こかで聞いたことがある。
何かの歌だっただろうか。

決して、あなたから引き離されない。ま
た会える。
会えるよ。
そして、あなたに出会う人は、あなたを

だよ。

通して命に出会う。

どこかで偶然、出会う人。こんな人とは

自分も大切にされている存在なんだと、

出会いたくなかったと思う人。

あなたとの出会いを通して。

一緒に写真に写ってて、あーこんな人そ

何も特別なことをしなくてもいいんだ。

ういえばいたわ、と思う人。とても印象

別に飾らなくてもいい。

に残っててもう一度会いたいなって思う

あなたがそのまま用いられているから。

人。家族も出会いの一つ。
父の葬儀の後、あるご婦人が私の所へ駆
け寄って来て、こう言った。
「あなたのお父様とうちの主人、天国で

出会いは人だけじゃない。
景色や香り、空気や色、草や花。
あなたが行った旅行先で、あなたが歩い

会って握手してるわよ」って。

たあの道で。

もちろん、父とその方のご主人は生前、

ちょっと遠回りした電車の停車駅で。

面識はない。

ボーッと観ていたテレビや映画の中で。

私と奥様が知り合いなだけ、でも私にも

なんとなく読んだ本の一節に。詩に。

父とその方のご主人が嬉しそうに天国で
私たち二人の話をしているように思えた。
出会いは与えられているんだよ。

自分の思い出？ 自分の過去？ 後悔？
違う、あなたが出会うのは、
「 今」を生き
ている自分。

大切なあなたに。

大切な命の存在。たった一つのかけがえ

あなたが生きているかけがえのない
「今」

のない存在に。

この時に。

だって、あなたしかいないから。

いは永遠なんだ。
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そんなとき、自分に出会う。

あなただから与えられる出会いなんだ。

でも、心配はいらない。与えられた出会

�����
� ��� ��言�����彼女�振�向�������語�
� ��� ��言���
� 先生 ����意味����
������福音書 章 節� 日本聖書協会 新
･共同訳 )

でもね、
「 出会いは永遠の始まり」なん

出会�

「出会いは別れの始まり」という言葉ど

たった一つの命だから。
S
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教会はあなたのおいでをお待ちしております
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一行は目指す村に近づいたが、イエスは
なおも先へ行こうとされる様子だった。
二人が、
「一緒にお泊まりください。そろ
そろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから」
と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊ま
るため家に入られた。 一緒に食事の席に着いたとき、
イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂い
てお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだ
と分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、
「道
で話しておられるとき、また聖書を説明してくださっ
たとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と
語り合った。
ルカによる福音書 24 章 28 ～ 32 節

〒 162-0842
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Supper at Emmuas
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