「 だか ら 、 神 の 国と そ の 義と を まず 第一 に求 め なさ い。
そ うす れば 、そ れに 加えて 、こ れら のも のは すべ て与 え
られます」
（マタイ６章 節）
新 年お めで とう ござ いま す。 世界 的にか 自然 災害 が多
発し 、政 治、 外交 、社 会、 経済 などに おい ても 不確 かで
不 安な 時代で す。 この よう な時 代に 私た ちが 動揺 するこ
と なく 歩ん でい くに は、 どうす れば よい ので しょ うか 。
１ 「神の国」の意味
イエス様が来られた 当時の人々は、神の国はメシヤ（キ
リス ト） の到 来と 共に もた らさ れ、 その日 には 神を 敬わ
な い異 邦人 、異教 徒が ひど い天 変地 異に よっ て裁 かれ 、
神 を敬 うユ ダヤ 人が 救わ れる と考え てい まし た。 また 、
そ の 日はダ ビデ 王時 代の よう にイ スラ エル が政 治的に も
霊的にも復興される日だとも考えていました 。律法学者、
パリ サイ 人た ちは 、よ り厳 格に 律法 を守 ること で、 メシ
ヤ の到 来が 早ま ると教 えて いま した 。と ころ が、 イエ ス
様 が教 え、 もた らさ れた のは 、聖 霊によ る心 の王 国で し
た 。 イエ ス様が 王と して 存在 され 、イ エス 様を 信じ る人
々の心の中に神の国が存在することになるのです。
２ 「神の義」の意味
神 の 義 と は 、 神 の 標 準 に 合 っ た 完 璧 な 正 し さ で あ り最 高
の 聖さ です 。神 の前 に堂 々と 出て いく ことの でき るほ ど
の 立 場で す。 律法 学者や パリ サイ 人の よう に、 儀式 や律
法は よく 守っ てい ても 、見 せか けや偽 善の 存在 する 義は
自 己義 であ り、不 完全 なも ので す。 イエ ス様 は律 法学者
や パリ サイ 人た ちを 糾弾 され ました 。神 の義 を得 るこ と
が で きるの はイ エス 様の 身代 わり の十 字架 の恵み と真 実
な悔い改め、そしてイエス様への信仰によります。
３ 神の国と義を第一に求める時に起こること
神の国とその義とをまず第一に求めるとは、イエス様を
王 とし て自 らを 僕（ しも べ） とし て認め 、日 々キ リス ト
に 導 かれ 、神の 子ど もと して キリ スト に喜 ばれ る生 き方
を追 求す るこ とで す。 地上 のもの では なく 、天 にあ る祝
福 を求め て生 きる こと です 。求 める 時に 、① 義と平 和と
聖 霊に よる 喜び ➁思 い煩い から の解 放③ 生活 に必 要な も
の ④病 気の いや しと 様々 な束 縛か らの 解放な どが 与え ら
れます。
この 新し い年 、共に 神様 を第 一に して 歩み まし ょう 。
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