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＜祈祷会

【生命は生命から生まれる
している言葉です。
現代にまで続く、今も発展している医学の
ていることですが、肺炎球菌や細菌性髄膜炎の予防接種も、公費で行われる
時代を迎えています。つい最近まではなかったことです。“新しいことです”。
パスツールは、狂犬病の予防接種などでも有名ですが、時代
っていない
てみますと、近代的医学を拒否することを、“非科学的”だと殆んどの教会は
教えるでしょう。そして、条件の
は教えるのです。そこに抗生物質があるのに、
誰もしないでしょう。
働きかけることを問題にする時代に踏み込んで行くことでしょう。
【保守的ということ】キリスト教会は、良いこととして“伝統を大切にする”というこ
とを重視します。“聖書は何と教えるか”、“伝統はどうか”という具合にです。し
かし教会は、同じくあらゆる分野において“理性的であること”も教えてきまし
た。あらゆる分野においてですから“主の救いについて”も“
おいて”もそうなのです。功罪を連ねれば限りのないことですが、
スの福音を“ただ新しい”ということと記してしまうのはどうかについては、今は
触れませんが、
進んで来ました。それは、聖書の今朝の箇所を大切にして来たからといって
間違いないと思います。
【全く新しいものだ！】
新しいことが今展開されているのだ
ということは、ある時には安心できることであったり、あり様を確認するという意
味で離れがたい時があります。
断食し、祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あ
なたの弟子たちは飲んだり食べたりしています
を示しています。ところが御父を、
伝えてくれたのです。“神を見たものは一人もいない（ヨハネ福音書１：１８）”と
福音書は伝えます。
【新しい契約】
した。ファリサイ人やヨハネの弟子と
えました、存在根拠を奪われるように思えました。神の救いという、
たことが、実は“神が独り語をお与えになるいほどに”という事実において、
して“悔改めて福音を信ぜよ”という、十字架への道において実現しました。
【救いには新しい魂】“このような者でないことを感謝します”という魂にはふさ
わしくなく、“お許しください”という悔改めこそ、御心に相応しかったのです
（ルカ１８：１３
群れです。
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