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 イエス、預言、天使、救い

王が生まれた
　　およそ２０００年前、イエス・キリストがイスラエルに生まれました。その時、イエスが非常に特別な

方であるということを裏付けるようなしるしが、数々ありました。まず、マリヤのもとに御(み)使い(＝天

使)が現れ、処女のまま、彼女が赤ん坊を身ごもると告げました。そして御使いは、その子はメシアとなる、

つまり民が長らく待ち望んでいた支配者かつ救世主となると説明したのでした。

　　また、もう一人の御使いが、ベツレヘムのはずれにいた羊飼いたちの所に現れて、救い主が生まれたこ

とを告げました。さらに、シメオンという人がいて、救い主をその目で

見るまでは決して死なないと、神から告げられていました。シメオ

ンが赤ん坊のイエスを見た時、神はシメオンに、この子こそ、今

まで彼が待ち望んでいた幼子であると告げたのです。また、東の

国々では、壮麗で不思議な星の出現によって、博士たちがイエ

スの誕生を知りました。

　　イエスは地上に生まれてから３０年間、素朴でつつましい

人生を送りましたが、その誕生は、驚くべき方法で告げ知らさ

れたのでした。それらの出来事を聖書の中から幾つかご紹介し

ます。

イスラエルで、御使いがおとめマリヤのもとに現れる

　　その翌月、神は御使い

ガブリエルを、ガリラヤ

のナザレ［イスラエル北

部に位置する］に住む、

マリヤという処女のとこ

ろにおつかわしになり

ました。この娘は、ダ

ビデ王［イスラエルで

最も偉大な王と考え

られている］の子孫

にあたるヨセフとい

う人の婚約者でし

た。ガブリエルはマリ

ヤに声をかけました。

「おめでとう、恵まれ

た女よ。主が共に

おられます。」
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これを聞いたマリヤは、すっかりとまどい、このあいさつはどういう意味だろうと考えました。

すると御使いが言いました。「こわがらなくてもいいのです、マリヤ。神さまがあなたに、素晴らしい

ことをしてくださるのです。あなたはすぐに身ごもり、男の子を産みます。その子を『イエス』と名付けな

さい。彼は非常に偉大な人になり神の子と呼ばれます。神である主は、その子に先祖ダビデの王座をお与え

になります。彼は永遠にイスラエルを治め、その国 [主の御国]はいつまでも続くのです。」

「どうして子供ができましょう。まだ結婚もしておりませんのに。」「聖霊があなたに下り、神さまの

力があなたをおおうのです。ですから、生まれてくる子供は聖なる者、神の子と呼ばれます。神さまの約束

は必ずその通りになるのです。」

「私は主の召使いにすぎません。何もかも主のお言いつけどおりにいたします。どうぞ、いま言われた

とおりになりますように。」マリヤがこう言うと、御使いは見えなくなりました。（ルカ１章２６節－３８

節　リビングバイブル）

御使いの言葉通り、羊飼いがイエスを見つける

そのころ、皇帝アウグストが全ローマ帝国の住民登録をせよと命じま

した。これは、クレニオがシリヤの総督だった時に行われた、最初の住民

登録でした。登録のため、国中の人がそれぞれ先祖

の故郷へ帰りました。ヨセフは王家の血筋だっ

たので、ガリラヤ地方のナザレから、ダビデ

王の出身地ユダヤのベツレヘ

ムまで行かなければなりま

せん。

婚約者のマリヤも

連れて行きました

が、この時にはも

う、マリヤのお腹

は目立つほどに

なっていまし

た。ベツレヘ

ムにいる間

に、マリヤ

は初めての

子を産み

ました。
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男の子でした。彼女はその子を布でくるみ、飼い葉おけに寝かせました。宿屋が満員で、泊めてもらえなかっ

たからです。その夜、町はずれの野原では、羊飼いが数人、羊の番をしていました。そこへ突然、御使いが

現れ、主の栄光がさっとあたり一面を照らしたのです。これを見た羊飼いたちは恐ろしさのあまり震え上が

りました。御使いが言いました。「こわがることはありません。これまで聞いたこともない、すばらしい出

来事を知らせてあげましょう。すべての人への、うれしい知らせです。今夜ダビデの町(ベツレヘム)で救い

主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。布にくるまれ、飼い葉おけに寝かされている赤ん

坊、それが、目じるしです。」

するとたちまち、天の軍勢が現れ、御使いといっしょに神をほめたたえました。「天では、神さまに栄

光があるように。地上では、平和が、神さまに喜ばれる人々にあるように。」　

御使いの大軍が天に帰ると、羊飼いたちは、「さあ、ベツレヘムへ行こうぜ。主が知らせてくださっ

た、素晴らしい出来事を見てこようじゃないか！」と言い合いました。

羊飼いたちは、息せき切って町まで駆けて行き、ようやくヨセフとマリヤとを捜しあてました。飼い葉

おけには、赤ん坊が寝ています。

何もかも御使いの言ったとおりです。羊飼いたちはこのことを大勢の人に話して聞かせました。それを

聞いた人々はみな、ひどく驚きましたが、マリヤはこれらのことを胸に納め、時々思い返していました。

羊飼いたちは、お告げどおり赤ん坊にお会いできたので、神を賛美しながら、帰って行きました。（ル

カによる福音書２章１－２０節　リビングバイブル）

預言者が赤ん坊のイエスを見て、長らく待ち望んだ救い主であることを知る

八日たち…その子は、母の体内に宿る前から御使いに示されたとおり、「イエス」と名付けられました。

モーセの法律によるきよめの時が来ると、両親はイエスを主にささげるため、エルサレムに連れて来ま

した。

その日、神殿には、エルサレムに住むシメオンという人がいました。正しい、信仰のあつい人で、聖霊

に満たされ、メシヤ(救い主)のおいでをひたすら待ち望んでいました。主がつかわされるその方を見るまで

は絶対に死なない、という聖霊のお告げを受けていたのです。

その日は、聖霊に導かれて神殿に来ました。そして、マリヤとヨセフが、決まりどおり、イエスを主に

ささげるためにやって来るのに出会ったのです。シメオンはイエスを抱き上げ、神を賛美しました。「主よ、

今こそ私は安心して死ねます。お約束どおり、この目でメシヤを見、あなたがつかわされた救い主にお会い

したのですから。この方はすべての国を照らす光、あなたの民イスラエルの光栄です。」

ヨセフとマリヤはそこに立ったまま、驚いてシメオンの言うことを聞いていました。

シメオンは両親を祝福してから、マリヤに言いました。「剣があなたの胸を刺し通すでしょう。イスラ

エルの多くの人がこの子を信じようとしないで、滅びるからです。しかし、この子によって大きな喜びを受
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ける人も大勢います。こうして、多くの人の隠れた思いが現されるのです。」（ルカによる福音書２章２１

－２２節、２５－３４節）

東の国から来た賢者たちが、星をたよりに、幼な子イエスを探し当てた

イエスは［ユダヤの］ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムの町でお生まれになりました。そのこ

ろ、天文学者たちが、東の国からはるばるエルサレムにやって来て、こう尋ねました。「このたびお生まれ

になったユダヤ人の王様は、どこにおられますか。私たちは、その方の星をはるか東の国で見たので、その

方を拝むために参ったのです。」

それを聞いたヘロデ大王は、ひどくうろたえ、エルサレム中がその噂でもちきりになりました。大王は

さっそくユダヤ人の宗教的指導者たちを召集し、「預言者どもは、メシヤ(救い主)がどこで生まれると告げ

ているのか」と尋ねました。

彼らは答えました。「ユダヤのベツレヘムです。預言者ミカがこう書いております。『小さな町ベツレ

ヘムよ。おまえはユダヤの中でも決してただのつまらない町ではない。おまえから偉大な支配者が出て、わ

たしの国民イスラエルを治めるようになるからだ。』」

そこでヘロデは、ひそかに天文学者たちを呼びにやり、例の星が初めて現れた正確な時刻を聞き出しま

した。そして彼らに、「さあ、ベツレヘムへ行って、その子を捜すがいい。見つかったら、必ず知らせてく

れ。わしも、ぜひその方を拝みに行きたいから」と命じました。

彼らがさっそく出発すると、なんと、あの星がまた現れて、彼らをベツレヘムに案内し、とある家の上

にとどまったではありませんか。それを見た彼らは、躍(おど)り上がって喜びました。

その家に入ると、幼子と母マリヤがおられました。彼らはひれ伏して、その幼子を拝みました。そし

て、宝の箱をあけ、金と乳香と没(もつ)薬を贈り物としてささげました。それから、ヘロデ大王に報告する

ためにエルサレムへは戻らず、そのまま、自分たちの国へ帰って行きました。神が夢の中で、ほかの道を通っ

て帰るように警告されたからです。（マタイによる福音書２章１－１２節　
＊
リビングバイブル）

（＊｢リビングバイブル」と記された箇所は、いのちのことば社「新版リビングバイブル」からの引用です。）
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クリスマス、救い、神の愛

クリスマスを祝うのは、なぜ？　

　　昔、神を信じず、宗教や、宗教にまつわる祝日について、あからさまに批判する人がいました。クリス

マスさえもです。けれども、その人の妻は神とイエス・キリストを信じていました。そして、夫のあざけり

に耐えながら、子供たちの心にも信仰をはぐくんでいたのです。

　　雪の降るクリスマス・イブのこと、妻は、そこの農村の人たちが集まって行われるクリスマス・イブ礼

拝に、子供たちを連れて行こうとしていました。夫も誘いましたが、行きたがりませんでした。「あんな話、

ばからしい！　神がわざわざ地上に降りてきて人間になるなんて、そんなことがあるもんか！　全く、くだ

らない！」　それで、妻は子供たちを連れて礼拝に出かけ、夫は家に残りました。

　　しばらくすると、風が強くなり、やがて猛吹雪になりました。窓の外を見ると、一寸先も見えないほど

です。そこで、暖炉の前に座ってくつろぐことにしました。

　　その時、バタッという音がしました。何かが窓にぶつかったようです。しばらくしてまた、バタッとい

う音が・・。外を見ても、ほんの１メートル先も見えません。吹雪が少し収まってきたので、思い切って外

の様子を見に行きました。すると、家の近くにある野原に、野生のグース（カナダガン）の群れが見えまし

た。越冬のために南下する途中で吹雪に遭い、飛行不可能になったようです。迷って、食べ物も休む所もな

いまま、行き場をなくしていたのです。グースたちは、羽根をばたつかせながら、野原の上をやみくもに低

空飛行していました。そして、その内の二羽が家の窓にぶつかったのでした。

　　男の人はグースたちがかわいそうになり、何とか助けたいと思いました。「納

屋なら、グースを置いておくのにぴったりだ。暖かいし、安全だ。そこで

夜を過ごして、吹雪が収まるのを待てばいい。」　そう考えて納屋まで

歩いて行き、扉を全開にして、グースたちが気がついて中に入るのを

じっと待っていました。

　　でも、グースたちはばたばたと飛び回るだけで、納

屋があることにも、またそこに入れば凍えることが

ないことにも気づかない様子でした。彼はグースた

ちの注意を引こうとしましたが、グースたちはいっそう

おびえて、さらに遠くに行ってしまうのです。

　　彼は家の中に入り、パンを手に取り、それをちぎって納

屋まで点々と並べていきました。それでも、グースたちは気

づきません。

　　彼はいらいらしてきました。グースたちの後ろに行って、

納屋まで追い立てようともしましたが、怖がるばかりで、あちこち

逃げ回ってしまいます。納屋に入れば暖かく安全なのに、何をやっ

神からの最も素晴らしいクリスマス・プレゼント

それは、あなたや私への神の愛。

その愛のゆえに、神はキリストを地上に送られた。

キリストがその命を犠牲にし、私たちを天国に導けるようにと。

――デービッド・ブラント・バーグ
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クリスマス、救い、神の愛

ても、グースたちをそこに入れることはできません。

　　「どうしてグースたちは私の後についてこないんだ？　ここに入らなければ、この嵐を生き延びられな

いのがわからないのか？」

　　彼は少し考えると、グースは人間の後にはついて行かないのだと気づきました。「私がグースだったら、

やつらを救えるのに。」

　　すると、ある考えがひらめきました。彼は納屋に入って、自分が飼っているグースを捕まえて腕に抱え

たまま、野生のグースたちの後ろにまわりました。それから、自分のグースを放したのです。彼のグースは

群れの中をすーっと飛んで行き、納屋に入りました。すると、どうでしょう、野生のグースも、一羽、また

一羽と、そのグースについて、無事に納屋にたどり着いたのでした。

　　彼は、それを見ながら、しばし無言でした。さっきの自分の言葉を思い出したのです。「私がグースだっ

たら、やつらを救えるのに。」　それから、自分が妻に言った言葉を思い出しました。「神がわざわざ地上

に降りてきて人間なんかになるなんて、そんなことがあるもんか！　全く、くだらない！」　突然、ピンと

きました。「そうか、神も同じことをなさったんだ。私たちは、グースのように、何も見えず、迷い、死に

かかっていたようなものだ。神はご自身の息子イエスを私たちと同じ姿にして、私たちに道を示し、救われ

るようにして下さったのだ。それがクリスマスの意味だったのか。」

　　猛烈な吹雪は、しだいに収まってきました。そ の男の人の心も静まり、彼はこの素晴らしい思いに浸っ

ていました。クリスマスの意味が、つまり、どうしてキリストが来られたのかがわかったのです。長年抱い

ていた疑いや不信仰は、通り過ぎた嵐のように消え去りました。彼は雪の上にひざまずき、初めて、こう祈

りました。「神様、私を嵐から救い出すために、人間の形となって来られたことを感謝します！」

　　――作者不詳、キース・フィリップス脚色

イエス様からの
クリスマス・プレゼント

わたしの愛は、いつもあなたに注がれている。

いつでもどこでも、昼も夜も。

わたしの愛は、必ずあなたを助け出す。

どんな深みに行っても、どんなに遠くに離れても。

その愛はとどまる所を知らない。そして限りなく与える。

限りなき真実の愛を、わたしはあなたに捧げよう。

わたしの愛は、あなたが混乱している時に、心の平安を与える。

あなたが疲れ果てている時に、休みを与える。

そして、もう一歩も進めないと感じる時に、力を与える。

わたしの愛は、あなたの恐れをやわらげ、絶望に直面した時も、

勇気を与える。

わたしの愛は、あなたの身体が病むか傷ついている時に、それを

いやし、心痛と苦痛をやわらげる。

わたしの愛は、あなたが悩み、沈んでいる時、緊張と、心配と、

重圧から解放する。

わたしの愛は、あなたへのクリスマス・プレゼント。

いつもあなたのそばにあった。

あなたは今、それを受け取ってくれるだろうか？
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クリスマス、愛、非利己的

クリスマスとは、愛が王様である時！

そして、愛があればほとんど何でもできる時！

クリスマスに
エドガー・Ａ・ゲスト

の瀬も近づく頃、人は素晴らしい人間となる。

クリスマス・シーズンが到来すると、人は理想の人となる。

クリスマスには、いつになく、自分のことよりも人のことを考える。

子供の笑い声を聞くと、苦労の甲斐もあったとしみじみ思う。

いつもより、利己心も少なくなる。

クリスマスの精神が心を支配すると、人は高潔になる。

リスマスになると、人の心は広くなる。

心が促す奉仕を心にとめる。

ちっぽけな思い、狭量な思いも、しばしの間すっかり消え去る。

真の報酬として求めるのは、輝くほほえみ。

そして、他人のために労苦する。

どういうわけか、クリスマスには、

人は神の思(おぼ)し召しどおりの人に近くなるようだ。

かの絵を描くとすれば、少し待ってみよう。

利己心との戦いがやみ、憎しみを捨てるまで。

お金のことで頭が一杯の、仕事の最中も、避けた方がいい。

自分のためにがむしゃらに働く忙しい日や無味乾燥な時もだ。

皮肉な笑いを浮かべている時や、他人を軽蔑している時、落ち込んでいる時も、避けよう。

でも、彼が最も輝いているクリスマス、その時に彼を捜してみよう。

はいつも悪戦苦闘。

そして、しょっちゅう誤解される。

心の中の悪が善を支配してしまう日だってある。

でもクリスマスには、人は優しさに支配され、自分のことは脇に置く。

そしてちっぽけな憎しみは消え、心は大きく開かれる。

ああ、どうやって言葉にしたらいいかわからないが、

どういうわけかクリスマスには、人は神の思(おぼ)し召しどおりの人に近くなる。

クリスマス、ああクリスマス、

いつも私の心に生きている！

主よ、私が道を踏み外さぬように、

毎日をクリスマスのように生きられるよう助けて下さい。

年

ク

誰

人
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クリスマス、愛、イエス

クリスマスを心の中に
    ヘンリー・バン・ダイク（1852-1933）

クリスマスのお決まりの習慣より良いものがある。

それは、心の中にクリスマスがあること

あなたは、自分が人にしてあげたことはさっさと忘れ、

人からしてもらったことだけを覚えていようとするだろうか？

自分がどれだけ世の中に貢献したかは無視して、

世の人々から受けた恩について考えようとするだろうか？

自分が生きる唯一の目的は、

この人生から何を得るかではなく

この人生に何を捧げるかであるかを

認めようとするだろうか？

あなたは身をかがめて

小さな子供の必要と願いに

心をくばろうとするだろうか？

そして、老いが忍び寄る弱き人

孤独な人のことを忘れずにいようとするだろうか？

友に対し、どれだけ自分のことを好きかと尋ねるのをやめて、

自分が友を、充分愛しているかどうかを

自問しようとするだろうか？

一つ屋根の下に暮らす人たちが何も言わずとも

彼らが何を本当に望んでいるのかを

理解しようとするだろうか？

醜い考えを葬り、

門を開けて、

親切な思いを植える花園を

心の内に作ろうとするだろうか？

たった一日だけでいい、

あなたはこれらのことをしようとするだろうか？

それなら、あなたの心にもクリスマスが宿る。

あなたは愛がこの世で一番強いものであると

信じるだろうか？

愛は、憎しみよりも、死よりも強いことを。

そして、遠い昔、ベツレヘムに生まれた幼子が

永遠の愛の輝きの象徴であることを。

それなら、あなたの心にクリスマスが宿る。

クリスマスは

新たな希望、

新たな勇気を

もたらして

くれる。

暗い夜空にも、

クリスマスの

星が必ず

輝いて、

平和と自由を

約束して

くれるのと

同じように。

神さま、深い愛で私たちのことを思って下さること

を感謝します。あなたが約束された贈り物を私たち

に与えて下さい。その贈り物とは、愛、喜び、平

和、幸せの贈り物、そして何よりも、あなたとあな

たのひとり子イエスと共に過ごす永遠の人生です。

私たちは心を開きます。ですから、その心をあなた

からの良きもので満たして下さい。アーメン。


