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マタイによる福音書 5 ： 43－ 48 

   「あなたがたも聞いているとおり、 

『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられて 

 いる。しかし、わたしは言っておく。敵 

 を愛し、自分を迫害する者のために祈り 

 なさい。あなたがたの天の父の子となる 

 ためである。父は悪人にも善人にも太陽 

 を昇らせ、正しい者にも正しくない者に 

 も雨を降らせてくださるからである。自 

 分を愛してくれる人を愛したところで、 

 あなたがたにどんな報いがあろうか。徴 

 税人でも、同じことをしているではない 

 か。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、

どんな優れたことをしたことになろうか。

異邦人でさえ、同じことをしているでは 

ないか。だからあなたがたの天の父が完 

全であられるように、あなたがたも完全 

な者となりなさい 。」  

            （新共同訳聖書） 

 

皆様が内坂先生を中心にこの聖天伝道所を 

お始めになってから、ちょうど十年になると 

いう祝福すべき日の礼拝に、お招きをいただ 

き、お話をする機会を得ましたことを、まこ 

とに有難く、光栄に存じます。 

 今朝は、この有名な「山上の垂訓」の一節 

から、イエスの語られた「愛」と「完全」と 

いう二つの言葉を、共同体形成という観点か 

ら、ご一緒に考えてみたいと思います。 

 

        １ 

まず、ここでイエスの言われた「敵を愛す 

る愛」の性質を吟味することから始めたいと 

思います。 

  

 

 

 

アメリカの黒人公民権運動の指導者であっ 

たマーティン・ルーサー・キングは、その代 

表的な説教「汝の敵を愛せよ」の中で、この 

イエスの愛を、ギリシャ語を使って次のよう 

に説明しています。 

 

ギリシャ語訳の新約聖書が、愛を表す 

言葉は三つある。そのうち、エロスとい 

 う言葉は、一種の美的な、あるいはロマ 

ンチックな愛を意味する。プラトンの対 

話篇では、エロスは神的なものの王国に 

対する魂の憧憬である。第二の言葉はフ 

ィリアで、これは一種の相愛であり、友 

人間の親密な情愛であり友情である。わ 

れわれは自分の好きな人々を愛するので 

あり、われわれは愛されるから愛するの 

である。第三の言葉はアガペーである。 

それは万人に対する理解であり、創造的 

・贖罪的な善意である。報いに何ものを 

も求めないあふれるばかりの愛であるア 

ガペーは、人間の心の中に働いている神 

の愛である。神がすべての人間を愛する 

から、われわれはその人々を愛するので 

ある。この段階で、われわれは、彼がす 

る行為を憎むけれども、悪事をするその 

人は愛するのである。   

「汝の敵を好きになれ」と彼がいい給 

わなかったのは、われわれの幸いとする 

ところであろう。まず、どうしても好き 

になれないというような人々はいるもの 

である。「好きになる」というのは、セ 

ンチメンタルな情愛の深い言葉である。 

公然たる目的が、われわれの存在そのも 

のを粉砕し、われわれの進路に数えきれ 

愛と完全 — 共同体形成の原理 

えて 
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ないほどの邪魔物を置くことにあるよう 

な人に対して、どのようにしてわれわれ 

は情愛を抱くことができようか。われわ 

れの子供たちをおびやかし、われわれの 

家庭に爆弾を投げてくるような人を、ど 

のようにして好きになることができよう 

か。これは不可能である。しかしイエス 

は愛する
．．．

ということが好む
．．

ということよ 

りも偉大であることを認め給うた。イエ 

スは、われわれに敵を愛せよと命じ給う 

時、エロス
．．．

についても、フィリア
．．．．

につい 

ても語っているわけではない。彼は、万 

人に対する理解ないし創造的・贖罪的善 

意なるアガペーについて語り給うている 

のだ。この道に従い、このタイプの愛を 

もってこたえることによってのみ、われ 

われは天にいます、われらの父の子とな 

ることができるのである。（蓮見博昭訳 

『汝の敵を愛せよ』新教出版社） 

 

ギリシャ語には愛を表す語が三つないし四 

つ（このほかにストルゲーという、主として 

親子の愛情をあらわす語があります）ありま

すが、新約で使われているのは実はフィリア 

とアガペーの二つのみで、エロスは使われて 

おりません。これはキングの思い違いではな 

いかと思います。ただキングがエロスという 

語を、ユダヤ人が伝統的に「隣人を愛し、敵 

を憎め」と教えた時の「愛」に当る語と理解 

していたのではないかということは、十分に 

考えられます。 

「隣人を愛し、敵を憎め」という句は旧約 

聖書の中にはありません。しかしユダヤ人が 

「隣人」すなわち同胞である同じユダヤ人を 

愛し、「敵」すなわち異邦人を憎むというこ 

とは、彼らの倫理の基本であり、生活の知恵 

でありました。ご存知のように古代オリエン 

トの歴史は「肥沃な三日月形地帯」の争奪戦 

でありました。ひとたびそこに入った者は何 

としてでも自分の既得権益を確保しようとし 

て、民族が一致団結、互いに助け合い共に戦 

って、他民族の侵入を排除しようとします。 

それ以外に民族の生き残る道はなかったわけ 

であります。古代イスラエル民族、すなわち 

聖書の民族もまた紀元前十三世紀ごろにこの 

地帯の西南端に入って農耕定着民になって以 

来、ずっとこの倫理に従って生きてきたので 

す。しかも次から次へと興る古代オリエント 

の帝国に絶えずじゅうりんされ、イエスの時 

代にはローマの桎梏のもとにあった彼らが、 

隣人を愛すれば愛するほど彼らを攻める敵を 

憎まざるを得ず、敵を憎むことをもって隣人 

への愛のあかしとしたとしても、決して彼ら 

を安易に責めることはできません。イエスは 

そうした事情を十分に知り、そうした彼らの 

精神的伝統に十分敬意を払いながらも、あえ 

て、敵すなわち異邦人をも同じように愛せよ 

と教えられたのであります。 

 「隣人を愛し、敵を憎め」という倫理は、 

それではユダヤ人、あるいは中東地域の人だ 

けのものでありましょうか。それは古代の未 

開の民の道徳でありましょうか。もちろん決 

してそうではありません。人間はおしなべて 

昔も今もいつもそうなのだと思います。社会 

学でいう「内集団・外集団の倫理」がそれで 

す。仲間うちはどこまでも仲良く、しかしヨ 

ソ者には無関心で冷たいという倫理の二重構

造です。この場合、すなわち自分が所属して 

いない集団―外集団（あるいはその成員）に 

対して無関心であり、これを排除し、これを 

憎み、これに敵対するということがある限  

り、自分の所属する集団一内集団（あるいは 

その成員）に対して、どんなに優しく、親切 

に、仲良くしようとも、それは決して本当の 

愛ではありません。それは愛しているのでは 

なく、単に好きであるに過ぎない。そのよう 

https://kanji.jitenon.jp/kousei/list.php?data=684e
https://kanji.jitenon.jp/kousei/list.php?data=684e
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な愛はエロスであってアガペーではないので 

す。 

 こう考えてまいりますと、島国民族で同質 

性が高く、内集団・外集団倫理の日本版とも 

言うぺき「イエ・ムラ共同体倫理」に規制さ 

れて生きてきた私ども日本人、そして今や日 

に日に縮まり行く世界の中で、閉ざされた社 

会から開かれた社会への転換を迫られている 

私ども日本人にとって（国際化、特に第三世 

界との交流において ）、 「敵を愛せよ」とい 

うイエスの教えは実に適切で、新しい生き方 

に対する豊かな示唆と大きな励ましとを与え 

てくれていると思います。 

 ところで『甘えの構造』の著者土居健郎氏 

はこの名著に先立つ『漱石文学における「甘 

え」の研究』という著書の中で、次のような 

興味ある指摘をしています。 

 

欧米人はよく好きだけれども愛さない、 

という台詞を口にする。これはわれわれ 

日本人にとってちょっとした驚きであ 

る。われわれは好きになることは愛する 

ことだと思っているが、欧米人はこの二 

つの感情をはっきり区別する。英語で「 

好く」と「似ている」は同じ like で示 

されるように、彼らにとって好きになる 

ことは親近感を覚えることであり、両者 

の共通性を自覚することである。これに 

対して愛するとは、自分と異なる他者を 

愛することである。 

 

この指摘は、先の「イエスがわれわれに『汝

の敵を好きになれ』と言われなかったことは

実に幸いだ」というキングの言葉にぴったり

と符合しています。 

 いささか余計な話になりますが、私個人は 

「好きになる」ということがつまらない感情 

だとは思いません。「相手との共通性を自覚 

して、互いに親近感を覚えること」は人間に 

とって大切で幸福なことです。ただそれは、 

愛と言えば、愛のほんの一部であり、愛へ至 

るきっかけに過ぎないのであって、それを愛 

そのものであると錯覚してはならないという 

ことだと思います。好きと言う感情はすぐれ 

て男女の間の感情でありましょう。恋愛は一 

途で、人を純粋にするなどの勝れた特性を持 

っていますが、その弱点は何といっても当事 

者が自分たち以外の人（外集団）のことを全 

く忘れてしまうことです。ですから恋愛もま 

た、それだけでは愛として全うされないので 

す。むしろ「愛することは自分と異なる他者 

を愛すること」であって、自分と異なる存  

在、自分とは異質な存在を認めること、そう 

いう存在を評価すること、別言すれば自分と 

ライクでなく、自分がライクでもない者を愛 

することであるというのです。 

 

         2  

 次にキングの挙げた「フィリア」の愛につ 

いて考えてみることにします。 

フィリアは「友人間の親密な情愛であり友 

情」です。イエスのここの言葉で言えば、 

「愛してくれる人を愛したところで」「自分 

の兄弟に挨拶したところで」という、その愛 

がフィリアです。相互愛、すなわち互いに相 

手の価値を認めてそれを尊重し、互いに尊敬 

し、互いに愛しあうに価するゆえに愛しあ  

い、互いの人格的完成のために愛し、愛され 

る愛、これがフィリアです。実に美しい、充 

実した愛です。これこそ人間の持ち得る最高 

の愛ではないでしょうか。事実、ギリシャ人 

はこの愛、フィリアをもって彼らの至高の徳 

としたのでした。その典型の一つが、太宰治 

がその珠玉の短篇「走れメロス」に美しく描 

き出した、メロスとセリヌンティウスの「ア 

ミティエ・マスキュリーヌ」（男の友情）で 
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ありましょう。 

 それにもかかわらず、イエスはその愛を厳 

しく批判されました。「自分を愛してくれる 

人を愛したところで、あなたがたにどんな報 

いがあろうか。自分の兄弟にだけ挨拶したと 

ころで、どんな優れたことをしたことになろ 

うか」と。そしてそのようなことならば、ユ 

ダヤ人が軽蔑していた取税人や異邦人でさえ 

もしているではないかと、彼らにチャレンジ 

されたのであります。なぜでしょうか。 

 ここでも私はイエスが、いたずらにこの「

異邦人（ギリシャ人）の愛」をなみしたとは

思いません。イエスの倫理の基礎は決して民

族の精神的伝統の廃棄にあるのではなく、そ

の成就にこそあると言っておられるのですか

ら（マタイ 5 ：１７ ）。 イエスはフィリアに

十分な敬意を払いながらも、それが人間の愛

として素晴しいだけそれだけ、そこに人間の

恐るべき奢りがあることを洞察されて、それ

を怒り、悲しまれたのが、このような激しい

否定のことばになったのではないでしょうか。

フィリアもまた、エロスと同じく、それだけ

では決して完き愛にはなり得ないのです。 

 ところで太宰の「走れメロス」について興 

味あることは、彼がこれを書いたと同じ時に 

「駆込み訴へ」という作品を書いていること 

です。これは申すまでもなくイエスを裏切っ 

たイスカリオテのユダの訴えのことですが、 

それが太宰自身のいわば「告白」であること 

は言うまでもありません。すなわち、ここで 

太宰は一方で友情の理想の姿を描きながら、 

他方で人間の愛とか信頼がいかにもろく弱く 

破れやすいものであるかを、自らの苦悩をも 

って訴えたのでした。現に「走れメロス」の 

最後において、メロスもセリヌンティウス  

も、自らの心の中にあれほど信じ切った友を 

も疑う瞬間があったことを告白しあい、それ 

を深く恥じて互いに殴り合った後に、互いに 

抱き合ったというのです。 

 エロスの愛がどんなに一途で情熱的であろ 

うと、またフィリアの愛がいかに美しく高貴 

であろうと、それだけでは人と人との関係、 

あるいは人が共に作りなす共同体の規範とな 

ることはできないようです。人間は弱く、醜 

く、不完全だからです。エロスは必ず排他的 

になり、フィリアは必ず特権的おごりにとら 

われるところとなります。それらを一度否定 

して、しかもそれらをすべて包容するような 

愛、人間の不完全さのゆえに到底実現不可能 

であるけれども、その人間の不完全さのゆえ 

にこそ、どうしてもなければならない愛、ど 

うしても私どもが必要とする愛、そのような 

愛をイエスは、そして新約聖書は全く新しい 

言葉をもって「アガペー」と呼んだのです。 

 「敵をも愛する」アガペーの愛は、たとえ 

相手が敵（自分と異質の存在）であっても、 

なおその存在を認めようとする、たとえ相手 

が敵（どうしても好きになれない存在）であ 

っても、なおその存在を理解しようとする、 

たとえ相手が敵（自分を憎む存在）であって 

も、なおその存在に対して善意をもって接し 

ようとする、たとえ相手が敵（愛するに価し 

ない存在）であっても、なおその存在に信頼 

を置こうとする --  そのような愛です。キン 

グの定義によれば「万人に対する理解ないし 

創造的・贖罪的善意」です。「完全であられ 

る」天の父なる神が、不完全である人間、罪 

人である人間、神の愛に価しない人間に示し 

て下さる愛、「悪人にも善人にも太陽を昇ら 

せ、正しい者にも正しくない者にも雨を降ら 

せてくださる」その愛です。そしてこの天の 

父の愛の意志に全く服従して生きられたイエ 

スが、その生と死のすべてをもって教えられ 

た愛、その十字架と復活を通してすべての人 

に等しく与えられた贖罪の愛、これがアガペ 

ーです。この無償の愛こそ「人間の心の中に 
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働いている神の愛」であって、愛の極致、愛 

そのものと言うべきであります。 

 

         3  

 「完全」という言葉の考察に移ります。 

 以上の文脈において４８節の「至上命令」 

を読んでみますと（そう読むことが正しいこ

とは、「それだから」という接続詞によって 

も明白だと思います ）、 これは決していわゆ 

る個人道徳を説いたものではないことがわか 

ります。これはどこまでも「愛」という関係 

語との関連において理解すべき言葉です。こ 

の点について、私がこの「至上命令」に対す 

る最もすぐれた注解の一つ（注解書ではあり 

ませんが）であると思います、ボンヘッファ 

ーの獄中書簡の一節を引用したいと存じます。 

   

 …かつて若きヴィティコーは、「完全 

なことをなすために」世界の中に進んで行

く、と言っている。従って問題は、全体
アンスロー

的人間
ポステレイオス

(ἄνθρωποs  τἐλειοs) に関

わるものであり（テレイオスは言うまでも

なくもともと「全き」―完全を意味してい

る）―「あなたがたの天の父が『  完全
テレイオス

』  

であられるように、あなたがたも完全な者

となりなさい」（マタイ 5 ： 48）－それは

ヤコブ１：８の「二心の者」（ ἀν ἡρ  

δἰψυχοs ）―「疑う人」―とは異なる。

ヴイティコーは、現実の生活において正し

く処することを求め、その場合常に経験者

の助言に聞くことによって、要するに、自

ら「全体の一員」となることによって、「

完全をなす」のである。われわれは自分一

人で「完全な者」となるのではなくて、ほ

かの者と一緒になって始めてそうなるので

ある。…（倉松功・森平太訳『抵抗と信従』

新教出版社） 

 

私は長いこと、この「至上命令」を個人道

徳のことと理解し、「完全な者」とは個人と

して間然するところのない立派な人間のこと

と思っていました。しかし、このボンヘッフ

ァーの言葉によって、全く新しい読み方を教

えられました。 

 山上の垂訓はそもそも天国の道徳です（マ 

タイ 5 ： 3 参照 ）。 言いかえれば、それは信 

仰共同体の倫理です。従ってそこにおける人 

間の完全は「全体的人間」 ( ἄυθρωποs  

τἐλειοs ）に関わるものであって、彼は

決して「自分一人で『完全な者』となるので

はなくて、ほかの者と一緒になって 」、 「自

ら『全体の一員』となることによって 」、 初

めて完全な人間になるというのです。 

 イエスの言われる「完全」を以上のように 

理解することが許されるとすれば、では一つ 

の共同体、あるいは一つの全体が完全である 

とはどういうことであるのでしょうか。 

 一つの共同体、それが家庭であれ、教会で 

あれ、学校であれ、会社その他の団体であ 

れ、地域共同体であれ、さらには人類社会で 

あれ、それが全体として完全であるというと 

き、そこには根本的に二つの「完全さ」があ 

るように思われます。一つは、いわばフィリ 

ア的完全です。そこでは、その共同体の構成
メンバー

 

員はすべてひとりひとり完全で、互いに尊敬 

に価する立派な人間です。そこに働く原理は 

フィリアの愛であり、メンバーはすべてこれ 

に応え得る高潔・有能の士ということになり 

ます。いわばエリート集団です。そのような 

共同体は素晴らしいものでしょうが、果して 

そのような共同体は実在するでしょうか。な 

ぜなら、もしそこにその資格を少しでも欠く 

メンバーがいたとしたら、彼は当然その共同 

体を去らねばならないことになるからです。 

それがフィリアが本質的に持っている性格だ 

からです。こうしてこの共同体は常にそのメ 
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ンバーを淘汰する（切り捨てる）ことになり 

ます。そうでなければその完全を保つことが 

できないからです。そのような共同体は必然 

的に排他的になり、自ずと内集団・外集団倫 

理によって自らも蝕まれていくことになるで 

ありましょう。 

 しかし幸いなことに、共同体の完全にはも 

うーつこれとは全く別な完全があります。そ 

れはフランスの実存主義哲学者ガブリエル・ 

マルセルの用語で言えば、「存在の秩序」を 

もって共同体形成の原理とするもので、いわ 

ば「存在における完全」であります。ちなみ 

に、「存在の秩序」に対置されるのは「所有 

の秩序」で、これはフィリアによる秩序であ 

ると言ってよいでしょう。そこでは人はその 

人の価値とか能力、すなわちその人の「所  

有」によって量られ、それが共同体形成の原 

理ともなるわけです。 

 これに対して、「存在の秩序」がその形成 

原理であるような共同体においては、メンバ 

ーのひとりひとりは必ずしも「完全な」人間 

ではないかもしれない。立派な人間であると 

は限らない。学校のクラスで言えば、満点は 

おろか試験をする度に成績がわるくて、クラ 

スの平均点がその一人のために下ってしまう 

ような生徒、家庭で言えば、その心身の障害 

などのために他の家族全員の重荷になってい 

るような家族の一員、そのほかどんな共同体 

であれ、フィリア的完全から見ればその完全 

をこわしているようなメンバー（従って当然 

その共同体から切って捨てられるようなメン 

バー）―  そうしたメンバーもひとりひとり 

全部含めて、そのひとりひとりがその共同体 

の中に確かに存在している、そのひとりひと 

りがその共同体の必要欠くべからざる構成員 

である、そしてその中のどの一人が欠けても 

その共同体の完全は失われてしまう―その  

ような意味での完全が「存在における完全」 

であります。「天の父の完全」が求める完全 

とはそのようなものではないでしょうか。そ 

してこれが「天の父の完全」であるゆえに、 

この全体（人類共同体ひいては地球共同体） 

からもれる人間は一人もいないということに 

なります。 

 いま家族という共同体のことを考えてみま 

しょう。もちろん世の中には、家庭内に疑似 

フィリア的完全を求めるために起こる悲劇が 

絶えませんが、この第一次共同体では普通は 

今申したような「存在の完全」の原理が働い 

ています。どんなに家族に負担をかけるよう 

な一員でも、その一員にいかにもして家族の 

大切な構成員であってほしいと願うのが家族 

というものでしょう。「不肖の子ほどかわい 

い」と言うように、「所有の秩序」において 

負
マイナス

の存在は、「存在の秩序」の中ではむしろ  

そのことのゆえに一層に貴く、その存在によ 

って家族という共同体は一層に堅固になり、 

その存在は家族共同体の完全に不可欠のもの 

となるのではないでしょうか。 

そして言うまでもなく、このような共同体 

においてその構成員を互いに結びつけている 

原理こそ、アガペーの愛であります。存在に 

おける完全は、アガペーの愛によって支えら 

れ推持されているのです。 

 「天の父が完全であられるように、完全な 

者」となるべき、この「天の父の国―人類  

共同体」のメンバーは、ひとりひとり、たと 

え個人としてはいかに不完全な存在であろう 

と、すべて一人残らず神がイエス・キリスト 

の血をもって贖いとって下さった存在です。 

その存在は、まさに「地球より重い」のであ 

って、この存在の重さの中にこそ、人間の価 

値と尊厳の根拠があり、人間が形成するあら 

ゆる共同体の基盤があるのだと信じます。そ 

れは私どもが「全体の一員」として、「全体
ア ン ス

 

的
ロー

人 間
ポステレイオス

」（完全な者）となるためでありま
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す。 

 

         ４ 

話はこれで終わりなのですが、私が今朝こ 

のような話をした理由というか意図は二つあ

ります。それを申しあげて結びとしたいと存

じます。 

 一つは、おこがましい言い方になります  

が、せっかく私のような者をこの記念礼拝に         

お招き下さったのですから、皆様の聖天伝道 

所十年を私なりの言葉でお祝い申し上げたい 

と思ったからであります。 

 考えてみますと、教会
エクレシア

はこの世にあってそ 

こにアガペーの原理が働き、存在における完 

全が実現するおそらく唯一の場であります。 

「おそらく」と言ったのは、家庭が考えうる 

もう一つの場だと思われるからです。私ども 

は、自ら選んである家庭に生まれてくること 

はできません。同様に、教会にも、私どもは 

自分の意志でこれに加わるわけではありませ 

ん。自分の意志を超えて、ただ私どもを救っ 

て下さった主イエス・キリストご自身によっ 

て「仲間に加えられた」にすぎないのです 

（使２：４７ ）。 これらの共同体はまさに第
プラ

一次
イマリー

共同体であって、私どもがこれを形成で 

きるものではありません。しかもなお、その 

形成原理であるアガペーそのものの性質、す 

なわちキングの言うように「クリエーティ  

ヴ」な性質のゆえに、それを育成し、形成し 

ていくべき共同体でもあります。皆様がここ 

にそのような尊い共同体を与えられ、十年の 

間ここで共に生き、共に生活し、共に働き、 

このような共同体こそが「世にあるべき共同 

体」であると共に証言してこられたというこ 

とは、神の格別な恵みによることは申すまで 

もありませんが、皆様の信仰の共働によるも 

ので、まことに有難く感謝すべき出来事であ 

ると存じます。私はここに心からの敬意と祝 

意とを表するものです。 

 もう一つは、これは付け足しにすぎません 

が、人類の歴史未曾有の危機と言っていいよ 

うなこの時代に、共同体形成の原理を考えて 

みることの重要性をあらためて痛感したから 

であります。 

 所有の秩序・存在の秩序と言い、フィリア 

の原理・アガペーの原理と言い、いずれも原 

理であって、現実の共同体は全てこの両原理 

が混在し、共働して形成されていることは申 

すまでもありません。いずれかの原理のみに 

よって純粋に形成されている共同体というよ 

うなものは、もちろん存在しないわけです。 

辛うじて家族と教会がアガペーの原理によっ 

て立っていると言える共同体であることは、 

いま申しあげた通りであります。 

 しかし、私どもが小は家庭から大は人類共

同体に至る、どのような共同体を形成するに

当たっても、この二つの原埋のいずれを基本 

的な考え方として、その「完全」を求めるか 

は、私どもにとって決定的な意味をもつとい 

うことは覚えておくべきだと思います。なぜ 

なら、現代のように山積する諸問題のほとん 

どすべてが人類全体の存亡に関わるというよ 

うな時代には、その選択は人類の未来を決定 

することになるからです。 

 環境、食糧、人口、南北格差、差別、冷戦 

構造終結後の世界新秩序－こうした問題の  

どれ一つをとってみても、そこにたとえ僅か 

なりと「アガペーの原理」に対する信頼と、 

「存在の秩序」に対する畏敬なくして、どう 

してこの人類・地球共同体がその存在を維 

持、促進していくことができるだろうかと思 

わざるをえません。 

 私どもは、このような危機的状況にある時 

代に、破格の恵みによってキリストの教会に 

加えられたことを感謝し、ささやかながらも 

「地の塩・世の光」として、それぞれの共同 
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体を形成していく責任を果すべく努めるもの 

でありたいと願います。 

             

 

1991 年 4 月 14日、聖天伝道所の「創立 10周年

記念礼拜」において語ったもの。 

 

（所載）「からしだね」 54号 

（大阪天下茶屋読書会 .  1991 年春） 

 

  

 

      


