愛さない、愛します、愛する、愛すとき、愛せば、愛そう、愛した
自分のこころの中の愛が枯渇するように感じる瞬間って、けっこうあると思います。源泉か
け流し温泉みたいにハートから愛がじゃぶじゃぶあふれ出ればいいんですが、ハートが目
詰まりしてるように感じる時もありますよね。
「あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したよ
うに、あなたがたも互いに愛し合いなさい。
」ヨハネによる福音書 13:34 新共同訳
イエスが愛したように、だれかを、愛する
イエスを愛するように、だれかを、愛する
「が」と「を」の違いがあるけれど、「が」も「を」も、そろったときに、ほんとうの愛し
方ができるんじゃないかなあ、と思います。
じゃあ、どうやって愛すればいいのか？ どれぐらい愛すればいいのか？ ということにな
りますが、まさにそのことが、新約聖書のコリント第一の手紙 13 章、愛の章に記されてい
ます。お読みします。
「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。 礼を失せず、
自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。 不義を喜ばず、真実を喜ぶ。 すべて
を忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。
」コリント
の信徒への手紙一 13:4-8
そこに定義されている愛は、あまりに崇高なので、自分的には、これはイエス・キリストの
キャラクターを描写している、と思うことにしています。
だって、そう思わないと、やっていられないからです。自分の中にはそういう崇高な愛の要
素が絶対的に不足していることを知っているからです。
だから、自分はいつも、愛というところをイエスに置き換えて、読むようにしています。こ
のようになります。
「イエスは忍耐強い。イエスは情け深い。ねたまない。イエスは自慢せず、高ぶらない。 礼
を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。 不義を喜ばず、真実を喜
ぶ。 すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。イエスは決して滅び

ない。
」
でも、なんでもそうやって、イエスまかせにして、自分はいいかげんにやってる、っていう
のは、だめだとも思うんですよね。でもクリ、だめクリという嫌な言葉がありますけれど、
それになってしまいます。
ですので、非常にたまにですけれど、蛮勇をふるって、野蛮な勇気を奮って、あえて愛のと
ころに自分の名前をあてはめて読んでみることもあります。
「オレは忍耐強い。オレは情け深い。ねたまない。オレは自慢せず、高ぶらない。 礼を失
せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。 不義を喜ばず、真実を喜ぶ。
すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。復活のイエスに結ばれてい
るオレは決して滅びない。
」
もう、読んでて気恥ずかしいのを通り越して、恐ろしくなってきますね。どんだけ無理ゲー
なの、と思ってしまいます。この基準に照らして周囲から客観的に評価されたら、自分は絶
対にクリアできない自信があります。
ですので、ほんとに日々、悔い改めるしかない。そして、十字架と復活のイエスを見上げて、
祈るしかない。そう思われます。
自分はクリスチャンになって何百万回、何千万回と思わされていることがあります。それは、
自分の力で誰かを愛することなんて不可能だから、イエス様が自分のこころに満ちてくだ
さって、イエス様の愛で自分のこころを満たしてくださって、その愛に動かされて誰かを愛
することができるよう、と祈るしかない。何度でも、何度でも、祈るしかない、ということ
です。
でも、祈るだけじゃ何も始まらないですよね。祈ったら、立ち上がって、扉を開いて、部屋
から出て、
「だれか」がいるところに行って、勇気をふるって、ダメもとでも、愛を実行す
るしかありません。なぜなら、愛さなければ、愛はちっとも始まらないからです。
イエスが愛したように、だれかを、愛する
イエスを愛するように、だれかを、愛する
わたしたちは今日も、ダメもとでも祈って、誰かのところに行って、愛を実行していきまし
ょう。そうしなければ、愛は始まらないんですから。

Let’s talk about three modes of love
I think that quite a few moments I feel if I’m too exhausted to love others. It would be
nice if love overflow from my heart like a hot spring near mount Fuji. But sometimes I
feel as if my heart is clogged.
" A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love
one another." John 13:34
Love someone, just as Jesus loves me.
Love someone, just as I love Jesus.
There is a difference between "Jesus loves me" and "I love Jesus", but I think when we
have both of them for others, then the love will be completed.
So how do we love others? How much should we love others? That question is exactly
answered at 1 Corinthians chapter 13, the chapter of love.
"Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does
not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of
wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects,
always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails." 1 Corinthians 13:4-8
The love defined here is so sublime that I personally think it portrays the character of
Jesus Christ.
Because if you don't think that way, you can't bear it. For I know that I am absolutely
lacking in such a sublime element of love.
That's why I always replace love with Jesus to read it. It looks like this.
"Jesus is patient, Jesus is kind. Jesus does not envy, he does not boast, he is not proud.
Jesus does not dishonor others, he is not self-seeking, he is not easily angered, he keeps
no record of wrongs. Jesus does not delight in evil but rejoices with the truth. Jesus
always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Jesus never fails."

But I don't think it's a good idea to do whatever you want and leave all serious businesses
only to Jesus. If we do so, that’s a disaster.
So, very occasionally, I try to use savage courage to apply myself to the chapter of love
and read it, like this.
"I am patient, I am kind. I do not envy, I do not boast, I am not proud. I do not dishonor
others, I am not self-seeking, I am not easily angered, I keep no record of wrongs. I do
not delight in evil but rejoice with the truth. I always protect, always trust, always hope,
always persevere. I never fail if I’m in union with Jesus."
It's getting scarier after reading this and even being embarrassed, isn’t it? I have a
100% conviction that If I‘m objectively evaluated by the people around me using this
scale, I will be lost.
Therefore, I have no choice but to repent every day on what I can’t do and what I couldn’t
do. And we have no choice but look up at crucified and resurrected Jesus our savior.
As a Christian, I consider myself for millions of times that it is impossible to love someone
without getting an aid from Jesus. Unless Jesus fills my heart with his love, I can’t love
others. So, I have no choice but to pray to Jesus to seek his love. It means we need to
pray this again and again and again on daily basis, or hourly basis, or every eye blinking
moment.
But just praying doesn't start anything. After praying, you have no choice but to stand
up, open the door, get out of the room, go to where "someone" is, use your courage,
and carry out the love, even if you are afraid to fail it. Because if you don't love, love
won't start at all.
Love someone, just as Jesus loves me.
Love someone, just as I love Jesus.
Let us pray today, that we may go to someone to carry out the love. If we don't, love
won't start.

