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 顕現第２主日礼拝説教 福音書 ﾖﾊﾈ福音書２：１－１１、 

  旧約聖書イザヤ６２：１－５ 使徒書コリントの信徒への手紙１２：１－１１  

2016/01/17 中村正司祭 福岡聖パウロ教会での説教 

  顕現節の第２主日を迎えました。 

この顕現節は神の、顕現つまり、神さま

の光のようなものがベツレヘムの誕生か

ら、徐々に世界に拡がってゆく有り様を

記念しています。今日の福音書の朗読の

最後では  

 ～ イエスは、この最初のしるしをガ

リラヤのカナで行って、その栄光を現さ

れた。それで、弟子たちはイエスを信じ

た。～ とあります。 

 イエスが『水をブドウ酒にする』それ

が最初の奇蹟だった事を記念したのでし

た。私の個人的な事ですが、この聖書箇

所は文語祈祷書で顕現後第２主日の礼拝

をしていた時代から読まれた箇所で、変

な言い方ですが『奇蹟に慣れっこ』にな

ってしまっている感があるのです。 

そこで 改めて今日のこの聖書朗読で、

神様の光が顕される目的は何か、それに

よって私たちはどう変わるのか、その聖

書の呼びかけを共に考えていきましょ

う。 

 『神が栄光を顕される』とはどういう

事なのか。『栄光』とは『光』でありま

しょう。『グロリア、イン・エクセルシ

ス・デオ』。「いと高きところには栄光、

神にあれ。地には御心に叶う人に平和が

ありますように」との歌声をクリスマス

に羊飼いは聞いた。それを今日の礼拝で

も私たちは、唱え歌いました。あれは羊

飼いたちが、聞いたと共に主イエス様の

平和に心が満たされている人々が代々、

受け継いできた心の歌でもあるのです。 

 今日は１月ですが一週間ほど前、まだ

夜が明ける前、近くの大濠公園を朝散歩

していると半月が、寒い中りんとして天

空に輝いていました。あまりの美しさに

足を止めて、思わず見とれてしまいまし

た。神の輝きも、この月の輝きに通じて

いるものがあります。『栄光』はドクサ

というギリシャ語ですが、人間的なこと

で用いられると聖書では『面目』とか『誉

れ』と訳されています。イエスは弟子に

向かって偽善者のようになるなと教えら

れました。彼らは宴会の時、上席を選び

たがるがあなた方は先ずは末席に着きな

さい。そうすると家の主があなたのとこ

ろに来てもっと上座の上席に招いてくれ

るだろう。その時には『面目』をほどこ

すことになる、と教えられました。主イ

エスは自分自身が『栄光』を求め、自分

の栄光を帰する、『格好良く見せよう』

とするなら、あなた方は恥をかくことに

なる、とも教えています。 

 私たちも、日ごろの生活で『人前で面

子（メンツ）保とうとして、「格好を気

にする」実像があり、反省する事が多い

のです。 

それに対して主イエス様はたとえばマタ

イの山上の説教で言われています。 

 ～ 「見てもらおうとして、人の前で善

行をしないように注意しなさい。さもな

いと、あなたがたの天の父のもとで報い

をいただけないことになる。～（ﾏﾀｲ６） 

いわゆる「受け狙い」をするな、そして

自分の中の『虚栄心』を抑えるように教

えるのでした。 

 ～  だから、あなたは施しをするとき

には、偽善者たちが人からほめられよう

と会堂や街角でするように、自分の前で

ラッパを吹き鳴らしてはならない。はっ

きりあなたがたに言っておく。彼らは既

に報いを受けている。施しをするときは、

右の手のすることを左の手に知らせては
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ならない。あなたの施しを人目につかせ

ないためである。そうすれば、隠れたこ

とを見ておられる父が、あなたに報いて

くださる。～（ﾏﾀｲ６） 

 その神の報いは、どのようなことでし

ょうか。人前で面目を施し、人の優位に

立つというではないとわたしは思うので

す。この世的な人との比較のようなこと

でなく、この報いはその人の『品格を高

める』という結果になるのではないでし

ょうか。 

 創世記に天地創造物語が記されていま

すが、その中に第１章 26 節の言葉 

 ～ 神は言われた。「我々にかたどり、

我々に似せて、人を造ろう。…神は御自

分にかたどって人を創造された。～ 

 この模ってというのを『栄光』という

言葉で考えると、丁度寒月が光を放つよ

うに、私たちが光を輝かす時の原理のこ

とです。夜明け前、日の出は未だだけれ

ど、太陽の光を反射させ、月は自分では

光を放たないけれど陽の光をしっかり反

射している有り様が、神の似姿のすがた

なのです。主イエスご自身もヨハネ福音

書で「私が自分自身の栄光を与えている

なら、私の栄光は虚しい」と述べるのは、

朽ちない栄光を与える事の出来るのは唯

一、父なる神様以外にいないからです。 

 今日の旧約聖書日課はイザヤ書６２章

を読みました。聖書を調べてみると今日

のこのイザヤ書の部分を私たちは便宜的

な言葉ですが第三イザヤの言葉と呼んで

います。すなわち預言者イザヤというの

は偉大な人物でウジヤという南王国の実

在の王が在位の時に活動しのです。その

後、南と北にあった王国がそれぞれ滅ぼ

され、南王国の人々がバビロンに捕囚と

して連れられて行った後、正確には覚え

ていないですが４０年後あるいは、７０

年後に、イスラエルの捕囚の民の帰還が

始まろうとしていたのです。そんな時に

イザヤ書４０章以下の慰めの預言が語ら

れます。『慰めよ、慰めよ、わが民を慰

めよ。帰って来て 神様が、国を復興す

る、という喜びのおとずれが語られるの

でした。これを私たちは無名ですので便

宜的に第２イザヤの書の言葉として読む

のです。 

 さらに時が流れて、人々が帰還し廃墟

のようなエルサレムに目の当たりにする

時に語りかけるのが今日の日課の言葉の

第３イザヤなのです。破壊された神殿、

壊されたままの城壁を目の当たりにし

て、人々は萎えてしまいそうなのです。

この無名の予言者は言います。 

～ シオンのために、わたしは決して 

  口を閉ざさず／ 

  エルサレムのために、 

  わたしは決して黙さない。… 

  彼女の正しさが光と輝き出で／ 

  彼女の救いが松明のように 

  燃え上がるまで。～ 

 ここで言う正義とは神様が顧みられる

正しさの事です。弱小な帰還の人々、問

題山積の中で神さまの“義”が顕わされ

るというのです。  

～ 若者がおとめをめとるように／ 

  あなたを再建される方が 

  あなたをめとり／ 

  花婿が花嫁を喜びとするように／ 

  あなたの神はあなたを 

  喜びとされる。～（イザヤ書６２章） 

 ここでは『栄光』を求めて神様に信頼

し続ける、忍耐と希望を私たちに示唆し

ているのではないでしょうか。 

 実際のエルサレムの歴史やイスラエル

の歩みをみると彼ら証しがあります。預

言者たちや他の指導者たちの言葉に励ま

されてソロモン王の神殿には及びもつか

ない小さなものですが、人々の信仰の中
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心である神殿が再建されたのです。さら

にその信仰の中身ですが『王国の滅亡』

という歴史的な出来事を通して、人々の

『悔い改め』が起こり、神殿礼拝と律法、

すなわち神の言葉を忠実に行う律法を遵

守する人々が起され、「人の力を頼みと

しない信仰の民」が生まれたのです。あ

る意味で彼らは主イエス・キリストが生

まれる準備をしたのでした。それはとも

かく、私たちが今この聖堂で『再建築』

を考える時に、この第 3 イザヤの言葉に

励まされるのです。 

 私たちはガリラヤのカナの物語をどの

ように受け止めるのでしょう。ぶどう酒

が足りなくなったので母がイエスに「ぶ

どう酒がなくなりました」と言った、と

あります。おそらく親戚か親しい知り合

いだったのでしょう。イエスも兄妹も弟

子も招かれていました。この婚宴は１週

間も十日も続いたそうで私たちのそれと

は違うやり方のようです。ともかくイエ

スは母に言われた、この言葉は不思議も

のです。 

 「婦人よ、わたしとどんなかかわりが 

 あるのです。わたしの時は 

  まだ来ていません。」 

まだ来ていないというのは『栄光を受け

る時』という意味だろうと思います。私

の理解ではイエスの救いのみ業が行われ

る時に『栄光』が顕されるのです。 

 神のひとり子が十字架に架かった時、 

輝く十字架に神が栄光を顕されたので

す。勿論それを見る目で栄光の現れが違

います。私たちには『この十字架を通っ

て天国に行ける。神の国の住民とされる』

喜ばしい輝かしい栄光ですが。信仰がな

い人には、十字架はむごい残酷な出来事

としか映らないのです。復活の出来事も

同じです。主イエスは救い主という信仰

がない人には輝かしい命の栄光は見えな

いのです。 

 カナの町の出来事でも『栄光』は密や

かな現れでした。多くの人は気がつかな

いのです。栄光とは神様がここにおられ

る、神様が今、働いておられる、しるし

です。 

 ～「このぶどう酒がどこから来たのか、

水をくんだ召し使いたちは知っていた

が、世話役は知らなかったので、花婿を

呼んで、言った。」 

「だれでも初めに良いぶどう酒を出し、

酔いがまわったころに劣ったものを出す

ものですが、あなたは良いぶどう酒を今

まで取って置かれました。」 ～ 

 ここでは、いわゆる“上”にいる人には

分からなかったが“下”で働く者には、

はっきりと分かったのです。８０から１

２０Ｌの水瓶、それを６個も一杯にする

ように言われた。そのためには井戸まで

行って、バケツのような容器に水を入れ

て皆で運んだ、弟子も加勢して家の僕と

一緒に手伝ったのではないかと想像しま

す。目的がよく分からない大変きつい労

働です。徒労に思えるような仕事だった

かもしれない。しかしこの僕や“下”で

働く者が自分の身近にその奇蹟を体験し

たのです。だから福音書に以下の言葉が

あるのです。 

 ～イエスは、この最初のしるしを 

 ガリラヤのカナで行って、 

 その栄光を現された。それで、 

 弟子たちはイエスを信じた。～ 

 私たちはこの聖書箇所を教会の結婚式

の中で朗読します。そしてイエスも最初

の奇蹟を行って結婚生活を祝福されまし

た、と祈ります。それは私たちの日常生

活には『水がブドウ酒に変わる奇蹟』は

ないかもしれない。しかし同じような家

に住み、同じような食べ物を食べ、家族

が増え、食卓を囲む、そこにイエスの祝
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福の祈りがある時に『水がブドウ酒に変

わる』ようなことを経験するのです。家

族のために懸命に生きる、尽くして生き

る、その尽くす営みや奉仕の生活もイエ

ス様の愛の祝福がなければ、水は水のま

まで虚しい徒労感に襲われることに終わ

りかねないのではないかと思うのです。 

 神さまの栄光という文脈で今日の使徒

書を読んでみると、その中に『カリスマ

（賜物）』という言葉がでてきます。 

 ～ 兄弟たち、霊的な賜物については、 

  次のことはぜひ 

   知っておいてほしい。～ 

カリスマ（賜物）は神様がその人にプレ

ゼントするもの。今の日本では『カリス

マ』は誤解され、個人の栄誉とか超能力

と考えられています。しかし、聖書的に

はそれは間違いです。  

 聖書ではコリントの教会に与えられた

賜物が語られる。 

 ～ 賜物にはいろいろありますが、 

 それをお与えになるのは同じ霊です。 

   務めにはいろいろありますが、 

 それをお与えになるのは同じ主です。 

    働きにはいろいろありますが、 

     すべての場合にすべてのことを 

     なさるのは同じ神です。 

     一人一人に“霊”の働きが 

   現れるのは、 

   全体の益となるためです。～ 

 この『全体』とはき企業や国家に『滅

私奉公する』ようなことではありません。

それはキリストの身体のことです。そこ

には不必要な人は一人もいないのです。

それぞれがキリストの身体である教会に

連なって豊かに生きている姿がそこにあ

るのです。この賜物を独り占めしたり、

虚栄心のために使うことは赦されないの

です。 

 私はこのカリスマ（賜物）について驚

くような聖書箇所に出会いました。 

～ 罪が支払う報酬は死です。 

  しかし、神の賜物（カリスマ）は、

わたしたちの 

  主キリスト・イエスによる 

  永遠の命なのです。～（ローマ六章） 

  カリスマとは聖霊の実りです。自然の

命、古びる生命ではなく、言わば『水が

ブドウ酒に変わっている』命を私たちは

生きているということです。つまり、そ

の命を生きる事は、基本的には普通とは

違うことです。神様はあえて私たちのよ

うな貧しい者を選んで、賜物カリスマに

よって豊かに富ませてくださる。その有

り様が『栄光を顕している姿』ではない

かと私は思います。その神さまの『選び』

の摂理を信じて、私たちは元気よく生き

ていきましょう。 


