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【巻頭言】   

ルカによる福音書 3 章 7－20 節 

「悔い改め—わたしたちはどうすればよいのですか—」   

遠軽教会 牧師 畑知佳 

 
  洗礼者ヨハネは、主の道を備えるため

に、主イエス・キリストに先立って遣わされ

ました。「そこで、ヨハネはヨルダン川沿い

の地方一帯に行って、罪の赦しを得させるた

めの悔い改めの洗礼を宣べ伝え」ました（3

節)。 

 ヨハネが呼びかける「悔い改め」は、罪から

離れて主に立ち返る、生き方そのものの方向転

換を意味しました。これまでずっと神なしで生

きてきた人間にとって、自己中心の生き方は言

葉と思いと業と、あらゆる関係性の隅々にまで

浸透しています。そこから離れ、神様に立ち返

るのです。ヨハネはその第一歩として、人々に

自らの罪を自覚させることから始めなければな

りませんでした。 

 ヨハネは人々の誇りを打ち砕く大変厳しい言

葉で呼び掛けています。「蝮の子らよ。差し迫っ

た神の怒りを免れると、だれが教えたのか。悔

い改めにふさわしい実を結べ。『我々の父はアブ

ラハムだ』などという考えを起こすな。」（8節） 

 神様にとって重要なのは、血筋や身分など血

肉に関わることでなく、アブラハムの“信仰”

を受け継いでいるかどうかです。 

 この問題は教会とも無縁ではありません。例

えば、かつてコリントの教会では、信徒の中に

「わたしはパウロにつく」という者と、「わたし

はアポロに」という者がいました。（一コリ 3：

4 以下）また全教会的規模では、ユダヤ人キリ

スト者と異邦人キリスト者の分断が大きな問題

でした。 

 出自や民族の違い、性別や世代の違いをもっ

て誇りとすることは、世の中を混乱と争いに導

きますが、教会においてもそれは分断のもとで

あり、そこでは敵意や妬み、差別や排除が生じ

るだけで、他者への愛は見失われます。人間の

誇りは他者との比較から生じる誇りであり、他

者を下に見ることで成り立っているからです。 

 悔い改めとは、そうした人間の誇りが打ち砕

かれることです。私たちの中にある他者への偏

見や敵意の一切が打ち砕かれる必要があります。

そして神様への愛と共に、他者への愛が回復さ

れる必要があるのです。 

 それには痛みが伴い、時として抵抗と憤りと

焦りが起こるかもしれません。しかしその痛み

を負うことは、人間的誇りのために分断され、

傷つき、苦しむ周囲の人々の痛みに気づき、そ

の傷を共に負うことになるのではないでしょう

か。  

 

 群衆は「では、わたしたちはどうすればよい

のですか」と尋ねると（10 節)、ヨハネは「下

着を二枚持っている者は、一枚も持たない者に

分けてやれ。食べ物を持っている者も同じよう

にせよ。」と言い（11 節)、徴税人に対しては

「規定以上のものは取り立てるな」と言います

（12 節)。また兵士に対しては「誰からも金を

ゆすり取ったり、だまし取ったりするな。自分

の給料で満足せよ。」と言います(１4 節) 

 各々に適った指示が与えられているように、

自らの罪に対する自らの悔い改めが求められて
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います。同様に、私たちも一人称で「わたした

ちはどうすればよいのですか。」と問い、私たち

がなすべき悔い改めについて考えていく必要が

あります。つまり、「今という時代を生きる者と

して、私たちはどうすればよいのか」、「この国

の、この地に生きる者として、私たちはどうす

ればよいのか。」また「あの人、この人の隣人と

して、私たちはどうすればよいのか」を考える

ことが必要です。 

 

 ところで、主イエスはある時、「わたしの隣人

とは誰か」という問いに答えるため、「良きサマ

リア人の譬え」をお話しされました。そして、

「わたしの隣人とは誰か」という問いに代えて

「誰がこの人の隣人となったか」と問い直され

ました。この問いの置き換えによって、主イエ

スは、私たちが自分から誰かの隣人となろうと

しているかを問われたのです。 

 しかも、良きサマリア人のたとえで「隣人」

とは第一に敵対する者でした。ユダヤ人とサマ

リア人は互いに交流を断ってきたという歴史が

あったのです。その敵対関係を乗り越えて隣人

となるのです。 

 第二に、「隣人」とは略奪され、傷ついた人で

した。彼は強盗に遭って、深手を負い、無一文

となって、死にかけていました。その彼の隣人

となることは、自分を捧げることを意味しまし

た。受けるのではなく、与えるために隣人とな

るのです。 

 第三に「隣人」とは、見捨てられた、友なき

人でした。友だと信じていた同胞のユダヤ人た

ちは、助けを求める彼から目を背け、避けて通

り過ぎ、この厄介な事柄に関わろうとしません

でした。人として扱ってもらえず、ごみのよう

に捨て置かれたわけです。しかし、だれか一人

でもこの人の隣人となるなら、彼の人間性は回

復されるでしょう。そうでなければならいので

す。 

 今、私たちはヨハネの言葉を聞いた群衆と共

に、「わたしたちはどうすればよいのですか」と

問うのです。その時に私たちは隣人としてかつ

ての敵を見出すでしょう。また倒れ伏している

人、見捨てられ、だれからも相手にされず、孤

独に生きている人を見出すに違いありません。

コロナの時代になって、今私たちはこれまで以

上に、社会の片隅で隠れるようにして暮らさな

ければならない人たちの存在に気づかされてい

ますが、このような人々の隣人となるべく、私

たちは召されています。 

 

 ただ私たちが自分では負いきれないほどの

罪に対して、悔い改めにふさわしい実を結ぶ

ことができるとすれば、それは自分自身が罪

赦された者であることを知ることによってだ

けです。そして、主イエス・キリストの恵み

に生かされることです。 

 ヨハネは、「わたしよりも優れた方が来られ

る。…その方は、聖霊と火であなたたちに洗

礼をお授けになる。」と群衆に告げました

（16 節）。 

 ヨハネは罪の洗い清めのしるしとしてヨル

ダン川の水で人々に洗礼を授けました。しか

し主イエスは、十字架においてご自分の命を

捧げて、ご自分の血による罪の贖いを成し遂

げてくださいました。そして復活して天に上

げられ、私たちに聖霊を注いで下さいまし

た。この聖霊が主を現し、信仰に導いてくだ

さいます。また私たちを日々清め、完成に向

けて導いてくださいます。そこに悔い改めに

ふさわしい実も結ぶと言えます。ですからパ

ウロはこれを「聖霊の結ぶ実」と呼び、それ

は「愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善

意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる

掟はありません」と言ったのです（ガラテヤ

5：22)。 

 今私たちは、主が再び来てくださる終わり

の日を待ち望みつつ、聖霊によりなすべき悔

い改めの業に励み、すべての人の友となっ

て、主の恵みと平和に仕えるよう、召されて

います。この世界が痛みも嘆きも涙もない主

の完全なご支配に入れられる日がやがて来ま

す。その日に備え、小さな業ではあります

が、愛の業を積み重ねていきたいと願いま

す。 
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【特別寄稿】

 以下は、私が奉仕しております教会の「月報」9 月号に掲載した文章です。 

拙文ですが、心からの感謝を込めてお送りいたします。 

日本キリスト改革派甲子園教会 牧師 吉田隆 

神の導きを辿る旅 

  この１～２年は休暇を近場（神戸！）で

過ごしたこともあって、今年は娘の支援を

得つつ、遠く北海道まで出かけました。義

母が札幌にいた頃は、毎年のように出かけ

た時もありましたが、かれこれ２０年ぶり

の北海道でした。 

今回の旅の目的の一つは、妻・通志子の

思い出を辿ることでした。こういう歳にな

ると皆そうなのかもしれません（私もそう

です）が、自分が生まれ育った思い出の場

所を元気なうちにもう一度見てみたいと思

うものです。 

北海道生まれの妻は、小学校３年生まで

を道東の帯広で過ごし、その後、札幌に移

って大学入学までの日々を過ごしました。

帯広では、かつて住んでいた家があった辺

り、通っていた小学校、父の職場。札幌で

は、転校した小学校、中学校、そして高校

をそれぞれ訪ねました。 

もう今では、建物も街の様子もすっかり

変わっていたようですが、それぞれの場所

に立ち、妻の思い出話を聞いていると、過

去にタイムスリップするような不思議な感

覚に捉われました。 

そのように訪ねた数々の思い出の場所 

の中でも、今回最も印象深く残ったのは、

妻が生まれて初めて導かれた教会でした。

私たち改革派教会とも関係の深い、日本キ

リスト教会の帯広教会です。妻は、小学校

1 年生の時にこの教会に導かれ、日曜学校

に通って、イエス様を信じる信仰が与えら

れたのでした。 

ある日のこと、小学校の校長先生がご病

気だということで、妻は学校帰りにお友達

とお見舞いに出かけたそうです。すると、 

 

 

 

 

通り道沿いにあった帯広教会の牧師先生 

が「どこへ行くの？」と声をかけてくだ 

さり、「校長先生のお見舞いです」と答え

ると、教会の庭に咲いていた花を摘んで 

花束にして「これを持って行きなさい」 

と持たせてくださったのだそうです。何 

と素敵な心遣いでしょうか！ 

 先生は、花束を手渡すと同時に「ここ 

で日曜日に日曜学校をしているからいら 

っしゃい」と声をかけてくださり、その 

言葉のとおり、妻は日曜学校に通い始 

め、そこでイエス様を信じる信仰へと導 

かれたのです。 

 あの時、校長先生のお見舞いに行こう 

と思わなければ･･･、途中で教会の前を通

らなければ･･･、牧師先生が庭先に出てい

なければ･･･、声をかけてくださらなけれ

ば･･･今の妻はなく、今の私たち家族もあ

りません。人生とは不思議なものです。 

 帯広では、家庭の問題があって、あま 

り楽しい思い出がなかったようですが、 

そのような暗闇を歩んでいた一人の少女

に、神様は天上の光を照らしてください 

ました。そして、小さな魂を捕らえてく 

ださった神様は、札幌の転居先の向かい 

にも教会を備えてくださり、彼女の信仰 

は失われることなく守られたのでした。 

当時の会堂はなく、牧師先生もおられ 

ませんでしたが、新しくなった教会で、 

主日礼拝を捧げてきました。神の深いご 

計画と摂理の御業に心からの感謝を覚え 

ながら。 

こうして妻の思い出を辿る旅は、実 

に、神の奇しい導きを辿る旅でもありま 

した。そして、その旅は、今も続いてい 

ます。 

（編集者加筆：当時の帯広教会の牧師先

生とは久米三千雄先生です） 
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【教会員の声】

「教会（会員の皆さん）から得たことを生き方の糧に」

帯広教会員 畠山尚史                
                     

高林長老から「まきば」原稿の執筆依頼を受

けたとき、嬉しかったです。礼拝に出たい気持

ちはあるのですが、仕事の都合でなかなか出席

できないのが現状です。でも毎週日曜日の 10

時半には帯広教会の礼拝シーンをしみじみと思

い出します。 

「まきば」は帯広教会の教会員サロン、また

中会への近況報告としての役目があります。吉

岡ミツヱ先生の時代から長きにわたる会報誌。

かつて私も編集に関わり貴重な経験をさせても

らいました。 

ここでは私の近況を述べます。昨年 11 月に

会社を立ち上げました（法人登記上、経営コン

サルタント業務とされます）。いままでの仕事で

ある酪農経営研究、経営アドバイス、牧場経営

の経験をいかしての独立です。手話通訳士の妻

を役員（経理チェック）に、コンサルタント業

務の家族経営です。長女と次女が就職したこと

もあり、人生の冒険をしようと大きな決心、チ

ャレンジした次第です。会社名は「十牛」とい

います。『十牛図』という中国北宋の時代に作ら

れた仏教の禅の教本です。投資（とうし）にも

ちなんでいます。酪農畜産技術を投資して、あ

とは牛歩の如くじっくり経営を歩む姿を経営コ

ンセプトにしています。私は宗教には生き方、

捉え方に多くの示唆があると思います。2022

年４月にご逝去された分子生物学者の村上和雄

先生は、「サムシンググレート」として宗教問わ

ず、大いなる主が存在して、祈りを通じて遺伝

子が活性化することを研究された方です。私は

学生時代にキリスト教以外は認めない、排除す

るという考えが強く、同じ学生寮の創価学会の

友人とはよく議論（口論に近い）をしていまし

た。いまとなっては恥ずかしい経験ですが。い

まその友人とは定期的に会って、心を打ち解け、

励まし、語り合います。そこにはお互いの信仰

を認め合い、尊重する姿があります。これから

もキリスト教の信仰をベースに、他の宗教につ

いても学び、その素晴らしさを受け入れ、理解

していこうと思っています。 

仕事の話に戻りますが、現在の顧客は十勝管

内４経営、上川管内１経営、根室管内１経営の

６つの牧場です。これら６つの牧場の事務所は

私の仕事場でもあり、牧場を雰囲気、環境を味

わえる場、代表やスタッフと一緒に考える場で

す。また嬉しいことに、各々牧場の近くには山

がそびえています。山並みや裾野を見ながらの

仕事は気持ちが高まります。山から水資源、土

壌の栄養、生態系維持など人間が生きていく中

で不可欠な要素を恵みとしていただいています。

また修験道や山の信仰にも日本古来伝わる奥深

さがあり、魅力的です。帯広・幕別では日高連

峰、富良野では富良野岳が目の前に、上士幌で

は東ヌプカ、ナイタイ山、別海では武佐岳、標

津岳を、仕事始めと息抜きに眺めを楽しんでい

ます。池田正勝先生宅近くの剣山も魅力あり荘

厳さを感じます。 

出張時には、聖書を持っていきます。後藤憲

正先生が作られました 教会歴カ レンダー

（2023 年度主日の周期 A 年）には、各週３

つの聖書個所があります。一日一か所、①を月・

木曜日、②を火・金曜日、③を水・土曜日、6

日間で２回分を朝食後の時間に読むといった日

課です。いままで私の歩みには、家族の支えと

教会の皆さん（帯広、桑園）の姿勢（仕事観、

信仰、交流、人間力、配慮、謙虚など）が背景

にあります。たぶんこれからも自分の仕事に活

かし続けていきます。本当に教会の皆さんには

感謝です。いまでも帯広教会の会員で天に召さ

れた方々のことを思い出します。近年にご逝去

された方では、神田菊江さんからは神様がいつ

も守ってくれていることを、大髙静子さんから

は祈りは呼吸と同じぐらい大切なことを、小林

大地さんからは様々なジャンルの本を芋づる的

に読むことの面白さを、私に伝えてくれました。

亡くなった方々との出会いも神様からの恵みで

す。 

いま新型コロナの感染や混乱や緊張が続く国

際情勢、気候変動など将来不安に悩むことが多

いです。ただこの苦境の時代だからこそ、ひた

すら神様、主イエスの恵みに感謝、出会った人

たちに感謝して、明るい未来を祈るしかないと

思います。皆様の平安をお祈りしています。 
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【堀田治郎先生追悼文】 

堀田治郎先生（2022 年９月 29 日逝去） 

     大会伝道地、釧路に遣わされての２９年 

                           旭川教会 牧師 北村一幸 

 

北海道中会教職者中、最高齢者であった

堀田治郎先生は、満９８歳でこの世でのす

べての任務を解かれ、主の御許に召されま

した。 

先生は 1924 年９月 1 日、山形県酒田

で生を受けられましたが、親元を離れ独立

し、群馬県伊勢崎にいた１９４７年、２３

歳の時、日本基督教団伊勢崎教会の竹前豊

蔵牧師より受洗、キリスト者となりました。

若き日の信仰の熱情の中でこの恵みを他の

人々にも伝えねばとの思いに導かれ、夜間

の日本聖書神学校を卒え、１９５４年伊勢

崎教会の伝道師となりました。しかし、伝

道と教会形成をして行くため、信仰告白の

一致を明確にする教会、日本基督教会での

働きの場を求めて、教団を離脱、１９５５

年東京中会へ加入、小山教会での伝道師と

して赴任、２年後に教師となり更に１０年

間の奉仕をされました。 

そのころ大会では、日本基督教会として、

道東一円に対する伝道の拠点をとの希望を

もち、１９６２年大会伝道地の教会を建て

るべく、決議が為されました。それから５

年、適任者として選ばれ遣わされたのが、

中学生と小学生のお二人を伴う堀田先生御

一家でした。先生にとりまして大会の祈り

と支援、そして期待を背負っての開拓伝道

は如何に大変なことだったでしょう。１９

８２年教会建設が見事になされてから、福

音宣教・道東の拠点として釧路教会は今、

この地にあるのです。 

１９９６年、堀田先生は伝道者生活４２

年を為し終え、安んじ引退されました。ご

息女の住む十勝・中札内村に御夫妻で移ら

れてからは、帯広教会の忠実な礼拝者とし

て、また教会を支えるべく祈りをもって、

静かに余生を楽しまれたのです。先生は実

に見事な絵手紙を多くの方々、教会に出さ

れては、注意深い観察眼と愛情の籠った祈

りの言葉をもって、大いなる励ましを私た

ちに与え続けてくださっていたのです。 

 

 

愛読聖句  

ヨハネ福音書３章 16～21 節 

 

 

（第 72 回大会への 

逝去教職者追悼文） 
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【教会日誌】 
７月 １７日(日) ：８９周年教会創立記念日 

７月  ３１日(日) ～ 8 月 ２４日(日)：新型コロナ感染症防止のため 

会堂での礼拝中止 

１１月 ２７日(日) ：待降節（アドベント 1） 

１２月 １８日(日) ：クリスマス礼拝、 

２０２２年度第 2 回臨時総会 

議長 北村一幸（旭川教会牧師） 

教師竹井剛の帯広教会牧師招聘の件他 

  

【行事予定】 
１月   9 日(日) ：２０２３年度第１回臨時小会 

 議長 北村一幸（旭川教会牧師） 

１月 ２２日(日) ：２０２2 年度定期総会 

 議長 北村一幸（旭川教会牧師） 

3 月 ２０日(月) ～ 3 月 ２１日(火)：第 7２回定期中会（予定） 

 

 

教会のシンボルでもありました黒松ですが、 

倒木の災害発生防止のため 10 月 26 日伐採いたしました。 
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