度、私たちに与え
られ たこの復活信仰 に堅 く依 り頼みた い
と思います。
確 かな復活信仰
冒頭 の聖句は、愛す る兄弟 ラザ ロの死に
嘆 くマル タに対 してイ エ スが語 られた も
ので した。マル タは嘆きつつ も「終わ りの
日の復活 の 時に復活す る ことは存 じてお
ります。 (ヨ ハネ 11:24)」 とイエス に答 え
ま した。復活信仰その ものは当時のユ ダヤ
人たちも抱 いていま した。
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しか しイエ スの言われ る復活信仰 はさらに
確 かな もので した。それが冒頭の聖句です。
「わた しは復活 であ り、命 である。わた し
を信 じる者は、死んで も生きる。生きていて
わた しを信 じる者 はだれ も、決 して死ぬこと
はない。」
ここまで言 い切 つて よい ものか と思 える
ほ どの強い言葉 です。しか し肉体的な死が本
当の死で はない とい う信仰 に堅 く立つ な ら
ば、このイエ スのみ言葉は理解 できるもの と
なる筈です。
そ してイエ スはこの強 い言葉 で、復活 を遠
い未来 に与 え られ るとい う永遠 の命 へ の淡
い憧れ ではな く、主イエス・ キ リス トを信 じ
る ことによつて 肉体的な死 をもつ て終 わる
ので はない真 の命 を、今現在、生きるように
招 いてお られ るとい うことです。
コロナ禍からの再生
コロナ禍は 3年 目を迎 え、
それにより礼拝や
宣教・ 牧会に大きな制限を受けま した。 しか
も尚、兵庫県では一 日に千人を越 える感染者
が報 じられています。 しか しなが ら少 し、 コ
ロナ感染症 の様相に変化が生 じて もいます。
聖 ミカエル広畑幼稚園は この春、新園舎 が
与 え られ ま した。 一方、慣れ親 しんだ lB園
舎・ 体育館 とはお別れ しな けれ ばな りませ
ん。 しか しこの時を 「教会 と幼稚園の新 たな
宣教 の ヴィジ ョン」が与えられます よ うにと
祈 って も来た筈です。
今年 のイ ース ター 合 同礼拝 は体育館 で行
う予定 です。これが体育館 の使 い納めとな り
ます。共に コロナ感染予防に十分気 を付けな
が ら、コロナ禍 か らの再生 と、新 たな宣教 の
ヴィジ ョンが与えられ る ことを祈 りつつ 、今
年 のイースタニ を共に祝 いたい と思います。
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