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「主の前に静まる理由」 
  
ここまでダビデの書きました詩篇２３篇を見てまいりましたが、それも今
日で終わりとなります。来週は敬老会ですので本多一米牧師が礼拝メッセ
ージをお話しします。そして、今月の２５日から新しいメッセージシリー
ズを準備しています。 
 
イスラエル二代目の王、ダビデはその若き時に実際に羊飼いとして生き、
その人生経験から神の前にある一人の人としてこの２３篇を書きました。
おそらく彼はこの２３篇をその晩年に書きましたので、この詩は彼が自分
の人生を振りかえって得た人生の総括だったと思われます。 
 
1 主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。2 主はわた
しを緑の牧場に伏させ、いこいのみぎわに伴われる。3 主はわたしの魂を
いきかえらせ、み名のためにわたしを正しい道に導かれる。4 たといわた
しは死の陰の谷を歩むとも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共
におられるからです。あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。
5 あなたはわたしの敵の前で、わたしの前に宴を設け、わたしのこうべに
油をそそがれる。わたしの杯はあふれます。6 わたしの生きているかぎり
は必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。わたしはとこしえに主の宮に
住むでしょう。 
 
ここまでにもお話ししましたように、ダビデは苦労を経験したことがない
ような人ではなく、その生涯には多くの労苦や試練がありました。親兄弟
からとりたてて注目も期待もされずに育ち、しかし、神に油を注がれるこ
とにより彼はイスラエルの王となりました。お話ししていますようにダビ
デはイスラエルで最も真実に神に仕えた偉大な王でしたが、取り返しのつ
かないような失敗や、また人間的な弱さも抱えていました。彼が日々、向
き合った試練は数多く、命さえ狙われるような危機を幾度もとおりました。
その彼が自分の試練や失敗や弱点を全てふまえてこの詩篇２３篇を作った
ところにこの詩の大きな意味があります。 
 
親兄弟からあまり目も留められずに、乏しさとか、寂しさというものを体
験していた日々を思い、幼い時の故郷ベツレヘムの野原に寝そべる羊を思
い起こしつつ、ダビデは歌いました。1主はわたしの牧者であって、わた
しには乏しいことがない。2主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこいのみ
ぎわに伴われる。 
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あのバテシバとの出来事や欲心が起きて神に頼らずに自分がもっている兵
士の数に寄り頼むという失敗を犯した彼は歌いました。3主はわたしの魂
をいきかえらせ、み名のためにわたしを正しい道に導かれる。 
 
そう、彼は命からがら主君サウロや我が子アブシャロムから命を狙われる
ようなところを通りながらも、歌ったのです。4たといわたしは死の陰の
谷を歩むとも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共におられるか
らです。 
 
彼は自らの過ちに対して、自分が蒔いたものを刈り取らなければならなく
なりました。そうです、彼は主からのムチを受けました。しかし、そのム
チは神が自分を私生子ではなく、我が子として取り扱ってくれていること
なのだと悟ったのでしょう。ですから彼は書いたのです。あなたのむちと、
あなたのつえはわたしを慰めます。 
 
彼が行く先々、隙あらば彼の命を狙う者達に追われているような時、神様
は彼に必要な食事を与えました。このような日々を過ごした彼は言うので
す。5あなたはわたしの敵の前で、わたしの前に宴を設け、わたしのこう
べに油をそそがれる。わたしの杯はあふれます。 
 
ここまでの事はダビデが自分の人生に起きたことを振り返り、その思いを
書き記したものです。しかし、その詩篇２３篇の一番最後に彼はこれから
の事、すなわち未だ起きていないことについて書いたのです。6わたしの
生きているかぎりは必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。わたしはと
こしえに主の宮に住むでしょう。 
 
「世界のクロサワ」と呼ばれ、多くの名作を生み出している故黒澤明監督
は、映像を作り上げている要素は「創造」ではなく「記憶」だと言ってい
ます。すなわち氏曰く「創造というのは記憶であり、自分の経験や、色々
なものを読んで記憶に残っていたものが足がかりになって、何かが創れる
ので、無から何かを創造することはできるはずがありません」と言ってい
ます。これはとても含蓄に富んだ言葉です。 
 
ダビデはまだ見ていない自分の人生についてここに書き記したのです。そ
れは確信に満ちた言葉です。この時、ダビデは彼のその先の人生について
心の中でイメージをしていたに違いありません。では、そのイメージはど
こからきたのでしょうか。その確信はどこからきたのでしょううか。そう、
それはそれまでの彼の歩みです。彼の過去の記憶です。 
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ロッククライミングというスポーツがあります。断崖絶壁をロープだけを
頼りに登るスポーツです。おそらく私はこのスポーツには関わらないだろ
うと断言できるスポーツです。写真を見ているだけで足が震えます。 
 
彼らはどうやってこのような崖を登ることが出来るのでしょうか。彼らを
支えるロープはどこにつながっているのでしょうか。実は「ハーケン」と
いうものがあり、クライマーは岩にそのハーケンを打ち込みながら、壁を
よじのぼるのです。ですからその登頂には時間がかかります。いい加減に
ハーケンを打ち込んでいるのなら、命の危険がありますから、彼らは念入
りに岩深く、このハーケンを打ち込みます。そして、そのハーケンに命綱
をつけながら上を目指し、山頂に達するのです。その時です、彼が自分が
のぼってきたルートを見ますと、そこにいは自分が打ち込んできたハーケ
ンが並んでいるのです。 
 
私達の人生にもハーケンがあります。神の恵み深さを体験した時、その体
験は人生のハーケンとなります。聞かれた祈り、信仰による勝利、神の臨
在によって艱難を乗り越えた体験など、全てがハーケンとなります。 
 
私達はあまりそんなことを考えませんが、今、私達がここにいるというこ
とは、あの時は万事休すと思えるような過去の苦難や試練を乗り越えて、
今ここにあるということです。そう、そんな時のハーケンを私達はあそこ
にも、ここにも見つけるのです。 
 
ダビデが自分の人生を振り返った時に、すなわち自分の人生の節目節目の
このハーケンを見出しました時に、ダビデはそのハーケンを彼のために打
ち込まれた主の頼もしい御手を思い起こしたのでしょう。ですから、それ
らの一つ一つのハーケンを振り返りました時に、彼の口からは賛美が生ま
れたのです。そうです、その賛美が『わたしの生きているかぎりは必ず恵
みといつくしみとが伴うでしょう。わたしはとこしえに主の宮に住むでし
ょう』（６）という言葉なのです。 
 
まだ自分の旅は終わらない。まだ自分の前には登るべき壁があるけれど、
主はこれまでそうであったように、これからも確固たるハーケンをもって
私を高嶺に導いてくださるということを。これまでの導きに思いをよせる
時に彼の心に神は私の将来をも導かれる、その恵みといつくしみが私を追
いかけてくる、それが彼のこの言葉なのです。そして、その確信はこの地
上での生活を超えて、永久まで私は主の宮に住むだろうという確信へとい
たったのです。 
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先々週、私達は神の恵みに自ら気がつくことがとても大切だとお話ししま
した。「はぁ、なるほど、気がつくことが大切なんだ。それがなければ何
も起こらないんだ」と思われた方達がいるかもしれません。 
 
その時は「この気がつく」ということを、それではどのようにしたらその
ことが可能になるのかという、実際的なことはお話ししませんでした。し
かし、このことこそが最も大切なことですので、今日はそのことをお話し
します。 
 
初めに申し上げますが、この「気がつく」ということは閃き（ひらめき）
によって私達のもとにやってくるものではありません。その気づきが与え
られるために私達がなさなければならないことがあるのです。この詩篇２
３篇もダビデのひらめきから生まれたものではないのです。それならダビ
デはどのようにしてこの詩篇２３篇の言葉を獲得したのでしょうか。 
 
ここが今日の最も大切なポイントです。ここがこれからの私達の人生の分
かれ道となるポイントです。人生の晩年に私達もダビデと同じように私達
の詩篇２３篇を神に捧げることが出来るか否か、その分かれ道です。それ
は何でしょうか。それは「私達が主の前に一人、出ているかどうか」とい
うことです。どれだけ私達が一人、主の前に静まって、主の御声に耳を傾
けているかです。 
 
ダビデはそんなことをしていたのですかと思われる方がいるかもしれませ
ん。お話ししましょう。私達はあちこちにそんなダビデの姿を私達は聖書
の中に見出すことができるのです。ダビデが書きました詩篇１４３篇を読
みます。 
 
1 主よ、わが祈を聞き、わが願いに耳を傾けてください。あなたの真実と、
あなたの正義とをもって、わたしにお答えください。2 あなたのしもべの
さばきにたずさわらないでください。生ける者はひとりもみ前に義とされ
ないからです。3 敵はわたしをせめ、わがいのちを地に踏みにじり、死ん
で久しく時を経た者のようにわたしを暗い所に住まわせました。4 それゆ
え、わが霊はわがうちに消えうせようとし、わが心はわがうちに荒れさび
れています。5 わたしはいにしえの日を思い出し、あなたが行われたすべ
ての事を考え、あなたのみ手のわざを思います。（詩篇１４３篇１節―５
節） 
 
この時、ダビデは敵に責められ、命が踏みにじられるような所にいました。
そのような時にダビデは何をしたのでしょうか。そうです、彼は「わたし
はいにしえの日を思い出し、あなたが行われたすべての事を考え、あなた
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の見てのわざを思います」と書いています。すなわち、彼はその状況の中
で主の前に静まり、自分の状況と自分自身を吟味して、そのありのままの
状況を神の前に差し出しています。そして、主がこれまで自分になしてく
ださったことを考え、そのみ手ののわざを思い起こしているのです。そう、
彼は主の前に静まり、考え、思うのです。それは閃きではなく、彼は一定
の時間をこのために割き、一人、静かにこの時を過ごしたのです。ダビデ
はまたぺリシテ人に囚われた時に詩篇５７篇を作りました。 
 
1 神よ、わたしをあわれんでください。わたしをあわれんでください。わ
たしの魂はあなたに寄り頼みます。滅びのあらしの過ぎ去るまではあなた
の翼の陰をわたしの避け所とします。2 わたしはいと高き神に呼ばわりま
す。わたしのためにすべての事をなしとげられる神に呼ばわります。（詩
篇５７篇１節―２節） 
 
彼は捕らわれの身でありながら、滅びの嵐が彼の前を過ぎ去るまで、主の
翼の陰に自らを置き、彼はそのところで静まり、そしていと高き神へと自
分の意識をコネクトさせたのです。このようなことはダビデだけがしてい
たことではありません。預言者イザヤの存在は聖書の中でも際立っていま
すが、その彼が何よりも強調したことをご存知ですか。 
 
3 その時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャル・ヤ
シュブと共に出て行って、布さらしの野へ行く大路に沿う上の池の水道の
端でアハズに会い、4 彼に言いなさい、『気をつけて、静かにし、恐れて
はならない。レヂンとスリヤおよびレマリヤの子が激しく怒っても、これ
ら二つの燃え残りのくすぶっている切り株のゆえに心を弱くしてはならな
い。5 スリヤはエフライムおよびレマリヤの子と共にあなたにむかって悪
い事を企てて言う、6「われわれはユダに攻め上って、これを脅かし、わ
れわれのためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしよう」と。
7 主なる神はこう言われる、この事は決して行われない、また起ることは
ない（イザヤ７章３節―７節）。 
 
イザヤに対して神は語りかけました「気をつけて、静かにしなさい。恐れ
るな」と。これは静まって私の前にとどまりなさいということです。主の
み前で主はどんなお方であり、何をなされたのか、故に何をこれからなさ
れるのかということに心を向けなさいということです。イザヤ３０書にお
いては主はイスラエルの民に語りかけます。 
 
15 主なる神、イスラエルの聖者はこう言われた、「あなたがたは立ち返
って、落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力
を得る」。（イザヤ３０章１５節）。 
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主の前に立ち返り、落ち着け。穏やかに、主の前に静まり、主への信頼を
獲得しなさい。そこからあなたは力を得るからと主は言われました。そし
て、この１５節はこう続きます。 
 
しかし、あなたがたはこの事を好まなかった。16 かえって、あなたがた
は言った、「否、われわれは馬に乗って、とんで行こう」と。それゆえ、
あなたがたはとんで帰る。また言った、「われらは速い馬に乗ろう」と。
それゆえ、あなたがたを追う者は速い（イザヤ３０章１５節－１６節）。 
 
私達は今日「何かをしている」ということが評価される時代に生きていま
す。このような時代に生きていますと「何かをしていない」と不安になり
ます。カレンダーにびっしりと予定が書かれていないと不安になるという
方がいます。不安になるとあれもこれも始める方がいます。その不安を何
かをすることによって、なくそうとしているのです。しかし、悲しいかな
それをすればするほど、不安になります。覚えましょう。イスラエルの民
は「立ち返り、落ち着き、穏やかにし、私に信頼していなさい」と主に言
われたにもかかわらず、そのことを好まず、すなわち主の前に静ますこと
を好まずに、「われわれは馬にのってとんでいこう。そうだ、ただの馬じ
ゃない、早い馬を探しに行こう。そして、それを買って、それに乗ろう」
と飛び出したのです。そんな彼らに聖書は人の世界の現実を語ります。
「それゆえ、あなたがたを追う者は速い」。 
 
ダビデには朝から晩まで多くのことを成し遂げることができた体力と知力
があったから、彼は偉大な功績を後世に残すことができたのでしょうか。
イザヤが偉大な預言者となりえたのは、彼の生まれつきの際立った能力に
よるのでしょうか。いいえ、彼らの力と人知を超えた預言の秘訣は彼らが
神の前に一人、静まることによって上から与えられらのです。 
 
何を隠そう、神の一人子イエス・キリストもこのような時を何よりも大切
にしました。弟子たちが朝早く、イエスの寝床にイエスを探すけれど、そ
こにイエスの姿がないというのが日常でありました。イエス様はそんなに
早くどこに行っていたのでしょうか。そうです、イエス様は『寂しい所に
退いて、祈っておられた』（ルカ５章１６節）のです。御子キリストの力
と知恵の源泉は、御父との静けさの中における交わりだったということを
私達は心に刻まなければなりません。イエス様はこの力の秘訣を当然、弟
子達にも教え、勧めたのです。このことなくして、世に出て行っても彼ら
の自力は何の役にも立たないということをイエス様は知っていたからです。 
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皆さん、私達はダビデやイザヤ、そしてイエス様があえて生活の中に確保
したこの静かな主との時間をもっていますか。昨日の自分を、そして、こ
れまでの自分の歩みを振り返る時間をとっていますか。ハーケンを一つ一
つ、確認していますか。その確認が今日の力となり、将来への確信となる
のです。それとも今日も速い馬を探し求めていますか。主の言葉に耳を傾
け、それにかけてみませんか。 
 
「あなたがたは立ち返って、落ち着いているならば救われ、穏やかにして
信頼しているならば力を得る」。（イザヤ３０章１５節）。 
 
子供達がインターネットをつなげます。我が家では夜九時にはネットをや
めるように言います。もう一年以上前から言っているのです。しかし、九
時を過ぎても彼らはやり続けます。言われるまで、否、言われても見続け
ます。聞き続けます。このことで、我が家ではこれまで何度も親父の雷が
落ちました。 
 
私はこのことについて大いなる危機感を感じています。それはある事実が
分かった時からさらに強いものとなりました。そうです、彼らはネットを
やめたら、自分は何をしたらいいのか分からないと言ったことがあるので
す。そうです、すなわちネットをオフにしたら自分もオフになり始めたの
です。 
 
そして垂れ流しの情報や映像を見ていますから、もはや自分で考えること
ができなくなっていくのです。新聞は原発の問題について一面に取り上げ
ます。ドラッグの問題は取り上げられ、注目されます。糖尿病や高血圧に
ついてなら私達はいつも話しています。しかし、これらのことについては
話題となることはありません。しかし、このことはジワリジワリとこの世
界に広がっています。ネットをオフにしたら、何をしたらいいのか分から
ない、考えることができない人間が今、増えているのです。 
 
パスカルは「人間は考える葦だ」と言いました。人は弱いけれど、人は考
えることができるから偉大なのだと彼は言ったのです。しかし、この彼の
言葉は今や過去のものとなりつつあります。私達は今やその「考える」と
いうことすら捨てようとしています。そうでなくても葦のように弱い私達
が、考えることまでも放棄してしまったらどうなるのでしょうか。自ら考
え、自ら決断するということができない人間が、この人の世を生きていく
ことができますか。これからの世界で本当に恐れるべきことはこのような
ことです。 
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そもそも、なぜ私達は考えることがなくなったのですか。それは私達が一
人、静まる時が生活の中から失われたからです。一人になること、静かに
なるということ自体があるべきではない、寂しいことなのだとされるのが
今の世の中です。親は子供が一人でいるとかわいそうと、すぐに手を差し
伸べます。一人旅は敬遠され、いつも誰かと一緒にいることが望まれます。 
 
さらにはその静けさが与えられても、そこに身を置くことが出来ない人間
が生まれているのです。耳にヘッドフォンを入れて、どこに行くにも何か
を聞いていなければならない人間が作り上げられている。何かの音がない
と集中できない、落ち着かないという人間が増え続けています。 
 
今や私達は人類史上、主の前に静まることが最も難しい時代に生きていま
す。私達の忙しさはその時を持つことを不可能なことのように私達の前に
立ちはだかるでしょう。しかし、私達にどんなに忙しくても一人、主の前
に静まる時間を持たなければなりません。そこで主の恵みを思い起こすの
です。ハーケンが確かにこれまで撃ち込まれてきたということを確認し、
そこから明日を思い、将来を思うこと、このことを私達は怠ってはなりま
せん。このことを怠るゆえの後のツケは大きいのです。 
 
詩篇２３篇はこんな言葉で閉じられます『わたしはとこしえに主の宮に住
むでしょう』。このダビデの言葉ですが、旧約聖書の中でとこしえの世界、
すなわち死後の世界について触れている個所はあまりありません。しかし、
主の前に静まることを知っていたダビデはとこしえに自分は主の宮に住む
ことを悟り、それを希望としていたのでありましょう。そして、この主の
宮に関することは、死んでから後にとこしえにそこに住むということだけ
ではなく、彼の心の中では、既にこの地上でその主の宮に住むということ
が始まっていたのです。詩篇の２７篇に彼はこんな言葉を書き残していま
す。 
 
1 主はわたしの光、わたしの救だ、わたしはだれを恐れよう。主はわたし
の命のとりでだ。わたしはだれをおじ恐れよう。2 わたしのあだ、わたし
の敵である悪を行う者どもが、襲ってきて、わたしをそしり、わたしを攻
めるとき、彼らはつまずき倒れるであろう。3 たとい軍勢が陣営を張って、
わたしを攻めても、わたしの心は恐れない。たといいくさが起って、わた
しを攻めても、なおわたしはみずから頼むところがある。4 わたしは一つ
の事を主に願った、わたしはそれを求める。わたしの生きるかぎり、主の
家に住んで、主のうるわしきを見、その宮で尋ねきわめることを。5 それ
は主が悩みの日に、その仮屋のうちにわたしを潜ませ、その幕屋の奥にわ
たしを隠し、岩の上にわたしを高く置かれるからである（詩篇２７編１節
ー５節）。 
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彼が切に主に願い求めたことは、死んでから後だけではなく、今、こうし
て生きている間も主の家に住んで、主のうるわしきを見させていただき、
主の宮でそのことを尋ねきわめたいのだと。 
 
それでは皆さん、この主の宮はダビデの王宮のどこかにあったのでしょう
か。ダビデは朝ごとにその主の宮に行っていたのでしょうか。いいえ、彼
が主の前に静まる所、それがいかなる場所であっても、彼が生きる限り、
そこは主の宮だったのです。彼はその場で一人、主の麗しさに憩うことを
知っていたのです。 
 
「」という映画がありましたでしょう。お勧めの映画です。でひ、見てく
ださい。その映画では夫婦の関係が破綻しそうなカップルの妻がまず、祈
りを始めます。どこで祈るのでしょう。彼女はクローゼットの中で祈るの
です。彼女にとりまして、その彼女にとりまして、そのクローゼットの中
は主と交わる主の宮なのです。 
 
このようなダビデの生きざまを思う時に、あぁーわたしもその宮にとどま
りたいと思うのは私だけでしょうか。生きる限り、そのところで主のうる
わしさを見続け、その宮でこの人生に起きる事柄を主の前に尋ね、そして
きわめたいと皆さんも思いませんでしょうか。それが家のキッチンかもし
れない、会社の倉庫かもしれない、どこであってもあなたの主の宮を見つ
けようではありませんか。 
 
私達は一人、一定の時を、主と共に過ごし時間として聖別すべきです。そ
の主の宮に諸々の荷を背負い座り、主と交わり、その諸々の荷を主にお預
けして、そこから立ち上がっていく。この醍醐味を私達が会得することが
できたら、これに代わるものはこの地上にはないのです。お祈りしましょ
う。 


