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恵みについて、もう一度かんがえましょう。
1
親愛なる天の御父、あなたの御言葉は、あなたの御名の中に 2 人または 3 人が集まったと
き、あなたは存在することを私たちに伝えていることを私たちは知っています. あなたの
存在、力、恵みがこの部屋と私たちの人生を満たしますように。 私の言葉があなたの言
葉となるように、聖霊が私の言葉を導いてくださいますように。どうぞ、この時、共に祝
福してください。 キリストの名において、アーメン。
今日のメッセージは神の恵みに焦点を当てています。 恵みはキリスト教信仰の本質的な
真理です。 聖書の恵みの概念は、キリスト教を世界の他の宗教とは異なるものにしてい
ます。 恵みは広範かつ多面的なトピックであり、私の時間は限られています。 ですから、
表面をなぞるだけです。 とはいえ、今日のメッセージがあなたを励まし、深く考え、祈
る何かを与えてくれることを願っています。
私は以前にもこのメッセージの本質を共有しました。 それでも、神の恵みに対するあな
たの理解が、あなたの人生と OIC 教会体の生活の中で明らかにされ、および/またはリフ
レッシュされることを願っています.
2
この人物が誰だか分かる人いますか？ヒント: 本名はポール・デビッド・ヒューソン。し
かし、彼は一般的にボノとして知られています。ボノはアイルランドのロックバンド U2
のリードシンガーです。
何年も前に、ボノと彼のバンド U2 が大阪で演奏していて、私が働いていたホテルに滞在
していました。そんな時、ボノが大阪ドームでの演奏に行くためにホテルを出ようとして
いたときに、私はボノとチラッと出会いました。
つまり、ボノがホテルを出るために⾧い廊下を歩いていたとき、思いかけず、ボノが私を
まっすぐに見ているのを見たのです。そして、私に向かって歩いて来ました。私は自分自
身に考えました...ここで何が起こっているのですか？なんでわたし？なぜこの有名なロッ
クスターが私に向かって歩いているのですか?実際、ボノは私に近づき、手を差し伸べて
力強く握手し、「どうもありがとうございました…今夜のショーを楽しんでいただければ
幸いです」と言いました。
私はびっくりしました。私の顔には大きな驚きの表情があったに違いありません。ボノは
明らかに、人間違いのミスをしたのです。結局のところ、彼は私がホテルのゼネラル マ
ネージャーだと誤解していました (そうではありませんでした)。そして、彼はホテルの宿
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泊施設 (プレジデンシャル スイート) に感謝し、その夜の U2 公演のチケットがゼネラ
ル マネージャー (残念ながら私ではありません) に残されていることを知らせてくれまし
た。
OK、それは私のボノの話です。ボノはアイリッシュ ロック バンド U2 のリード ボーカ
リスト兼ソング ライターです。彼はノーベル平和賞にノミネートされ、エリザベス 2 世
女王から名誉ナイトの称号を授与され、タイム誌から「今年の人」に選ばれ、教皇のサン
グラスまで授与されました…
3
そして、ロックスターのステータスにもかかわらず、ボノはとても人間的です。 彼は明
らかに間違いを犯します。 あなたと私のように。
さて、ボノとの思いがけない出会いが、恵みについて話すための入り口になります。 恵
みは今日のメッセージの焦点であり、聖書の恵みはすべての人のためのものです. ここに
間違ったアイデンティティはありません。 神は私たち一人一人の名前を知っています。
さぁ、始めましょう。
4
聴衆と話すとき、よく 3 つの質問をします。何を、なぜ、どのように？ つまり、私たち
は何について話しているのですか？ どうしてそれが重要ですか？ そして、それはどのよ
うに機能しますか？ 今日は、恵みとは何かを考えます。 恵みが重要なのはなぜですか。
そして、恵みはどのように機能しますか？
5
最初の質問は、聖書の恵みの概念とは何ですか?
6
恵みは、聖書全体でさまざまな方法で説明されています。簡単に言えば、聖書は恵みを自
分に値しない恩恵と定義しています。自分で稼ぐことも、支払うこともできないもの。そ
れは神から私たちに無償で与えられた贈り物です。老いも若きも。金持ちと貧乏人。有名
な人とそうでない人向けてです。日本人及び外国人向けてです。具体的な聖書の箇所で、
聖書は恵みを次のように描き、説明しています。
ローマ 11:6 – 恵みによるのであれば、もはや行いにはよりません、そうでないと、恵み
はもはや恵みではなくなります。 （稼ぐことはできません。）
エペソ 2:5 – あなたが救われたのは恵みによる。 （それは神からのみです。）
創世記 6:8 – 先ずは「だが、ノアは主の目に適う者であった。」（初期の人類の一人―ノ
アは神からの、自分に値しない恩恵を得た。）
エペソ 2:8 – 「行ないによるものではないので、だれも誇ることはできません」と続けて
言っています。 （繰り返しますが、それはあなたがすることではなく、愛する神によっ
て自由に与えられたものに基づいています。）
2 テモテ 1:9 – 私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのはー私たちが
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何かをしたからではなく、御自身の計画と恵みによるのです。
恵みは自分が値しない恩恵です。
7
恵みは広く書かれています。
恵みは聖書の「はじめから終わりまで書かれています」. つまり、聖書の最初（最初
の書―創世記）と最後（最後の書 - 黙示録）、そして聖書のいたるところに出てくるとい
うことです。 たとえば、旧約聖書では、ノアは何百年も生き、「主の目に適う者であっ
た。」（創世記 6:8）。 新約聖書と聖書の最後の黙示録では、すべてのクリスチャンへの
称賛は「主イエスの恵みがあなたがたすべての者と共にあるように。アーメン」（黙示録
22：21）です。
旧約聖書と新約聖書の両方で、さまざまな背景と経験を持つさまざまな人々が、人類の歴
史を通じて、神の恵みを経験しました。
恵みは広いです。 恵みはどこにでもあります。
8
恵みはまた、個人の生涯を通じて深く浸透する可能性があります。つまり、恵みは私たち
の生涯を通じて共通の経験である可能性があり、そうあるべきです。私たちは、人生の早
い段階、または人生の非常に遅い時期、および/またはその中間のどこでも恵みを体験でき
ます。私たちがクリスチャンの歩みを深め、成熟するにつれて、神の恵みは、個人として
も組織としても、さまざまな形で現れます。ノアにとって、人生の後期で、彼は神を信じ、
信頼し、従い、神の恵みと救いの恵みを経験しました。パウロにとっては、人生のずっと
早い時期に神の恵みを経験しました。実際、恵みはパウロを予期せず劇的に変えました。
つまり、彼はキリスト教徒の殺人者から、イエス・キリストの福音の第一の説教者へと転
身したのです。クリスチャンを殺害することから、命を与えるキリストの福音を公言する
ことまで、これは 180 度の方向転換であり、パウロのその後の生涯の特徴でした。それ
が恵みのすることです。
重要なのは、神の恵みが罪の大きさではなく罪に焦点を当てていることです。パウロの罪
は正義のノアよりもはるかに大きく明白でしたが、ノアには罪がなかったわけではありま
せん。それでも、神は大罪人と小罪人の両方に恩寵を惜しみなく示しました。老いも若き
も罪人です。
神の恵みは、個人を超えて組織にも及びます。 40 年以上にわたる OIC の存在は、神の
善と恵みの証です。教会の生活は、浮き沈みのある個人の生活と大差ありません。多くの
人が OIC で恵みを知り、成⾧するようになったので、神の恵みは非常に必要とされており、
OIC での⾧年にわたって明白かつ十分でした.要するに、神の恵みは個人や組織に深く浸透
し、私たちの生涯や人類の歴史にまで及びます。
9
要約しましょう、恵みは自分に値しない恩恵です。 恵みは私たちが神と交渉するもので
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はありません（まあ、私は一生懸命働いた、収入の一部をあなたにあげた、人々があなた
に意地悪をしたときに動揺したなど）。 恵みは神によって無償で与えられますが、イエ
ス・キリストの生、死、復活による高い代償が払われています。
恵みは広いです。 1 つの人種用です。 人類です。 それは、時と場所を超えてすべての
人々のためのものです。
恵みは深い。 高齢者、中年、若者など、あらゆるライフステージのあなたのためのもの
です。 恵みが与えられたのは、あなたが罪深さを克服したからではなく、神があなたを
愛しているからです。
それは神の恵みが何であるかについて少しの説明でしかありません。
10
次に、神の恵みがなぜ重要なのかを考えてみましょう。
11
私たちに対する神がもとめられている事は、私たち自身が考えているよりも大きいです。
あなたがクリスチャンであろうとなかろうと、神はあなたのためにもっと多くのことを望
んでおられます。 クリスチャンにとって、神はあなたが知識と信仰において成⾧し、よ
り神聖な「良い」人生を送ることを望んでいます. キリスト教徒でない人たちには、真理
の追求をあきらめてほしくないのです。 神はあなたを救い、「良い人生」、さらにより
良い人生をあなたに提供したいと思っています-今もそして永遠に。
12
クリスチャンにとって恵みは重要です。なぜなら私たちは恵みによって救われるからです。
私たちは自分の罪を悔い改め、それでもなお罪を赦されながら、神の恵みの中で成⾧して
います。 本当に、私たちがこの関係になる唯一のものは、私たちの罪と悔い改めの心で
す. 神の恵みは相違点要因であり、キリスト教を他の宗教と違うものにしています。 神の
恵みはすべてを変えます。
救いの恵みを超えて、神の恵みは私たちに挑戦を与え、私たちをより神聖な生活へと導き
ます。 方向性として、私たちは恵みの中で成⾧し、より神聖になることを望んでいます。
恵みは、より良いものもあるという約束でもあります。 この真実は、第一ペテロ 1:13 で
明らかにされています。 ですから、行動に備えて心を整え、自制してください。 イエ
ス・キリストが現れたときにあなたに与えられる恵みに、あなたの望みを託しなさい。」
13
では、質問したいと思います。 クリスチャンであると自称する私たちにとって、神の恵
みは、神に誉れと栄光をもたらしたいというあなたの動機となっていますか? 神の恵みは、
あなたがより神聖な生活を送る力を与えていますか? はいの場合、素晴らしいです。
「いいえ」の場合、自分の罪を認めず、キリストの赦しに完全に依存しないことによって、
恵みを軽んじていますか? あなたがより神に栄光を帰し、力強い、より神聖な生活を送る
ことを妨げているのは何ですか?
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恵みは、イエス・キリストを通して代価を払ってもたらされました。 安くはありません。
神からのこの恵みの賜物を過小評価しないようにしましょう。 神が与えてくださったよ
うに、私たちも神と他の人にもっと自分自身を捧げましょう。
14
クリスチャンではない方も、ここに来てよかったです。そして聖書は、神の恵みはすべて
の人に与えられていると教えています。また、あなたと一緒にチェックインして、人生が
どのように進んでいるかを確認したいと思います.私たちは皆、人生が難しいことを知って
いるからです…それでも、それは良いことです.テトス書には、「…救いをもたらす神の恵
みがすべての人に現れた」と記されています。つまり、神はあなたとあなたの特定の困難
な状況を知っています。それは困難な生活環境かもしれません。または、真実の追求と、
人生におけるより大きな意味と目的に関連する課題かもしれません。確かに、神はあなた
が希望を失ったりあきらめたりすることを望んでおられません。
何年も前に、「日本は自殺に追い込まれ、ホームレスが急増」という新聞の見出しを見ま
した。見出しの下には、「日本では、歴史的に、経済的苦境により、すでに約 15 分ごと
に自殺が見られる社会で、自ら命を絶つ人々が増加している」と書かれています。その見
出しと事実は私に大きな衝撃を与えました。自殺はあきらめの究極の形であり、完全な希
望の喪失です。そして、その自殺率が今日でも維持されている場合、非常に悲しいことに、
今日の１日の過程で、日本では 5～6 人が自殺します.とても悲しい。ひどい。真実と希望
を体現する、より良い生き方があります。真の生ける神との恵みに基づく関係を通して、
より良い道が経験されます。
15
しかし、当時も今も、この世界での生活は大変だというのが現実です。そして、今の
Covid の時代の私たちの生活を考えると、恵みはますます重要になっているようです.
Covid が私たちの生活と生計を一時的および永続的な方法で変えたことは誰もが知ってい
ます.私たちの多くは、病気になったり、家族や友人、教会員、同僚が深刻な影響を受けて
いることを知っています。おそらく彼らは仕事や家族、愛する人を失ったでしょう。
ですから、このメッセージを準備するにあたり、日本における自殺率とリスクに対する新
型コロナウイルスの影響をよりよく理解したいと思いました。最近の 2022 年の研究に基
づく調査結果は、女性と若者が自殺率とリスクの点で最も悪影響を受けていることを示唆
しています。悲しいことに、これら 2 つのサブグループは「社会経済的に」より脆弱で
す。つまり、通常、男性ほど多くのお金や資源を持っていません。さらに、女性は、大家
族の世話やその他の責任を含む、家族の責任に関連する追加のより重い負担を負うことが
よくあります.
これらの調査結果は、私たちがこの困難で不確実な時代を一緒に乗り切ろうとしていると
きに理解することが重要です。それでも、性別や年齢に関係なく、これらは質問を強調し
ています...あなたは自分の人生の主人であり、どのように過ごしていますか?満足していま
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すか？イエス・キリストを通して与えられた神の恵みの貴重な賜物を注意深く考え、今日
からあなたの人生に新しい希望と意味を見出すための一歩を踏み出してください。
16
簡単に言えば、恵みが重要です。 聖書は、恵みだけが、信仰だけが、キリストだけが私
たちすべてを救うと教えています。 信者には、神の恵みの中で成⾧し、より神聖な生活
を送る機会があります。 非信者で真実を求める人にとって、恵みは救いの約束と、より
希望に満ちた有意義な人生を提供します。
17
最後の 3 番目の質問は、恵みはどのように機能するのかということです。
18
恵みはどのように機能しますか？ 恵みは多くの異なる (そして時には不思議な) 方法で機
能しますが、恵みがどのように機能するかについての 3 つの観察、つまり記述子で締め
くくりたいと思います。 パウロが神に「肉のとげを取り除いてください」と祈ったとき、
神は彼にこう言われました。「私の恵みはあなたに十分である。

力は弱さの中で完全に

現れるのだ」（2 コリント 12：9）。したがって、恵みの記述子の 1 つは、その十分性で
す。 また、他の 2 つの領域についても検討したいと思います。―それは、神の恵みの驚
くべき、かつ予想外である性質です。
19
まず、恵みは予期せず機能します。 今日メッセージを始めたとき、ボノとの思いがけな
い出会いについて話しました。 ほとんどの人は、年老いたロックスター事についてから
説教を始めることはありませんが、私はそうしました。 それはあなたにとっても予想外
だったでしょう。 さて、数年前に思いがけず読んだインタビューに基づいて、恵みにつ
いてのボノの考えを共有したいと思います.
また、別のメモとして、ボノが「Grace」というタイトルの曲を歌っているのを後で見る
ことをお勧めします. 一聴の価値ありです。 お願いします。 曲の恵みについて知りたい
場合、後で YouTube を検索してください。
(https://www.youtube.com/watch?v=8Zk26KXSH3g)。
20
とにかく、私が読んだ記事で、インタビュアーはボノに彼の宗教的信念について尋ねまし
た. ボノは、神の愛、恵み、そして彼の個人的な罪について、正直に、思慮深く答えまし
た。 ボノは、「恵みは理性と論理に逆らいます。 [神の]愛は、例えば、あなたの行動の
結果を中断します、私の場合、これは本当に良いニュースでした。私はたくさんのばかげ
たことをしたからです.
人生はつらいものですが、恵みは予期せぬ違いを生むことがあります。 まことの生ける
神からの恵みは惜しみなく与えられ、多くの場合、思いがけず与えられます。 それは、
恵みがどのように機能するかに関連する 1 つの観察です.

6

21
次に、恵みの十分性の側面を見てみましょう。 神は言葉の中で、パウロが肉のとげを取
り除いてくださるように祈ったとき、神の恵みの十分性をパウロに強調しました.
若くて優しい頃、私は非常につらい時期に神の恵みを経験しました。 あなたが若いとき、
あなたはしばしば両親（お母さんとお父さん）、そして祖父母でさえに、指導と支援を提
供して貰うことを頼りにしています. 例えば、私はママべったりの男の子でしたが、残念
なことに、私たちと一緒に住んでいた祖父が、私が 9 歳で亡くなりました. それは大変で
した。 そして、その後まもなく、母が癌と診断され、それはさらに困難になりました。
彼女は勇気を持って常に笑顔で戦いましたが、私の１1 歳での死は壊滅的で痛ましいもの
でした。 それでも、多くの年数の後、父が神の十分さの中で安息していたことを認識し
ました。それは心強いものであり、私の人生の中で「従うべき模範」になりました.
22
ほぼ 50 年経った今、母の死と父の模範をより思慮深く自信を持って振り返ることができ
ます。 つまり、私が力を必要としていたとき（ちょうど私の父がそうであったように）、
神の恵みが私の人生に十分に与えられました。 ある意味での神の備えと十分性は、日本
と米国で生活し、働くために文化を越えてほぼ 30 年間続いてきました. 私は 5 回の重大な
交差点を経験しました。 これらの大きな動きは、多くの場合困難であり、明確な結果が
得られず、専門的 (および個人的) な不確実性に満ちていました。 それでも、神はいつで
も恵み深く一貫して備えてくださいました。 神の恵みが十分であることを証することが
できます。
23
恵みがどのように機能するかについての私の 3 番目で最後のポイントは…驚くべきことで
す。 グレースは驚くほどに機能します。 昔の奴隷商人のジョン・ニュートンは、アメイ
ジング・グレイスという曲を書きました。 ジョン・ニュートンは善人ではありませんで
した。 彼は他の人間を売って利益を得ました。 しかし、後になって彼は悔い改め、キリ
ストを通して赦しを経験しました。 彼の世界的に有名な賛美歌「アメイジング・グレイ
ス」の中で、彼は道に迷った惨めな人だったが、神は彼を見つけたと述べています。 神
は私たちがどこにいるのかを見つけてくださいます - 悪い場所や困難な場所でさえ。 ジ
ョン・ニュートンは、神の驚くべき恵みによって、そして彼の前後のすべての人間によっ
て救われました。 神の恵みは、神の聖霊の導きにより、私たちが自分自身のために自由
に恵みを受け入れるとき、人々を自由にします。 ですから、あなたが国際的なロックス
ターであろうと、奴隷商人/賛美歌の作者であろうと、平均的な罪人であろうと、それは問
題ではありません。 神の驚くべき恵みはあなたのためにあります。
24
繰り返しますが、驚くべきことに、聖書はイザヤ書で、神はあなたの名前を知っていると
言っています。 あなたは彼にとって重要です。 イザヤ書 43 章 1 節には“しかしヤコブ
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よ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形づくられた方 主は今こう言われ
る。恐れるな。私があなたを贖った。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。" 信
じられない事です。 世界の創造者は、名前であなたを知っています. 神の恵みは驚くべき
です.
25
恵みがどのように機能し、それが何であり、なぜそれが重要なのかについて、最後にまと
めましょう.それでは、祈りを込めて締めくくります。 1) 恵みはしばしば予期せず機能し
ます。神と神の恵みは、私たちが思いもよらない時と方法で私たちの生活に入り込むこと
がよくあります。2) 神の恵みは常に十分です - あなたの年齢や人生の段階に関係なく、3)
定義された神の恵みは単に「自分に値しない恩恵」です. 私たちはそれに値しません。 私
たちではそれを獲得することはできず、むしろ、神の愛の招待を受け入れ、その中で生き
ていくのです。 4) 神の恵みは広いです。時間と場所の全範囲をカバーします。人々は時
の始まりからそのように住んでいて、時間の終わりまでです。 5) 神の恵みは深いです。
それは、あらゆる年齢、文化、人生段階のすべての人々のためのものです。6) キリスト教
徒にとって、神の恵みは私たちを救い、より神聖な生活へと私たちを呼びます。7) クリス
チャンではない人にとって、神の恵みは挑戦し、真理の追求をあきらめないように促しま
す。周りの人々、個人のプライド、恐れによって、神の恵みを奪われないようにしてくだ
さい。最後に、8) 神の恵みは多面的で、驚くほど多くのものです！

神の恵みはあなたの

ためです。
26
親愛なる天の御父へ
私たちがあなたに近づくとき、あなたは私たちに近づくと約束しています（ヤコブ 4:8）。
あなたの恵みと真実はすべての者のものです。 信じる私たちのために、私たちが今あな
たに近づき、知識、真実、そして恵みにおいて成⾧するのを助けてください. そうでない
私たちにとっては、主イエスよ、あなたは道であり、真理であり、いのちであると主張さ
れています。 彼らがあなたに従うことの代償を恐れないことを認め、そうする理由を慎
重に検討してくる様にしてください。 あなたの聖霊が、私たちのすべてのステップと決
心を慰め、導き、方向を決めますように。 イエスの名において、アーメン。
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