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旧約聖書のヨナ書は、イスラエルの人々の救

いだけではなく、異邦人の救いを具体的に書い

てあるものです。マタイ 15：21～28には、イエ

ス様が異邦人の地に行った様子が描かれてい

ます。カナンの女性がイエス様に自分の娘の病

気からの癒しを求めた記事があります。そのカ

ナンの女性が、イエス様に「主よ、ダビデの子

よ、わたしを憐れんでください。娘が悪霊にひ

どく苦しめられています。」と、叫んで救いを求

めています。しかし、イエス様は何も答えてく

ださいませんでした。弟子たちが、この女性が

うるさいので、何とかしてくださいと訴えた時

に、イエス様は「わたしは、イスラエルの家の

失われた羊のところにしか遣わされていない」

と答えています。やはり、神の救いは、イスラ

エルの人々のためにあります。 

それが、ヨナ書をみると、イスラエルの人で

あるヨナが、神からアッシリアのニネベに派遣

することになります。どうして、ヨナがニネベ

に派遣されるかといえば、神の言葉を伝えるた

めにです。ヨナは神の命令を無視して、ニネベ

ではなく、まったく反対のタルシシュ行の船に

乗ります。その船が嵐にあい、沈みそうになり

ます。ヨナは嵐のために、海の底に投げ出され

てしまいます。神はそこに大きな魚を送り、ヨ

ナを助けます。大きな魚のお腹の中で、ヨナは

3日間過ごします。3日後に、大きな魚の口から

吐き出されたヨナは、神の命令に従い、アッシ

リアのニネベに向かいます。 

ニネベについたヨナですが、すぐに神の言葉

を、ニネベの町の人々に語ります。アッシリア

といえば、イスラエル王国が南北に分裂し、北

王国を滅ぼしたのです。イスラエルの人々にす

れば、自分たちの国を滅ぼした敵国になります。

そのアッシリアのために、イスラエルの人ヨナ

が活躍することになります。敵国ですから、ヨ

ナもアッシリアの町ニネベに行くのは嫌だっ

たのは分かります。神の強い導きで、ニネベに

行くことになり、その都のニネベの人々に神の

言葉を語ります。「神はニネベの人々の悪を知

っている。その悪のために、神はニネベの町を、

後 40日を過ぎれば滅ぼしてしまう」と。 

アッシリアのニネベの人々は、イスラエルの

神の言葉を聞いてしまうのです。ヨナの言葉を

聞いたニネベの人々は、すぐに、神を信じ、悔

い改めるのです。すべてのニネベの人々が神を

信じ、悔い改めていくのです。やがて、ニネベ

の王にも伝えられ、王自身も神を信じ、悔い改

めるのです。王はニネベの町の人々に呼びかけ

ます。「おのおの悪の道から離れ、その手から不

法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激し

い怒りを静め、我々を、滅びを免れるかもしれ

ない」と。 

神はニネベの町の人々の業、彼らが悪の道か

ら離れたことを御覧になり、ニネベの町を滅ぼ

すことを思い直され、宣告した災いをくだすこ

とをやめられました。神は、恵みと憐みの神で

あり、忍耐深く、慈しみに富み、災いをくだそ

うとしても思い直される方です。また、イスラ

エルの人々は、自分たちだけが、神の民であり、

神の救いは自分たちだけのものであると信じ

ていました。それも、ニネベの人々の悔い改め

によって、変ってしまいます。神の目からすれ

ば、イスラエルの人々だけではなく、12万のニ

ネベの町の人々に対する深い愛が語られてい

ます。神はすべての人々を愛し、救われて欲し

いと願っています。ヨナ書には、イスラエルの

人々の救いだけではなく、アッシリアのニネベ

の人々の救いも書かれてあります。これは、神

の思いは、すべての人々の救いへとつながって

いることを意味しています。 
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巻頭説教 「恵みと憐みの神」－ヨナ書より－ 牧師 横山厚志 
あなたは、恵みと憐みの神であり、忍耐深く、慈しみに富み、災いをくだそうとしても思い直される方です。

（ヨナ 4：2ｂ） 
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追悼 

Ｍ・Ｋ兄との出会い  Ｋ・Ｙ長老 

1970年代〈中央〉Ｍ・Ｋ兄  

 

 教会学校中学科分級で毎回ベトナム戦争の

話、それがＭ・Ｋ兄との出会いです。 

 和彦兄は 1972年から 77年まで長老として教

会を支えられ、祈りはいつも長かった。 

また青年会で教会に集う方との交わりを楽し

んでいました。今風に言えばカフェ巡りや讃美

歌の合唱・楽器を持ち込んでのミニコンサート、

母子室で食事会もよくされていました。礼拝堂

の椅子でのお昼寝もよく見かけました。（当時

夜勤のお仕事の為） 

 私も就職し青年会や教師会と教会をどっぷ

り楽しんでいた頃。転勤で金沢市に行かれたＫ

兄が「教会に行ってない」「誰か訪ねて」と長津

牧師。なぜか私になり「金沢に教会の友達に会

いに行く」と職場で話した所、先輩も同行。金

沢の美味しいお魚とコーヒーを頂き、元気な姿

を確認して帰りました。するとＫ兄は同行した

先輩（Ｎ姉）に猛アタック。名古屋への転勤も

あり、結婚され二人並んでの礼拝出席をうらや

ましく見ていました。 

穏やかな笑顔とは別に拘りの強い面をお持

ちで、会社員生活は大変であったに違いありま

せん。Ｎ姉は「それが彼にとり、生きづらさで

あったと」。二人のお子様、四人のお孫様が与え

られ、父として定年まで勤務。その後は、主夫

として園長職の宣子姉を支え、共にＮ姉のお母

様の介護も担われました。 

人生の後半は一緒に礼拝の時は多くありま

せんでしたが、いつ会ってもＫ兄は穏やかな笑

顔で、青年会で教会の交わりの中にあった時と

変わりませんでした。一番の拘りは「神」と言

って良いでしょう、揺らがなかった。最後の一

緒の礼拝は、私の初めて聖夜礼拝の司式の礼拝、

お孫さんも一緒でした。 

召される前の呼吸が苦しい中、Ｎ姉の「神様

のもとで、待っててくださる」の問いに大きく

頷かれたＫ兄。神との交わりの中にある事は、

時間や量でない事を再度知らされました。 

God enjoy forever.  神に感謝！ 

 

 

聖書豆知識 

「ネヘミヤ記から新約聖書に至る歩み」 

小椋 実央牧師 

 パレスチナはたびたび戦場となったが、つい

に前１９８年セレウコス王朝はパレスチナの

ギリシャ化を進め、ユダヤ人にギリシャの神々

を礼拝することを命令した。ユダヤ人は愛国心

を燃やし、マカベアの指揮のもとエルサレムを

奪回した「マカベア戦争」では安息日に応戦せ

ず、１千人もの犠牲者を出した。この悲劇から

安息日厳守の伝統が新約時代に受け継がれて

いくのである。 

 マカベア王朝は 100 年続くものの、前 63 年

にユダヤはローマ帝国の属領となった。ユダヤ

の王となったイドマヤ人ヘロデは、神殿修復な

どでユダヤ人の信頼を得ようとしたが民に受

け入れられることはなかった。 

ローマ帝国の支配下でユダヤ教に改宗する

ものの国民に嫌われたヘロデ王を頂点に、特権

階級となった祭司、律法を厳守するファリサイ

派、そして一般民衆という社会構造の中で主イ

エスは誕生し、新約の時代を迎えるのである。 
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長老の証 

「あなたの父母を敬え」   Ｋ・Ｒ長老 

 イエス様は主の祈りを教

えてくださいました。だから、

こう祈りなさい。”天におら

れる私たちの父よ、・・・・

(ここはきっと母でもいいか

もしれない・・・神様に性別

は無いのだから・・・。)[マ

タイ 6:9]イエス様は私たちが神様を父と呼ぶ

ことを許してくださいました。父母という概念、

私たちの非常に身近なものとして。先日、5 月

に母親を亡くしました。母親は足が悪く、遠く

まで出かけるのが難しく、買い物はよく一緒に

ついていきました。ヘルパーさんには週に何日

か来てはもらっていましたが、ある日、熱が出

て裏口先でうずくまっていることが発見され、

もう一人暮らしは叶わないと思い、施設に入っ

てもらいました。施設には土曜日に見舞いに行

っていました。ある日、私や兄弟、孫たちの健

康や成長を本当に神様に感謝してるよと言い

始めました。昔は先祖、仏壇の事をよくやって

おり、お経もよく上げていましたのに不思議で

はありました。また、讃美歌を口ずさんだので、”

えっ”と思い聞くと祖母(母親の母)がよく歌っ

ていたとのこと、子どものころ日曜学校に行っ

ていたんじゃないかなそれで覚えていると言

い出しました。ああ、状況が良くなったら教会

に連れていきたいと思っていましたが、新型コ

ロナウィルスの感染防止のため外出も面会も

できなくなり、それはかないませんでした。体

調を崩し、病院に入院する事になり、その後ガ

ンのため亡くなってしまいました。(特にちゃ

んとした親孝行もできずに・・・。)母親はまだ

若い頃、本当によく働く人でした。私が喜びの

時には凄く喜んでくれました。悲しいとき苦し

い時には泣いて一緒に悲しんでくれました。自

分の事よりも子供である私たち兄弟のために

色々と働いてくれました。”あなたの父母を敬

え”モーセの十戒にある戒め。イエス様の言葉、”

パンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろ

うか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、

このようにあなたがたは悪い者でありながら

も、自分の子供には良い物を与えることを知っ

ている。まして、あなたがたの天の父は求める

者に良い物をくださるにちがいない。”(マタイ

7:9～11) 神様の愛は私たち(親も子も)が無意

識のうちに自然に限定的(親と子という単位)

ではあるが、”親が子供を愛する”とい形で受け

継がれているような気がしてなりません。神様

の愛がそこに、父母にあるからこそ、敬わなく

てはならないのだと思います。イエス様を通し

て、神様の愛を深く知ることに至るように。 

 

夏の集いの報告 

Ｔ・Ｙ兄  

教会学校の夏の集いは 7月 25日（日）の午後

行われました。子ども 11人、保護者 5人、教師

8 人という大盛況の中、ペープサートのヨナ物

語による礼拝で幕を開けました。大きなさかな

は迫力満点、小椋牧師作詞作曲のヨナの歌も歌

いました。その後一人一人がマイ・PET ボトル

ロケットを製作し深川小学校の校庭で打ち上

げました。はるか高く、遠く飛んでいったり、

ちょっとしか飛ばなかったり。最後は教会で花

火をして夏を満喫しました。 
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建築委員会からの報告 

教会礼拝堂増改築が始まりました 

建築委員会委員長 Ｏ・Ｎ長老 

新型コロナウイルス感染が続く中ですが、瀬

戸永泉教会増改築は、2021 年 3 月 28 日瀬戸永

泉教会臨時総会において承認されました。これ

をもとに 4 月 11 日中島工務店との工事請負調

印式を行い、4月 18日起工式を横山牧師司式に

て開催いたしました。 

起工式には柳澤力建築士、中島工務店中島紀

于代表取締役、吉川秀明建築担当課長、瀬戸市

文化課佐野元様、建築委員会委員合わせて 18名

が参加して行われました。その後日本基督教団

への申請を行い田口博之中部教区議長や教団

の助言も受けて宗教法人法に基づいて認可さ

れました。 

礼拝堂の壁板や床板が外され、耐震強化や壁

の断熱化が少しずつ行われています。また屋根

瓦の入れ替えも進んでいます。窓枠の色も皆様

の投票も受けて薄緑の明るい色に戻すことに

なりました。 

新型コロナウイルス感染は日本の建築木材

の供給不足を生み出し、教会増改築の木材準備

も２ヶ月遅れました。それでも建築木材も無事

に手に入り、7月 23日には中津川市加子母の東

濃ひのきの家に建築委員会有志で訪ね、教会の

建築材を確認しそこでの準備を見ることがで

きました。増築棟の上棟式も 9月 5日が雨のた

めに 9 月 12 日に順延し予定されています。増

改築の間、礼拝は CS館で CS礼拝も入れて 3回

に分けて行われています。建築が終了し引渡し

は 2022 年 2 月末となりました。しばらくの辛

抱ですが新しくなった礼拝堂での礼拝に夢を

持ちながら、神様の祝福がこの瀬戸永泉教会の

礼拝堂にあることを祈ります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

10月 17 日 創立記念礼拝 

      10:30～、12:00～ 

 

10月 24 日 瀬戸永泉教会研修会 

14:00～15:30 

（於パルティ瀬戸 アリーナ） 

 

11月 7日 永眠者記念礼拝 

10:30～（Youtube 配信）、12:00～ 

墓前礼拝 

14:00～（於十字が丘復活苑） 

 

12月 12 日礼拝後 ライアーコンサート 

11:15～ 12:45～宮之原光枝さん他 

 

日本キリスト教団 瀬戸永泉教会 

牧師 横山 厚志・小椋 実央 
〒489-0822 瀬戸市杉塚町５ 電話、FAX：0561－82－2314 

ホームページ：瀬戸永泉教会で検索または⇒ 

 

＝編集後記＝ 

残暑、お見舞い申し上げます。今年は長い雨が各地

で被害を及ぼしてしましました。新型コロナウィルス

の影響はまだ、終息とはならない状況です。なかなか

厳しいものがあります。しかし、教会の増改築は日に

日に前に進んでいます。私たちにはキリストの希望が

あります。神様の光を照らして世の光となることが出

来ますようにどうか導いてください。今回も原稿お願

いしました方々、ありがとうございました。     

アーメン             Ｋ・Ｒ長老 


