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―朝の礼拝から 1 ―

イエスの軛を負う
マタイによる福音書 11 章 28～29 節
「疲れた者、重荷を負うものは、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。」これは教会の入り口に
ある掲示板でよく見かける聖句です。ここで言う「疲れた者」とは肉体的に疲れた人ではなく、善人になろうと
必死に努力するが、結局善人にはなれず、精神的に疲れてしまった人たちのことを指すと言われています。当時
の律法学者やファリサイ派の人たちには、生活のあらゆる行動を規則でがんじがらめに縛られており、それらを
守らなければ天国に行けないと信じられていました。そんな疲れたユダヤ人たちに対して、イエスは「私の軛を
負い、わたしに学びなさい」と呼びかけます。イエスはさらに「私の軛は負いやすく、私の荷は軽いからである」
とおっしゃっています。負いやすいとは体に合ったという意味で、イエスは我々一人一人にあった軛を作ってく
ださり、サイズが合わずに首がすりむけたりすることのないよう最大限の配慮をしてくださるとおっしゃってい
ます。「私の荷は軽い」とは、軛自体が軽くて運びやすいという意味ではなく、イエス自身が私たちと一緒にな
ってその軛を背負ってくださるから、そのイエスを受け入れれば結果的に、軛は軽くなるという意味だそうです。
イエスが生きていた時代に限らず、この世はどんな時でも背負いきれない程の重荷がそこら中に満ち溢れていま
す。
先週、島原に旅行に行ってまいりました。旅行中、有馬キリシタン遺産記念会館に立ち寄り、その時初めて、
弾圧の中で、棄教した多くの転びキリシタンが後に立ち帰ったことを知らされました。記念会館内には原城に立
て籠もる一揆軍から幕府軍に向けて放たれた弓の中に入っていた一通の手紙が公開されていました。手紙の中で
は、重税に苦しむ農民たちが、現世に絶望し、貧しいものに施しをするキリスト教に希望を見出したことが書か
れていました。当時原城に立てこもった人たちの生活があまりにひどく、命を危険にさらしてまでも、イエスの
軛を負いたいという思いが伝わってきました。神の大いなる恵に感謝したいと思います。
狩野 暁洋（英語学科）
―朝の礼拝から 2 ―

A Christmas Abroad
テモテへの手紙Ⅱ4 章 7 節

When I was a student, I studied Russian, and in England, if you study a foreign language, you usually have
to spend a year at a university in the country where the language is spoken. Consequently, one very cold
Christmas I found myself in Moscow in, what was then, the Soviet Union. At that time, under Communism,
Christianity was not encouraged and Russians couldn’t celebrate Christmas in the same way as they can today.
However, the Russian Orthodox Church was allowed to function to a limited degree, and I was able to attend a
Russian Orthodox Christmas service in Moscow.
Orthodox churches are different to the churches that I grew up with in England. They are lit with candles and
are beautifully decorated with gold and many paintings. There is incense in the air and the atmosphere is very
intense. Also, the Orthodox priests wear very elaborate clothes and, with their long beards, look extremely
grand and imposing. When the service was over, I was surprised by an old couple who invited me to their
apartment to have lunch with them saying, “It’s Christmas.”
Their apartment was very small and it was obvious that they were just ordinary people living on a pension
from the State. However, they were extremely generous and gave me plenty of food and drink. We talked
about many things and I had a very enjoyable time.
I will always remember the old couple I met in Moscow many years ago. They did not know me, but still they
had the generosity and kindness to share their food and time with me. I learnt from them that Christmas is not
simply about having a great time with family and friends, but rather it is about sharing with and giving to
everyone.
Andrew Gorringe（英語学科）

