した。私た ちも、引き受けな ければ

います。 捕らわれて引きず られてい

ソリスト 歌手、オーケスト ラ、合唱

復活は神様の贈物

「バプ テスマによって、キ リストと

によって 演奏されるオラト リオ作品

共に葬 られ、またキリスト を死者の

く様子で さえ、鎖に繋がれ 一歩一歩

その痛み と苦しみが伝わっ てきます。 とも印象 に残るのはイエス が息を引

のを見て いると、見ている 私たちに
き取られ たあとの「天地が 裂け、雷
中から 復活させた神の力を 信じて、

ならない試 練・困難がどんな に厳し

頭に茨 の冠をかぶせられ 、そのと
鳴が轟きわたる」を表現するのにバッ
キリス トと共に復活させら れたので

黒田正純

げで頭は 血まみれになり、 鞭打たれ
ハはテノ ールの福音史家と オーケス
す。」

です。

るシーン が繰り返されその 壮絶さは
トラ全員 に激しい音楽を作 っていま

くとも、主 の恵みによって支 えられ、 痛みに耐 えながら引きずら れていく
助けられ、 見事に引き受け、 復活の

忘れられません。
す。オー ケストラは全員が いきなり

何度か 私も演奏しました が、もっ

主を告げ知 らせることのでき る人生

その最た るシーンは十字架 に釘打つ
大音量で 細かい音を繰り返 すのです。

受難節に思うこと

を生きるも のでありたいと思 います。

さいに、 しっかり固定する ために釘
この部分 を演奏すると聖書 に書かれ
けた。 二一歳の時だったが 、私の一

五三 年前、復活祭礼拝に 洗礼を受

コロサイ書二章一二節

を打ち付 けてから十字架を 反対にイ
ていることを実感します。
暗い、 寒いという印象の 受難節の

エスとも どもひっくり返す シーンで

河野まり子
した。
例年より少し早いです。
活の中で しばしば聞くので 、「あー、 思い、私 たちの苦難を引き 受けてく

けてくだ さったという言葉 は教会生
ださった ことを思いこの受 難節を過
部神様 にお渡して、洗礼を 受けさせ

りして いた。そんな苦しい 私を、全

た思い で、少しばかりのも のを仕送

心はあ るのに、働きながら 悶々とし

あとには イースターが待っ ています。 ○代は本当 に苦しかった。 学びたい

二月一四日 から受難節に入り 、私た
私たちの ために苦しんでく ださった
ごしたいと思います。

イエス 様が身代わりに苦 しみを受

ちは主の受難を覚える日々です。
のか」と 事実を観念的にし かとらえ
て頂い た。その時、私の苦 しかった

今年のイ ースターは三月二 七日で

昔「パッシ ョン」という映画 を見た
られてい なかったことを痛 切に思い

もう少 しの間イエス様の 苦しみを

ことを思い 出します。英語や ドイツ
心が楽になったことを覚えている。

過去は、真っ白になった。

受難節 を迎えるたびに、 この映画

その頃 、読んでいた戦後文 学の椎名

ました。
とイエス 様の苦しみの大き さを身を

麟三さ んの文章に次のよう な個所が

るかという とそうではないと いうこ

トを信じる ものは、すっかり 救われ

らにいいか えれば、イエス・ キリス

キリスト者 は復活者なのであ る。さ

生きはじめ るのだ。端的にい えば、

れる様子が 非常にリアルに描 かれて

エスが肉体 的に苦痛と侮辱を 与えら

はあるが 、それ以外に旅行 、美食に

ラエルを 、いつか訪れてみ たい希望

と思って いる。五島の教会 群とイス

ければと 残りの人生を奉仕 に励もう

われたと 感謝の思いで、お 返ししな

れやかに なる。私のような 人間が救

作品の中 でも大曲で有名な 作品です。

ハネ受難 曲」があります。 バッハの

バッハの作品の 中に「ヨ

た。

の原点、私の人生の新しい出発になっ

大学で は専攻の個人レッス ンは４年

がレッ スン担当になりまし た。音楽

のオル ガン専攻に入学され 、わたし

会いで した。めでたく大阪 音楽大学

スンを 受けに来られたのが 最初の出

死んで いて生きているとい う仕方で

活のイエスの贈物をもらった人間は、

れたよ うに思ったものであ る。「復

あって 、まるで私の思いを 書いてく

もって思い出します。

語で受難という意味です。
メル・ギ ブソンという男優 がキリ
ストの役を演じていました。
映画はゲ ッセネマの森で祈 るイエ
スがローマ 兵に捕らわれるシ ーンか

とだ。救わ れていないし、と いって
興味はな い。ささやかなが ら合唱や

間ずっ と毎週あるので、師 弟関係は

・

救われても いるという仕方で 生きる
囲碁を楽 しみながら、信仰 生活を送

・

のである。 たとえていえば、 人間の
りたいと 思っている。人工 知能に囲

ら始まりま す。その冒頭から 終始イ

苦しみや悲 しみの海のなかに 投げ込
碁のプロ が敗れた時、多く のプロ棋

晶子さ んのことは、初めて お会いし

いはそれ以上に濃い関係になります。

導教授 とゼミ生と同じよう に、ある

いわば 普通の大学のゼミナ ールの指

ノの先生に連れられてオルガンのレッ

晶子 さんとは、高校生の 時にピア

まれていな がらも、おぼれな いよう

橋本晶子さんの
受洗によせて

士が、囲 碁について、私た ちの知ら
薫

に首を水の 上に出してちゃん と息が

土橋

た時か ら、背が高く元気な 方でパイ

いまし た。しかしその一方 で、学生

いたが、 同じように私は復 活という

プオル ガンを弾くにはもっ てこい、
晶子さ んが奏楽してくだ さるよう

の時か ら元気で勉強熱心な のはよい

イエス・ キリストが十字架 を受け

このた びは、晶子さんご 受洗おめ

てもいいの ではないかと思い 始めた。 苦して行 （ぎょう）という 人間の努

になって、もう何年たったことでしょ

として、時々脱線？というか、ちょっ

ことにつ いて、知っている ことは、

力で求め る教えもあるが、 復活は、

う。

とはら はらさせられること も多くあ

取られたよ うに、私は、私に 向かっ

不思議なこ とに、少し楽にな った。

神さまか らの贈物を～真っ 直ぐな心

わたし 自身が長く教会に 出入りし

りまし た。時には結構厳し いことを

いろい ろと恵まれておられ るなと思

首を水の上 に出して息が出来 るとい

と体で受 け取るものかもし れない。

ておりな がら、受洗に至る まで大変

言わせ ていただいたことも あったと

でとうございます！

うこと、切 羽詰まることはな い、主

自らの力 を依り頼んでいる 間は、復

長い時間 がかかったことも あり、晶

知らない に等しいと思って いる。刻

イエス・キ リストの復活は、 人間に

活の本当 のところは見えて こない。

それ でもご結婚の際には 結婚式の

絶望はあるかも知れないが、神によっ

奏楽を させていただき、ま た主賓と

思います。
はなかっ たのですが、今回 木戸先生

して披 露宴にもお招きいた だいたこ

子さんに もいつかと思いな がら、あ
神さま からの大きな恵み と測り知

のお勧め によって受洗を決 意され、

と、う れしく思い出します 。そして

その眼を 失うことのないよ うに長い

私は、主の 復活に預かって、 救われ

れない贈 物～あの時の復活 祭は、ア

いよいよ このイースターの 日に島之

て、それを超えられたと教えて下さっ

た年月を七 四年間積み上げて 、今ま

イ ルラ ンド 民謡 の 春
“ の 日の 花と 輝

内教会の 会員になってくだ さること、 二人の 息子さんに恵まれ、 お母さん

まり積極 的に受洗をお勧め したこと

で生かされた。

く”の美 しい歌のように、 若き日の

心よりうれしく思います。

信仰生活の課題にしてきた。

復活祭を 迎えるごとに、私 の人生

純粋な信 仰を思い出させて くれる私

として がんばっている姿を 見ると、

を刻印して いる思いで、心は 喜び晴

た。

てくる苦し いことを、全部受 け取っ

ないこと が、まだまだある と語って

S

できるということなのである。」

J
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