
APRIL 2016 MESSAGE BY DR. KEN KURIHARA 

◇From Sunday Services◇     

■Mar. 27 (Easter): The Resurrected Lord, Standing Behind Us (John 20:1-18) Ken 
Kurihara Easter is the most joyful day for Christians. But what is the joy of Easter? It is 
difficult to explain, because we experience it throughout our life, rather than learning it. But 
we still can learn some of the Grace shown by Easter. So today, let us think about the three 
blessings of Easter first. Then we will think of what the story of Mary Magdalene’s 
encounter with resurrected Jesus teaches us. ◆The first joy of Easter is that we believe 
what Jesus taught is true; we believe that God loves us so much that He sent Jesus to the 
cross so that we can return to God.  Moreover, we believe that because God loves all people, 
we are also called to love each other. ◆Why? Suppose Jesus died on the cross and did not 
resurrect. What would have happened? Jesus’ teaching of God’s love and solidarity with 
others is wonderful, but it would have ended as mere “beautiful teaching.” Good, but not 
realistic. People would have seen the tomb of Jesus and said, “See, the reality is stronger 
than Jesus!” However, Jesus resurrected from the dead! It shows that even the power of 
death, the ultimate reality, cannot overcome God’s love. Because Jesus overcame the power 
of death, we can believe that God’s love taught by Jesus is real. Then we can open our 
hearts to Jesus’ commandment that we should love each other. ◆The second joy of Easter 
is that we have received new life through the resurrected Jesus. Let us hear the words of 
Paul in 2nd Corinthians Chap. 5: “Therefore if anyone is in Christ, he is a new creature; the 
old things passed away; behold, new things have come.” (v.17) ◆If we look at ourselves, 
we can find many sin, weakness, fear, and past wounds in our hearts. Being driven by these 
negative forces inside us, we live lives that “miss the target” in God’s eyes. We have 
attempted to obtain a sense of security by comparing ourselves with others and seeking 
others’ approval. However, there is no true peace with living in such a way. ◆Through His 
cross, Jesus freed us from this bondage of sin and through his resurrection, he gave us new 
life. Because Jesus accepted us as we are, we no longer need to be bound by past wounds. 
We no longer need to hide our sin and weakness. We can now bring all these things to 
Jesus so that He can transform us. What is most joyful is that this new life, a joint project 
with Jesus, will continue to eternity. Because we know that death is not the end of our lives, 
we can live in true freedom. ◆The third joy is, as the power of death could not stop Jesus 
from resurrection, nothing in this world cannot stop what God wills. This truth gives us 
endless hope. During our faith journey, we often face spiritual doubt whether God can 
really transform us. However, Jesus’ resurrection tells us that what God wills will come 
true and nothing can stop it. Because it is God’s will that we follow Jesus, we can have 
hope and believe that He will transform us so that we can become Jesus’ followers.◆This 



hope in Jesus’ resurrection can change not only our hearts but also this entire world. One 
wonderful example of this is Dr. Martin Luther King Jr. The reason why he could continue 
his fight for Civil Rights despite the many dangers is that he had firm conviction that since 
racism and discrimination are not God’s will, the Civil Right Movement would eventually 
win. Dr. King once said: “Though evil may triumph on Good Friday, it must ultimately 
give way to the triumph of Easter.” As Jesus’ cross ends with His resurrection, even if there 
is suffering in the process, God’s work will be accomplish in the end. This faith was the 
source of Dr. King’s power. How wonderful if we can experience this power of hope of 
Jesus’ resurrection in our lives! ◆ These three joys are the blessings of Easter, and we are 
called to receive them and to live a new life in Christ. However, there is a big challenge. 
How do we keep these joys in our hearts? We can easily lose this joy as we struggle in our 
daily lives. We may start wondering whether we really had hope in Jesus’ resurrection. ◆If 
you fall into such depression, remember the story of Mary Magdalene. As she went to visit 
Jesus’ tomb, she found that it was empty. Shocked, she rushed to report to the disciples and 
they came to see the tomb. But after they confirmed that it was really empty, they returned 
to the city, and Mary was left in the garden alone. Most likely she believed that Jesus’ 
enemies had stolen his body. As she was weeping, someone stood behind her. It was the 
resurrected Jesus, but Mary did not notice. When He asked her, “Woman, why are you 
weeping?”, she believed that the man was the gardener. But when Jesus called her “Mary!”, 
she finally recognized that this man was Jesus. ◆This story is not just about Mary, but also 
about us. When we feel difficulty in believing the blessings of Easter - God’s love, new life, 
and hope in Christ - we fail to see Jesus, as Mary did. As Mary focused on the empty tomb 
and immersed herself in sadness, we focus only on the problems we are facing. Thanks be 
to God, that when we are in such a condition, Jesus does not leave us, saying: “What 
shallow faith! I’ll wait till they improve their attitude.” Mary did not believe in Jesus’ 
resurrection and fell into depression, but the resurrected Jesus stood behind her and waited 
patiently for her to notice. Likewise, Jesus is with us even when have difficulty trusting him. 
◆What is touching is that Jesus was standing behind Mary. Jesus was watching Mary’s 
back. It is well-known that one’s deep emotions are expressed in the back rather than the 
face and the front (Psychiatrists know this well!). This means, when Jesus was watching 
Mary’s back, He watched and understood Mary’s pain, sadness, and the sense of 
powerlessness. There is a pastor named Yasunori Haruna in Japan. In one of his essay, he 
discusses this story of Mary and states: “While we can fake the emotion on our face, we 
cannot fake the emotion on our back. Our exhaustion, loneliness, and sadness, appear on 
our back. Jesus does not communicate with our superficial face. He watches our back and 
loves and guards us.” ◆Even if we have difficulty believing the blessings of Easter and 
struggle with our disbelief, Jesus understands our pain and stands behind us. As He called 



Mary by her name, He also calls each of us and tells us: “Turn around and look at me. I 
have been behind you all the time. Do not look at the tomb. It is empty. It is I who give you 
new life, therefore I support you from behind and I understand your pain and suffering. 
Therefore, you do not need to worry; keep walking.” ◆ That is why we can keep walking. 
On this Easter day, Jesus calls us by our names and invites us to turn to Him. Let us restart 
our journey of faith from this blessing. Even if we have to pass a cross, it is part of the path 
to resurrection. Let us keep walking with the Lord, trusting that God will accomplish His 
will.     

◇日曜礼拝でのメッセージ◇ 

■3 月 27 日（イースター）：後ろにおられる主（ヨハネ福音書 20 章 1－18 節） 栗原神学生 イ

ースターは、クリスチャンにとって最も喜ばしい日です。イースターの喜びとは何なので

しょうか。今日は主の復活が示す３つの恵みを学んだ後、今日の聖書箇所にあるマグダラ

のマリヤの話が私たちに何を語りかけてくれるかを、見てみましょう。◆イースターの第

1の喜びは、神様が私たちを愛して下さっている、それも、神様から離れてしまった私た

ちをご自分のもとに引き戻すために、御子イエス様が十字架にかかられるほど、私たちを

愛して下さっている、このことは本当のことなんだと、私たちがはっきりと信じることが

出来ることです。そして、神様がこのように人間を愛しておられるからこそ、私たちも互

いに愛し合うよう招かれているのだと、本当に分かるようになったのです。◆もしもイエ

ス様が十字架の上で死なれただけで、よみがえることがなければ、どうなっていたでしょ

うか。神様の愛、他者との連帯を説いたその教えは、素晴らしいものでした。けれども復

活がなければ、それはただの「美しい教え」だけで終わってしまった筈です。人々はイエ

ス様の墓を見て、「愛とか信仰とかいうことも、しょせんはきれいごと、この世の現実に

勝てないんだ」と言っていたことでしょう。◆しかし主は死からよみがえられました。そ

れは、この世で一番強い現実である死の力も、神様の愛には勝てないということを示した

のです。イエス様が死に勝たれた以上、私たちは、主イエスが教えられていた神様の愛は

作り事ではなかったんだ、信じていいんだ、だから私たちも他の人に対して心を開けるん

だと、信じることが出来るのです。◆イースター２つ目の喜びは、よみがえられた主を通

して、私たちにも新しい命が与えられたことです。コリント人への第 2の手紙５章にある

パウロの言葉を聞きましょう。「誰でもキリストにあるならば、その人は新しく造られた

者である。古いものは過ぎ去った。見よ、全てが新しくなったのである」（17節）。◆

私たちの心の奥には、さまざまな欲望、罪や弱さ、恐れ、過去に受けた傷が渦巻いていま

す。そうした自分でも見たくないようなものに突き動かされて、私たちは生きて来ました。

社会の評価や他人との比較によって、心の満足、平安を得ようと努めて来ました。しかし

そこには本当の満足、本当の生命は無いのです。◆主イエスは、十字架によって私たちを

その罪の力から解放して下さり、復活によって新しい命を与えて下さいました。そのため



私たちは新しく生き直すことが出来るようになったのです。イエス様が私たちをありのま

まに受け入れて下さった以上、私たちはもう、恐れや過去の傷に縛られて生きる必要はな

いんだ、自分の中にある罪や弱さから目をそむける必要はないんだ、むしろそうしたもの

を主の前に持って行き、この心を変えて頂くことが出来るんだと、信じることが出来るの

です。そして、このように主イエスと共に形作って行く新しい命は、この世だけでなく、

永遠の世界へと続いて行きます。死が終わりではないことを知っているので、私たちは本

当に自由に生きることが出来るのです。◆イースター3つ目の喜びは、死がイエス様を抑

え込むことが出来なかったように、この世の何ものも神様が望まれることを止めることが

出来ないということです。このことは、私たちに消えることのない希望を与えてくれます。

信仰生活を続けていく中で、私たちは、神様はこんな私を本当に変えて下さるだろうかと

疑ってしまうことがあります。しかし主の復活は、神様のみ心は必ず成る、何ものもそれ

を止めることは出来ないのだと教えてくれます。そのことを思う時、私たちは、主に従う

ことが神様のみ心である以上、神様は必ず私にそうさせて下さるに違いないと、希望を持

って進むことが出来るのです。◆この希望は私たちの心だけでなく、時に社会をも大きく

変えることも出来ます。その素晴らしい例が、人種差別に抵抗して市民権闘争を指導した

マーティン・ルーサー・キング牧師です。彼があらゆる困難にも屈せずに運動を続けて行

くことが出来たのは、人種差別は神様が望まれていることではない以上、これと戦う運動

は、たとえ何があっても最後には必ず勝利すると信じていたからでした。ある時彼は、こ

う言いました。「悪はグッドフライデーには勝利するかも知れない。しかし、最終的には、

イースターの勝利に屈服せざるを得ない」。イエス様の十字架が復活で終わったように、

困難があっても最後は必ず、神様のわざが成し遂げられるのだということです。この信仰

が、キング牧師の力の源でした。主の復活がもたらすこの希望の力を、私たちも人生の中

で味わって行きたいです。◆以上 3つのことが、イースターが与えてくれる大きな喜びで

あり、私たちはこの恵みを受け取って生きて行くよう、招かれているのです。さて、この

ように生きようとする時、チャレンジも起きて来ます。この喜びをどうすれば心に保つこ

とが出来るのでしょうか。せち辛い毎日を過ごして行くと、私たちはだんだん気落ちして

来ます。新しい命や希望ということが疑わしく思えて来ることもあるでしょう。そのよう

な時にぜひ覚えたいのが、今日のマグダラのマリヤの話です。◆マリヤがイエス様の墓へ

行くと墓が空になっていました。そこでマリヤがペテロともう一人の弟子に知らせると、

2人とも墓まで来てくれましたが、中が空であることを確かめると 2人は帰ってしまい、

マリヤだけが園に残されます。イエス様の敵が死体を盗み出したと考えたのでしょう、マ

リヤが一人で座って泣いていると、後ろに誰かが立っていました。よみがえられたイエス

様ですが、ふり返って見たマリヤはそれが誰だか気付きません。「女よ、なぜ泣いている

のか。誰を探しているのか」と主は言われますが、彼女はイエス様のことを園の番人だと

思い、また墓の方を向いてしまいます。ついに「マリヤよ」と声をかけられた彼女は、初

めてそれがイエス様であることに気が付くのです。◆この話は、マリヤだけでなく私たち

自身の物語でもあります。私たちが、今まで見て来たようなイースターの恵み、神様の愛



を信じてよいこと、新しい命が与えられていること、主にある希望があることを信じられ

なくなり、自分が抱えている問題にばかり集中してしまう時、私たちもまたマリヤのよう

に主の方を見ないで、空っぽの墓の方を見ている、悲しみにひたりきってしまうことがあ

るのです。◆そんな時でも、主イエスは、私たちを「不信仰な奴だ。自分で立ち直るまで、

放っておこう」として、そのままにして離れてしまうということはないのです。この話で

は、よみがえられたイエス様は、主の復活を信じないで、ただ悲しみにひたっているマリ

ヤの後ろに立ち、彼女が気が付くのを待っておられました。主はそのように私たちととも

にいて下さるのです。◆特に嬉しいことは、この話の中で、イエス様がマリヤの後ろに立

っておられたことです。イエス様はマリヤの背中を見ておられたのです。人間の心はしば

しば、顔や正面よりも背中の方によく現れます。イエス様はそのようにして、彼女の苦し

み、無力感、痛みをじっと見つめていて下さったのでした。春名康範という有名な牧師先

生が日本にいますが、この先生が、背中を見ていて下さるイエス様ということについて、

こう書いています。「私たちは、表の顔はつくろえますが、背中はつくろえません。疲れ

や寂しさや悲しみは、背中に表れます。イエスさまは、表向きの私たちと接してくださる

のではなく、裏の部分を見つめ、愛し、守ってくださるのです。」◆イースターの喜びを

信じきれずに苦しんでいる時も、主は私たちの痛みを受け止めながら、私たちの後ろに立

っていて下さいます。そして、「マリヤよ」と言われたように、私たちの名を呼んで、こ

う言って下さるのです。「振り返って私のほうを見なさい。私はずっとあなたの後ろにい

た。墓の方ばかりを見ていてはいけない。あなたに新しい命を与えたのは私だ。だから私

は、あなたの苦しみも痛みも全て見ながら、あなたを支えている。だから、あなたは安心

して行きなさい」。主がこのようなお方であるから、私たちも歩き続けることが出来るの

です。このイースターの日、主は、私たち一人ひとりの名前を呼んで下さり、「私の方を

見なさい」と招いて下さいます。今、この恵みから、再びイエス様との新しい歩みを始め

ましょう。たとえ私たちが十字架を通ることがあっても、そこは復活へと続く通り道の一

部です。このことを信じて、イエス様と共に歩み続けましょう。 

 


