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But the hour is coming,  
and is now here, 

when the true worshipers will worship  
the Father in spirit and truth, 

John4:23 
 

 



はじめに 

 2012 年 12 月 23 日のクリスマス礼拝で、鳩山のぞみ教会は新会堂を献

堂してから 10 周年を迎えました。この教会は埼玉県の鳩山町で、家庭礼

拝として伝道を開始してから 37 年になります。日本ホーリネス教団の川

越のぞみ教会の伝道所として千代崎秀雄・聖子牧師の導きと熱心な婦人た

ちの信仰の実として教会形成が進みました。鳩山ニュータウンの住宅地に、

一般の住居を増改築した旧会堂で、教会として正式にスタートして、教会

創立 10 周年を迎えたときに、高橋誠牧師はこう記しています。「私ども鳩

山のぞみ教会は昨年十周年を迎えました。神の守りを感謝すると共に、一

つの区切りとして神の前にある私どもの礼拝の姿を再点検する必要も感じ

ております。今、新会堂建築が徐々に進みつつあります。そうした中で、

新会堂が建てばそれで良いのではないということを考えておかなくてはな

りません。新会堂は入れ物で、中身は今から取り組んでいるのです。中身

とは礼拝です。きりりと引き締まって、神の臨在の前に立つ礼拝を失うな

らば、どんなに立派な聖堂も単なる空間に過ぎなくなります。…み言葉に

よるキリストの臨在の前に、週ごとに新しく生起していく信仰の共同体で

す。神の礼拝式の中への現臨、これを真正面から受けとめるところに生命

的信仰、私たちを深く生かす命は見えてくるからです」（抜粋引用）。ここ

に表されているように、ひたすら礼拝に思いを注ぎ、神の臨在を求め、御

言に聴く者となろうとする高橋誠牧師の呼びかけが、鳩山教会を形成して

いきました。 

 高橋誠先生が作られたブックレット『鳩山のぞみ教会―私たちの礼拝式

の手引き』を用いて、私はバトンを引き継いだ後任牧師として、洗礼志願

者や転入者と、礼拝の精神を学び続けてきました。この度、いくつかの要

素も加えてコンパクトな改定版を作る機会が与えられ幸いに感じています。 

 

                         牧師 宮崎 誉   
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１．霊とまことの礼拝① 父なる神の求め 

 あるとき、イエスさまはサマリヤ人の女性と出会いました。井戸のそば

で「水を飲ませて下さい」(ヨハネ 4:7)と、肉体の渇きを潤すために話し

かけたのです。会話が深まり、この女性は自分の心が渇いていることに気

づき始めます。更に自己存在の深みにある霊的な渇きを満たす礼拝につい

て話題が進みます。その時、イエスさまは、「礼拝が捧げられることを求

めているのは、人間ではなく、父なる神さまです」と告げます。人間の心

は最も価値ある礼拝を渇望しますが、それよりも強く父なる神さまがまこ

との礼拝を求めておられるのです。 

聖書 しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊とまこととをもって父を礼拝する時が

来る。そうだ、今きている。父は、このような礼拝をする者たちを求めておられるから

である。（ヨハネ福音書 4章 23節） 

 

２．霊とまことの礼拝② 真心を込めた礼拝式 

 イエスさまは、真心を込めて礼拝を捧げるように招いておられます。初

めて礼拝に来られる方は、プログラムの意味が分からなくて戸惑うかもし

れませんが、少しずつ礼拝の意味を学び、心を合わせられるようになるで

しょう。徐々に礼拝を大切にする生活が身についていきます。しかし、慣

れてきた頃に気をつけてください。心が込められず形式が残り、礼拝が形

骸化することがあるからです。習慣化されるときに、真心を込めることが

大切です。このブックレットの目的は、初めての方に礼拝式の意味をお伝

えし、礼拝生活が身についた方々に礼拝の喜びを回復して頂くことです。 

聖書 神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべきである。

（ヨハネ福音書 4章 24節） 

 

 

 



３．霊とまことの礼拝③ 霊の呼吸 

 イエスさまは、人間の霊が神さまの霊である聖霊と触れ合う礼拝へと招

きました。「霊」は原語では、プニューマというギリシャ語が用いられて

います。プニューマは「息」という意味もありますので、礼拝とは「霊の

息吹」を吹き交わす「霊の呼吸」の場と言えます。 

 山浦玄嗣氏は東北の気仙沼の方言に、聖書を翻訳しました。特別な表記

で東北特有の発音を表現しています。例えば「す」と「し」の間の発音な

ど、横棒を省いた「す」の文字で表現しています。「神様ァ姿ァ喩えろば、

生ぎる力ァ吹ぎ込む息だ。神様ァどごォ拝む者ァ、神様の優す*い息に包ま

れで、真の人の道ィ踏んで、心ォ込めで拝まねァばなんねァ」注１ 

 礼拝とは窒息しかけた心が息継ぎをする所です。あなたも礼拝で、心の

緊張をほどいて、神様の優しい息に包まれて「ほ！」とする平安を経験し

ませんか。 

聖書 イエスは…言われた「安かれ。父がわたしをおつかわしになったように、わたし

もまたあなたがたをつかわす」。そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せになった「聖

霊を受けよ」。（ヨハネ福音書 20章 21-22節） 

 

「わが礼拝」 （原崎百子 肺癌により四十三歳で召天）註２ 

 わがうめきよ わが賛美の歌となれ  

 わが苦しい息よ わが信仰の告白となれ  

 わが涙よ わが歌となれ 主をほめまつるわが歌となれ 

 わが病む肉体から発する すべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ 主を賛美せよ 

 わが熱よ 汗よ わが息よ 最後まで 主をほめたたえてあれ 

  

 

 

 

 

 

 

註１「す*」は横棒なしの「す」。『ケセン語訳新約聖書―ヨハネによる福音書』、E-PIX、67頁 

註２ 原崎百子『わが涙よ わが歌となれ』新教出版社、101頁 



４．霊とまことの礼拝④ 礼拝者の幸い 

 人間の本質を問うときに、知恵の人という意味で人間を「ホモ・サピエ

ンス」と呼びます。ある哲学者は「ホモ・ファーベル」と呼び、「人はモ

ノ作りをする存在」と表現しました。オランダの思想家ホイジンガーは著

書『ホモ・ルーデンス』で「人は遊ぶ存在である」と語ります。ここで紹

介したい言葉は「ホモ・リトゥルギクス」です。「人は礼拝する存在」と

いう意味です。人は礼拝者となるときに、最も人間らしいということを知

って頂きたいと思います。 

 第 2次世界大戦の直後、ソ連に住むクリスチャンは、無神論の共産主義

から様々な迫害を受けました。生きた信仰を持つ若者たちに、ロシア正教

の師父アレクサンデルはこう語りました、「正教会の信仰に生きる者は、

誰であっても＜ホモ・リトゥルギクス＞〔神礼拝に生きる人間〕なのです。

礼拝に生きることによって、純化されるのは、意識だけではありません。

…礼拝に生きると顔つきが変わります。歩き方も、声も、まなざしも変わ

ってきます」。礼拝本能とでも言うべきものが発達するのです。注３ 

聖書 主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は

生きた者となった。（創世記 2章 7節） 

 

気仙沼バプテスト教会の被災後の会堂 

 

註３マーリア・カイスリング『魂への配慮の歴史 12』加藤常昭訳、254-255頁 



５．神の臨在① 式として集中する礼拝 

 礼拝がなぜ大切かを問うときに、それと密接な問いとして、教会とは何

であるのかということを考えなくてはならないでしょう。16 世紀の宗教改

革者たちは、「教会は、聖徒の会衆であって、福音が純粋に宣べ伝えられ〔説

教〕、聖礼典〔洗礼・聖餐〕が福音に従って正しく執行されるところ」（ア

ウグスブルク信仰告白第七條）と表現しました。説教と聖礼典は、礼拝式

におけることですから、 とりもなおさずいのちある礼拝が正しく行なわれ

ることが教会の本質に関わることなのです。教会がいのちに溢れているか

どうかは、人々が礼拝で神の前に深くぬかずいているかどうかを見ること

で、一目瞭然です。もし礼拝がぼやけてくるならば、教会らしさを失って

ゆく教会存亡の危機なのです。 

 キリスト者にとって神さまに賛美を捧げる礼拝の心は、月曜から土曜ま

で、いつでもどこでも継続したい心の姿勢です。けれども注意すべきこと

は、いつでもどこでもということで、礼拝の心の焦点がぼやけてはいけな

いということです。 

 この教会では「礼拝」を意識的に「礼拝式」と呼ぶようになりました。

礼拝式の「式」という表現に触れると、堅い儀礼のようなイメージを印象

に持つ方もあるかもしれませんが、むしろ、こう受け止めてください。礼

拝を式として、限られた時と特定の場所で集中して行うことによって、一

心に礼拝式を行うのです。そして、神さまの御前での真摯な礼拝によって

心を新たにされて、礼拝の恵みが一週間の歩みに溢れ出ていくことを目指

しているのです。 

聖書 ヤコブは眠りからさめて言った、「まことに主がこの所におられるのに、わたし

は知らなかった」。そして彼は恐れて言った、「これはなんという恐るべき所だろう。

これは神の家である。これは天の門だ」。ヤコブは朝はやく起きて、まくらとしていた

石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、その所の名をベテルと名づけた。

（創世記 28章 16-19節）  



６．神の臨在② 待たせて平気でしょうか？ 

 礼拝式への姿勢は、そのまま神さまへの姿勢と言い換えられます。ここ

に礼拝式への遅刻がはばかられる理由が明らかになります。例えば、重要

なお客さんや、大切な人と面会するとします。相手に失礼にならないよう

に、一秒たりとも遅れまいとしませんか。神さまを待たせるならば、それ

こそ神さまに対しての失礼に当たるのではないでしょうか。 

 これは律法主義的要求ではありません。このことで逃すことになる恩寵

が、あまりにも大きいからです。礼拝で神の臨在を真正面から受けとめる

ところに、私たちを生かす生命的信仰が見えてくるからです。このことは

自戒することであって、律法主義的な非難のまなざしを隣人に向けないよ

うに注意しましょう。神さまの御前で自分を問うのです。具体的には礼拝

式の１０分前に着席して、礼拝の心を整えるように心掛けましょう。 

 ある高齢の婦人は、若い頃、恋愛感情なしに結婚させられて、「愛しい」

という感情を知らずに過ごしてきました。ところが教会で、キリストを救

い主として受け入れると、この方が愛しくて仕方なく、礼拝に足しげく通

うようになりました。牧師に、「自分はイエスさまが愛しくて仕方がない。

こんな感情は正しくないのではないか」と尋ねます。牧師は答えます。旧

約聖書に雅歌という一書がありますが、それは神さまへの恋愛の歌です。

恋愛ということでしか語れない神と人との関係があるのだから、正しいこ

とですよ」。恋しい人との出会いにはいそいそと出掛けるはずです。それな

ら、なおさら主イエスとの出会いには、居ても立ってもおられず出掛ける

ようでありたいものです。 

 また、家族のケアや急用など、どうしても遅刻しなくてはならないこと

もあり得ます。こうしたことは神さまがご存じで、恵みの御手をもって受

け止めて下さいます。少々、文の調子が厳しくなったところもありますが、

お許しください。共に豊かな礼拝を築いていきたいのです。 

聖書 「さあ、起きて町を行き巡り、通りや広場で、私の愛している人を捜して来よう。」

…揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目ざめたいと思うときまでは。

（雅歌 3章 2、5節、新改訳第３版） 



７．神の臨在③ 共にある神 

 神さまが臨在して下さる礼拝に集うこと、これは驚くべき恵みです。神

さまの臨在を分かり易く言うと、「神さまが共にいて下さる」ということで

す。私たちはこの恵みを、どれぐらい味わっているでしょうか。 

 ある若いお母さんが、赤ん坊を家族にまかせて、少しだけ出かけました。

戻ってくると大変なことになっていました。赤ちゃんが泣き続けていまし

た。赤ちゃんは、いろいろな必要を泣き声で知らせます。お腹がすいたよ

う。おむつが濡れてるよう。眠いよう。だから大人はミルクを飲ませ、お

むつを替えて、寝かしつけます。でも泣き止まない。あらゆる方法であや

したのですが、ギャーギャー泣き続けたのです。不思議なことにお母さん

が戻って、赤ちゃんをだっこすると、ただそれだけで泣き止みました。一

番の求めは安心の源である存在が側にいてくれることでした。 

 同じように、礼拝とは神さまが一緒にいて下さるところです。18世紀の

ジョン・ウェスレーは神の臨在を喜びとしました。ウェスレーが地上の生

涯を終えるときの最後の言葉は、「Best of All, God is with Us / 最も素

晴らしいことは、神が私たちと共にいてくださること」でした。 

聖書 ふたりまたは三人が、わたしの名によって集まっている所には、わたしもその中

にいるのである。（マタイ福音書 18章 20節） 
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８．捧げる礼拝の姿勢① 献身 

聖書 あなたがたのからだを、神に喜ばれる生きた、聖なる供え物としてささげなさい｡ 

それがあなたがたのなすべき霊的な礼拝である。（ローマ 12:1） 

 

 礼拝式の心は、捧げる心です。礼拝式において肝心なのは献身の心なの

です｡上記のパウロの言葉は 、｢私たちは神さまによって作られ、イエスさ

まが愛し、罪を赦して下さったのだから､その恵み深さが分かるとき、自然

に自らを神さまに捧げるようになる｣ というパウロの招きです。 

 この恵みを深く知っていた笹尾鉄三郎牧師は ｢献身｣ を ｢返身｣ と言い

換えました。これは礼拝で信仰者が自らを捧げると、主の恵みによって作

り変えられていくというのです｡ 

 英語で礼拝をサービスと言います｡このサービスの意味は、神さまが私た

ちに恵みの接待をしてくださるのでしょうか､それとも私たちが神さまに

向かって奉仕をするのでしょうか｡正しいのは後者です｡神さまに奉仕を捧

げるよりも、人間の欲求を満たすことが第一となってしまうと人間中心に

なり、神さまを礼拝する神礼拝とは本質的に異なることになってしまうの

です。礼拝は、捧げるものなのです｡ 

 

      

春日部福音自由教会の会堂 ルドルフ・カイテン作 



 

９．捧げる礼拝の姿勢② 恵まれたい症候群 

 捧げる礼拝の特徴を、ある牧師は､新年の挨拶まわりに例えました｡新年

の挨拶は旧年の恩に感謝して行なわれます｡しかし、ご馳走を目当てに行く

人もあるかも知れません。しかし、ご馳走は好意によるのであって､挨拶の

目的ではありません｡食卓の交わりは良いことですが、意味を取り違えたり、

ご馳走に不平を言っては失礼です。これは礼拝でも同じですが、心のご馳

走を頂くことだけを求める、「恵まれたい症候群」の人が増えています。も

ちろん、神さまは私どもが礼拝をささげることを喜んで受け取ってくださ

り､恵みの振舞いを用意して､私たちを喜びに満たしてくださるお方です｡

しかし、恵まれたいという願望を、当然の権利のように主張するのは間違

いです。その思いは、礼拝の満足度を人間の勝手な価値判断で評価する高

ぶった態度と言えます。むしろ、私たちは恵まれるべきという思いも全く

神に捧げてしまって､ただひたすらに神の前にひれ伏すのです｡ 

 フィリップ・ヤンシーは、礼拝の劇場化に注意を促しています。劇場化

された礼拝では、良い音楽、良いスピーチなど、舞台上の魅力的なパフォ

ーマンスによって、人々を引きつけようとします。そして、会衆はお客さ

んとなり、その心には何の感化も起きないのです。ヤンシーは別の視点を

紹介します。礼拝における舞台は講壇ではなく、会衆の心の舞台です。説

教者は舞台上の主役ではなく、心の舞台の袖から声をかけて導く人（プロ

ンプター）の役割を担っているのです。従って、それぞれの心の舞台の主

役は、会衆の一人一人なのです。その心の舞台をご覧になっている方は、

私たちが礼拝を捧げている神さまです。会衆の心が福音によって作り変え

られると、神様が喜んで下さるのです。ヤンシーはこのような視点で、劇

場化される礼拝に警告を行うと共に、会衆の心が作り変えられる礼拝を描

き出しています。註 4 

聖書 人々が健全な教に耐えられなくなり、耳ざわりのよい話をしてもらおうとして、

自分勝手な好みにまかせて教師たちを寄せ集め…作り話の方にそれていく時が来るで

あろう。（II テモテ 4 章 3-4 節） 



註４ フィリップ・ヤンシー『教会―なぜそれほどまでに大切なのか』いのちのことば社、24 頁 

１０．礼拝の日① 復活の祝い 

 なぜ礼拝式を日曜日に行うのでしょうか。それは、イエスさまが金曜日

に十字架で死なれ、三日目（日曜日）の早朝に復活されたからです。それ

ゆえに、初代の教会は日曜日を「主の日（主の復活を記念する日）」として

覚え、主日礼拝を守るようになりました。時間帯は早朝です。朝日を見つ

めて、主の復活による希望の光に、心が照らされて礼拝しました。 

 さらに礼拝堂を建てる時には、会堂の正面を「太陽の昇る東側に方向づ

ける」という意味で、「オリエンテーションする」という伝統が生まれま

した。それ程に、主イエスの復活を光に照らされることを強く願ったので

す。闇に包まれていた罪深い心を、イエスさまの光が照らす。それゆえに

日曜礼拝は、主イエスの復活の祝いなのです。 

聖書 光はやみの中に輝いている。…やみはこれに勝たなかった。…すべての人を照す

まことの光があって、世にきた（ヨハネ福音書 1章 5､9節）。 
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１１．礼拝の日② 安息日 

 カトリックのシスターで、日本に 60年以上住んでいるジャンヌ・ボッセ

さんは、人生を音楽にたとえる知恵深いコラムを書いています。音楽と同

じように、人生では良い生活リズム、周囲とのハーモニー、ほっとできる

休符を入れることを勧めています（『しあわせは微笑みが連れてくるの』

33-35頁）。 

 私は、毎週 1回、日曜日に礼拝を捧げるライフスタイルを「恵みのリズ

ム」と呼んでいます。安息日を守るように教えているのは、モーセの十戒

ですが、これはエジプト大帝国の奴隷だったイスラエルの民が、神さまの

力強い導きによって解放されて、約束の地に向かうときに与えられました。

奴隷生活から解放されて、自由人として生きるための掟が「十戒」です。

労働は 6日間、心を込めて励みます。そして週の中で 1日、安息日に神さ

まを礼拝するのです。6日間は行為（doing）の日、そして安息の 1日は存

在（being）の日です。神さまの恵みの光に照らされた、自己存在を見つめ

るのです。現代は、奴隷制度はありませんが、奴隷根性に縛られた人は大

勢います。奴隷根性の特徴は、休息を知らないということです。先ほどの

ボッセさんの表現を借りると安息日の礼拝は「人生の休符」なのです。恵

みのリズムが身に着くと、礼拝で神さまの大いなる休符の元、本当の安息

と平安を頂くのが、奴隷根性から解き放たれた真の自由人の姿なのです。 

聖書 安息日を覚えて、これを聖とせよ。六日のあいだ働いてあなたのすべてのわざを

せよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない…主

は安息日を祝福して聖とされた。（出エジプト 20章 9-11節 抜粋） 

 

 

岩手県、大籠キリシタン殉教公園から見た朝日 



１２．礼拝式前① 準備 

 これまでは、礼拝式の精神について考えてきました。ここからは、礼拝

式のプログラムについて学びましょう。まずは、礼拝式が始まる前の時間

の過ごし方です。 

 礼拝の準備として多くの奉仕があります。受付、駐車場係り、会場準備、

空調、音響、音楽の奉仕、茶菓と昼食等です。見えるところ、見えないと

ころで多くの兄弟姉妹が奉仕をしていることに、深く感謝しましょう。 

 主にある兄弟姉妹と挨拶を交わすときに、静まって祈っている方がある

ことを覚えて、特に会堂では騒がしくならないように慎みましょう。礼拝

式の 15 分前から音楽が流れますが、これは祈りの空気を共に温める助け

になります。 

 この礼拝前の時、黙祷の内に心を静めることを学ぶ人は、人生が豊かに

変えられていくでしょう。預言者が荒野で主の御声を聴いたように、イザ

ヤが神殿で聖なる神の栄光に触れたように、主の御前で黙して祈る幸いが

ここにあるのです。礼拝前にワーシップソングを歌う教会も、オルガンの

奏楽が流れる教会も、この精神は同じです。神さまの御前に出る心備えの

内に、静かに祈るのです。奉仕で忙しい時間でもありますが、礼拝後にで

きることは後にして、主の御前で祈ることに集中しましょう。 

聖書 わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう。神にわたしの救いはある。（新共同訳 

詩篇 62 編 2 節） 

 

 

  



１３．礼拝式前② ワーシップ賛美 

 礼拝前の賛美は、礼拝の心を整える大切なものです。教会ではいくつか

の賛美スタイルを取り入れています。CD で静まりに相応しい賛美を流す

時があります。ピアノやオルガンで奏楽する場合もあります。またワーシ

ップ奏楽チームが賛美リードする週もあります。どのスタイルも、同じ賛

美です。選り好みしないで、どのスタイルにも祈り心を合わせられるよう

に心掛けてください。 

 ワーシップ賛美の特徴として、覚えて頂きたいことは、「私とあなた」と

いうように 1 人称と 2 人称で、神さまと呼びかけ合う親密な交わりに、私

たち礼拝者を招くことです。また、平易でシンプルなフレーズを繰り返す

ことによって、霊の呼吸のように祈り歌うことができます。 

 礼拝前の賛美を、「臨在のカーテン」と呼ぶことがあります。礼拝で神さ

まにお会いするために、賛美をくぐるのです。 

 

聖書 主にむかって新しい歌をうたえ。聖徒のつどいで、主の誉を歌え。彼らに…

鼓と琴とをもって主をほめ歌わせよ（詩篇 149 編 1,3 節） 

  

 

 

2012 年アフタージャム 会場：日本ホーリネス教団八王子教会  



１４．招詞① 神さまの招き 

 礼拝式のはじめに、司式者が招きの詞として御言を朗誦します。これは

礼拝が本質的には、神さまの招きによることを表しています。よくある誤

解として、礼拝とは私たちの好みや、熱心さを根拠としていると思う人が

あります。もしそうなら、気持ちが冷めると、礼拝に行かなくなってしま

うでしょう。実は、私たちの求めの前に、神さまの側からの招きがあるの

です。その神さまの求めに応答して、全身全霊をもって賛美と祈りよって

応えるのが礼拝の精神なのです。 

聖書 イエスは立って、叫んで言われた、「だれでもかわく者は、わたしのところにき

て飲むがよい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が

川となって流れ出るであろう」（ヨハネ福音書 7章 37-38節）。 

 

１５．招詞② 会衆への招き 

 はじまりに朗誦される招詞は、司式者が人々を招く言葉でもあります。

それは詩篇にみる礼拝の姿です。人生の旅路で、ある人は疲れ果て、悲し

みの淵で嘆き、あるいは喜びを歌います。旧約で祭司は、弱さを持つ人間

を深く受容し、祈りの心を育て、神さまにとりなし、主の恵みが溢れる礼

拝に招きました。「主に感謝せよ、主は恵みふかく、そのいつくしみはとこ

してたえることがない」（詩篇 118編 1節）。そのように、あらゆる人々

の心を、主の恵みに招き導くのが招詞の役割なのです。 

聖書 全地よ、主にむかって喜ばしき声をあげよ。…われらを造られたものは主であっ

て…われらはその民、その牧の羊である。感謝しつつ、その門に入り、ほめたたえつつ、

その大庭に入れ。（詩篇 100 編 1-4） 

   



１６．頌栄 

 招詞が読まれた後に続くのが頌栄です。神さまの恵みの招きに対して、

その神さまに栄光をお返ししようと、主を讃える頌栄をもって応えるので

す。 

 音楽家バッハは、作曲した曲の楽譜の最後に必ず、SDG と書き入れたそ

うです。SDG とは「Soli Deo Gloria／神にのみに栄光あれ」という意味で

す。「神の栄光のため」に生きる姿は、歴史上、様々な人によってあらわさ

れました。芸術家、宗教家、政治家の中に「神の栄光のため」という人生

観をもって、生きた証しを残した人は多くいます。平凡な人生でも、例え

ばあるパン屋さんは、自分は「神の栄光のためにパンを焼く」と言いまし

た。ある農家は、「神の栄光のために穀物を育てる」。あなたもまた、「神の

栄光のため」に生きる人生を共に歩みませんか。 

聖書 わたしは主が高くあげられたみくらに座し、その衣のすそが神殿に満ちているの

を見た。その上にセラピムが立ち…互に呼びかわして言った。「聖なるかな、聖なるか

な、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ」。（イザヤ 6 章 1-3 節） 

 

  



１７．平和の挨拶 

 私は、礼拝が平和を祈る場となるように、いつも願っています。その思

いは礼拝における挨拶にも表れています。礼拝のはじまりを「おはようご

ざいます」と日常の挨拶で始める教会もありますが、私たちはむしろ招詞

によって、神の招きを聴くところから始めるように心掛けています。それ

では礼拝の中で、お互いの挨拶はないのでしょうか。教会の歴史の中では、

平和の挨拶が大切にされてきました。礼拝式のプログラムの中に、平和の

挨拶という項目が入っている伝統もあります。そこでは、「主の平和」、「あ

なたに平和がありますように」と呼び交わします。子ども礼拝で、「シャロ

ーム（平和）」と呼び掛けあって握手することもあります。 

 私は、説教のはじめの牧師の挨拶で、使徒パウロにならい、「恵みと平安

がありますように」（I コリント 1 章 3 節、ローマ 1 章 7 節）と、平和の挨

拶をします。 

 また牧会祈祷や共なる祈りとして、アッシジのフランシスコの平和の祈

りを用いて祈ることが多くあります。 

  

  「平和の祈り」 

 主よ わたしを平和の道具にしてください。 

 憎しみのあるところに愛を 争いのあるところに和解を 

 分裂には一致を 疑いには信仰を 誤りには真理を 

 絶望には希望を 悲しみには喜びを 闇には光を 

 もたらすことができますように。 

 主よ わたしたちがあれこれ求めることをやめ 

 かえって、慰められようとするよりも慰めることを 

 理解されようとするよりも理解することを 

 愛されようとするよりも愛することを望ませてください。 

 恵みのうちに恵みを受け 

 ゆるしのうちにゆるされ 

 死のうちに永遠
と わ

に生きるのだから。アーメン 



１８．交読文 

 交読文は御言を読みかわす交わりを作ることを目指しています。下に引

用するパウロの言葉は、お互いの交わりが主の御言を宿すように勧めてい

ます。私たちの普段の生活においても、信徒どうしが共にあるときに、御

言を宿すのです。これがキリスト者の交わりです。 

 共同体の祈りは、その共同体を他のどの言葉よりも深く結びつけるので

す。詩篇を読みかわし、共に神さまに祈るのです。お互いの心は神さまに

集められるのです。この絆に結ばれて、会衆は一つになるのです。 

 交読文に用いられる詩篇は、旧約の祈祷集です。祈りの教科書とも呼ば

れています。詩篇には、讃え、願い、嘆き、感謝など、様々な種類の信仰

者の心の叫びが表現されていて、それらの言葉に導かれ、私たちの祈りを

深めていくのです。 

聖書 キリストの言葉をあなたがたのうちに豊かに宿らせなさい。（コロサイ人への手

紙 第 3 章 16 節） 

 

１９．司式者 

 礼拝式には司式者がたてられます。司式者の役割は、教会が定めた礼拝

式の順序に従って礼拝式を進めることです。用語の問題ですが、集会を導

く人を司会者、礼拝式を司る者を司式者と呼びます。人々の前で、人々の

気持ちを盛り上げようと、余計なことまで語る司会者がありますが、むし

ろ礼拝の司式者は、聖なる神さまの御前にあることを自覚し、畏怖の念と

感謝を抱き、賛美と祈りが主の御前に引き上げられることをひたすらに求

める姿勢が重要です。 

聖書 しかし、わたしが顧みる人はこれである。すなわち、へりくだって心悔い、わが

言葉に恐れおののく者である。（イザヤ 66 章 2 節） 

 

 

 

 



２０．会衆祈祷  

 礼拝の大切な要素は祈りです。会衆祈祷は、会衆の祈りの心を代表して

祈ります。その意味で公の祈りです。公の祈りは、個人の祈りとは別の性

質を持ちます。個人の祈りは、どんなに感情的であってもかまいません。

ある時には言葉にならず、うめきしかでないこともあり得るでしょう。そ

れに対して、公に祈られる祈りは、他者にはっきりとわかり、最後に心か

ら「アーメン」と言える祈りである必要があります。冷静にゆっくりと、

明瞭で分かりやすい言葉を選び、会衆に届く声の大きさで祈って下さい。 

 会衆祈祷の要素としては、讃え、悔改め、感謝、執り成し、御言の説教

のための祈りなどがあります。一週間を振り返って悔い改めと感謝を祈り

ます。執り成しの祈りの中で、病の方の為、被災者の為、紛争地の平和の

為に祈ります。もし、政治的なことに触れる場合には、具体的な政党名や

政策に触れて自分の主張を前面に出し過ぎない配慮が必要です。同じキリ

スト者でも、別の立場で信仰的な価値観を持つ場合があり、同席する信仰

者がアーメンと言えなくなるような祈り方にならないように注意しましょ

う。あらゆる価値観の人々が、それぞれの道筋で平和のために奉仕する者

となれるように祈り、また神さまの御心に沿って生きられるように祈りま

しょう。 

聖書 エズラは大いなる神、主をほめ、民は皆その手をあげて、「アァメン、アァメン」

と言って答え、こうべをたれ、地にひれ伏して主を拝した。（ネヘミヤ記 8 章 6 節） 

 



２１．主の祈り   

 主の祈りは私たちの祈りをひとつに結び合わせる祈りです。主イエスが

弟子たちに教えてくださった主の祈りを辿りつつ、私たちは自分の祈りが

広げられ、高められ、深められて、祈りにおいて結ばれるのです。 

      

 主の祈り・口語 註５ 

 天におられるわたしたちの父よ、 

 み名が聖とされますように。 

 み国が来ますように。 

 みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。 

 わたしたちの日ごとの糧を今日も お与えください。 

 わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちも人をゆるします。 

 わたしたちを誘惑におちいらせず、悪からお救いください。 

 国と力と栄光は、永遠にあなたのものです。 

 アーメン  

 

  主の祈り教会（エルサレム） 世界中の言語で主の祈りが表示されています。 

 

註５ 日本聖公会･カトリック教会共通口語訳（2000 年 2 月 15 日版） 



２２．使徒信条   

 信仰告白として使徒信条を唱えます。教会はその初期から誤った信仰理

解と戦いました。人々が好みに合わせて、信仰理解を取捨選択したり、ゆ

がめてはいけないのです。歴史上、異端的な教えは多く登場しました。そ

して、福音の真理に似ているけれども、福音とは異なるものへとすり替え

られる危険に、絶えずさらされてきました。そこで、教会の伝えている信

仰内容を要約し、それを表現することが行なわれました。2 世紀にその原

型が成立した教会の信仰箇条が使徒信条です。これをもって、洗礼を通し

教会に加わる人々の信仰が問われたのです。 

 普段の礼拝では文語の使徒信条を用いていますが、求道者や次世代のた

めに伝道礼拝で、口語の使徒信条を用いることがあります。洗礼入会式や

転入会式があるときには、教団の信仰告白を用いています。 

聖書 あなたはエペソにとどまっていて、ある人々に、違った教を説くことをせず、作

り話やはてしのない系図などに気をとられることもないように、命じなさい。…わたし

のこの命令は…愛を目標としている。（I テモテ 1 章 3-5 節） 

   

  使徒信条・口語註６ 

 天地の創造主、 全能の父である神を信じます。 

 父のひとり子、わたしたちの主イエス・キリストを信じます。 

 主は聖霊によってやどり、おとめマリアから生まれ、 

 ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、 

 十字架につけられて死に、葬られ、 

 陰府（よみ）に下り、三日目に死者のうちから復活し、 

 天に昇って、全能の父である神の右の座に着き、 

 生者（せいしゃ）と死者を裁くために来られます。 

 聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、 

 罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます。アーメン 

 

註６ 日本カトリック司教協議会（2004 年 2 月 18 日版） 



２３．十戒 

 教会は使徒信条と主の祈りと十戒を「三
さ ん

要文
よ う も ん

」と呼び大切にしました。

十戒は「〇〇してはならない」と否定表現が続くので、用いたくないと語

る人もいますが、むしろ十戒の正しい用い方を身につけることが大切です。

十戒の三つ用法の一つ目として、十戒は世界にある多くの法律や倫理観の

原型、もしくは下敷きとして貢献しています。 

 第二は、十戒は罪の自覚に導き、悔改めと救いの扉となります。よどん

だ沼のような人の世で、皆が汚れているならば、自分の罪深さが分からな

くなります。人間の基準ではなく、神さまが与えた十戒の基準で罪を自覚

するときに、自分が十字架の赦しを必要としていることに気づくのです。 

 第三は、十戒を愛の律法として受け止めるのです。神学者ロッホマンは、

十戒を『自由の道しるべ』と呼びました（新教出版社）。主イエスの恵みに

よって、罪赦されて救われた私たちが、十戒が指し示す生き方で、愛の奉

仕者として生きるのです。例として、「殺してはならない」は「命を大切に」

という生命倫理において積極性を持ちます。神に生かされている恵みを深

味わい、生命を尊重する生き方へと導きます。 

十戒 

わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し

た者である。 

第一戒 あなたはわたしのほかに、何ものをも神としてはならない。 

第二戒 あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。 

第三戒 あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。 

第四戒 安息日を覚えて、これを聖とせよ。 

第五戒 あなたの父と母を敬え。 

第六戒 あなたは殺してはならない。 

第七戒 あなたは姦淫してはならない。 

第八戒 あなたは盗んではならない。 

第九戒 あなたは隣人について、偽証してはならない。 

第十戒 あなたは隣人の家をむさぼってはならない。  



２４．会衆賛美   

 賛美において大切なことは、音楽と共に、言葉を深く味わうことです。

ワーシップは平易でシンプルな表現が用いられますが、賛美歌や新聖歌で

は、福音の骨格を伝える教理の言葉が多く用いられます。 

 私たち日本ホーリネス教団のルーツである 18 世紀英国のメソジスト運

動は「神学を歌う教会」だったと言われています。メソジスト運動を導い

た人物が、ジョンとチャールズ・ウェスレー兄弟です。弟のチャールズ・

ウェスレーは非常に多くの賛美を作詞しました。兄のジョン・ウェスレー

は、1780 年に編集された『メソジスト賛美歌集』を小型の実践神学と呼び

ました。このように賛美を愛し、そこに福音の真理を言い表す教理の言葉

を、歌詞として編み込んでいきました。こうして、メソジスト運動は、福

音を歌う群れとなっていきました。 

 

聖書 けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。

（詩編 22 編 3 節・新改訳第 3 版） 

 

 

 

 

 

アガパンサス（アガペーの愛の花） 

  



２５．音楽の捧げ物（特別賛美）  

 伝道礼拝式では、音楽の捧げ物というプログラムが準備されます。これ

は礼拝に、新しい方々を呼び寄せるためのアトラクションではありません。

もちろん新しい方々に来て欲しいのですが、賛美は本質的には神さまへの

感謝を表現し、神さまに捧げられるものです。そのことを明確にできるよ

うに、音楽の捧げ物という名称で呼ぶようにしています。 

 神さまへの感謝の捧げ物ですので、それに対して拍手をするのは、労を

ねぎらう気持ちは分かるのですが、せっかく神さまに献げられた賛美を、

拍手によって人間が横取りすることにもなりますから控えましょう。捧げ

られた賛美を通して神さまをあがめたことを伝えたい場合には、後でその

ように本人に語りかけると良いでしょう。また、アーメンと唱えることは、

捧げられた賛美と一つになることでもあります。 

聖書 主をほめたたえよ。その聖所で神をほめたたえよ。その力のあらわれる大空で主

をほめたたえよ…息のあるすべてのものに主をほめたたえさせよ。主をほめたたえよ。

（詩篇 150 編 1、6 節） 

 

 

 

  



２６．証し（マイ・ストーリー）   

 伝道的な礼拝式では、信仰者の体験談を語る「証し」がプログラムとし

てあります。証しとは信仰の体験談であると共に、重要な要素はキリスト

の恵みを証言することです。既に信仰告白と賛美が、神を讃えることだと

言いましたが、キリストを証言する言葉も神を讃える意味を持っています。

特にホーリネス教団の特質として、信仰の主体的な側面を大切にしてきま

した。神の恵みへの応答の言葉として証しは大切な機会であり、その言葉

に促されて、礼拝に集う会衆が共に神をあがめるのです。 

 証しがキリストの証言であることが深く問われます。自分のことを語り

ながら、神さまの恵みを語る。その時、あがめるべき神さまを指し示して

いるかが問われているのです。そうしますと自分の英雄談や自慢話として

ではなく、取るに足らない自分の内側に働きかけた神の恵みを証しするこ

とになるのです。自分の弱ささえも用いて、キリストの恵みが働く機会と

して下さる。そのような言葉こそ証しにふさわしいのです。 

聖書 わたしが切実な思いで待ち望むことは、わたしが、どんなことがあっても恥じる

ことなく、かえって、いつものように今も、大胆に語ることによって、生きるにも死ぬ

にも、わたしの身によってキリストがあがめられることである。わたしにとっては、生

きることはキリストであり、死ぬことは益である。（ピリピ 1 章 20-21 節） 

 

 

 

 



２７．聖書朗読   

 礼拝式の大きな三つの部分は①御前への近づき、 ②神の言葉の宣教、 ③

恵みへの応答です。聖書朗読からは、その礼拝式の第二の部分である神の

言葉の宣教に入ります。聖書朗読は、神の言葉が語られる意味において大

変重要なものです。聖書朗読は説教が語られるための準備ではありません。

むしろ逆で、聖書が神の言葉として聴かれるために説教は存在するのです。 

 このことが十分確認されないと、聖書が読まれるのは、ほんのおしるし

程度にして、説教者は自分の所感を何でも語るようになります。しかし、

本当の救いは神の言葉にあるのですから、朗読される聖書に説教者は真実

に向き合って、福音を解き明かすのです。 

聖書 御言を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な

心でよく教えて、責め、戒め、勧めなさい。（II テモテ 4 章 2 節） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２８．説教① 神の言葉 

 私たちは神の言葉を聴くために、説教を中心とする礼拝を実践してきま

した。そこで起こる問いは、人間が語る説教がどのように神の言葉を表す

ことができるかという問いです。この問題にプロテスタント教会は、古く

から向き合ってきました。そして、「神の言葉の説教は、すなわち神の言葉

である」（第二スイス信条）というテーゼを確認したのです。つまり、説教

の場であったとしても、説教者が神の言葉である聖書から離れて語りはじ

めたら、それはもう説教の名に値しないのです。他方、たとい雄弁には程

遠く、口下手であったとしても聖書から説教しているならば、それは神の

言葉であるということです。そのような営みのために、教会をあげて牧師

のために祈ってほしいのです。 

 プロテスタント教会には像は置かれていません。ですから、教会に初め

て足を運んだ方は、どちらに向かって祈るか戸惑うことがあるようです。

私たちは神さまを拝むのに像を必要としません。代わりにもっと命ある聖

書の御言があるのです。教会の特徴は言葉の中で礼拝をささげるというも

のです。まことの神は御言をもって、ご自身を明らかにされます。そこで

聴くべき御言に出会い、新たにされていくのです。 

聖書 神の言は生きていて、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、

関節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けることができる。

（ヘブル 4 章 12 節） 

    

 



２９．説教② 教会を建て上げる言葉 

 説教は教会をつくる言葉です。パウロは地中海一帯に出来はじめた教会

に向けて説教を手紙で書き送っています。それらの書簡が教会の礼拝で朗

読されて福音が語られたとき、その際、倫理的な勧告も与えられました。

教会が世間の風に吹かれて、世の中の集団と同化しそうになるときに、倫

理的な勧告をもって正されたのでした。 

 「勧告」と訳される言葉は多様なニュアンスを含みます。ある場合には

「慰め」、また「励まし」を意味します。つまり、勧告は生き方を正す勧め

であり、同時にまことの慰めを与える教えです。恵みに感じていれば、教

会は放っておいても勝手に出来上がるというものではありません。「教会形

成」という言葉がよく使われますが、それはキリストの形が成るというこ

とを言い表わしているもので、 それは何よりも説教においてキリストの慰

めと勧告の言葉が語られ、それを正面から受けとめるところに生じていく

のです。それゆえに、教会は「慰めの共同体」と呼ばれるのです。 

聖書 神は、いかなる患難の中にいる時でもわたしたちを慰めて下さり、また、わたし

たち自身も、神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中にある人々を慰

めることができるようにして下さるのである。それは、キリストの苦難がわたしたちに

満ちあふれているように、わたしたちの受ける慰めもまた、キリストによって満ちあふ

れているからである。（II コリント 1 章 4-5 節） 

  



３０．聖餐① 主の臨在 

 説教とともに、聖餐について考えてみましょう。説教が主の臨在を告げ

ることを目的としているのと同じように、聖餐も主の臨在の現れを目的と

しています。カトリック教会では司祭の祈りにおいて、パンはキリストの

肉に、ぶどう液はキリストの血に実体変化すると受け止めてきました。私

たちプロテスタント教会は聖餐に、聖霊の働きによってキリストの霊的リ

アリティが伴っていると信じ、聖餐を重んじています。 

 聖餐は主の十字架の恵みを、食べるように信じる行為です。私たちは霊

的な食物として、聖餐の恵みにあずかり、キリストの臨在に触れるのです。 

聖書 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしにおり、わたしもまたその人に

おる。（ヨハネ福音書 6 章 56 節） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ホーリネス教団 尾久教会 



３１．聖餐② 聖餐と説教 

 今回は聖餐と説教の関係を見ることにいたしましょう。カトリック教会

は礼拝（ミサ）の度ごとに、聖餐（聖体拝領）にあずかります。それは聖

餐がなければ礼拝は成り立たないと考えるからです。プロテスタント教会

では聖餐は毎回は行われません。聖餐が行われない時でも、御言の説教が

あるならば、礼拝は成立すると考えるからです。礼拝が成り立つかどうか

は、神がおられるという臨在のリアリティにかかっています。カトリック

教会の礼拝は聖餐においてキリストの臨在を現し、プロテスタント教会は

御言の説教によってキリストの臨在を現しているのです。プロテスタント

教会は、御言が神の臨在を十全に表すと信じる特質を持っているのです。 

 近年、カトリックとプロテスタントの歩み寄りが進み、それをエキュメ

ニカル・ムーヴメント（教会一致運動）と呼びます。これは大変喜ばしい

ことです。互いの伝統や特徴を理解し合い、共に福音の真理の追究に励ん

でいるのです。カトリックとプロテスタントの交流を通して、私たち福音

主義の教会において聖餐を大切にする心が回復され、また自分たちの特徴

である御言の説教の大切さも捉え直しているのです。 

聖書 もしわたしの言葉のうちにとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわた

しの弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに自由を得

させるであろう。（ヨハネ福音書 8 章 30-31 節）   

 

 



３２．聖餐③ 聖餐卓 

 聖餐卓について述べてみます。初代教会の礼拝式は、主の食卓（最後の

晩餐）の再現でした。それは教会の原形です。つまり教会とは、主の食卓

を囲む交わりです。 

 今世紀半ばを過ぎ、カトリック教会は大きな自己改革をしました（第二

バチカン公会議等）。また、原始教会の礼拝の様子を告げる文書が発見され、

初期の主の食卓の姿に、立ち帰っていったのです。こうした礼拝改革、別

の表現では典礼運動（リタージカル・ムーヴメント）は、世界中の教会に

影響を与えました。その一つの特徴は 式としての礼拝の重視であり、聖餐

の回復です。 

 聖餐の回復は聖餐卓の回復にも繋がります。私たちの教会は、毎週、聖

餐が祝われるわけではありませんが、意識して聖餐テーブルを説教の講壇

の前に置いています。それは、聖餐が行われない礼拝においても、説教と

聖餐とが一つの繋がりにあることを明らかにするためです。 

 皆さんに気をつけて頂きたいのですが、聖餐卓は心して大切にして、気

軽に物を置かないようにして重んじましょう。 

聖書 一緒に食卓につかれたとき、パンを取り、祝福してさき、彼らに渡しておられる

うちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。 

（ルカ福音書 24 章 30-31 節） 

 

イエスズ会鎌倉殉教者記念黙想の家 



３３．献金 

 礼拝式の本質が捧げる心であることが分かると、献金の意味の大きさを

理解できます。献金は聴講料でも、恵みに感激して財布の紐がゆるむとい

うことでもありません。神さまに対する献身の意味を込めた厳粛なもので

す。神さまに自らを捧げる礼拝式のクライマックスとも言えるでしょう。 

 額はどのように決めるのでしょうか。いくらでも良いというのでも、相

場を気にするのでもありません。第一、相場などということは献金の心に

ふさわしくないことです。個々が、神の前に立つ真剣な思いから生み出さ

れてくる額が大切です。誤解を恐れずに言えば、身を切るほどの献げ物を

する信徒は、生きた信仰の持ち主です。神への深い感謝に生きているから

です。パウロは献金について、「各自惜しむ心からでなく、また、強いられ

てでもなく、自ら心で決めたとおりにすべきである」（II コリント 9 章 7

節）と教えています。 

 主イエスは、神殿にレプタ二つの献げ物をした身寄りのない婦人の信仰

を称賛されました（ルカ福音書 21 章 1-4 節）。レプタとは最小の貨幣です。

この婦人は、金持ちが誇らしげに大金を投げ入れている隣で、その金額の

小ささも忘れて捧げたのです。なお忘れてはならないのは、このレプタ二

つは所持金の全てであったことです。つまり、献金において最も問われる

のは、真に自分自身を捧げ得たかということなのです。 

 アフリカの宣教師で、探検家としても有名なリビングストンは少年時代

に、ある礼拝で献金のためのお金を持っていませんでした。その時、自分

自身を献金の盆の上に置いたのです。このリビングストン少年の行為は、

献金における献身の意味を表した良き証しとなりました。 

 献金の後の感謝祈祷では、説教への応答を祈ると共に、「献金したごとく

に自らを捧げます」という祈りをします。 

聖書 神の受けられるいけにえは砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を、か

ろしめられません。…その時あなたは義のいけにえと燔祭と、全き燔祭とを喜ばれるで

しょう。その時あなたの祭壇に雄牛がささげられるでしょう。（詩篇 51 編 17、19 節）  

  



３４．祝福 

 礼拝式の終わりに祝福があります。多くの教会では「祝祷（祝福祈祷）」 

と呼ばれます。意識して「祝福」と呼ぶ理由は、祝福がまだないので祈願

しているというのではなく、礼拝式の締めくくりの時、今まさに祝福その

ものが礼拝出席者に付与されていることを明確にするためなのです。「祝福

があるように」と祈って、祝福が来るのを待っているのではなく、その祝

福の言葉自体が すでに祝福の現実として訪れているのです。 

 ある牧師は、キリスト者が恵みに成長するのは、まさにこの祝福を心か

ら受ける積み重ねによると表現しました。様々な種類の豊かさが語られる

現代にあって、キリスト者とは、この神の祝福にかけがえのない豊かさを

見いだしている者であると言えるでしょう。礼拝毎に祝福の年輪を増して

いくことを切に求めましょう。 

 

聖書 あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。 

 「願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。 

  願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。 

  願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」。 

 （民数記 6 章 22～26 節）  

 

 

高橋誠牧師 



３５．後奏、派遣、報告 

 祝福の後に後奏が演奏されます。礼拝式の前奏は神の臨在の世界に入っ

ていくカーテンだと言いましたが、後奏も臨在のカーテンです。そこから

出て、今度はキリスト者としての証しの歩みに派遣されていくことを表し

ています。礼拝から、世に遣わされて行くのです。 

 私が留学中に出席していたメノナイト派の教会では、「平和の内に行きな

さい（Go in peace）」と、主によって平安が与えられた者として、平和の

使者として世に派遣される喜びを味わいました。 

 それに続く礼拝式の後の報告は単なる事務連絡ではありません。キリス

トの体としての教会の営みにとって大切な時です。紹介される集会は、祈

りと奉仕によって準備された集会であり、役員会や諸委員会の取り組みが

報告されます。現状を把握して感謝をし、課題に対しては祈りを捧げます。 

聖書 イエスは彼女にこう言われた。「娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。

安心して行きなさい。(マルコ 5 章 34 節) 

 

 

 

 

 

 

 

日本ホーリネス教団八王子教会の青色のステンドグラス 



あとがき 

 礼拝の神学と実践は、実に広大な分野です。私自身、多様な礼拝経験を

重ねてきました。福音派の教会で育ち、学生時代には米国で、いわゆるコ

ンテンポラリー・ワーシップで霊的に養われました。副牧師として東京聖

書学院教会で奉仕した四年間は、小林和夫牧師の臨場感溢れる説教で御言

による恵みの洪水に浸り、留学中はメノナイト派の静かに平和への思いを

深める礼拝に憩いました。合同メノナイト聖書神学校ではテゼ共同体式の

霊の呼吸としての賛美と祈りに触れました。アラン・クライダー教授の授

業では、エキュメニカルな広がりを持つ典礼刷新運動の貢献を学びました。

未だ完成していませんが、アラン・クライダー師の著書『初代教会の礼拝・

伝道・平和』の翻訳を取り組んだ時にも、初代教会の礼拝における命がけ

の戦いを学ぶ機会を得ました。 

 そのような学びを経て、日本に戻ったときに、高橋誠牧師が鳩山教会の

教会員と共に真剣な礼拝改革に取り組んでいたことに、深い感銘を受けま

した。当時、尾久教会の高橋政男牧師を中心とする礼拝学の共同研究会や、

加藤常昭牧師が主催する説教塾で説教と礼拝に関する豊かな学びの場があ

り、それらが高橋誠先生を通して、鳩山教会で実を結んでいったのです。 

 礼拝学のシリル・リチャードソン教授は、どのような礼拝形式も、その

礼拝の伝統が存続している以上、人々が神の栄光を賛美する上で、有益な

役割を果たしているのだから、否定的に扱わないようにと教えました（J・

ホワイト『キリスト教・礼拝の歴史』8-9 頁）。実際、様々な礼拝形式によ

って、自分の信仰が養われてきたので、その多様さを福音の表れの豊かさ

として受け止めています。 

 昨年、天に召された教会員の染谷喜久子姉は、高齢になられたときに、

体力の衰えから自宅でテープ礼拝を守り続けました。最晩年には入院先で

の祈りの生活を続けました。ひたすら神礼拝を愛し、召される数日前に、

病床で聖餐式をした日のことを思い起こします。礼拝者としての生涯を全

うした先輩の足跡に倣い、主を仰ぎ続ける生涯を全うしたいと願います。 

鳩山のぞみ教会 宮崎 誉  
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for the Father seeks such as these to worship him. 
John4:23 
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