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善い麦と毒麦
マタイ 13：24〜30，37〜43

ヨハネ皆川尚一

がはじまるのです。
ここでイエス様は善い麦の種｢キリストの福
音｣をこの世界に播かれました。それは、先ず
１２使徒を初めとする弟子団の中に播き、ま
た群衆の中に播かれました。そこへ、福音宣
教の働き人たちが眠っている間にサタンが来
て毒麦の種を播いて（ エピスペイロー）立ち去
った。
この場合｢エピスペイロー｣という語が用いら
れています。この意味は｢（すでに種を播いて
ある上へ）更に播く｣というのです。そうする
と直ぐにサタンは立ち去って誰がやったかわ
からなくなる。
一種のテロ活動です。

この天国のたとえ話には、37〜43 節にイエ
ス様の解き明かしがあります。良い種を播く
者は｢人の子｣イエス様である。畑は世界であ
る。良い種は天国の子供であり、毒麦は悪魔
の子供である。
この毒麦の種を播いたのは悪魔である。収穫
とは世の終わりのことで、刈る者は天使たち
である。世の終わりには毒麦が集めらて火で
焼かれるように、最後の審判によって、悪人
※
例えば、昨年 10 月 28 日に茨城県南部の
たちはことごとく滅ぼされる。しかし、義人
日本最大の鶏卵業者イセ、ファームの与沢
は父の御国で太陽のように輝きわたるであろ
農場のケージの中に見慣れない鶏が二羽
う。
まぎれこんでいました。
ここで、毒麦というのは、小麦の中に寄生
それは若い鶏で、鳥インフルエンザに感染
する菌類によって生じる麻酔性のアルカロイ
しており、防御に張ってあった有刺鉄線が
ドによって出来たものとされています。外見
切られいた。そこですぐ二羽を焼却処分し
は全く善い麦に似た状態なので、種のときに
たのです。昨年６月から茨城県下の養鶏場
は識別しにくいのですが、育って行く間にそ
では鳥インフルエンザに感染した鳥が数
の違いがだんだんわかって来て、収穫の時期
百万羽いたが、一羽も発病していなかった。
になるとハッキリ識別できるようになるので、
しかし、その半数が焼却処分されたそうで
婦人や子供たちが根引きしたり、途中から切
す。これは３年前からインドネシアで 470
り取ったりたして取り除き、集めたものを火
万羽、パキスタンで 400 万羽、ベトナムで
で償却処分します。それから、善い麦の収穫
350 万羽焼却処分されたのですが、本年１
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月 25 日の TV ニュースでは日本で焼却処
分された鳥は 330 万羽にのぼると発表さ
れました。
これはバイオ・テロと考えられます。
ところで、今日の御言の本旨は、福音の問
題です。イエス・キリストの福音がイエスさ
まの御口から種播かれたあと、それが純粋性
を保ったままで世界に伝達されて行ったわけ
ではありません。
悪魔のエピスペイローがなされて色々に変化
して伝えられて来ました。
そこで福音書の中から、純粋なイエスの言
を選び出す努力をした人（高尾利数、八木誠
一）もいるし、トルストイのように、使徒や
教父や教団、教派、教会の信条や教理やしき
たりを極力排除して、ただ四つの福音書を調
和合一させた中から、キリストの福音書を編
集しなおした人もいます。そうした努力は尊
いから、充分成功しているとは言えなくても
尊重すれば益になるでしょう。（トルストイは
奇跡を排除して非神話している。）

しかし、もし私たちが様々の教派,分派の教
えを絶対化して、自分たちの教会だけが正し
く、あとは異端, 邪教だと言うならば、それ
自体がサタンの播いた毒麦なのかも知れない
のです。
例えば、ペンテコステやカリスマ運動によ
って、聖霊によるバプテスマが極めて重要な
キリストの約束の成就だということを私たち
は体験的に知りました。しかし、異言を語り
だせば、サタンが来て、さっと毒麦の種を播
き、聖霊の異言ではなく、悪霊の異言を語る
人が出て来ます。あるいは、預言をする人が
出れば、サタンがさっと毒麦の種を播いて、
偽預言をする人を作り出すのを見ます。だか
らと言って、異言や預言は全て悪霊からのも
のだと断定するわけには行かない。聖霊によ
る異言,預言があることは真実だからです。こ
れについて私たちは聖霊に識別の力を乞い求
めて、ケース バイ ケースで対処すれば良
いと思います。
その識別の結果、サタンからのものとわか
れば、それを指摘することは必要ですが、実
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力行使でやめさせたり、警察力で罰したり、
つまり、宗教裁判のようなことは避けるべき
だと思います。
イエス様が戒められたのは、悪人を排除し
ようとして、善人や義人を排除し、処罰し、
迫害することでしょう。
結局、この世の終わりにある、神様の裁き
に先立って、人間が裁くことはしないのが賢
明だということです。
私たちは、エデンの園にさえ、サタンが蛇の
姿であらわれて、純粋なアダムとエバをたぶ
らかしたことを知っています。それからあと
の人類の歴史はくりかえし、人が真理を求め
て神様に出会い、真理を示されて歩みはじめ
ると、サタンが毒麦のタネを播くという経験
の連続であるといえます。ですから、どんな
おかしなものに出会ってもビックリする必要
はありません。ただ、慎重に識別し、まどわ
されないようにすることと、キリストの福音
の奥義を完全に知り尽くしてはいないという
謙虚な立場から、求道者として道をきわめて
行く姿勢を保って行きたいと思います。
アァメン
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地域別とりなし祈祷会
1．北海道
★札幌市 ：キリスト公会 札幌グレイス教会 皆川尚一牧師
〒001-0032
札幌市北区北 32 条西 5-3-27
TEL 011-717-1801
２．埼玉県
★蕨市

：蕨とりなし祈祷会 鷺谷世嗣兄
〒335-0003 蕨市南町 3-3-12
TEL0484-42-0967

毎月祝祭日午後 2 時

３．東京都
★東京都内：東京中央とりなし祈祷会 皆川尚一牧師
＊会場 早稲田奉仕園セミナーハウス(東京都新宿区西早稲田 2-3-1)
＊連絡先 〒228-0802 神奈川県相模原市上鶴間 6-1-17 皆川尚一牧師
TEL042-747-5703、FAX042-746-2119 毎月第 4 月曜日午後 6 時 30 分〜9 時
東京祈祷会 山浦もと姉
＊会場 キリスト教婦人矯風会館Ｂ−1(新宿区百人町 2-23-5)
＊連絡先 〒350-0812 埼玉県川越市下小坂 612 主の園 3-25 山浦もと姉
TEL0492-34-7049,FAX0429-31-5552 毎月第 1 月曜日午後 1 時 30 分
４．神奈川県
★相模原市：キリスト公会相模大野教会 皆川尚一牧師
〒228-0802 相模原市上鶴間 6-1-17
TEL 042-747-5726,747-5703 FAX 746-2119
URL http://www.Christ-ch.or.jp/
毎月第 2 木曜日午前 10 時 15 分

５．静岡県
★静岡市 ：リビングウエイ・チャーチ リッキー・ゴードン師
〒420-0841 静岡市上足洗 4 丁目 6-16-7
TEL 054-248-4058
毎月第 1 日曜日午後 2 時
６．京都府
★京都市 ：キョート・プレイヤーグループ
シスター・ローズマリー・バス
〒604-8006 京都市中京区河原町三条上ル カトリック会館 3Ｆ
TEL 075-781-3330
毎週火曜日午後 7 時 英語の祈祷会
７．兵庫県
★高砂市 ：日本キリスト教団 高砂教会 手束正昭牧師
〒676-0015 高砂市荒井町紙町 1-34
TEL 0794-42-4854 FAX 42-4878 毎月第 4 水曜日午後 9 時 30 分〜12 時
８．福岡県
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★福岡市内：伊都キリスト教会
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友納徳治牧師

〒819-0167 福岡市西区今宿井尻 12-4-1
TEL 092-807-9080､FAX 807-2298 毎月第 3 水曜日 7 時 30 分
９．大分県
★ 別府市：フルゴスペル イエス・キリスト教会 永野誠治牧師
〒８７４−０９３３ 別府市野口元町１０−１
ＴＥＬ＆ＦＡＸ０９７７−２６−３６９２
e-mail:fg.jesus@poppy.ocn.ne.jp
毎週金曜日午後７時３０分

札幌グレイス教会

キョート・プレイヤーグループ
高砂教会

蕨とりなし祈祷会

伊都キリスト教会

東京中央とりなし祈祷会
東京祈祷会

相模大野教会
リビングウエイ・チャーチ

フルゴスペル

イエス・キリスト教会
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200６年４月号祈りの焦点
(1)継続的課題
1)公明党が連立政権から外され、政界におけるその勢力が著しく減退するように。
又、自民党が見識を取り戻して創価学会に頼らなくなるように祈りましょう。
2)カルト集団からの脱会者がキリスト教会に来て救われるように。
3)天皇陛下が主イエス・キリストに在って救われ、大いに祝福され、その祝福が遍く日本国民
の上に及びますように。また、天皇陛下が世界の諸国民の中にあって、祝福の基として用いら
れますように。そして、国民が天皇陛下を先達として理解し、尊敬して、国際平和のためにつ
くすように祈りましょう。
【解説】
＊ 天皇・皇后両陛下のご健康が守られ、皇室を崩壊させようとしている皇室内部からの要因と
外部からの勢力が取り除かれるように。
＊秋篠宮紀子妃殿下の御懐妊が発表されて以来、女性天皇・女系天皇を求める論議は影を潜め
ました。改革といえば「善」を意味する西洋的な思想に対比して、日本の皇室では伝統を守
ることが無条件で「善」であることをわたしたちは理解する必要があると思います。
＊高谷朝子著「宮中賢所物語」ビジネス社刊 1800 円
＊竹田恒泰著「語られなかった皇族たちの真実」小学館刊 1300 円
4)互いに批判し合い、反目し合ってきたキリスト教会とユダヤ人、カトリック、プロテスタン
ト、そしてペンテコステ、および各教派･各教会の間に、悔い改めと和解が起るように。
５)キリスト教の文書伝道が進展するように祈りましょう。
〔解説〕
＊ 若者の活字離れが切り替えられて、本を読むことのすばらしさに目覚める人が増えることを
祈りましょう。
６)ＴＶ・ラジオ・新聞・雑誌関係者たちがおごりと偏った報道や人権無視の取材を止め、神を
畏れたフェアーな在り方をするように。これらに気付いた人が抗議や訂正の声をあげ、日本の
見張り人の役を果たすように祈りましょう。
〔解説〕
＊ 民主党の愚かな若手国会議員が某党の謀略によると推測される偽メ一ルを取り上げて国会
質問したことから議員辞職に追い込まれ、党代表や国対委員長らも辞職、そして民主党の代
表選挙が行われ小沢一郎氏が代表に当選。この一連の経緯を辿るにつれて某党の謀略通りに
事が運ぶ有様が手に取るように見えてきます。そのためにマスコミが大いに協力している様
子も見えてきます。小沢一郎氏夫人は創価学会の池田大作名誉会長夫人と極めて親密である
ことを考え合わせれば謀略の目的も見えてくるでしょう。マスコミが彼らにとりこまれてい
ることも見えてきます。
＊ 国民新聞 3 月 25 日号によれば、「ＮＨＫ関係者によるとＮＨＫの北朝鮮報道を牽引してい
るのは、朝鮮大学校出身の在日朝鮮人で構成されている「北朝鮮プロジェクト」であるとい
う。報道局国際部の取材・報道はあくまでも表向きで、情報源は朝鮮総連で占められている」
ということです。
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７)日本に亡国の危機をもたらす少子化傾向がくいとめられ、神の御心にかなった増子化対策が
社会全体の祝福によって実施されるように祈りましょう。
「神は彼らを祝福して言われた、《生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ》」(創世記 1:28)。
８）日本のために祈る「とりなし者」が増えるように祈りましょう。
＊北海道から沖縄まで、あらゆる市区町村にひとりずつ「とりなし者」が起こされるように。
また、地域のとりなし祈祷会が全国的に増えるように。
(2)時宜的(タイムリーな)課題
1)小泉内閣が神を畏れ、国民の意向を無視した独裁的な政権運営を改め、日本の独立と国際平
和に役立つ政治を行うように祈りましょう。
〔解説〕
小泉内閣が、９月までの任期の間に、組織犯罪処罰法案(別名、共謀罪処罰法案)、及び、外国人
地方参政権付与法案、その他の日本にとって不利になる法案や政策の実現を強行しないように
祈りましょう。
2) 日本国民全体の中にキリストの福音が広く深く受け入れられて行くように祈りましょう。
〔解説〕
＊キリスト教徒が日本人を異教徒として対決する姿勢を改め、日本的霊性の中にある共通点に
目を留めて評価し、キリストの福音による聖化、深化、そして完成をめざす姿勢をとること
が必要ではないかと思われます。
３）国会祈祷会に聖霊の導きが与えられるように。
＊１２人のクリスチャン国会議員の氏名と党名は次の通りです。麻生太郎、石破茂、北村誠吾、
山谷えり子（以上、自民党）。土肥隆一、藤田幸久、羽田雄一郎、ツルネン・マルテイ、
木俣佳丈、山田正彦、牧義夫、山口壮（以上、民主党）。
４)北朝鮮における金正日の独裁体制が崩壊するように祈りましょう。
〔解説〕
＊このままで行けば、金正日政権が共産主義によって南北朝鮮を統一することになる恐れがあ
ります。中国（シナ）は金正日が日米から経済制裁をうけても生き延びられるように、北朝
鮮内部に経済特区を設けるよう協力しているようです。先日の金正日のシナ訪問の目的はそ
のためだったと思われます。
＊北朝鮮は麻薬、贋金作り、拉致、その他の犯罪を国家的規模で行う犯罪国家です。
５)家庭教育が全ての教育の基盤となるように祈りましょう。
〔解説〕
＊親が子を養い、やがて子が親を養うという倫理が日本社会に回復されますように。
＊現行の教育基本法を廃止し、聖書の十戒や、戦前の教育勅語に匹敵する倫理基準を打ち出す
必要があると考えられます。
６)猟奇的犯罪や、弱者に対するさまざまの虐待が防止されるように祈りましょう。
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＊こうした犯罪が増大している原因を医学的、心理学的に解決しようとしても不可能でしょう。
なぜなら、それらの犯罪の背後に悪魔・悪霊がいるからです。昨年１２月１６日付の朝日新
聞記事によれば、バチカン公認の大学では悪魔崇拝やオカルト文化への関心がたかまってい
て、悪魔・悪霊を追放するエクソシスト講座に集まる人々が増えているということです。
日本においてもテレビ、ビデオ、テレビゲ一ムなどを通じて悪霊の働きはひろがっています
が、霊的原因についての無知により、サカキバラセイトなど猟奇殺人犯たちへの対策はほと
んど無策に等しいと言えるのではないでしょうか。クリスチャンの霊の戦いの使命は大きい
と思います。
７)日本政府が移民法を整備して日本国家を支える人材としてしっかりした外国人を受け入れ
るように祈りましょう。
〔解説〕
＊戦後の日本社会は複雑になりました。大卒が求職者の七割を占めて就職難、高卒の就職率は
上昇、中卒は家屋解体業か、型枠業、あぶれた人々は人材派遣会社に集まる。パ一ト、フリ
一タ一使い捨て時代。日本の若者には３Ｋ（きけん、きたない、きつい）職場や職種を嫌う
傾向が強くなりました。だから３Ｋの職場では外国人を求める。偽装結婚やオ一バ一ステイ
の外人が増加し、不良外人が日本国家を荒らす。ビザなしで入国させるなどとんでもない政
策です。こうした状況の中で、日本を建て直すためには、優良な外国人を選んで正式に受け
入れる移民法が確立される必要があります。そして日本の教育を根本的にやり直す必要があ
ると思います。
８）中国（シナ）から日本への人口流入が制限されるように
＊東京大学教授酒井信彦氏は、シナ人による日本侵略に三段階があると論じています。
第一段階は精神的侵略、第二段階は人口的侵略、第三段階は軍事的侵略です。戦後６０年で
精神的侵略に成功し、第二段階に入っている。日本政府は愛知万博を機に日本への団体観光
ビザ発給先をシナ全土に拡大しました。これによって不法滞在の道が大きく開かれました。
また外国人留学生には定住権を与えようとしています。そして留学生のうち圧倒的多数を占
めるのがシナ人です。政府も一般国民もこの危険性に目覚めて早く対策を立てねばならない
と訴えています（国民新聞２００５年１１月２５日号「国論」参照）。
。
９）首都圏直下型地震その他、日本各地の活断層における大地震が起こらないように祈りまし
ょう。
＊地下のプレ一ト、及び活断層に溜まったエネルギ一が分散して小地震として出るように、大
地のいやしの祈りを行うと効果があります（アグネス・サンフォ一ド著「大地のいやし」参
照）。
１０）イスラエルの平和のために祈りましょう。
シオンとの掛け橋 イスラエル・ニュ一スによれば、
＊シャロン首相が長期療養を必要としているので、首相官邸では、シャロン首相からオル
マ一ト首相代行への政権移行の準備が進行中です。
＊パレスチナ自治政府の新外務大臣ザハルは、中国紙のインタビュ一に答えてイスラエル
殲滅の方針を再確認し、「この土地にイスラエル国家の場所は無い」と語り、イスラエル
との和平を否定しました。
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日本のためのとりなしニュースレター

2006 年４月号

《会計報告》(200５年１２月 1 日〜２００６年１月 3１日)
収
献

入
金

金

82,672
54,748
0
15,700
0
35,474
188,594

小
計
前月繰越
国内活動基金 収入
前月繰越金
コクサイ会議参加基金 収入
前月繰越金
合
計

【献金者芳名】（順不同）
相模大野教会（神奈川）
札幌グレイス教会（北海道）
高砂教会 (兵庫)
安部也笑子（東京）

額
82,672

2回
2回
１回
１回

【編集後記】
＊2006 年４月号のニュースレターをお送りし
ます。今回皆様のもとに機関紙を発送する
のが遅れたのには事情があります。実は、
去る３月１５日札幌伝道を終えて帰途に就
こうとした時、わたしは突然脳梗塞のため
倒れて、札幌の中村記念病院に入院しまし
た。主の恵みにより、軽症で済み、１９日
間の入院生活の間に次第に快復して、４月
２日に帰宅することが出来ました。頭の回
転も良く、しゃべるのも支障ありません。
右半身に生じた麻痺も次第に解けつつあり、
どうやら機関紙を発行することが出来るよ
うになりましたが、これまでのような自由
な活動が出来るようになるまで、リハビリ
テイションに励むつもりです。どうか今後
ともご加祷をお願い致します。

支
出
交 通 費
印 刷 費
資 料 費
郵 送 費
事 務 費
振替手数料
電 話 料
会 場 費
委員会 費
小
計
翌月繰越
国内活動基金 支出
翌月繰越金
国際会議参加基金 支出
翌月繰越金
合
計

広瀬幸司（千葉）
佐藤節代（神奈川）
東京中央とりなし祈祷会席上献金

人見祥子（神奈川）

(単位＝円)
金
額
3,720
2,590
0
19,885
0
400
7,951
11760
3000
49,306
88,114
0
15,700
0
35,474
188,594

１回
1回
2回
１回

《次回日本のとりなし委員会予告》
日時：2006 年 5 月 29 日（月）12 時
場所：キリスト公会

相模大野教会

