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おはようございます。 今朝、私たちと一緒に集まったお父さんであるみなさん、父の日おめで
とうございます。 ここでお会いできることを嬉しく思います。  
また、この特別な日に、天の父を求めて礼拝に来られたことは、皆さんにとって素晴らしい選
択です。  
今日の集まりによって天の父が祝福され、私たちが話すこと、行うことすべてにおいて天の父
が栄光を受けられることを願い、祈っています。      
新しく参加された方、ストリーミングで視聴されている方を歓迎します。 
それでは、小さなお子さんたちを日曜学校の教室に送り出しましょう。  
子供たちが出て行く間、他の皆さんはルカの福音書3章を開いてください。 
 
先週は、ルカの福音書の残りの部分に続く状況の説明をまとめて、ルカの福音書の2章を終え
ました。 
1～2章では、福音書の主要人物であるバプテスマのヨハネとイエス・キリスト二人の誕生につ
いての背景が書かれています。 
2章の終わりには、イエスが12歳のときの大切な思い出が語られ、イエスはますます知恵が加
わり背丈も伸び、神と人々に愛されるようになったことが語られています。 
第3章に入ると、約20年後まで進み、ルカはイエス・キリストの生涯と宣教について説明を続
けます。  
そして、ルカはイエスの先駆者であるバプテスマのヨハネと、ヨハネが荒野で行った宣教につ
いて語ることから、イエスの生涯と宣教についての話を始めます。  
 
今朝の聖書の箇所は、ルカ3章1-14節で、学びのタイトルは「荒野の声：バプテスマのヨハネ
の働き」です。 
皆さん、主と御言葉に敬意をもってお立ちください。 私は自分の聖書から読みますが、皆さん
もご自分の聖書でがんばってついて来てください。 
 
ルカ3:1-2；ヨハネの公の宣教の働きの歴史 
今朝の聖書の箇所では、まず、バプテスマのヨハネの公の宣教活動にまつわる歴史が書かれて
います。ルカは、現在のローマ皇帝ティベリウス・カエサルの名前を挙げ、ヨハネの宣教は彼
の治世の15年目に行われたことを伝えています。  
歴史上、ティベリウス・カエサル・アウグストゥスはローマの第二代皇帝で、その支配は西暦
14年から37年まで続いたことがわかっています。 第15年というと、西暦28-29年頃になりま
す。  
ルカはローマ皇帝に言及しているだけでなく、当時のユダヤの総督ポンテオ・ピラトの名前も
挙げています。  
福音書を読み進めていくと、ポンテオ・ピラトの名前が何度か出てきます。また、その時代に
支配していた3人の国主についても紹介されています。 
領主とは、1つの州や王国の4分の1を支配する人のことです。  
ヘロデ大王が亡くなったとき、彼は自分の王国を4分の1に分割して、3人の息子と1人の娘に与
えることを要求しました。この時、ヘロデ大王の4人の子孫のうち、2人だけがその地方を支配
し続けていました。 
ヘロデ・アンティパスは、イエス様の地上での宣教活動の多くが行われたガリラヤの国主でし
た。  



そして、ヘロデ・アンティパスの弟ピリポは、イツリアとテラコニテ地方の国主でした。これ
は、ヨルダン川の東、ガリラヤ海の北に位置する地域です。 
3人目の国主は、ヘロデとは関係がないようであまり知られていませんが、ルサニヤという人
物で、シリアのダマスカスの北にあるアビレネという地方の国主でした。  
ルカは、当時の政治的な支配者だけでなく、宗教的な支配者についても言及しており、アンナ
スとカヤパの二人がこの時代に大祭司であったことを言っています。通常の習慣では、一度に
一人の大祭司を置くことになっていました。 そして、彼らは生涯、大祭司として仕えることに
なっていました。 しかし、ローマ人が入ってきて、この職を政治的な立場に変えてしまったの
です。 
大祭司は、神殿内の「夫人の庭」での商売を管理・運営しており、密室で様々な取引や便宜を
図ることが多いため、非常に有利な立場にありました。  
アンナスは西暦6年から14年まで大祭司を務めていましたが、ローマの役人によって解任さ
れ、別の人物に交代しました。 大祭司の地位は、アンナスの娘婿であるカイアファスがAD18
年に任命されるまで、何人かの人に引き継がれました。 カイアファはローマ当局に認められて
任命された大祭司でしたが、その土地のユダヤ人のほとんどは、義理の父親であるアンナスが
全権を握っていると認識していました。  
私は、ルカが、この時代に誰が重要な地位を占めていたかを歴史的に説明しているところが好
きです。 
ご存じのように、イエス・キリストの福音のメッセージ、イエスの生涯と働きは、「昔々、遠
い遠い国で、神はご自身の民を罪から救うために独り子を遣わしました。そして彼らは幸せに
暮らしました、アーメン」と始まるおとぎ話ではありません。 
これは本当の人生であり、歴史なのです。「 History 歴史」は「His-Story 彼の話」つまり、
私たちは、イエス・キリストが赤ん坊としてこの世に現れたタイミングから歴史上の年数を数
えているのです。 
 
キリスト教は、ゼウス、ポセイドン、アポロ、ジュピター、マーキュリー、ヘラクレスといっ
た神話上の神々や半神の空想話に基づいた宗教ではありません。  
キリスト教は、物語や神話、民間伝承や伝説に基づいているわけではありません。 これは本当
の歴史です。 イエスは実在の人物であり、聖書だけでなく歴史書でも彼のことを読むことがで
きます。私は、ルカがこの真実を立証するために説明しているやり方が大好きです。 
イエス・キリストの生涯と宣教は、1世紀初頭に起こったことです。これは、議論することが
できない歴史的事実です。 
 
さて、先に進む前に、ルカがこの2節で語っていることについて、非常に重要なことを指摘し
ておきましょう。  
ルカは、7人の異なる指導者、当時の7人の異なる著名人、つまり、力を持ち、影響力を持ち、
大きな権限を持ち、物事を実現することができる7人の人々について言及しています。  
それにも関わらず、主は荒野にいるザカリヤの子ヨハネに御言葉を送ることを選ばれたと言わ
れています。 
神様は誰を選んでもよかったのです。 この7人の中から、力があり、影響力があり、著名な人
を使って、御言葉のメッセージを送ることもできたはずです。  
しかし、そうしなかったのです。代わりに、私たちが1章で最後に読んだ、日々を荒野で過ご
していた男を選ばれたのです。(ルカ1:80) 
マタイの福音書によると、バプテスマのヨハネはちょっと変わった人だったようです。 ラクダ
の毛を身にまとい、革のベルトを腰に巻いて、イナゴや野生のハチミツを食べていたと書かれ



ています。(マタイ3:4) 
正直に言うと、バプテスマのヨハネは変人でした。 もし、あなたが神の子の先駆けとなる人物
を選ぶとしたら、おそらくこの人物は選ばないでしょう。  
私たちは、力のある人、コネのある人、物事を起こせる大きな権威のある人を選ぶでしょう。  
荒野で一人、イナゴや野生のハチミツを食べ、ラクダの毛で着飾って生活しているような風変
りな人は選ばないでしょう。 そんなことはしません。 
しかし、それこそが、私が、主の好きなところであり、主がどのように働かれるかということ
なのです。 
コリント人への手紙第一には、 
しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者をはずかし
めるために、この世の弱い者を選ばれたのです。 また、この世の取るに足りない者や見下され
ている者を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者のようにするため、無に等しい
ものを選ばれたのです。 これは、神の御前でだれをも誇らせないためです。 
とあります。（1コリント 1:27-29） 
 
神様は、私たちがどれだけ素晴らしいか、どれだけ力があるか、どれだけ影響力があるかに基
づいて私たちを選ぶのではありません。 神は、あなたや私のような欠点のある人を、神の名に
誉れと栄光をもたらすために選ばれるのです。それはただ神が私たちを愛しておられ、私たち
を使って周りの世界に影響を与えたいと思っておられるからです。 
そうすれば、神が素晴らしいことをなさるのを世界が見たときに、神が使われた器を見て特別
なものだと思うようなことはなく、それが本物の神の御業であることを知り、悟ることができ
るのです。  
あなたは今朝ここにいて、もしかしたら、「私は何の重要性もない。 パワフルでもないし、影
響力があるわけでもない。 力もないし、影響力もないし、人望もないし、公の場所で話す機会
もない。 自分には何の取り柄もない」と思っていませんか？ そして、神は自分のような者を
使うことはできないという風に思ってしまうのです。 
いいですか、あなたは神があなたを通して何か素晴らしいことをなさるのに完璧な候補者なの
です。 神はご自分の御業を成し遂げるために、この世の愚かなものを選ばれるのですから、私
たちは皆、その資格があるのです。 
もし神が、荒野に住み、いなごや野生のハチミツを食べ、ラクダの毛の服を着ていた放浪者を
使うことができるなら、神はあなたや私のような人も使うことができるはずです。 
それでは、続きを見てみましょう。 3-6節を見てみましょう。 
 
ルカの福音書3章3～6節：ヨハネの公の宣教の始まり 
1章では、バプテスマのヨハネがどのような働きをするのかについて書かれています。  
天使ガブリエルは、祭司であり洗礼者ヨハネの父であるザカリヤに、息子がイスラエルの多く
の子らをその神である主に立ち返らせるであろうことを告げ、ヨハネがエリヤの霊と力で主の
前ぶれをし、『父たちの心を子どもたちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こう
して、整えられた民を主のために用意する』ことを告げた。(ルカ1:16-17) 
ザカリヤは、ヨハネがどのようにして、いと高き方の預言者と呼ばれるようになるか、また、
主の御前に先立って行き、その道を備え、罪の赦しによる救いの知識を主の民に与え、神の深
いあわれみにより、日の出がいと高き所からわれらを訪れ、暗黒と死の陰にすわる者たちを照
らし、われらの足を平和の道に導くと預言した。(ルカ1:76-79) 
つまり、この3～6節にあるのは、ヨハネの公の宣教の始まりについてです。 彼が生まれる前
に、そして彼が赤ん坊として生まれた後にも、彼について語られた預言の言葉が成就したので



す。  
そして、ヨハネの宣教のポイントは、罪の赦しのための悔い改めのバプテスマを説くことにあ
りました。  
ここでいう「説教」という言葉は、重要な知らせを公に告げること、公示することを意味しま
す。 
ヨハネは、人々に迫り来る裁きと、罪深い行いからの悔い改めの必要性を警告しながら、のべ
て回っていました。 
悔い改めのメッセージは非常に重要なものですが、あまり語られることはありません。 なぜな
ら人々はそのような話は聞きたくないからです。しかし、それがヨハネの妨げになることは全
くありませんでした。 
ギリシャ語で悔い改めを意味する言葉は「メタノイア」（metanoia : met-an-oy-ah）といい
ます。 これは、状態の変化を意味する「メタ」と、心を意味する「ノイア」という2つの言葉
から派生したものです。  
この2つの言葉を合わせると、悔い改めとは、心の変化、考え方の変化に関係していることが
わかります。 新しい心、新しい考え方、人生や神に対する新しい態度を意味します。 
新約聖書では、悔い改めについて多くのことが語られています。 それはバプテスマのヨハネだ
けでなく、イエス・キリストが説いたメッセージでもあります。 イエス様も「悔い改めよ、天
の御国が近づいているから」と宣言されました。(マタイ4:17) 
悔い改めとは、心を入れ替えることだと理解していますが、それ以外に何があるのでしょう
か。 悔い改めとは何かについては、第二コリント人への手紙7章がわかりやすいと思います。 
パウロは、教会に手紙を書き、彼らを叱り、罪から悔い改めるように呼びかけました。 そし
て、その手紙の続きをこう書いています。  
あの手紙によってあなたがたを悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙が
しばらくの間であったにしろあなたがたを悲しませたのを見て、悔いたけれども、 今は喜んで
います。あなたがたが悲しんだからではなく、あなたがたが悲しんで悔い改めたからです。あ
なたがたは神のみこころに添って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったので
す。 神のみこころに添った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世
の悲しみは死をもたらします。 (2コリント7:8-10) 

パウロのこの文章から、悔い改めとは単に悪いと思うことではないことがわかります。 悔い改
めるとは、単に悪いと思うことではなく、申し訳なく思うことでもありません。  
悲しみという言葉は、悲しみや苦悩を意味し、神学的には中立的な意味合いを持っています。  
ここでパウロは、悲しみには神の悲しみとこの世的な悲しみの2種類があることを述べていま
す。 神の悲しみは救いにつながる悔い改めを生みますが、世の悲しみは死を生みます。  
また、後悔だけではないこともわかります。 パウロもこの言葉を何度か使っています。 それ
は、行為に対してではなく、結果に対して悲しむことを意味しています。 
人は何かをしたことを後悔することがありますが、それはその行為が間違っていて罪深いもの
だと理解しているからではなく、基本的には、ばれてしまったからであり、ばれてしまったこ
とで生じた結果が気に入らないからです。  
人は、もし自分がやっていることがばれなかったら、ずっとそれを続けている可能性が高いの
です。  
後悔している人はたくさんいますが、それは悔い改めにつながる神の悲しみを経験したという
ことではありません。  
悔い改めとは、心が変わり、行動が変わることです。  
本当に心が変わったからこそ、生き方が変わるのです。  



本当に悔い改めて救われた人は、罪の赦しを受けて、新しい心と新しい思いを持っています。 
この人は、考え方も変わったし、生き方も変わった。 これが悔い改めというものです。 これ
が、バプテスマのヨハネが人々に呼びかけていたことなのです。 
ヨハネは人々に悔い改めのバプテスマを呼びかけました。 さて、ヨハネのバプテスマはクリス
チャンのバプテスマと同じではありません。  
クリスチャンがバプテスマを受けるのは、イエス・キリストの死と埋葬と復活にあずかるため
です。 バプテスマは、イエス様が自分の人生の主であり、救い主であるという内なる信仰を外
に向かって示すものです。  
ヨハネのバプテスマは、イエスの死と埋葬と復活を信じていることを示す方法ではありません
でした。なぜなら、それらのことはこの時点ではまだ起こっていないことだったからです。 
私たちのバプテスマが象徴的なものであるように、ヨハネのバプテスマも象徴的なものでし
た。  
ヨハネの洗礼は悔い改めを象徴していました。 もしあなたが本当に悔い改めているのなら、ヨ
ハネはあなたに水のバプテスマ、自分の罪からの霊的な清めを象徴する儀式を通してその悔い
改めを証明してもらいたかったのです。 
ヨハネがユダヤ人に水のバプテスマを受けるように呼びかけるのは、大変なことでした。 水の
バプテスマは通常、ユダヤ教に改宗しようとする異邦人のために用意されたものでした。 
異邦人は「汚れている」と考えられていたので、ユダヤ教に改心するためには、まず水のバプ
テスマによって儀式的に罪が清められる必要があったのです。 
ユダヤ人は、神様との契約関係により、自分たちはすでに「清い」と信じていたので、通常は
バプテスマを受けませんでした。 異邦人のように自分たちが「汚れている」とは思っていなか
ったので、バプテスマを受ける必要性を感じていなかったのです。 
ですから、ヨハネがユダヤ人にも異邦人にもバプテスマを受けるように呼びかけたのは、とて
も過激なことでした。 ユダヤ人も異邦人と同じように罪深い存在であり、悔い改めが必要であ
るから、自分たちも異邦人と同じように「汚れている」と言ったのです。  
 
ヨハネが罪の赦しのための悔い改めのバプテスマを呼びかけたのは、彼が自分の人生に与えら
れた預言的な使命を果たすためでした。  
預言者イザヤがイザヤ書40章3節で預言したように、彼は「主の道を整えよ。荒地で、私たち
の神のために、大路を平らにせよ。」と荒野で叫ぶ者の声でした。  
興味深いことに、4人の福音書記者全員が、洗礼者ヨハネの働きについて語る際にイザヤ書40:3
を引用していますが、ルカだけはそれ以上の引用をしています。 ルカはイザヤ書40章の3節か
ら続けて、4節と5節も引用しています。 
イザヤ書40章4-5節には、「すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上
がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして、主の栄光が現されると、すべて
の者が共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。」と書かれています。 
ルカが3節だけでなく、4節、5節も引用しているのには、重要な理由があると思います。 ルカ
がこのイエス・キリストの生涯と宣教の物語を書く際に、強調していることがあります。 
ルカは主に異邦人の読者に向けて書いています。 そして、ヨハネが罪の赦しのために悔い改め
を呼びかけたのは、ユダヤ人のためだけではなく、すべての人のためであったことを人々に知
らせたかったのです。  
イザヤが、すべての者が主の栄光を見ることになると語っているのに対して、ルカはすべての
者が神の救いを見ることになると書いています。  
イエス・キリストの福音のメッセージも、ヨハネが伝えた悔い改めのメッセージも、すべての
人のため、すべての肉なる者のため、ユダヤ人のため、異邦人のためのものです。  



このことは、ルカの福音書の中ですでに何度か指摘されていますが、これらはルカの福音書の
中で大きな強調点となっているので、さらに指摘します。 このメッセージはすべての人のため
のものです。  
私たちは皆、罪の赦しを受け、主と共に天国にいる場所を確保するために、悔い改めてイエ
ス・キリストに信仰を置かなければなりません。 御子への信仰以外に父への道はありません。 
引き続き、次の7～9節を見ていきましょう。 
 
ルカ3:7-9；ヨハネの公な宣教における大胆さ 
ここでは、ヨハネの公の働きの大胆さを見ることができます。 他の福音書の記述から、ヨハネ
がこの厳しい言葉を、砂漠で何が起こっているかを見に行こうとしていた多くのパリサイ人や
サドカイ人に向けていたことがわかっています。 (マタイ3:7) 
宗教的なエリートたちは、バプテスマを受けに来ず、バプテスマのヨハネの説教に身をゆだね
ることもしませんでした。  
彼らはバプテスマのヨハネとそのメッセージを信じず、ヨハネからバプテスマを受けなかった
ことを知っています。 イエスは、後にこのことで彼らを呼び出し、ヨハネに対する彼らの軽蔑
を利用して、彼ら自身の疑問や推論に陥れる手段とされます。 
ヨハネは、人を満足させたり、聞きたいことを言ったりする人ではありませんでした。 彼は大
胆で、人々、それも著名な人々に、悔い改めを必要とする罪人であることを容赦なく告げたの
です。 
彼は人々に呼びかけ、悔い改めにふさわしい実を結ぶように呼びかけました。  
そして、彼らが好んで使っていた「アブラハムは私の父だ」という言葉も使わせませんでし
た。 
ユダヤ人は、自分たちがアブラハムの子孫であり、神がアブラハムと交わした契約に基づい
て、主との間に特別な地位を与えられているという事実を利用したかったのです。 
しかし、その契約は信仰に基づくものでした。 ユダヤ人はこのつながりを理解せず、自分たち
の人種的な血統、系譜だけで主との正しい立場を確保できると思っていました。  
彼らは基本的に、アブラハムとのつながりが主との正しい立場を保つために必要なすべてであ
ると考えていました。 しかし、それは間違いで、ヨハネはそのことを伝えています。 
彼らは父の信仰に頼らず、真の個人的な信仰を持つ必要があったのです。 信仰は受け継がれる
ものではありません。 信仰は受け継ぐものではなく、一人一人が自分で選択して行使しなけれ
ばならないものです。  
そして、ヨハネのメッセージは、各人が自分の信仰を行動によって証明しなければならないと
いうものでした。 ヨハネは、ヤコブが書いた「信仰も、もし行ないがなかったなら、それだけ
では、死んだものです。」（ヤコブ2:17）という言葉に同意するでしょう。  
ヤコブは、信仰を行動に移した人の例として、アブラハムを挙げています。 
ああ愚かな人よ。あなたは行ないのない信仰がむなしいことを知りたいと思いますか。 私たち
の父アブラハムは、その子イサクを祭壇にささげたとき、行ないによって義と認められたでは
ありませんか。 あなたの見ているとおり、彼の信仰は彼の行ないとともに働いたのであり、信
仰は行ないによって全うされ、 そして、「アブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなさ
れた。」という聖書のことばが実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。 (ヤコブ2:20-23) 
アブラハムは神への信仰を持ち、その信仰は彼の行動に現れました。  
現在、悔い改めと、悔い改めにふさわしい実を結ぶことを呼びかける人に対して、さまざまな
反応をする人がいることをご存知でしょう。 
私は「アブラハムを父に持ちます」とは言わないかもしれませんが、「私は恵みによって救わ
れたのだから、何をしてもいい」とか、「私を裁かないでください、神様は私の心を知ってお



られます」とか、「私たちは皆、ただの罪人です」などと言うのではないでしょうか。 
 
これらのことは真実です。 私たちは恵みによって救われ、神様は私たちの心を知っておられ、
私たちは皆、罪人です。 しかし、もし私たちがこれらの真実を、自分の罪の言い訳や、悔い改
める必要がない理由として使おうとするなら、私たちは1世紀のユダヤ人と同じように行動し
ていることになります。つまり、自分と自分の罪を正当化するために、便利で誤った方法で真
実を使おうとしているのです。  
それは間違っているし、ヨハネが同意しなかったように、主も同意しないでしょう。 私たちは
皆、いつか主の前に立ち、自分の行動や悔い改めの有無について説明をすることになります。 
ヨハネは、「斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、みな切
り倒されて、火に投げ込まれます。」と言っています。 
火は裁きを意味します。 ヨハネは、悪魔とその天使たちのために用意された永遠の火と表現さ
れる、地獄という場所での永遠の裁きについて語っているのだと思います。(マタイ25:41) 
悔い改めず、悔い改めにふさわしい実を結ばない者は、切り倒され、地獄の永遠の火の中に投
げ込まれるでしょう。  
これはまじめな話です。 永遠がかかっているのです。 ヨハネは、人々に好かれることよりも
人々が救われることを重視していました。 
彼は自分が人気者になることよりも、人々が地獄で過ごさなくてよくなることを気にかけてい
ました。  
ヨハネのメッセージを好まない人もたくさんいましたが、そのメッセージに反応した人たちは
永遠に感謝していました。  
私たちが、宣べ伝える福音にも同様なことが言えます。 嘘を言って「神様は罪を犯してもいい
と思っているのだ」と思われるよりは、ストレートに伝えて嫌われてもいいと思っています。  
私たちが住んでいるこの世界では、罪を擁護し、祝福することが大好きです。 そして、それは
教会の中にも入り込んでいます。 私たちは、自分の行動が重要であることを理解する必要があ
ります。私たちの歩みは、私たちの話す内容と合わなければなりません。 
私たちは、自分がクリスチャンであると言いながら、世の中の他の人々と同じように信じ、生
活し、行動することはできません。 真の悔い改めが必要であり、悔い改めに値する実を人生に
結ぶ必要があるのです。 
 
続けましょう。 
 
ルカ3:10-14；ヨハネの公の宣教のシンプルさ 
この章では、ある人々がヨハネのもとに来て、それが自分にとってどのようなものであるかを
具体的に知りたがっていました。 悔い改めにふさわしい実りとはどのようなものでしょうか。 
そして、ヨハネがどのように答えたか、私は気に入っています。 この章では、ヨハネの公の宣
教のシンプルさを見ることができます。 
さまざまなグループの人々がヨハネのところに来て、「では、私たちは何をすればいいのです
か」と具体的に尋ねました。 
最初のグループの人たちには、「下着を二枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさ
い。食べ物を持っている者も、そうしなさい。 」と答えました。 
基本的にヨハネが言いたかったのは、「親切にしなさい」「憐れみを示しなさい」「余ったら
人に分けてあげなさい」ということです。 余ったら必要としている他の人にも分けてあげてく
ださい。 
とても簡単ですよね？ 私たちは、幼児クラスでこのようなことを教えています。 「そのおも



ちゃを貸してあげてね。 あなたが持っているおもちゃを、他のお友達にもを遊ばせてあげて
ね」。 本当に簡単なことです。 
2番目のグループである徴税人のグループには、「決められたもの以上には、何も取り立てて
はいけません」と答えました。 
基本的には、正直に、一日分のお金を出すことです。  
徴税人は、一定の金額を徴収することが義務づけられていましたが、それ以上の金額を自由に
徴収したり、またそれ以上の金額を預かることも許されていました。   
徴税人は、実際に支払うべき金額よりも多くの金額を請求することで有名でした。 彼らは立場
を利用し、基本的には彼らから盗んでいたのです。 
ヨハネは、徴税人をやめろとは言いません。 ただ、自分のしていることに正直になりなさいと
言っているのです。 適正な額を集めなさい、決められた額を集めなさい、それ以上はだめで
す。 
繰り返しますが、非常に簡単なことです。自分の仕事に対し、誠実で、公平でありなさい。 
第三のグループは、兵士のグループで、これもまた嫌われている人々のグループですが、ヨハ
ネは彼らにこう答えました。「誰かを脅したり、濡れ衣をかけたりせず、自分の賃金に満足し
なさい」。 
ここで「intimidate 怖がらせる」と訳されている言葉は、文字通り「徹底的に揺さぶる」とい
う意味です。 お金のために誰かを揺することについて語っています。  
ゆすりとは、誰かを騙してお金を得ようとすることで、例えば詐欺や恐喝などの違法行為を指
します。 
ヨハネは兵士たちに、そのようなことをしないように言っています。 自分の権威や力を不正な
利益のために使ってはいけないと。 
また、偽りの告発をしてはいけないとも言っています。 兵士の中には、彼らから罰金をだまし
取ったり、お金を脅し取ったりするために、虚偽の告発をしたり、虚偽の告発に基づいて行動
する者がいるということです。 
ここに似たことが書かれています。 基本的には、権力を乱用してはいけないこと、また、自分
の仕事に対して公平で正直であることを説いています。 
最後に、自分の給料に満足するようにと言っています。 
つまり、親切であること、人と分かち合うこと、正直で公正であること、権力を乱用しないこ
と、そして満足することです。 これらは、悔い改めにふさわしい実りとは何か、何をすべきか
を尋ねてきた特定のグループ人々に、ヨハネが求めていたものです。 
繰り返しになりますが、私はヨハネのわかりやすい答えが好きです。 これらは、私たちが私た
ちの子供に小さい頃から教えていることです。 親切であること、人と分かち合うこと、正直で
公平であること、自分より小さい人や若い人をいじめないこと、自分の持っているものに満足
すること。  
 
私がこの話をしたのは、多くの人は、自分の悔い改めを証明するために、自分の愛を証明する
ために、神が私たちに何かすごい行いをすることを求めていると思い込んでいることが、すご
く多いからです。  
神は私たちに何か超自然的なことを求めているわけではありません。 神は神であり、私たちで
はありません。 天の父である神は、私たちが神の子どもとして振る舞うことを望んでおられま
す。 互いに思いやりを持って接し、互いに利用し合うのではなく、互いに気を配ることを望ん
でおられます。  
ミカ6章で語られているメッセージを思い出します。 ミカは主に代わって人々に何をすべきか
を伝えています。 主はあなたに告げられた。人よ。何が良いことなのか。主は何をあなたに求



めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神とともに
歩むことではないか。(ミカ 6:8) 
正しい行いをし、あわれみを愛し、あなたの神とへりくだって歩むことが、信仰生活を送る私
たちに神が求めていることです。 
神様はすでに重い仕事をすべてやってくださっています。 私たちの罪の問題を解決してくださ
いました。 イエス様が十字架の上で死なれたとき、「完了した。」と宣言されました。 ヨハ
ネの19：30）。 
仕事は終わったのです。 私たちはただ、悔い改めてイエスに信仰を置いたことを示すために、
ささやかな信仰生活を送るだけでいいのです。  
神様が私たちに求めている実りは、「愛」という言葉に集約されます。  
ガラテヤ人への手紙には、御霊の実が愛であることを教えています。  
イエスは、「もしあなたがたの互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたし
の弟子であることを、すべての人が認めるのです。」と言われました。(ヨハネ 13:35) 
すべての律法や戒めも、この一言に集約されます。 イエスは、「『心を尽くし、思いを尽く
し、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ』これがたいせつな第一の戒めです。『あ
なたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という第二の戒めも、それと同じようにたいせつで
す。 律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。」。(マタイ 22:35) 
真の悔い改めは、主への愛とお互いへの愛に見られます。 これこそが、ヨハネが求めていた
ものであり、神様が私たちに求めているものでもあります。 神を愛し、人を愛すること、これ
をもって神は十分に喜ばれるのです。 
 
最後に 
本来ならば、20節まで読んで、バプテスマのヨハネの公の宣教のすべてをカバーしたいと思っ
ていましたが、来週末のために、その一部を残して短くすることにしました、主の御心なら
ば。 
私たちは、ここに書かれている内容で十分だと思います。  
今日の聖書の箇所で、神がいかにこの世の愚かなものを好んで選ばれるかということを思い出
しました。 神は、あなたや私だったら選ぶことのない、変人のバプテスマのヨハネを選んだの
ですが、彼は主のために道を備える誠実な人でした。 
私たちは、ヨハネの悔い改めのメッセージを見て、悔い改めとは単に感じるものではなく、単
なる感情的な反応でもないことを指摘しました。 悔い改めとは、単に感情的になることではな
く、心が変わり、行動が変わることなのです。 
また、ヨハネの宣教の大胆さと、人々の人生に真実を語ることを恐れなかったことにも注目し
ました。 彼は人々に自分の人生に実を結ぶように呼びかけ、神が私たちに最も求めている実が
愛であることを指摘しました。  
私たちが天の父をよく愛し、天の父の愛を私たちの周りの世界に示すことができますように。 
アーメン！ アーメン!  祈りましょう。 


