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キリスト教一致祈祷週間を準備する方々へ

一致を求めて　　年間を通じて
　キリスト教一致祈祷週間は、北半球では、伝統的に 1月 18 日から 25 日に行

われます。この日程は、1908 年にポール・ワトソンによって提案されたもので、

当時祝われていた聖ペトロの祝日と聖パウロの祝日を結ぶ期間です。すなわち、

日付そのものに象徴的な意味があります。しかし、南半球では、1月は休暇の

季節なので、他の日程、たとえばペンテコステ（聖霊降臨の主日）前後に変更

する地方もあります（1926年に信仰職制運動により提案された日程）。この日も、

教会の一致のために象徴的で意義深い日です。

　このように日程については柔軟性があることをご配慮ください。諸教会がす

でに与えられている交わりを表現し、キリストの御心である完全な一致を求め

て共に祈るために、この資料が年間を通じて用いられるよう願っています。

各地の状況に合わせてテキストを用いる
　この資料は次のような認識のもとに作成されています。この資料は各地域の

状況に合わせていつでも用いることができます。その場合、各地の典礼や礼拝

の形式と、社会的・文化的状況に応じて実施されることが適切です。そのため

には、諸教会が協力して実行するようなエキュメニカルな企画が必要です。エ

キュメニカルな機関がすでに設けられている地域もありますが、そうでない地

域では、この企画が契機となって、そのような機関・組織ができればよいと願っ

ています。

キリスト教一致祈祷週間資料の用い方

＊　教会やキリスト教共同体の団体が、協力して一回の合同礼拝を行う場合に

は、「エキュメニカル礼拝式文」をそのまま使うことができます。

＊　教会やキリスト教共同体の団体は、それぞれの礼拝の中に、この資料を導

入して用いることができます。たとえば、「エキュメニカル礼拝式文」や「八
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日間の聖書の黙想と祈り」、付加された他の祈りを、それぞれの状況に応

じて用いることができます。

＊　一週間を通して祈り、その週の各曜日に礼拝を行う共同体は、その礼拝の

資料として「八日間の聖書の黙想と祈り」を使うことができます。

＊　キリスト教一致祈祷週間のテーマについての聖書研究を行いたい場合に

は、「八日間の聖書の黙想と祈り」に提示されている聖句や考察を基礎資

料として使うことができます。また、日々のディスカッションは、執り成

しの祈りで締めくくることができます。

＊　一人で祈りたい人も、自分の祈りの意向に集中するためにこの資料を役立

てることができます。それを用いることによって、自分たちが、キリスト

の教会を目に見える形でさらに一致させるために祈っている世界中の人々

との交わりの内にあることを忘れずにいられるでしょう。
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2017年キリスト教一致祈祷週間
聖書テキスト

コリントの信徒への第二の手紙、5章 14－20 節

　なぜなら、キリストの愛がわたしたちを駆り立てているからです。わたした

ちはこう考えます。すなわち、一人のかたがすべての人のために死んでくださっ

た以上、すべての人も死んだことになります。その一人のかたはすべての人の

ために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身

のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださったかた

のために生きることなのです。それで、わたしたちは、今後だれをも肉に従っ

て知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもう

そのように知ろうとはしません。だから、キリストと結ばれる人はだれでも、

新しく創造された者なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。こ

れらはすべて神から出ることであって、神は、キリストを通してわたしたちを

ご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する任務をわたしたちにお授けに

なりました。つまり、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪

の責任を問うことなく、和解のことばをわたしたちにゆだねられたのです。で

すから、神がわたしたちを通して勧めておられるので、わたしたちはキリスト

の使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解

させていただきなさい。
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2017年のテーマの解説
和解　　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています

（二コリント 5・14－20 参照）

ドイツ　　ルターの宗教改革が行われた地
　1517 年、マルティン・ルターは当時の教会において腐敗と見なされる点に対

して『九十五箇条の提題』を公表し、問題提起しました。2017 年は、西方教会

の生活に何世紀間も痕跡を残した、宗教改革運動の鍵となるこの出来事の 500

周年に当たります。この出来事はドイツにおける教会関係の歴史において、特

に近年、論議の的となってきました。2008 年以降、ドイツ福音主義教会（EKD）

はこの記念すべき年に向けて準備を行ってきました。それぞれの年に宗教改革

の一つの側面に焦点を当てるようにしたのです。たとえば、宗教改革と政治、

宗教改革と教育といった具合です。EKDはまた、1517 年の出来事を記念する

ために協力して欲しいと、さまざまな分野のエキュメニカル・パートナーに呼

びかけました。

　広範囲に渡る、ときに困難な議論の末、ドイツの諸教会は、宗教改革を「キ

リストを祝い（クリストゥスフェスト）」つつ、エキュメニカルに記念すべき

であると合意しました。イエス・キリストとその和解のわざがキリスト教信仰

の中心として強調されるなら、すべての EKDのエキュメニカル・パートナー

（ローマ・カトリック教会、正教会、バプテスト教会、メソジスト教会、メノ

ナイト教会など）がこの記念日を祝う行事に参加することでしょう。

　宗教改革の歴史は痛みを伴う分裂の歴史であることを考えれば、このことは

大変注目されるべき成果です。「一致に関するルーテル＝ローマ・カトリック

委員会」は、この記念日に関する理解を共有するために懸命に尽くしました。

同委員会の重要な文書『争いから交わりへ』は、50 年に及ぶ対話の成果と、そ

れぞれの歴史と神学に対する新たな理解によって、両教会がエキュメニカルな

時代にこの記念日を迎えることを認識しています。カトリック教会は今、宗教

改革の神学的洞察から論争の的となっている事柄を切り離し、ルターを「福音
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の証人」（『争いから交わりへ』29）であると認め、現代の教会に対するルター

の挑戦に耳を傾けることができます。そして、ルーテル教会とカトリック教会

のキリスト者は、何世紀にもわたり互いに非難や中傷を行った後、2017 年に初

めて宗教改革の開始を共に記念するのです。

　こうした合意とエキュメニカルな背景の拡大により、「和解　　キリストの

愛がわたしたちを駆り立てています」（二コリント 5・14－20 参照）という今年

のキリスト教一致祈祷週間の力強いテーマが生まれたのです。

ドイツ・キリスト教会協議会（ACK）と2017年宗教改革記念行事
　ドイツ・キリスト教会協議会は、1517 年の出来事を記念するためにいくつ

かのプロジェクトを開始しました。その一つは、「聖書の宝を新たに見出そう」

と題されたものでした。すべてのACK加盟教会は、聖書が意味していること

をマルティン・ルターがいかに重要視していたかを思い起こしつつ、それぞれ

の聖書への取り組みを記しました。それらは後に冊子の形で出版されました。

ACKはまた、象徴的な試みとして、ヴィッテンベルクのACK加盟教会への「巡

礼」を企画しました。訪問を受けた共同体は彼ら独自の聖書へのかかわり方を

説明し、祝いました。さらにACKは、「取り返しのつかない分裂？祝福された

刷新？　　さまざまなエキュメニカルな視点から見た宗教改革 500 年」という

テーマのもとに 2015 年 4 月に会議を開催し、その議事録を出版しました。

　ACKが、今年のキリスト教一致祈祷週間の冊子作成を担当するよう世界教

会協議会から依頼されたのは、まさにこの記念行事を背景としていました。そ

れぞれの教派を代表する 10 名で構成された委員会が、要請された冊子を作成

するために 2014 年から 2015 年の間に 3回会議を行いました。とりわけ祈祷週

間のエキュメニカル礼拝の準備に重点が置かれました。その内容は祈祷週間の

全般的な趣旨に沿ったものであると同時に、ルターの宗教改革を記念するもの

でなければなりませんでした。
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2017年キリスト教一致祈祷週間のテーマ
　ドイツ全国企画委員会が 2014 年秋に会議を行った際、このキリスト教一致

祈祷週間の冊子は二つの点を強調する必要があることが即座に明らかになりま

した。その一つは、マルティン・ルターの宗教改革によって示された教会の主

要な問題点を考慮した上で、神の愛と恵み、すなわち「恵みによってのみもた

らされる人間への義認」を祝う必要があることです。この冊子はまた、教会が

後に被った深刻な分裂による痛みを認識し、それが罪であると公言し、和解に

向けて歩む機会を与えるべきです。

　最終的に、今年のテーマはフランシスコ教皇が 2013 年に発表した使徒的勧

告『福音の喜び』から引用されました。そこには「キリストの愛がわたしたち

を駆り立てている」（9）と記されています。ドイツの委員会は、この聖書の箇

所（二コリント 5・14）と、コリントの信徒への第二の手紙の 5章全体を取り

上げながら、2017 年キリスト教一致祈祷週間のテーマを練り上げました。

聖書テキスト　　コリントの信徒への第二の手紙5章14－20節
　和解は被造物全体に向けられた神からのたまものであることを、この聖書テ

キストは強調しています。「神はキリストによって世（kosmos）をご自分と和

解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解のことばをわたしたちにゆだね

られたのです」（19 節）。神のわざの結果として、キリストのうちに和解された

人は、今度はその和解をことばと行いによって宣言するように求められます。

「キリストの愛が私たちを駆り立てている」（14 節）のです。「ですから、神が

わたしたちを通して勧めておられるので、わたしたちはキリストの使者の務め

を果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただ

きなさい」（20 節）。ここでは、和解は犠牲なしにはあり得ないことが強調され

ています。イエスはご自身のいのちを差し出し、すべての人のために死んでく

ださいました。和解の使者も同様に、キリストの名において自らのいのちを差

し出すように招かれています。彼らはもはや自らのために生きるのではありま

せん。自分たちのために死んでくださったかたのために生きるのです。
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八日間の黙想と礼拝
　八日間の黙想は、コリントの信徒への第二の手紙 5章 14－20 節をもとに行わ

れます。その間、各節の神学的洞察が次のように展開されます。

第 1日　一人のかたがすべての人のために死んでくださった

第 2日　もはや自分自身のために生きるのではなく

第 3日　わたしたちは、今後だれをも肉に従って知ろうとはしません

第 4日　古いものは過ぎ去り

第 5日　新しいものが生じた

第 6日　神はわたしたちとご自分を和解させました

第 7日　和解のために奉仕する任務

第 8日　神と和解させていただきなさい

　エキュメニカル礼拝においては、神がキリストにおいてこの世とご自身とを

和解させてくださったという事実こそが、祝うための根拠です。しかしそのた

めには、告げ知らされたみことばを聞き、神のゆるしの根源からゆるしを得る

前に、わたしたちの罪を告白する必要があります。そのときはじめて、わたし

たちは和解が可能であることをこの世にあかしできるのです。

あかしするよう駆り立てられて
　キリストの愛は、祈るように、そしてキリスト者の一致のためにさらに前進

するようにわたしたちを駆り立てます。さまざまな教会と教派はいのちの源と

して、神の和解のたまものを必要とします。世界に共にあかしするために、彼

らはそのたまものをなによりも必要としています。「父よ、あなたがわたしの

内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を一つにしてくだ

さい。彼らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、

あなたがわたしをお遣わしになったことを、信じるようになります」（ヨハネ

17・21）。

　世界には和解の働き手が必要です。神とわたしたちを和解させてくださった
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イエス・キリストの名のもとに、人々は隔てを取り壊し、架け橋を築き、平和

をもたらし、新しい生き方への扉を開きます。聖霊は、イエス・キリストの名

のもとに和解への道を導いています。

　本文は 2015 年に記されたものですが、ドイツの多くの人々と教会は、シリア、

アフガニスタン、エリトリア、西バルカン諸国から保護と新生活を求めて入国

した大勢の難民を歓待することによって和解を実践しました。具体的な支援を

行い、外国人に対する憎しみに立ち向かったことは、ドイツの国民にとって明

確な和解のあかしとなりました。諸教会は和解の働き手として、難民が新しい

住まいを得られるように積極的に支援すると同時に、彼らの母国の生活環境を

改善するために尽くしました。悲惨な状況から避難して来る人々が何らかの希

望と慰めを知るべきであるとしたら、具体的な援助行動は、和解と平和のため

に共に祈ることと同じように必要であるはずです。

　神の慈悲深い和解の源が今年の一致祈祷週間に満ちあふれ、多くの人々が平

和を見いだし、架け橋が築かれますように。人々と諸教会がキリストの愛に駆

り立てられ、和解に満ちた生活を送り、隔ての壁を打ち壊すことができますよ

うに。
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2017年キリスト教一致祈祷週間の資料の準備
　本年の祈祷週間冊子の準備は、ドイツのさまざまなキリスト教共同体の代表

からなる委員会が行いました。この国内委員会は、エリザベス・ディックマン

博士が率いるドイツ・キリスト教協議会（ACK）作業部会によって招集されま

した。

　特にACKの代表者、国内委員会のメンバー、そしてこの冊子のために貢献

してくださった方々に感謝の意を表したいと思います。

エバハード・アモン司教（ドイツ司教協議会）

バーン・デンスキー牧師（バプテスト牧師、ACK顧問）

エリザベス・ディックマン博士（ACK事務局長、カトリック教会）

レオニー・グリニング牧師（EKD）

アネット・グルシュヴィツ牧師（メソジスト教会）

コンスタンチン・ミロン長司祭（正教会協議会）

スコット・モリソン牧師（独立福音主義ルーテル教会）

ルツ・ラアブ＝ザーガー氏（メノナイト教会）

ダグマー・ストルトマン＝ルカス博士（司教代理）

ジャン・ヘンリー・ワニンク牧師（EKD）

アリソン・ワーナーホエネン牧師（EKD）

マルク・ヴィゼンバッハー氏（EKD顧問）

　この冊子に示されている内容は、世界教会協議会信仰職制委員会と教皇庁

キリスト教一致推進評議会が指名した国際委員会の会議中に完成されました。

2015 年 9 月、この委員会のメンバーはヴィッテンベルク・ルターホテルで国内

委員会と会議を行いました。この会議を主催し、心を尽くして歓待してくれた

ACKに感謝の意が述べられました。作業の円滑化に大きく貢献したバーン・

デンスキー牧師に、とりわけ感謝の意が述べられました。作業部会がヴィッテ

ンベルクとアイスレーベンを訪れた際には、サックソニー・アンハルトの教会



11

でエキュメニカル活動を担当しているルーテル教会のウィルゲン・ディトリッ

ヒ牧師が同行し、案内しました。この視察は、マルティン・ルターがエルフル

トの修道院を去った後、家族と暮らし、働いた地であるヴィッテンベルクから

始まりました。そして、ドイツの改革者が『九十五箇条の提題』を掲げたとさ

れる、有名な城内教会も訪問しました。またルターの出生地であり、彼が洗礼

を受けた教会のあるアイスレーベンも訪れました。これらの訪問は、ドイツ宗

教改革におけるマルティン・ルターの意味と影響に関して深い洞察を与えました。

　さまざまなキリスト教共同体の地域代表の方々との夕食会は、ドイツの、と

くに東ドイツの宗教事情を理解するために非常に有意義でした。
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エキュメニカル礼拝

礼拝のはじめに
　和解　　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています

（二コリント 5・14－20 参照）

宗教改革500周年を記念して
　ドイツの諸教会は、「エキュメニカルにキリストを祝う（Christusfest）」年

としてこの年を祝うことにしました。宗教改革は、イエス・キリストへの信仰

によって与えられる恵みとしての救いを再確認させる出来事でした。分裂を克

服し、わたしたちを一つにしてくださるキリストの十字架上に極まる神の救い

を、わたしたちは喜び祝います。一致をもたらすこの礼拝においてわたしたち

は、宗教改革以降に生じた分裂の罪を隠さずに告白し、ゆるしを乞い求めます。

この礼拝はまた、キリストとキリストの和解のわざを賛美します。そのわざは

分裂したキリスト者の心を動かし、彼らをキリストの使者、和解の働き手にし

ます。

礼拝の内容
　「和解　　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています」というテーマは、

イエス・キリストへの信仰を通してあずかることができる、決定的な和解を称

えています。分裂を乗り越え、和解の行動へと私たちを駆り立てるのはキリス

トの愛です。

　わたしたちは詩編と歌をとおして神の素晴らしいわざをたたえつつ、キリス

トの名のもとに集います。そして、分裂という自らの罪を告白し、ゆるしを願

います。「一人のかたがすべての人のために死んでくださった」（14 節）という

みことばは、キリストの和解のわざを照らしています。そして、キリスト者は

和解の働き手となるよう求める呼びかけを受け入れることによって、このよき

知らせに応えるのです。
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礼拝における象徴的な動作
隔ての壁
　1989 年のベルリンの壁の崩壊の発端は、ドイツ民主共和国（東ドイツ）で始

まった、窓際や戸口にろうそくを置いて自由のために祈る平和祈祷運動でした。

1989 年まで東ドイツの政治的中枢にいたホルスト・ジンダーマンは、「我々は

綿密に計画を張り巡らし、あらゆることに備えたはずであった。しかし、ろう

そくと祈りには備えていなかった」と記しました。キリスト者の分裂とわたし

たちが探し求める和解が、壁を築いて崩すという行為に象徴されるのは、まさ

にこの運動のゆえです。それは、分裂が克服不能と思われる状況の中でも、希

望の象徴となることでしょう。したがって、罪の告白において象徴となる壁を

築き、みことばが告げられる際にその壁が見えるようにし、最後に壁を崩して、

希望のしるしである十字架の形にすることにより、わたしたちは恐ろしい分裂

を明らかにし、神の助けをもってその分裂を克服する勇気を与えられるのです。

壁を造り、崩すための手順と材料
　「わたしたちの罪による分裂」という箇所で簡単な導入を行った後、礼拝で

告白される罪と分裂を象徴する「隔ての壁」を、一部の会衆が築きます。その

壁は、「信仰のもとに応える　　和解に生きる」という箇所まで、建てたまま

にしておきます。それから壁を築いていた石を崩して十字架の形に並べます。

　礼拝する場所の大きさにもよりますが、この象徴的な動作のために次の材料

を用意してください。「石」に見えるように包装紙で包んだ 12 個の同じ大きさ

の箱（靴の箱や宅配便の箱など）。それぞれの箱の表面には、キーワードを書

き込みます（愛の欠如、憎しみと軽蔑、不当な告発、差別、迫害、失われた交

わり、不寛容、宗教戦争、分裂、権力の乱用、孤立、高慢さ）。一つ一つの罪

が記された石を、壁を築くために前方に運びます。しばらく沈黙した後、「石

の運び手」がゆるしを願い求め、その後に会衆が「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」と応えます。

　説教の終わりにみことばが告げられ、和解の祈りが唱えられます。壁が崩さ
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れ、十字架の形に石が並べられる間、和解の歌もしくは十字架の栄光を主題と

した賛美歌が歌われます。

　少人数の礼拝では、代わりとなる典礼的な動作を行ったり、壁を築く代わり

に誰かが証言したりしてもよいでしょう。その証言の前半では他者を苦しめた

状況について告白し、後半では信仰の応答、和解の経緯、いやしの行いについ

て語るとよいでしょう。

ろうそく
　使徒信条に続いて、4つのとりなしの祈りがささげられます。それぞれの祈

りが唱えられた後、3名が中央に置かれたともしび（復活のろうそくなど）か

ら火を受け、自分のろうそくを灯し、「キリストの命令」という箇所が終わる

まで十字架の周りに留まります。「キリストの命令」が唱えられた後、この 12

名が会衆全員のろうそくに火をともします。そして、祝福と派遣をもって礼拝

が終わります。
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礼　拝　式　文
和解　　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています

（二コリント 5・14－20 参照）

䊠 . イエスの名において集う

集いの賛美歌（地域ごとに選ぶ）
聖書もしくは朗読聖書を持って入堂

開会

司　式　者：父と子と聖霊のみ名によって。

会　　　衆：アーメン。

司　式　者：キリストを通してわたしたちをご自分と和解させてくださった

神の恵みと平和が、あなたがたと共にありますように（二コリ

ント 5・18）。

会　　　衆：また、あなたと共に。

あいさつ

司　式　者：キリストにおいて兄弟姉妹である皆さん、今年、多くのキリス

ト者と教会が宗教改革を記念します。聖パウロが伝えているよ

うに、神はイエス・キリストを通してわたしたちをご自分と和

解させてくださいました。そして、キリストの愛は和解の働き

手となるようわたしたちを駆り立てています。聖霊の一致のう

ちにともに神を礼拝し、たたえましょう。

詩編98もしくは賛美歌を歌う。
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䊡 . わたしたちの罪による分裂（告白）

告白への招き

司　式　者：教会はこれまでの歴史において、数多くの刷新運動を行ってき

ました。教会は自らのかしらであるキリストに対してつねに深

く回心する必要があるからです。それらの運動は、ときに意図

せぬ分裂に至りました。この事実は、ヨハネによる福音書 17

章 23 節の中でイエスが御父に願っておられることに反します。

「彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたがわた

しをお遣わしになったこと、また、わたしを愛しておられたよ

うに、彼らをも愛しておられたことを、世が知るようになりま

す」。わたしたちの罪を告白し、分裂のために生じた傷をいやし、

ゆるしてくださるよう祈り求めましょう。その罪を明らかにす

れば、それらがどのように隔ての壁になるかが分かるでしょう。

沈黙

司　式　者：祈りましょう。天におられる父なる神よ、わたしたちはイエス

のみ名においてあなたのもとに集います。わたしたちは、聖霊

によって新しくされますが、それでも隔ての壁を築いてしまい

ます。それは共同体を傷つけ、一致を妨げる壁です。わたした

ちは今、自分の壁を形作っている石をあなたの前に運び、あな

たのゆるしといやしを求めて祈ります。

会　　　衆：アーメン。

（各石に罪を一つ書き込み、その石を運んで壁を造る。黙祷が行われた後、

「石の運び手」がゆるしを願う。会衆は「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」と応える。）



17

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「愛の欠如」です。

（「愛の欠如」と記された石が置かれる。）

石の運び手 1：恵み深い神よ、キリストの愛は、愛せない時にはいつもゆるし

を求めるようわたしたちを駆り立てます。へりくだった心で祈

ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「憎しみと軽蔑」です。

（「憎しみと軽蔑」と記された石が置かれる。）

石の運び手 2：恵み深い神よ、キリストの愛は、憎しみ合い、軽蔑し合ったこ

とに対してゆるしを求めるようわたしたちを駆り立てます。へ

りくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「不当な告発」です。

（「不当な告発」と記された石が置かれる。）

石の運び手 3：恵み深い神よ、キリストの愛は相手を非難し、不当な告発をし

たことに対してゆるしを求めるよう、わたしたちを駆り立てま

す。へりくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「差別」です。

（「差別」と記された石が置かれる。）

石の運び手 4：恵み深い神よ、キリストの愛はあらゆる種類の先入観を抱き、

互いに差別し合ったことに対してゆるしを求めるようわたした

ちを駆り立てます。へりくだった心で祈ります。
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会　　　衆：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。

一　　　同：主よ、おゆるしください。

（地域の委員会でことばを選んで歌う。）

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「迫害」です。

（「迫害」と記された石が置かれる。）

石の運び手 5：恵み深い神よ、キリストの愛は、相手を迫害し苦しめたことに

対してゆるしを求めるようわたしたちを駆り立てます。へりく

だった心で祈ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「失われた交わり」です。

（「失われた交わり」と記された石が置かれる。）

石の運び手 6：恵み深い神よ、キリストの愛は、教会の間の交わりが失われた

ことに対してゆるしを求めるようわたしたちを駆り立てます。

へりくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「不寛容」です。

（「不寛容」と記された石が置かれる。）

石の運び手 7：恵み深い神よ、キリストの愛は、兄弟姉妹を祖国から追放した

過去と、宗教的に不寛容な現在についてゆるしを求めるようわ

たしたちを駆り立てています。へりくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。
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司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「宗教戦争」です。

（「宗教戦争」と記された石が置かれる。）

石の運び手 8：恵み深い神よ、キリストの愛は、あなたの名のもとに行われた

すべての宗教戦争に対してゆるしを求めるようわたしたちを駆

り立てます。へりくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。

一　　　同：主よ、おゆるしください。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「分裂」です。

（「分裂」と記された石が置かれる。）

石の運び手 9：恵み深い神よ、キリストの愛は、分裂し合ったままキリスト者

として生き、すべての被造物をいやすという共通の召命を見

失ったことに対してゆるしを求めるよう、わたしたちを駆り立

てます。へりくだった心で祈ります。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「権力の乱用」です。

（「権力の乱用」と記された石が置かれる。）

石の運び手10：恵み深い神よ、キリストの愛は、権力の乱用についてゆるしを

求めるようわたしたちを駆り立てます。へりくだった心で祈り

ます。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁の中にある石の一つは、「孤立」です。

（「孤立」と記された石が置かれる。）

石の運び手11：恵み深い神よ、キリストの愛は、キリスト者の兄弟姉妹からも、

生活を共にする共同体からも孤立することに対してゆるしを求
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めるよう、わたしたちを駆り立てます。へりくだった心で祈り

ます。

会　　　衆：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。

司　式　者：わたしたちの壁にある石の一つは、「高慢さ」です。

（「高慢さ」と記された石が置かれる。）

石の運び手12：恵み深い神よ、キリストの愛は、高慢になったことに対してゆ

るしを求めるようわたしたちを駆り立てます。へりくだった心

で祈ります。

会　　　衆：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。

一　　　同：主よ、おゆるしください。

司　式　者：祈りましょう。主なる神よ、わたしたちが築いたこの壁をご覧

ください。これはわたしたちをあなたから遠ざけ、わたしたち

自身の間を隔てている壁です。わたしたちの罪をおゆるしくだ

さい。わたしたちをいやしてください。あらゆる分裂の壁を乗

り越え、あなたにおいて一つとなれるようにお助けください。

会　　　衆：アーメン。

賛美歌／歌／黙想を促す音楽

䊢 . 神と和解する　　神のことばを聴く

第一朗読（エゼキエル 36・25－27）

答唱詩編（詩編 18：25－32）（歌う）

　　　答唱：主よ、わたしの力よ、わたしはあなたを慕う。
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主はわたしの正しさに応じて返してくださる。

無垢な人には無垢に

清い人には清くふるまい

心の曲がった者には背を向けられる。

あなたは貧しい民を救い上げ

高ぶる目を引き下ろされる。

　　　答唱：主よ、わたしの力よ、わたしはあなたを慕う。

主よ、あなたはわたしの灯を輝かし

神よ、あなたはわたしの闇を照らしてくださる。

あなたによって、わたしは敵軍を追い散らし

わたしの神によって、城壁を越える。

神の道は完全、

主の仰せは火で練り清められている。

すべてみもとに身を寄せる人に

主は盾になってくださる。

主のほかに神はない。

神のほかに我らの岩はない。

神はわたしに力を帯びさせ、わたしの道を完全にしてくださる。

　　　答唱：主よ、わたしの力よ、わたしはあなたを慕う。

第二朗読（二コリント 5・14－20）
アレルヤ（歌う）

福音朗読（ルカ 15・11－24）
アレルヤ（歌う）
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説教

䊣 . 信仰のもとに応える　　和解を生きる
（壁を崩し、石を十字架の形に並べる。和解の歌もしくは十字架の栄光

の賛美歌が歌われる。）

司　式　者：祈りましょう。恵み深い神、天におられるわたしたちの父よ、

わたしたちはあなたのことばを聞きました。あなたは御子、主

イエス・キリストを通してわたしたちをご自身と和解させてく

ださいました。聖霊の力によって、わたしたちの石の心を変え

てください。わたしたちが和解の働き手となり、教会間の分裂

を解決できるようお助けください。そうすれば、わたしたちは

この世界に平和をもたらすためのより良い道具になれるでしょう。

会　　　衆：アーメン。

平和のあいさつ

司　式　者：主の平和がいつも皆さんとともにありますように。

互いに平和のあいさつを交わしましょう。

賛美歌／歌

（献金）

䊤 . 信仰のもとに応える　　和解を告げる

信条

とりなしの祈り
（それぞれの祈りが唱えられたら、3名づつ中央の灯り（例えば、「復活
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のろうそく」）から自分のろうそくに火をともす。そして、「キリストの

命令」の箇所まで十字架の周りに立ち続ける。）

石の運び手 1：全能の神よ、あなたはこの世界とご自身を和解させるために、

御子イエス・キリストを送られました。すべての国に福音を告

げ知らせるために、聖霊の力のうちに人々を遣わしてくださっ

たあなたを賛美します。それらの人々の祈りと働きによって、

地上のあらゆる場所に愛の共同体が集い、あなたのしもべがみ

名を呼び求めていることに感謝します。あなたの霊により、あ

らゆる共同体があなたにおける一致に対する飢えと渇きに目覚

めますように。主に祈りましょう。

一　　　同：主よ、わたしたちの祈りを聞いてください。

（奉仕者が「復活のろうそく」から３名のろうそくに火をともす時間を

もうける。）

石の運び手 2：恵み深い神よ。わたしたちの教会のために祈ります。わたした

ちの教会を真実と平和で満たしてください。信仰が堕落したと

きには、その信仰を清めてください。人々が道を見失ったら、

再び導いてください。福音を告げ知らせていない教会を立ち直

らせてください。正しいことをあかししている教会を強めてく

ださい。困窮している教会に必要なものをお与えください。そ

して、分裂している教会を再び一つにしてください。主に祈り

ましょう。

一　　　同：主よ、わたしたちの祈りを聞いてください。

（奉仕者が「復活のろうそく」から３名のろうそくに火をともす時間を

もうける。）
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石の運び手 3：創造主である神よ、あなたはご自分の姿にかたどってわたした

ちをお造りになり、御子イエス・キリストを通してわたしたち

をあがなってくださいました。人間家族全体をあわれみ、見守っ

てください。わたしたちの心を汚す傲慢さと憎しみを取り除い

てください。わたしたちを隔てる壁を崩してください。愛のき

ずなによってわたしたちを一つにしてください。そしてわたし

たちの弱さの中でも、あなたの地上での目的を達成するために

お働きください。そうすれば、あらゆる人と国が、あなたの天

の座の周りで調和のうちに仕えることができるでしょう。

一　　　同：主よ、わたしたちの祈りを聞いてください。

（奉仕者が「復活のろうそく」から 3名のろうそくに火をともす時間を

もうける。）

石の運び手 4：いのちの与え主である聖霊、わたしたちは、あなたにおいて

まったき者となり、地上におけるこのいのちを兄弟姉妹と分か

ち合うよう造られました。わたしたち一人ひとりを、あなたの

あわれみと愛に目覚めさせてください。隣人の間で正義のため

に働き、死に瀕している人や病者を介抱し、困窮している人々

と持ち物を分かちあうことができるよう力と勇気をお与えくだ

さい。すべての人の心を変えてくださるよう主に祈りましょう。

一　　　同：主よ、わたしたちの祈りを聞いてください。

（奉仕者が「復活のろうそく」から３名のろうそくに火をともす時間を

もうける。）



25

主の祈り

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。

（日本聖公会／ローマ・カトリック教会共通口語訳）

䊥 . キリストの使者　　和解の働き手

キリストの命令
（上記の 12 名が会衆全員のろうそくに火をともす。）

司　式　者：火がともされたろうそくは、人間を表す意味深いシンボルです。

それは暗闇を照らし、ぬくもりと安心感、共同体を生み出しま

す。それはこの世の光であるキリストを象徴しています。キリ

ストの使者としてわたしたちは、この光を世界に、そして争い

と不調和、分裂により一致したあかしが妨げられている闇に運

びます。キリストの光が、わたしたちの思い、ことば、行いに

おける和解に働きかけますように。

キリストの光を受け、この世界の暗がりに運びなさい。和解の

働き手になりなさい。キリストの使者になりなさい。
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祝福と派遣

司　式　者：あわれみ深い神、あなたに呼びかけます。

和解を求めるすべての人があなたの助けを受けて、あなたの力

ある愛のわざを告げ知らせることができますように。

御子、主イエス・キリストのみ名において願い求めます。

会　　　衆：アーメン。

司　式　者：全能の神、父と子と聖霊の祝福がいつまでも皆さんの上にあり

ますように。

会　　　衆：アーメン。

司　式　者：行きましょう。神の平和のうちに。

会　　　衆：神に感謝。

賛美歌／歌
『来たれや声あげ、み神をたたえて』（聖公会聖歌集第 330 番）もしくは、地域

の委員会が選んだ歌を歌う。
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八日間の聖書の解説と祈り

第1日「一人のかたがすべての人のために死んでくださった」
（二コリント5・14）

イザヤ 53・4－12 彼は罪をつぐなういけにえとして、自らのいのちを

ささげた。

詩編 118・1、14－29 主はわたしを死に渡すことはなさらなかった。

一ヨハネ 2・1－2 キリストはすべての人のために死んでくださった。

ヨハネ 15・13－17 友のために自分のいのちを捨てること。

解説
　パウロはキリストへと回心し、まったく新しいことを知りました。それは、

一人のかたがすべての人のために死んだということです。イエスはご自分の民

や自らの教えに共感する人だけのために死んだのではありません。イエスは過

去、現在、未来のすべての人のために死んでくださいました。何世紀にも渡り、

多くのキリスト者が福音を忠実に守り、友のために自分のいのちをささげてき

ました。その一人がフランシスコ会のマキシミリアノ・コルベ神父です。彼は

アウシュビッツの強制収容所に入れられ、1941 年に仲間の収容者のいのちを救

うために自らのいのちをすすんでささげました。

　「一人のかたがすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死

んだことになります」（二コリント 5・14）。キリストとともに死ぬことにより、

古い生き方は過去のものとなり、わたしたちは豊かないのちという新しい存在

に分け入ります。そのいのちの中で、わたしたちは慰め、信頼、ゆるしを今も

体験することができます。それは死後も意味を持ち続けるいのちです。この新

しいいのちは神におけるいのちです。
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　このことを知ったパウロは、神との和解を伝える福音を告げ知らせるよう、

キリストの愛によって駆り立てられました。キリストの教会は、福音のメッセー

ジを告げ知らせるという使命を共有しています。わたしたちは、自分たちの間

の分裂を見つめながら、この和解の福音をどのように告げ知らせたらよいか自

問する必要があります。

問い
●　イエスはすべての人のために死んでくださったとは、どういう意味ですか。
●　ドイツの牧師ディートリヒ・ボンフェッファーは次のように記しました。
「イエス・キリストがわたしのため、わたしに対してしてくださったこと

を通して、わたしは他の人の兄弟となります。イエス・キリストがその人

のためにしてくださったことにより、その人はわたしの兄弟となったので

す」。このことばは、相手に対する見方にどのような影響を与えますか。

●　この箇所はキリスト教一致に向けた対話と諸宗教間の対話にとって、どん
な意味がありますか。

祈り
父なる神よ、

あなたはわたしたちに、

すべての人のために死んでくださったイエスをお与えになりました。

イエスはわたしたちのように生き、わたしたちの死を体験されました。

あなたはイエスの死の犠牲を受け入れ、

あなたと結ばれた新しいいのちへとイエスを高めてくださいました。

イエスとともに死んだわたしたちが、聖霊によって一つにされ、

あなたの満ちあふれる豊かさにあずかることができますように。

今もとこしえに。

アーメン。
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第2日　「もはや自分自身のために生きるのではなく」
（二コリント5・15）

ミカ 6・6－8  神は何が善であるかを告げられた。

詩編 25・1－5  わたしを救ってくださる神、あなたの道をお示しく

ださい。

一ヨハネ 4・19－21 わたしたちが愛するのは、神がまずわたしたちを愛

してくださったからです。

マタイ 16・24－26 わたしのためにいのちを失う者は、それを得る。

解説
　イエス・キリストの死と復活によってわたしたちは、自分の存在意義を見出

し、人間の力だけに頼って生きることから解放されました。わたしたちはむし

ろ、いのちの与え主であるキリストの力によって生きています。キリストはわ

たしたちのために生き、死んで復活してくださいました。イエスのために自分

のいのちを「失う」ときはじめて、わたしたちはいのちを得るのです。

　預言者たちは、どうしたら神のみ前で正しく生きることができるかという問

いにつねに直面してきました。預言者ミカは、この問いに対する非常に明確な

答えを見いだしました。それは「正義を行い、いつくしみを愛し、へりくだっ

て神とともに歩むこと」です。詩編25の作者は、それは自力ではできないと知り、

神に導きと力を願い求めました。

　近年、社会からの孤立と深刻化する孤独感は、他の多くの現代社会と同じよ

うにドイツでも、大きな問題になっています。キリスト者は新しいかたちの共

同生活を推し進めなければなりません。そこでは、生活手段が共有され、世代

間の協力が育まれます。福音は自分のためではなく、キリストのために生きる
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よう呼びかけています。その呼びかけは他の人々のもとに行き、隔ての壁を崩

すよう求める招きでもあります。

問い
●　わたしたちの文化は、他者よりも自分を優先して生きるように、どのよう

にわたしたちを仕向けているでしょうか。

●　どうしたら日々の生活の中で、他の人々のために生きることができるで
しょうか。

●　これからは自分中心的に生きないように求める呼びかけは、エキュメニカ
ル運動とどのような関係をもっているでしょうか。

祈り
父なる神よ、

あなたはイエス・キリストのうちにわたしたちを、

自分自身を超えたいのちへと解き放ってくださいました。

あなたの霊でわたしたちを導き、

キリストにおける兄弟姉妹として生きられるよう助けてください。

キリストはわたしたちのために生き、苦しみを受け、死んで復活し、

とこしえに生きて支配しておられます。

アーメン。
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第3日　「わたしたちは、今後だれをも肉に従って知ろうとはしません」
（二コリント5・16）

上サムエル 16・6－8 主は容姿に目を向けず、心によって見る。

詩編 19・7－13 主の戒めは清らかで、目に光を与える。

使徒言行録 9・1－19 サウロがパウロになる。

マタイ 5・1－12 真福八端。

解説
　キリストとの出会いは、すべてを覆します。パウロはダマスコに向かう途中

でそれを体験しました。彼は初めて、この世の真の救い主であるイエスに会う

ことができました。パウロの考え方は完全に変わりました。彼は自分の人間的、

世俗的な判断基準を捨てなければなりませんでした。

　キリストとの出会いは、わたしたちの視点も変えます。わたしたちはそれで

も、しばしば過去をひきずり、人間的な基準に従って判断してしまいます。「主

の名において」ものごとを願い求めたり、行ったりしますが、実は自分のため

に行っているかもしれません。ドイツや他の多くの国々では、不正な政治的目

標を追及するために、支配者と教会が歴史を通して自らの力と影響力を悪用し

てきました。

　1741 年、モラヴィア教会のキリスト者はキリストとの出会いによって変わり

ました。彼らは「キリストの支配にゆだねる」ことを選び、人間的な見地から

人を見ないよう求める呼びかけに答えました。わたしたちはキリストの支配に

身をゆだね、不信感や先入観を抱かずに、神がご覧になるように他の人々を見

るよう招かれています。
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問い
● ダマスコでの出来事を、自分の人生のどの時点に当てはめることができる

でしょうか。
● 他のキリスト者や他宗教の信者を神がご覧になるように見るとき、何が変

わるでしょう。

祈り
三位一体の神よ、

あなたはすべての生命の源であり目的地です。

自分のことだけを考え、

自らの基準によって盲目になっているとき、

わたしたちをおゆるしください。

わたしたちの心と目を開いてください。

愛にあふれ、寛容で優しくなれるよう導いでください。

あなたのたまものである一致のうちに成長できますように。

あなたをあがめ、賛美します。

今もとこしえに。

アーメン。
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第4日　「古いものは過ぎ去り」
（二コリント5・17）

創世記 19・15－26 後ろを振り返ってはいけない。

詩編 77・5－15  神はつねに真実なかたです。

フィリピ 3・7－14 後ろのものを忘れる。

ルカ 9・57－62 鋤に手をかける。

解説
　わたしたちはしばしば過去を経て生きています。過去を振り返ることは助け

になりますし、記憶をいやすために必要な場合も多くあります。しかし、それ

はわたしたちの感覚を麻痺させ、今を生きることを阻む可能性もあります。「古

いものは過ぎ去った」というパウロのことばは、解放をもたらすメッセージです。

　聖書は過去を思い起こし、自分の記憶から力を引き出し、神がなされたよい

わざを忘れないよう促しています。その一方で聖書は、たとえよいものであっ

ても古いものを捨てるよう求めています。キリストに従い、キリストのうちに

新しいいのちを生きるためです。

　今年、マルティン・ルターと他の改革者の働きが多くのキリスト者によって

記念されています。宗教改革は西方教会の人々の生き方を大きく変えました。

多くの信者が勇気をもってあかしし、多くの人がキリスト者の生活において新

たにされました。一方、聖書が示しているように、過去に起こったことに限定

せずに、聖霊によって自分自身を新しい未来に向けて解き放つことも重要です。

その未来においては分裂が乗り越えられ、神の民が一つになるのです。
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問い
●　わたしたちの間の分裂と相互不信の歴史を共に読み進めることによって、

何を学ぶことができるでしょう。
●　分裂を乗り越え、結びつきを強めるためには、自分の教会の何を変えなけ

ればならないでしょう。

祈り
主イエス・キリスト、

昨日も今日も、永遠に変わることのないかた。

わたしたちの過去の傷をいやしてください。

今、行われている一致への旅を祝福し、

あなたの未来に導いてください。

そのとき、あなたは御父と聖霊とともに、

すべてにおいてすべてになられます。

世々とこしえに。

アーメン。
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第5日　「新しいものが生じた」
（二コリント5・17）

エゼキエル 36・25－27 神から新しい心を受ける。

詩編 126 喜びに満たされる。

コロサイ 3・9－17 キリストによって新たにされる。

ヨハネ 3・1－8 霊によって生まれる。

解説
　パウロは復活した主キリストに出会い、キリストを信じるすべての人と同じ

ように、新しい人となりました。この新たな創造は肉眼では見えません。それ

はむしろ信仰の現実です。神が聖霊の力によってわたしたちのうちに生きてお

られ、三位一体のいのちにわたしたちをあずからせてくださるのです。

　この新たな創造によって、罪は滅ぼされ、わたしたちは神との救いの結びつ

きに導かれます。ここでわたしたちについて、非常に驚くべきことが語られま

す。パウロは次のように語りました。わたしたちはキリストのうちに新たに造

られました。キリストの復活によって死は克服されます。だれも、またどんな

物も神の手から除かれることはありません。わたしたちはキリストのうちに一

つであり、キリストはわたしたちのうちに生きておられます。わたしたちはキ

リストが死に打ち勝ったことに感謝するとともに、新たな創造の約束を告げ知

らせることによって、キリストのうちに「神に仕える王、また祭司」（黙示録 5・

10）とされます。

　この新しい生き方は、わたしたちがそれを実際に生き、「あわれみと優しさ、

謙遜、穏やかさ、忍耐力」をもって生活するときに、目に見えるものとなります。

わたしたちのエキュメニカルなかかわりの中にも、この生き方ははっきりと表
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れるにちがいありません。多くの教派が、キリストのうちにいるほど、互いが

より近づくという共通の信念を抱いています。とりわけこの宗教改革 500 周年

にあたり、わたしたちは自分たちの歴史がもつ功績と悲劇の双方を思い起こし

ます。キリストの愛は、新しい人として、一致と和解を積極的に求めつつ生き

るようわたしたちを駆り立てています。

問い
●　キリストにおける新たな被造物であることを自覚するための助けとなるの

は、どんなことですか。

●　キリストにおける新しいいのちを生きるためには、どのような段階を踏む
必要がありますか。

●　新しい被造物であることは、キリスト教一致促進運動においてどんな意味
をもちますか。

祈り
三位一体の神よ、

あなたは御父として、創造主として、

御子として、救い主として

霊として、いのちの与え主として

わたしたちの前に現われてくださいます。

それでも、あなたは一つです。

あなたは人間の境界線を打ち破り、

わたしたちを新たにしてくださいます。

あなたにおける一致を脅かすものをすべて打ち負かすために、

新しいいのちをお与えください。

イエス・キリストのみ名によって祈ります。

聖霊の力によって。

アーメン。
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第6日　「神はわたしたちとご自分を和解させました」
（二コリント5・18）

創世記 17・1－8 神はアブラハムと契約を結ばれた。

詩編 98 諸国の民は神の勝利を見た。

ローマ 5・6－11 神はイエス・キリストを通してわたしたちとご自分

を和解させてくださった。

ルカ 2・8－14 良い知らせを告げる。

解説
　和解には、人を惹きつけると同時に恐れを抱かせるという二つの側面があり

ます。わたしたちの心は動かされ、わたしたち自身の、互いの、そしてさまざ

まな教派との和解を望むようになります。わたしたちはその代償を知っておび

えます。和解は権力と名声への欲望を放棄することを意味するからです。たと

えわたしたちが神に背を向けても、神はいつくしみをもってキリストのうちに

ご自分とわたしたちを和解させてくださいます。神のみわざはそればかりでは

ありません。神は人間だけでなく、全被造物をご自分と和解させてくださいます。

　旧約聖書の中の神は、ご自分が契約を交わしたイスラエルの民に対して、忠

実で慈悲深いかたです。その契約は今も続いています。「神のたまものと招き

とは取り消されないものなのです」（ローマ 11・29）。 ご自分の血によって新

たな契約を結んだイエスは、イスラエルの子です。わたしたちの教会は歴史を

通して、あまりにも頻繁にこのことをないがしろにしてきました。ホロコース

トの後、反ユダヤ主義と戦うことがドイツの教会固有の使命となりました。す

べての教会も同様に、自らの共同体に和解をもたらし、あらゆる種類の人種差

別に立ち向かうよう求められています。わたしたちは皆、神の契約に属する者

だからです。
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問い
●　キリスト教共同体であるわたしたちは、神の契約の民であることをどのよ

うに理解していますか。
●　今日、わたしたちの教会は社会の中のどんな差別に立ち向かうべきでしょ

うか。

祈り
いつくしみ深い神よ、

あなたは愛によってご自分の民と契約を結ばれました。

あらゆる差別と戦う力をわたしたちにお与えください。

愛に満ちたあなたの契約のたまものによって

わたしたちを喜びで満たし、

一致に向けて歩めるよう力づけてください。

あなたと聖霊とともに、今もとこしえに生きて支配しておられる

復活した主、イエス・キリストを通してお祈りいたします。

アーメン。
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第7日「和解のために奉仕する任務」
（二コリント5・18－19）

創世記 50・15－21 ヨセフは兄弟たちと和解する。

詩編 72  み国は正義と平和をもたらす。

一ヨハネ 3・16－21 神の愛は互いに愛し合うようにわたしたちを駆り立

てる。

ヨハネ 17・20－26 イエスはご自分の教会の一致のために祈っておられる。

解説
　神と人間との和解は、わたしたちのキリスト教信仰の鍵となるものです。わ

たしたちは、神との和解が生活のあらゆる面において実を結ぶように、キリス

トの愛によって駆り立てられています。パウロはそのことを確信していました。

この信仰に基づいて今、わたしたちは自分たちが分裂していることを良心に照

らして見直すよう導かれています。ヨセフの話に表れているように、神は壊れ

た関係をいやすのに必要な恵みをつねに与えてくださいます。

　マルティン・ルター、フルドリッヒ・ツヴィングリ、ジャン・カルヴァンの

ような改革者だけでなく、イグナチオ・デ・ロヨラ、フランシスコ・サレジオ、

カルロ・ボッロメーオなどのカトリック教会の多くの信者も西方教会の再生の

ために尽くしました。しかし、神の恵みの知らせであったはずのものが、人間

の利己主義によって傷つけられ、神の民の一致を引き裂く歴史となりました。

罪と争いによって、相手に対する敵意や疑いがさらに深まりました。

　和解のための奉仕には、キリスト教の中の分裂を克服するための活動も含ま

れます。今日、多くの教会が互いに信頼し、敬意を払いながら協力しています。

エキュメニカルな和解の良い例として、ルーテル世界連盟とメノナイト世界会
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議の間の対話が挙げられます。両組織はこの対話の成果を「いやしの記憶、キ

リストにおける和解」という文書として発表し、2010 年に悔い改めの礼拝を共

催しました。その以後、ドイツ国内と他の多くの国々では和解のための礼拝が

行なわれています。

問い
●　和解の奉仕職は、わたしたちの生活の中のどんなところで必要とされてい
ますか。

●　そのニーズにどのように応えていますか。

祈り
あらゆる善の源である神よ、

わたしたちと全世界をキリストのうちに

あなたと和解させてくださったことを感謝します。

わたしたちと、わたしたちの教会を

和解の奉仕職によって力づけてください。

わたしたちの心をいやし、

あなたの平和を伝えることができるよう支えてください。

「憎しみのあるところに愛の種をまき、

いさかいのあるところにゆるしを、

疑惑のあるところに信仰を、

絶望のあるところに希望を、

闇に光を、

悲しみのあるところに喜びをもたらすことができますように」。

イエス・キリストのみ名において、

聖霊の力によって祈ります。

アーメン。
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第8日　「神と和解させていただきなさい」
（二コリント5・20）

ミカ 4・1－5 終わりの日に、正義が示される。

詩編 87 神の栄光について人々は語る。

黙示録 21・1－5  神は新しい天と新しい地を造られる。

ヨハネ 20・11－18 復活したキリストとの出会い、宣教へと導かれる。

解説
　もし次のことが起こったら、どうなるでしょう。聖書における預言がもし実

際に実現したら。人々の間の戦争が終結し、戦争のための兵器がいのちを生み

出すものに作り変えられるとしたら。もし神の正義と平和が訪れ、単に戦争の

ない状態とは違う平和が実現するとしたら。だれ一人取り残されることなく、

全人類が一つの祝典に集うとしたら。もはや嘆きも涙も死も本当に存在しない

としたら。それこそが、神がイエス・キリストのうちに与えてくださった和解

の頂点です。それは天の国であるとも言えるでしょう。

　詩編と聖歌、賛美歌は、被造物全体がその目標に最終的に到達する日、すな

わち神が「すべてにおいてすべて」になる日のことを歌っています。そして、

み国がついに実現し、苦しみが喜びに変わる日に対するキリスト者の希望を伝

えています。その日、教会は自らの美と恵みのうちに一つのキリストのからだ

として現われます。わたしたちが神の約束の成就を共に歌うために聖霊のうち

に集うとき、天が開け、わたしたちはただちに永遠の調べに合わせて踊り始め

ます。

　わたしたちはすでにこの天の国にあずかることができます。ですから、とも

に祝いましょう。わたしたちは自分の教派で伝統的に用いられてきた表象や詩、
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歌を分かち合うよう促されるでしょう。それらは、み国に向けた共通の信仰と

希望を持ち続ける場を広げることができるからです。

問い
●　あなたは天の国をどのように思い描いていますか。
●　あなたの教派のどの歌や物語、詩、絵画が、永遠の神との交わりを感じさ
せますか。

祈り
三位一体の神、父と子と聖霊よ、

このキリスト教一致祈祷週間のために、

キリスト者として集えることを感謝します。

あなたが共にいてくださることを

さまざまなかたちで体験できたことを感謝します。

聖なるみ名をいつもともに賛美しましょう。

わたしたちが一致と和解のうちに成長し続けることができますように。

アーメン。

＜もしくは＞

神の小羊よ、天はあなたをあがめます。

聖人とみ使いたちは、たて琴とシンバルをかなで、

あなたの前で歌います。

扉には真珠が輝き、

わたしたちはとこしえに声を合わせ、

輝く御座のまわりに集います。

だれもその光を見たことがなく、

だれもあなたの栄えある響きを聞いたことがありません。
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それでもわたしたちは勝利し、

永遠に喜びの声をあげます。

「Wachet auf, ruft uns die Stimme（目覚めよ、とわれらに呼ばわる物見らの声）」第3節、フィリップ・ニコライ作、1599年
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ドイツのエキュメニズムの現状＊

変わりゆく社会における協力
　現在、ドイツの総人口 8100 万人の内、5000 万人がキリスト者です。そのほ

とんどがドイツ福音主義教会（EKD）に加盟するプロテスタントの諸教派か、

ローマ・カトリック教会に属しています。「自由教会」と東方正教会も少数派

ではありますが存在しており、今日のドイツにはキリスト教の主要な教派がす

べてあります。

　数世紀前、ドイツは多くの王国と公国に分かれていましたが、一つの共通の

教会によって統一されていました。西欧諸国のキリスト教は、マルティン・ル

ターの主導のもとに行われた宗教改革により分裂し、最終的にはカトリック教

会とプロテスタント教会の間に争いが起きましたが、「アウグスブルグの和議」

（1555 年）により、一時的に争いは終結しました。この和議により、王国や公

国の人々は領主と同じ教派の信者となるよう規定され、君主の信仰と異なる教

派の信者は改宗や移住を強いられました。この規定はルター派とカトリック教

会に適用されましたが、カルヴァン派や再洗礼派の信者は対象外であったため

に弾圧されました。「アウグスブルグの和議」は、三十年戦争（1618 － 1648）

勃発までの 60 年以上もの間、効力を持ち続けました。ヴェストファーレン条

約により平和が再び訪れました。この条約は「アウグスブルグの和議」の内容

を確認するものでしたが、新たにカルヴァン派に関する条項が加えられました。

その結果として、ドイツ国民は領土ごとに教派が異なる状況の中で生活するこ

ととなりました。一つの領土内にさまざまな教派が存在することは考えられな

いことであり、戦争への恐怖から教派間の不信感と敵意が高まりました。

　19 世紀に入り、ドイツには他の教会や教派が生まれました。その中にはバプ

テスト教会、メソジスト教会、復古的な告白教会（古ルター派教会、古改革派

教会、復古カトリック教会）などがあります。多くの場合、これらの教派は教

会内の抵抗運動により台頭しました。したがって、それらの教派は比較的小規

模であり、教会一致の運動に対して概して消極的でした。

　第二次世界大戦後、ドイツの教会の状況は一変しました。およそ 1200 万人
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のドイツ人が国外に避難したり、東欧から強制退去させられたりしました。彼

らがドイツに定住した際、キリスト教のどの教派に属するかという問題は考慮

されませんでした。プロテスタント教会の信者がカトリック教会の地域に住む

ようになり、その逆もありました。その結果、プロテスタントとカトリックの

信者がより親しく接し合うようになりました。

　戦後の経済と工業の発展により労働不足が生じ、ドイツ政府と地中海沿岸諸

国の間に「外国人労働者」に関する条約が結ばれました。こうして、イタリア、

スペイン、ポルトガル、ギリシャ、ユーゴスラビア、トルコ、モロッコ、チュ

ニジアから人々が入国し、国内の信仰と宗教の多様性が高まり、特に正教会の

存在感が増しました。これらの労働者は当初は数年で帰国すると思われていま

したが（「外国人労働者」と呼ばれるように）、その多くが在留し、ドイツ人の

生活と文化に影響を与えました。1980 年代にはソビエト連邦からのドイツ系移

民が増加しました。その多くが正教会、バプテスト教会、ユダヤ教の信者でし

た。近年、中東、アフリカ、アフガニスタン、ウクライナを始めとする多くの

国で起きている戦争やテロ、社会不穏のために、難民が大量に流入しています。

そのほとんどが近隣地域に移住しますが、ドイツや他の欧州諸国への移住を望

む難民の数も増加しています。

　旧東ドイツでは、ベルリンの壁の崩壊（1989 年）と共産主義政権の失脚に至

る出来事において、プロテスタント教会をはじめとする諸教派が主要な役割を

果たしました。それでも、東ドイツにおけるキリスト教信仰の衰退を食い止め

ることはできませんでした。イギリスの新聞「ザ・ガーディアン」は、東ドイ

ツのことを「地上でもっとも神が存在しない国」と表現しました。共産主義政

権の支配が続いたことだけが、宗教心の欠落の原因ではありません。共産主義

政権が発足する前から、東ドイツではキリスト教信仰が弱まっていました。無

神論には、「新無神論者」と称される人々のような攻撃的な性質はありません。

むしろ、どの信仰に対しても心底、無関心であるという特徴があります。ベル

リン市民に宗教を信じるか否かを尋ねたところ、ある人は「どちらでもない。

わたしは普通の人だ」と答えました。

　今日、ドイツにはさまざまな文化的・宗教的背景　　無神論者を含む　　を
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もつ人々が住んでいます。人口のおよそ三分の一が EKDに加盟するプロテス

タント諸教派に、三分の一がローマ・カトリック教会に属しており、三分の一

足らずの人々がどの宗教も信じていません。人口の 1.7％が正教会に、1.8% が

自由教会の一教派に属しています。これらの教会のほとんどが歴史的、神学的

に宗教改革と強く結びついていますが、ローマ・カトリック教会や EKDのよ

うに国家とは結びついていません。ドイツの人口の 4.9％がムスリムで、0.1％

がユダヤ教徒です。

　ドイツの諸教派はそれぞれの相違をまだ克服していませんが、協力すること

を学びました。ナチス政権の時代には、政府に協力するキリスト者もいました

が、政府に抵抗して投獄されたり、強制収容所に送られたりするキリスト者も

いました。ナチスの独裁政治の下で苦しい日々を送るという共通の体験は、さ

まざまな教派のキリスト者の間の距離を縮めました。今日、ドイツの教会はそ

の使命を果たし、ことばと行いをもって福音をあかしするために、協力関係を

さらに強めています。ローマ・カトリック教会と EKDは多くのキリスト者を

抱えており、ドイツにおけるエキュメニカルな協力活動の大部分を担っていま

す。

　ドイツのキリスト教一致運動のほとんどは、草の根レベルで行われています。

たとえば、宣教協力祈祷週間やキリスト教一致祈祷週間などです。多くの場合、

近隣の教派や教区がエキュメニカル運動を行っています。たとえば、聖書の勉

強会を開催したり、神学的なテーマについて討議したり、祭典を開いたり、共

通のウェブサイトを立ち上げたり、共同体に新たに加わった人のもとを訪れた

り、教会に関する情報が記載されたパンフレットを駅で配ったりしています。

こうした活動は通常、地元の教会の信者のボランティアによって行われます。

いくつかの地域では、さまざまな教派と教区が互いに協力し合うことを約束す

る合意が公式に結ばれ、エキュメニカルなパートナーシップが地元で実践され

始めています。それらの合意の多くは、それぞれの教会の指導者の間に結ばれ

た同様の合意文書に基づいています。

　教会指導者のレベルでも、エキュメニカルな協力活動が行われています。た

とえば、カトリック教会の代表と EKDを代表するプロテスタント教会の牧師
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が年に二度会議を行い、教会に影響を与える現代の問題について話し合ってい

ます。人間の尊厳などの神学的な問題を討議するグループもあります。これら

の二者間会議に加えて、正教会の主教協議会の代表はローマ・カトリック教会

やプロテスタント教会の代表とそれぞれ定期的に会議を行っています。また自

由教会連合とEKDも定期的に会議を行っています。

　ドイツのキリスト教の特徴として、大規模な信者総会や信者の大会が行われ

ることが挙げられます。それは、カトリック教会では「カトリケンターク（カ

トリック大会）」、プロテスタント教会では「キルヘンターク（教会大会）」と

呼ばれています。両方とも一年ごとに開催され、それぞれドイツ・カトリック

中央委員会とドイツ福音主義教会キルヘンターク（DEKT）によって運営され

ています。原則として、これらはもともと一つの教派の信者の集いですが、長

い年月を経た現在、異なる教派の信者が参加したり、講演者として招かれたり

することもあります。

　2003 年と 2010 年に、ドイツ・キリスト教会協議会（ACK）に加盟している

すべての教派が集い、「エキュメニッシャー・キルヘンターク」と呼ばれるエキュ

メニカルな大会を行いました。そこではドイツの社会にとって重要な多くの問

題（世界的な金融危機、気候変動、人命に関する倫理的な問題、正義など）が

話し合われました。数々の聖書研究、神学的討議、エキュメニカル礼拝なども

同様に重要であると見なされました。「エキュメニッシャー・キルヘンターク」

をはじめとするこれらの大会は、ドイツのキリスト者が今も積極的に活動し、

互いに協力し合い、ドイツ社会の他の人々と対話することができることを示す

素晴らしい機会です。

ドイツ・キリスト教会協議会
　ドイツ・キリスト教会協議会（ACK）は、世界教会協議会（WCC）が設立

される数か月前の 1948年 3月 10日に設立されました。設立当時のメンバーは、

EKDとメノナイト教会、バプテスト教会、メソジスト教会、復古カトリック

教会でした。第二バチカン公会議が『エキュメニズムに関する教令』を採択し

てから 10 年後の 1974 年、ドイツ・カトリック司教協議会と正教会がACKに
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加わりました。ドイツの再統一後、西ドイツと東ドイツのキリスト教協議会は

一つになりました。両協議会には異なる組織とメンバー構成があったために、

新しい規則をもった新たなエキュメニカルな組織を立ち上げる必要がありまし

た。今日、ACKには 17 教派が属しています。また 6教派がゲスト会員となり、

4つのエキュメニカル運動組織にオブザーバーの資格が与えられています。

　2003 年にベルリンで開催された第一回エキュメニッシャー・キルヘンターク

において、ACKに加盟するすべての教派の代表が教会一致祈祷礼拝を行い、「エ

キュメニカル憲章」に署名しました。この憲章は欧州教会会議と欧州カトリッ

ク司教協議会会議によって作成されました。ACKはドイツにおける「エキュ

メニカル憲章」の意味と、ドイツでこの憲章を実践する方法に関する独自の文

書も発表しました。

　2010 年にミュンヘンで行われた第 2回エキュメニッシャー・キルヘンターク

において、ACKは「エキュメニカル憲章」の提案の一つを実践し、「被造物を

大切にするエキュメニカルデー」を制定しました。この日は、創造主への信仰

を共にあかしし、神の創造物を保護するという、共通の使命を思い起こすこと

を目的としており、9月の第一金曜日に毎年行われています。ACKは、第一回「被

造物を大切にするエキュメニカルデー」をブリュールの正教会で執り行いまし

た。今日、ドイツ国内のあらゆる都市でこの日は祝われています。ACKはこ

の日を祝うようドイツ国内のすべてのキリスト者に促すと同時に、礼拝におけ

る提案と追加資料を 9月以前に出版し、人々が自分たちの計画にそれを活用で

きるようにしています。

　ACKが多くの時間を費やし、討議を重ねてきた、もう一つのテーマは洗礼

です。ACKに加盟する 11 教派が 2007 年に洗礼に対する共通認識に関する合

意に署名しましたが、メノナイト教会とバプテスト教会を含む 5教派は署名し

ませんでした。それ以来、ACKは洗礼の問題に取り組んできました。この問

題はACKの総会で討議され、2014 年 3 月には公開討議も行われました。ACK

はフィンランド・キリスト教一致推進評議会ともこの問題について協議しました。

　「エキュメニカル憲章」の 10 条と 11 条は、ユダヤ教の代表との対話を深め

るよう促すとともに、キリスト教とイスラム教の信者の出会いも奨励していま
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す。したがって、ACKはユダヤ教の 1団体とイスラム教の 2団体と共に、「わ

たしのことを知っていますか」と称される取り組みを行っています。この取り

組みは、これらの 3大宗教のすべての信者が互いに知り合い、草の根レベルで

共通の活動を進められるように助言や資金援助を行うものです。この取り組み

をコーディネートするためにムスリムの女性が一人、採用されました。ドイツ

と欧州の公的組織も資金援助を行っています。

　ACKは、「多宗教世界におけるキリスト者のあかし」という文書に数々の示

唆を与え、そのテーマのもとに行われる取り組みをコーディネートするための

特別委員会も立ち上げました。2014 年には、ACKに加盟する諸教派の代表と

福音同盟（EA）代表の間で会議が行われ、あかしと諸宗教対話に関する問題

が話し合われました。その結果、福音同盟とACKの間に密接なつながりが生

まれ、福音同盟はACKにオブザーバーとして加わりたいと願い出ました。

エキュメニカル運動の課題
　ドイツが直面しているエキュメニカル運動の主な課題の一つは、規模の小さ

い教派が二大教会と直接向き合える場を維持することです。カトリック教会と

ドイツ福音主義教会（EKD）はほぼ同じ規模をもち、同様の資産を用いること

ができます。したがって、両者はおのずと協力し合い、多種多様な問題　　教

会間で行われる婚姻から、国家と教会の関係がかかわる問題に至るあらゆる問

題　　に取り組んでいます。しかし、両者は多くの場合、二者間だけで協力し

ているので、他の教派、ときにはACKさえもエキュメニカル運動について発

言できないことも珍しくありません。ACKの主な目標として、ドイツには複

数の教派が存在するという事実に公平に対応すること、複数の教派間の対話と

協力を実現させることなどが挙げられます。

　もう一つの課題は、多くの人々、とりわけ草の根レベルで長い間活動してき

た人々が、エキュメニズムの分野で何も進展を見出せずに失望していることで

す。そうした失望がもっとも顕著に感じられるのは、エウカリスチアの交わり

として知られる主の晩餐に教派の境を超えて共にあずかることについてです。

ドイツには異なる教派に属する夫婦もしくは恋人が非常に多くいます。彼らは
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主の晩餐に共にあずかりたいと切望すると同時に、キリスト教一致運動が現状

よりもさらに成果を上げるべきだと感じています。彼らは大きな進展ではなく

停滞を目にして失望しています。

　今日、ドイツ国内の多くの人々がキリスト教信仰を真に理解していません。

彼らはキリスト教を信じないばかりか、知ろうともしないようです。もし教

会が「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい」（マタイ

28・19）という自らの使命を真剣に受け止めるなら、これらの人々と対話する

ことが優先課題となるはずです。キリスト教諸教派は、この課題に独りで取り

組むのではなく、共に向き合い、互いの経験から学び、励まし合うべきです。

共通の信仰に目を向けてはじめて、諸教派の間のきずなを強めることができま

す。また、キリスト教信仰を理解しやすい方法で伝えようと協力することによ

り、諸教派は自らの信仰理解も深めることができます。宗教改革 500 周年は、

信者であるか否かにかかわりなく、あらゆる人にキリスト教信仰を伝える機会

としてとらえることができます。キリスト教信仰は、わたしたち人間とすべて

の被造物に対する、神のキリストにおける愛を信じます。だからこそ、ドイツ

の諸教派はこの記念すべき年を「イエス・キリストを祝う年」としたのです。

＊　この原稿はACKの権限と責任によってのみ複製される。
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◇キリスト教一致祈祷週間のテーマ一覧（1968－ 2017年）◇
1968 年、世界教会協議会（WCC）信仰職制委員会と、教皇庁キリスト教一致
推進評議会が共同発行した冊子が初めて使用されました。

1968　神の栄光をほめたたえるに至るために （エフェソ 1･14）

1969　自由への召し （ガラテヤ 5･13）

1970　わたしたちは神の同労者である （一コリント 3･9）

1971　聖霊の交わり （二コリント 13･13）

1972　わたしは新しいおきてをあなたがたに与える （ヨハネ 13･34）

1973　主よ、祈ることを教えてください （ルカ 11･1）

1974　すべての舌が「イエス・キリストは主である」と告白するように （フィリピ2･1－13）

1975　すべてはキリストのもとに （エフェソ 1･3－10）

1976　わたしたちはまことの姿になるよう召されている （一ヨハネ 3･2）

1977　ともに希望をもって屈せず （ローマ 5･1－5）

1978　もはや他人ではない （エフェソ 2･13－22） 

1979　み栄えのため互いに仕えよう （一ペトロ 4･7－11）

1980　み国が来ますように （マタイ 6･10） 

1981　一つの霊　多くの賜物　一つの体 （一コリント 12･3b－13） 

1982　主こそわがやどり （詩編 84）

1983　イエス・キリスト－この世の生命 （一ヨハネ 1･1－4） 

1984　主の十字架は一致への道 （一コリント 2･2, コロサイ 1･20） 

1985　キリストとともに死から生命へ （エフェソ 2･4－7） 

1986　我が証人となれ （使徒言行録 1･6－8） 

1987　キリストにあってともに新しく （二コリント 5･17－6･4a）

1988　愛は恐れをとりのぞく （一ヨハネ 4･7－21）

1989　キリストに結ばれて一つのからだに （ローマ 12･1－21）

1990　キリストの祈りのうちに （ヨハネ 17） 

1991　すべての国よ、主を賛美せよ （詩編 117, ローマ 15･5－13）

1992　わたしはあなたがたとともにいる。だから行きなさい。（マタイ 28･16－20）

1993　聖霊の実はキリスト者の一致を生む （ガラテヤ 5･22－23） 
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1994　神の家族・心も思いも一つにして （使徒言行録 4･23－37） 

1995　コイノニア・神にある交わり、お互いの間の交わり（ヨハネ 15･1－17）

1996　見よ、わたしは戸口に立って、たたいている （黙示録 3･14－22） 

1997　神と和解させていただきなさい （二コリント 5･16－21）

1998　“霊”は弱いわたしたちを助けてくださる （ローマ 8･14－27）

1999　神が人と共に住み、その神となり、人は神の民となる （黙示録 21･3）

2000　神はほめたたえられますように。神はわたしたちをキリストにおいて

祝福で満たしてくださった （エフェソ 1･3－14）

2001　わたしは道、真理、いのち（ヨハネ 14・６）

2002　神よ、命の泉はあなたにある（詩編 36・６－10）

2003　わたしたちは、このような宝を土の器に納めています（二コリント 4・7）

2004　わたしの平和を与える（ヨハネ 14・27）

2005　教会の土台であるキリスト（一コリント 3・1－23）

2006　二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる

（マタイ 18・18－20）

2007　耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の利けない人を話せるようにしてくださる

（マルコ ７・31－37）

2008　絶えず祈りなさい（一テサロニケ ５・（12a）13b－18）

2009　それらはあなたの手の中で一つとなる（エゼキエル 37・15－28）

2010　あなたがたはこれらのことの証人となる（ルカ 24・48）

2011　使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることにおいて一つ

（使徒言行録２・42 参照）

2012　わたしたちは皆、主イエス・キリストの勝利によって変えられます

（一コリント15・51－58 参照）

2013　神が何をわたしたちに求めておられるか（ミカ 6・6－8参照）

2014　キリストは幾つにも分けられてしまったのですか（一コリント1・1－17）

2015　イエスは「水を飲ませてください」と言われた（ヨハネ 4・7）

2016　主の力あるわざを、広く伝えるために招かれて（一ペトロ 2・9参照）

2017　和解　キリストの愛がわたしたちを駆り立てています（二コリント5・14－20 参照）
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