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＜今朝の聖書から
【Ｂ面】一昔前には、４５回転のドーナツ盤といわれるレコードがありま
した。団塊の世代にはジュークボックスという言葉も懐かしいかもしれま
せん。Ａ面には大事な方の曲が録音され、Ｂ面にはヒットするかどうか分
からない曲や歌手の曲が録音されていました。しかしＢ面のないレコード
なんてありませんでした。
【歴史のＢ面】創世記にはいろいろな人たちが登場しますが、神様の恵が
歴史として貫かれています。その中にはＢ面のような存在も沢山出てきま
す。アベルとカインの物語や、バベルの塔の物語など、今の私たちにも十
分理解できる、罪の姿といってよい出来事が記されています。描かれてい
る歴史は、人の経験する多くの悲しみの姿もとどめているようです。
【エサウ】イサクとリベカの双子の
得意で、賢くて、父イサクはこの兄のエサウを好んだようです。ところが、
母のリベカはヤコブを好みました。当時のことですから
り方はずいぶんと
明しています。“
とエサウが答えると、ヤコブは言った。「では、今すぐ誓ってください。」
エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった
とある箇所を覚えている人も多いと思います。この後、このことが歴史の
中心の役割を果たしてゆくことになります。新約聖書では、パウロがこの
ことを、神の選びという言葉で説明しています。“
していないのに、「兄は
それは、自由な選びによる神の計画が
方によって進められるためでした（ロマ書
【しかし】本当に疲れきっていたら、“権威など”という考えも分かるよ
うな気がしますし
がします。私たちは、心の中で自分を嘆き“
ことさえなかったら”とか、“彼さえいなかったら”などと思ったりして
しまい、大きな犯罪にもつながるようなことを見聞きします。
【心の傷】今朝の箇所は、勝手に結婚してしまった
とも解決できない、しかし、心の悲しみになり続ける、イサクとリベカの
重石になったという箇所です。エサウの中心人物でもなくそんなに沢山の
ことを聖書は語りません。
【イエス様のことば】“休ませてあげよう（マタイ
ます。益に結びつかない
れてはいけない、今行うべきこと、益になるべき
と一緒に担いなさい、と仰っているのです。拭いきれないように思える
みの全て
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