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主なる神よ、あなたの御前に背きの罪を告白します。わたしは聖なる戒めに従わず、失われた羊
しゅ かみ み ま え そむ つみ こくはく せい いまし したが うしな ひつじ

のように迷い出て、思いと言葉と行いにおいて罪を犯しました。しなければならないことをせず、
まよ で おも こ と ば おこな つみ おか

してはならないことをして、自分の身に、あなたの怒りと裁きを招きました。憐れみに富んでおら
じぶ ん み いか さば まね あわ と

れる父よ、罪と過ちを悲しむわたしに憐れみを注いでください。神の独り子である救い主の名に
ちち つみ あやま かな あわ そそ かみ ひと ご すく ぬし な

よって、わたしを赦してください。聖霊の恵みによって、わたしを新しく生まれ変わらせてくださ
ゆる せいれい めぐ あたら う か

い。願わくは今から後、み栄えのために生きる者とならせてください。
ねが いま のち さか い もの

主イエス・キリストの御名によって。ア－メン。　(詩編32、イザヤ53、ローマ7)
しゅ み な
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1.あなたは、わたしのほかに、何者をも神としてはならない。
なにもの かみ

2.あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。それにひれ伏してはならな
ぞう つく ふ

い。それに仕えてはならない。
つか

3.あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、
かみ しゅ な とな しゅ

　　み名をみだりに唱える者を、罰しないではおかない。
な とな もの ばっ

4.安息日をおぼえて、これを聖とせよ。
あんそくにち せい

5.あなたの父と母を敬え。
ちち はは うやま

6.あなたは殺してはならない。
ころ

7.あなたは姦淫してはならない。
かんいん

8.あなたは盗んではならない。
ぬす

9.あなたは隣人について偽証してはならない。
りんじん ぎしょう

10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、またすべて隣人
りんじん いえ りんじん つま りんじん

　　のものをむさぼってはならない。　　　　　(出エジプト20、申命記5)
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教会のかしらイエス・キリストの父なる神さま、日本キリスト改革派教会の創立を感謝します。
きょうかい ちち かみ にっぽん かいかくはきょうかい そうりつ かんしゃ

わたしたちの目を真理へと開き、その証しによってわたしたちの心を感化し、その献身によって
め しん り ひら あか こころ か ん か けんしん

わたしたちの意志を強め、わたしたちの歩むべき道を導いた創立者たちと、そのあとに続いた
い し つよ あゆ みち みちび そうりつしゃ つづ

人々を覚えます。
ひとびと おぼ

わたしたちは、ひたむきにあなたに仕えた彼らの生涯を喜びます。わたしたちも、彼らの信仰
つか かれ しょうがい よろこ かれ しんこう

を受け継ぎ、改革の志を高く持ち、果たすべき務めを全うして彼らと結ばれますように。(「創立
う つ かいかく こころざし たか も は つと まっと かれ むす

宣言」)
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 天にまします我らの父よ
てん われ ちち

 願わくは御名をあがめさせたまえ
ねが み な

 御国を来たらせたまえ　 御心の天になるごとく  地にもなさせたまえ
みくに き みこころ てん ち

 我らの日用の糧を  今日も与えたまえ
われ にちよう かて き ょ う あた

 我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく 我らの罪をも赦したまえ
われ つみ おか もの われ ゆる われ つみ ゆる

 我らを試みに会わせず  悪より救い出したまえ
われ こころ あ あく すく いだ

 国と力と栄えとは  限りなく汝のものなればなり　　ア－メン。
くに ちから さか かぎ なんじ
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Ⅰ　偽善者よ
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Ⅱ　日本キリスト改革派教会創立記念日
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終戦後すでに九カ月（＝1946年4月29日）、敗戦祖国の再建は種々の構想と方途に
よって計られつつあるが、聖書に「主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は
むなしい。主が町を守られるのでなければ、守る者のさめているのはむなしい」とあるの
はまことである。宇宙と人類を支配したもう、全知全能にして聖なる愛の神を信じるので
なければ、一国たりともよく建てられ、よく保たれる道理はない。
このたびの敗戦に当たって、宗教の自由は、はなはだしく圧迫され、われらの教会もゆ

がめられ、真理は大胆に主張されなかった。我らは、これを神の御前に恥じ、国のために
憂う。しかし、歴史を支配したもう神の摂理により、宗教の自由は、ついに、敗戦を通し
て祖国日本にもたらされるにいたった。
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Ⅲ 創立30周年「教会と国家に関する信仰の宣言」
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創立にあたって指導的な役割を果たした教師たちが、戦時中、教会合同にさいし、旧

日本キリスト教会内にあって、「聖書の規範性、救いの恩恵性、教会の自律性」という三
原則を掲げて反対し、また国家神道体制下における神社参拝の強要に屈しなかった信仰の
戦いは、日本キリスト改革派教会の創立およびその後の歩みと深いかかわりをもつもので
ありました。
しかし、私たちは、宗教団体法下の教会合同に連なったものとして、同時代の教会が犯

した罪とあやまちについて共同の責任を負うものであることをも告白いたします。戦時下
に私たち日本の教会は、天皇を現人神とする国家神道儀礼を拒絶しきれなかった偶像崇
拝、国家権力の干渉のもとに行なわれた教会合同、聖戦の名のもとに遂行された戦争の不
当性とりわけ隣人諸国とその兄弟教会への不当な侵害に警告する見張りの務めを果たし得
ず、かえって戦争に協力する罪を犯しましたó3

「国家権力の干渉のもとに行なわれた教会合同」RàÁ天皇を現人神とする国家神道
儀礼を拒絶しきれなかった偶像崇拝ÄàÁ聖戦の名のもとに遂行された戦争の不当性とり
わけ隣人諸国とその兄弟教会への不当な侵害ÄJ[[X6øWMP�ÃóÐPÁlmÄ
Rà¤¥)JR�\NIZàE~º»6øúg\NIøgÞVMó3
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